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この社協だよりは、みなさまの会費と赤い羽根共同募金が使われています。

編集・発行／社会福祉法人　富加町社会福祉協議会

　6月24日（木）美濃加茂市総合福祉会
館すこやかタウンにおいて『締結式』が
行われ、美濃加茂ライオンズクラブと
美濃加茂市・坂祝町・富加町の各社会
福祉協議会との間で協定を結びました。
　この協定は、自然災害発生時に社会
福祉協議会が設置する「災害ボランティ
アセンター」に対し、美濃加茂ライオン
ズクラブより“活動に必要な資機材等の
提供”“専門性等を活かした物的･人的
支援”“ボランティアへの飲食物の提供”
などの支援をしていただけるというも
のになっています。

美濃加茂ライオ
ンズクラブと

「災害ボランテ
ィアセンター

支援に関する協
定」を

結びました！！
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主な財源別に、「◦会費や共同募金配分金、◦町や県社協からの補助金や受託金、指定管理料」となっています。

◦くらしのサポートセンターの運営
　（調査 7件、活動 7件、定例会 7回）
◦災害ボランティアセンター事業
　運営マニュアル見直し　町との協定成立
◦調理ボランティア研修会（10名）
◦小・中学生 夏休みボランティア体験（9名）
◦登録ボランティア団体への助成（10団体）
◦登録ボランティア連絡会（6名）
◦ボランティア活動保険加入（151名）
◦ふれあい・いきいきサロン（3地区、延べ140名）

【中止】
◦生活支援ボランティア研修

◦生活支援体制整備事業
　とみか生活便利帳の作成・全戸発行
　ニーズ把握・サービス調整
◦救急医療情報キット設置（206件）
◦福祉総合相談（11件）
◦無料法律相談（3回、相談 延べ8件）
◦結婚相談事業（会員38名、相談 延べ222件）
◦高齢者移動支援事業（159日、延べ189名）
◦給食サービス事業（3回、延べ34名）
　〈協力：調理ボランティア（延べ13名）〉
◦大掃除支援事業（2回、延べ21名）
◦中学卒業生徒激励事業（7名）
◦放課後児童クラブ利用料助成（1名）
◦福祉協力校指定事業（2校）
◦福祉機器貸出事業《車いす》（延べ32件）
◦福祉機器貸出事業《車いす積載型車両》（延べ33件）
◦物品貸出事業（1件）

【代替事業】
◦ふれあいお弁当事業（2ヶ所、45食）
　※ふれあい会食会の代替事業

　〈協力：調理ボランティア（延べ21名）、絵手紙同好会〉

◦職員による安否確認
　（月1回の電話連絡と月1回の訪問）
　※給食サービス事業の代替事業

　〈協力：町内ボランティア（折り紙提供）〉

【中止】
◦福祉委員・民生委員合同研修会
◦ふれあい会食会

令和2年度  事業報告・決算
地域福祉事業

ボランティア推進事業

◦会議の開催
　文書決議（理事会・評議員会・評議員選任解任委員会）
　対面実施（監査）

◦会費の募集（一般会費・特別会費）
◦福祉団体への助成（2団体）

【中止】
◦地域懇談会

法人運営事業

自立支援事業

筋力トレーニング事業

◦パワリハ教室（3日間、延べ27名）

◦いきいきトレーニング（173日間、延べ2,859名）

◦パワーリハビリテーション講習会（4回、20名）

◦お口の健康教室（2日間、延べ7名）

介護予防事業

◦社協だより「ほっとほっと」発行（5回）

◦富加町社会福祉協議会だより発行（12回）

◦ホームページ更新（9回）

【延期】
◦富加町社会福祉大会

【中止】
◦町民まつりにて啓発活動

広報事業

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた一年となりました。

◦生活福祉資金貸付事業
　通常貸付（償還中2名、据置中1名）
　特例貸付
　（新規貸付 延べ40名、審査待ち1名、相談 延べ157件）

◦日常生活自立支援事業
　（利用 5名、支援回数 延べ74件）

◦生活困窮者自立支援事業（利用 2名）

【中止】
◦筋力トレーニング
◦トレーニング機器取扱講習会
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児童福祉事業 介護予防拠点施設運営事業
◦放課後児童クラブ事業（265日間、延べ10,583名）
◦児童センター事業
　自由来館（181日間、延べ717名）
　ランドセル来館（223日間、延べ2,547名）
　※特例として一日預かりも実施。

◦サロンの運営（204日間、延べ2,796名）
【中止】
◦講座の運営

当期末支払資金残高（収入－支出） 6,609,765円

（単位　円）

（単位　円）

収　　入 支　　出
会費収入 3,227,000 人件費支出 63,175,515
経常経費補助金収入 28,447,496 事業費支出 7,648,199

受託金収入 47,168,585 事務費支出 4,897,793

事業収入 880,670 助成金支出 455,388

受取利息配当金収入 1,796 積立資産支出 511,140

その他の収入 71,905
積立資産取崩収入 518,557
前期末支払資金残高 2,981,791
合　計 83,297,800 合　計 76,688,035

資金収支計算書　（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

貸借対照表　令和3年3月31日現在

資　産　の　部 負　債　の　部
流動資産 14,704,333 流動負債 8,831,518
　　現金預金 13,565,069 　　事業未払金 2,883,922
　　事業未収金 7,800 　　その他の未払金 4,413,238
　　未収金 185,012 　　未返還金 543,806
　　前払費用 946,452 　　職員預り金 253,602
固定資産 25,099,172 　　賞与引当金 736,950
　　基本財産 1,000,000 固定負債 14,078,877
　　　定期預金 1,000,000 　　退職給付引当金 14,078,877
　　その他の固定資産 24,099,172 負債の部合計 22,910,395
　　　車両運搬具 5 純　資　産　の　部
　　　器具及び備品 1,194,375 基本金 1,000,000
　　　退職給付引当資産 8,063,340 　　基本金 1,000,000
　　　福祉基金積立資産 13,465,334 基金 13,465,334
　　　ボランティア活動積立資産 50,000 　　福祉基金 13,465,334
　　　運営費積立資産 1,020,000 国庫補助金等特別積立金 99,256
　　　児童施設管理費積立資産 252,748 　　国庫補助金等特別積立金 99,256
　　　リサイクル預託金 53,370 その他の積立金 1,322,748

　　ボランティア活動積立金 50,000
　　運営費積立金 1,020,000
　　児童施設管理費積立金 252,748
次期繰越活動増減差額 1,005,772
　　次期繰越活動増減差額 1,005,772
　　（うち当期活動増減差額） 1,080,389
純資産の部合計 16,893,110

資産の部合計 39,803,505 負債及び純資産の部合計 39,803,505
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　生活支援体制整備事業の一環として、救急医療情報キットを設置
いただいている方、トレーニングプラザや認知症予防教室をご利用
されている方等を対象に、アンケート調査を行わせていただきました。
　6月24日現在、60歳以上の227名の方から回答をいただきました。

（回答率79.9％）

★どれくらいの割合で外出しますか？

★何の目的で外出しますか？（複数選択可） ★外出する際は何で出かけますか？（複数選択可）

★コロナ禍で外出は減っていますか？

　その他「移動支援事業」「日常生活での困りごと」「くらしのサポーター」などについてお伺いし、
貴重なご意見をたくさんいただきました。ありがとうございました。
　今後の活動の参考とさせていただきます。
　詳しいアンケート結果は、本会のホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

日常生活に関するアンケートに、
ご協力ありがとうございました。
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外出について
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　サンタの会では、富加小学校の新1年生に手作りの給食袋を贈る活動
や、施設に布おもちゃ等を作ってプレゼントする活動に取り組んでい
ます。昨年度も、牛乳パックと布で作ったベンチを子育て支援センター
に寄贈しました。
　メンバーは6名で、基本的に毎月第1金曜日を活動日としています。
　取材日は、和気あいあいとした雰囲気のなか、フェルトと牛乳パック
を使った「あいうえお積み木」の制作を進めているところでした。
　できる範囲で要望に合わせながら温かみのある布小物を手作りしますので、制作を希望され
る方（団体）はぜひご連絡ください。また、手芸のお好きな方、サンタの会の活動に興味のある
方からのご連絡もお待ちしております。

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、当初予定していた
「ふれあい会食会」を急きょ変更し、昨年度同様に「ふれあい
お弁当事業」を実施しました。
　コロナ禍で依然として外出や交流の機会が減っている中、
地域のボランティアが手作りしたお弁当を通じて“人と人と
の繋がり”を感じていただきたいという思いと、安否確認の
意味も兼ねて、ご自宅に出来たてのお弁当を配達しました。
事業終了後には「とても美味しかった。」とのお声をいただき、
作り手側も心が温かくなりました。
　10月・12月には、他の地域でも順次実施して参ります。
ぜひお申し込みください。

（協力：調理ボランティア、町管理栄養士）

5月19日（水）
加治田地区（川小牧を除く）

17食を配食

6月2日（水）
大平賀・大山・川小牧地区

28食を配食

活 動 報 告

「サンタの会」「サンタの会」

ふれあいお弁当事業ふれあいお弁当事業

富加町ボランティア・
住民活動支援センター
電話  55-0066

問い合わせ先

◦塩昆布ときのこの
　炊き込みご飯
◦鶏肉の南蛮漬け
◦卯の花の炒り煮
◦切り干し大根のサラダ
◦りんご水ようかん

登録ボランティア団体  活動紹介

お弁当メニュー



富加町
児童センター

富加町役場

富加
小学校

富加町社会
福祉協議会

97

N

〒501-3305  加茂郡富加町滝田1381番地1
社会福祉法人富加町社会福祉協議会 事務局
電話番号 0574-54-1312（代）
電話番号 0574-54-1313［相談専用］
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ  http://tomikasyakyo.or.jp/
富加町ボランティア住民活動支援センター
電話番号 0574-55-0066

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

ホームページ
QRコード
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　生活福祉資金「特例貸付金（緊急小口資金・
総合支援資金）」の申請受付が、8月末日まで
延長となっています。この貸付金は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、
日常生活の維持が困難となっている世帯が対象
です。詳しくは、本会事務局（担当：足立）まで
お問い合わせください。

　皆さんからお寄せいただいた「ベル
マーク」を、6月22日に岐阜県立可茂特別
支援学校に届けてきました。
　引き続き、児童センターの玄関に回収ボックス
を設けますので、切り取って持ってきてください。

あたたかい心ありがとうございます。

【30歳以上】
◦トレーニング機器取扱講習会

8月5日（木）　9月7日（火）
19時30分～20時30分

【65歳以上】
◦パワーリハビリテーション講習会

9月15日（水）
13時30分～15時30分

8月・9月の予定

高齢者移動支援事業
毎週  月・火・水・金曜日（祝日休み）
9時～11時30分

◦無料法律相談
　8月24日（火）
　13時～16時（1枠25分）

◦土曜の結婚相談日
　8月21日（土）　9月18日（土）
　9時～17時
　※平日も相談をお受けしています（要予約）。

事前にお申し込みが必要です。
詳しくは各戸配布されるチラシ等をご覧ください。

・おもちゃ（ブロック、紙芝居）   匿名
・おもちゃ（ロッキングホース）   匿名

相 談 日  予約が必要です。


