くらしを しあわ
の
せに
だん
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▲デイサービスセンターやまと作品「あさがお」

ｐ！
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令和元年度

事業報告

P2 ～３

郡上市社協の障がい福祉サービス事業所紹介
Ｐ４～５
決算報告 / 令和 2 年度一般会費・賛助会費ご協力のお願い P６
社協だよりは赤い羽根共同募金配分金を受け発行しています

令和元年度社会福祉法人郡上市社会福祉協議会

事

業

報

告

市民による支え合い助け合いのあるまちづくり
見守りネットワーク事業

住民が主体となる地域の支え合い活動（地域
福祉を推進する住民組織づくり）の推進

・「今日もまめなかな！」見守り事業
（１,098 回、契約者 17 人）

・地区社協活動の推進
・地域懇談会の開催

ボランティア活動推進事業

高齢者生活体制整備事業（市受託事業）

・ボランティアセンター登録
（登録 99 団体・2,089 人、個人 55 人）
・ボランティア活動保険加入者へ一部助成
（加入者 1,162 人）
・郡上市ボランティア連絡会の支援
（会員 45 団体、個人 18 人）

・地域資源マップの更新（ささえあい手帳）
・生活支援サポーター養成講座の開催
（17 回延べ 295 人）
・地域ささえ愛講演会（参加者 59 人）
・支え合い活動団体の立ち上げ支援助成
（２団体）
・ちょこっとささえ愛隊の活動推進
登録サポーター（59 人）
相談（10 件）
、活動（34 回）

サロン活動推進（197 団体）

災害ボランティアセンター事業

▲ちょこっとささえ愛隊
見守り・話し相手の活動

・サロン活動への助成（171 団体）
・サロンに関する活動支援（活動に関する相談
チラシの作成、助成案内、情報収集等）

・防災ボランティア登録（登録者 38 人）
・発電機の整備
・災害ボランティアセンター立上げ訓練の実施
・災害ボランティア派遣 台風 19 号災害
長野市災害ボランティアセンター
（活動日数２日間、参加者 15 人）
栃木市災害ボランティアセンター（職員派遣）
（活動日数６日間、１人）

福祉委員活動の推進
・福祉委員（634 人）
・福祉委員活動助成（地区社協、身体障害者福祉
協会郡上支部へ助成）
▲地域ささえ愛講座（高鷲）

▲サロンへの出前講座

安心して地域で暮らせる仕組みづくり
ふくし相談事業

高齢者などの生活支援の推進

・心配ごと相談の実施（相談対応 149 件）
・無料法律相談の開催（年 12 回、相談 56 件）

・車いす貸出事業（116 件）
生活福祉資金の相談、受付（新規相談 26 件）

生活困窮者自立支援事業（市受託事業）

交通遺児の方へ激励金の支給（６人）

・新規相談（62 件） プラン作成（23 件）
相談支援（2,837 件）

日常生活で判断能力の不十分な方への自立支援
（利用者 28 人）

生活困窮者食事支援事業（19 件）
お互いさま事業（28 件）
食料支援推進キャンペーンの実施
・協力品（玄米 18 袋、食料品 773 点）

法人後見事業
・法定後見の実施（２件）
食料支援推進キャンペーンで▶
集まった食品の一部
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本会では「誰もが安心して暮すことができるまちづくり」を目指して地域福祉活動の
展開と、質の高い専門的な福祉サービスの提供に努めています。
令和元年度に取り組んだ事業について、抜粋してご報告いたします。

市民への情報提供
福祉に関する情報提供の推進
・「社協だより郡上」の発行（６回）
・ホームページの更新
・社協 PR 動画の作成
・「郡上市社協福祉フェスティバル 2019in
しろとり」の開催（参加者約 600 人）
・社協劇団ひまわりによる寸劇（41 回）

福祉のまちを育む人づくり・環境づくり
介護職員初任者研修（受講者 12 人）
出前講座（41 回、参加者 573 人）
福祉推進校事業
・福祉推進校への助成（33 校）
・学校への出前講座（85 回）
・福祉推進校事業報告会
夏福祉体験の実施（参加者 229 人）
・郡上市中央公民館との共催

◀福祉フェスティバル
2019in しろとり

こども助成事業
・幼稚園、保育園、児童施設等へ助成（18 施設）
福祉車両貸与事業
・車いす搭載可能車両の貸出（165 件）

他団体事務
赤い羽根共同募金の募集（8,458,275 円）
日本赤十字社社資の募集（6,044,000 円）
郡上市地区赤十字奉仕団の運営・事業に対する支援

▲共同募金の街頭募金
（Aコープ郡上店）

▲小学校への出前講座
（手話体験）

介護保険事業 ・ 障がい福祉サービス事業等
デイサービスセンター９事業所の経営
（延べ利用者 50,674 人）

特定・一般相談事業所の経営
（登録者 59 人、計画作成 44 件、モニタリング 148 件）

居宅介護支援事業所の経営
（ケアプラン作成 4,831 件）

市からの受託事業

ホームヘルプサービス事業所の経営
（延べ利用者 9,036 人）
障がい福祉サービス４事業所の経営
（延べ利用者 12,882 人）
障がい者短期入所施設（おれんじはうす）の経営
（延べ利用者 588 人）

・一般介護予防事業
・外出支援サービス事業
・地域生活支援事業
・ミニデイサービス事業
▲ウイングハウスさをり織り

ネットワークの構築
・郡上市訪問介護事業所連絡会の開催
（４回、市内８事業所）
・郡上市通所介護事業所連絡会の開催
(４回、市内 14 事業所）

白鳥東部デイ▶
大運動会

法人運営事業 （基盤強化のために）
郡上市社協発展強化計画の策定
理事会（５回）評議員会（３回）の開催
3

自主財源確保のために一般会費及び
賛助会費の募集

ょく
り
み

いっぱ

い

障がい福祉サービス事業所 紹介！
ウイング自慢のさをり織り製品。
おしゃれなポーチと種類が豊富。
編みぐるみの人形も人気です。

こんな製品

かわいらしいぬいぐるみから

段ボールの袋入れや部品の組み
立てなどの下請け作業を中心に
行っています。それぞれの持って
いる力を活かしその人に合った仕
事や楽しみを提供しています。

ウイングハウス
住所 ： 八幡町小野 6-2-5
電話 ： 65-6040

さをり織りで作ったポーチ
やかばんにはオリジナルのロ
利用者が描いたイラストの
エコバックもとってもおしゃ
れです。

こんな製品

ゴが付いています。

自動車部品やゴム製品のバリ取
りを中心に下請け作業を行ってい
ます。さをり織りを30年以上作業
に取り入れていますが、新しいこ
とにも挑戦しています。

みずほ園
住所 ： 大和町剣 91-2
電話 ： 88-4123

バターや小麦粉にこだわっ
絶品です。
（１袋 150 円～ 200 円）

こんな製品

た、体に優しい焼き菓子。

主に、クッキーやパウンド
ケーキなどの焼き菓子づくりを
行っています。その他にも喫茶
店の営業やサービスエリアの花
壇整備など地域とのつながりを
大切に活動を行っています。

ぽぷらの家
住所 ： 高鷲町大鷲 8４1-1
電話 ： 72-6357

紹介した製品は各事業所で販売しています。ぜひお立ち寄り下さい！
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頑固な汚れが良く落ちる廃
りそのまま捨てられる「すい
とりくん」など実用的で便利
な製品がたくさん！

こんな製品

油石鹸や使用済み油を吸い取

近隣企業からの下請けの作業
を中心に行っています。穏やか
な雰囲気の中、「エコ」をテー
マに自主製品の製作も行ってい
ます。また、業者からチーズや
靴下などを仕入れ販売もしてい
ます。

すみれ作業所
住所 ： 美並町白山 6２７-1
電話 ： 79-3810

地域のみなさんに安心して利用していただくために

感染を予防するために
全所共通
●就業後事業所内の消毒
●職員のマスク着用と出勤前の検温
●事業所入口に手指消毒用のアルコール設置
●事業所内の換気
障がい福祉サービス事業所、通所介護事業所
●密接、対面などを避ける座席配置
●訪問者の手指消毒と検温の徹底
●利用者、介護者に対し利用前の
検温の徹底
●利用者のマスク着用
社協事務局
●飛沫防止フィルムの設置

健康で楽しく生活して頂くために
●ケーブルテレビにて布マスクのつくり方
を放送
●Youtube にて手と頭の体操の動画を配信
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居宅介護事業所
●原則玄関先で短時間での訪問を行う
●緊急性の低い事案に関しては電話に
て対応
訪問介護サービス事業所
●利用者、介護者に対し利用前の検温
の徹底
●訪問時、利用者のマスクの着用
●ビニール製のエプロン、防護服の整備

令 和
元年度

社会福祉法人
郡上市社会福祉協議会

障がい福祉
サービス事業
117,811,001

法人運営事業
136,010,638

収入
1,032,342,082
円

デイサービス事業
516,117,420

決 算 報 告

積立金取崩収入
22,189,600

地域福祉事業
112,952,151
訪問介護事業
42,299,102

障がい福祉
サービス事業
118,946,503

一般会費・賛助会費

法人運営事業
15１,２１０,３０９

支出
1,032,342,082
円

居宅介護支援事業
84,962,170

令和２年度

次年度繰越金
5,571,028

デイサービス事業
523,895,489

地域福祉事業
105,802,196
訪問介護事業
44,889,853
居宅介護支援事業
82,026,704

にご理解ご協力をお願いします

『支え合い つながりづくり まちづくり』を理念に、皆さまの「 ふ だんの くらしをしあわせに 」を目的に事
業を展開しています。
令和２年度も、世帯を対象とした「一般会費（一口 1,000 円）
」と、法人や団体の方を対象とした「賛助会
費（一口５,000 円）」の募集をいたします。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。
サロン交流会

社協 PR 動画

①支え合い助け合いのあるまちづくり

②安心して地域で暮らせる仕組みづくり

福祉の拠点づくり、ボランティア活動、災害時に
対応した地域づくりを目的に

各種団体と連携したイベントの開催・相談機能
様々な情報提供ができる仕組みづくりを目的に

■主な活動
地区社協活動・サロン活動・地域支え合い活動
ボランティア活動・福祉委員活動 など

■主な活動
福祉フェスティバルの開催・福祉相談事業
社協だよりの発行・表彰式 など
③人づくり・環境づくり
5％

令和元年度は

一般会費

11,901 件

１１,８５１,０００円
賛助会費

406 事業所

ご協力を
いただき
ました。

会費の

②仕組みづくり
使い方
45％

①まちづくり
50％

２,５６３,０００円

③福祉のまちを育む人づくり・環境づくり
地域の福祉を担う人材の育成を目的に

■主な活動
学校における福祉体験学習・ふくし見学会
福祉車両の貸与・こども助成 など

ふくし見学会 すみれ作業所
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ぽぷらの家自主製品購入ご協力のお礼
ぽぷらの家では、障がいのある方が自主製品のクッキーやケーキ作りの作業や下請け作業を通して、一
ぽぷらの家では、障がいのある方が自主製品のクッキーやケーキ作りの作業、下請け作業を通して、一
般就労に向けての能力をつけてもらうことを目的に、就労継続支援Ｂ型事業を行っています。
３月からの新型コロナウイルス拡大の影響により、自主製品の販売が激減したことを受け、関係機関に
自主製品の購入のご協力をお願いしたところ、皆さまから多くの注文をしていただき、いつもの活気のあ
自主製品の購入のご協力をお願いしたところ、皆さま方から多くの注文をしていただき、いつもの活気の
る作業風景を見ることができま
ある作業風景を見ることができ
した。
ました。
ご協力いただきました関係機

【ご協力いただきました関係機関の紹介】

順不同、敬称略

郵便局（市内）、地域生活支援センターすいせい、特定非

関の皆さま、誠にありがとうご
関の皆さま誠にありがとうござ

営利活動法人りあらいず和、めぐみの農業協同組合（市内）、

ざいました。
いました。

八幡信用金庫、郡上市役所健康福祉部、大和振興事務所、
高鷲振興事務所

●茶話会 ●ウォーキング

●体操

●出前講座

室内で…

●まるでバー風？

カウンター席喫茶

まだ活動がはじまってない所は…
●大きな一つの作品を分担して家で個人作業

安心・安全・楽しく

外（そと）で…

サロ ン活 動をしよう

少し活動をアレンジ！

●手紙や電話で交流

サロンをするときのルール！
サロンに行く前には…
●熱を測ってから外出
●マスクの着用
●風邪の症状や発熱時には参加しない
サロン中には…
●こまめに手洗いと手指消毒

●間隔をあけて、対面は避ける
●換気をする

●みんなが触る物は消毒

郡上市社協では市内で活動している「ふれあい・いきいきサロン」への支援を行っています。
新型コロナウイルス感染拡大により活動を休止しているサロンが、再び地域で暮らす方々の生きがいや
楽しみの場となるよう随時情報を提供していきます。

私たちは地域福祉を応援しています
住まいの直したい事の相談所
てすりの取付け

段差の解消

家具の固定

即日対応電話：０９０－７０４３－２４２１

（有）ユーアイホーム
担当者 蒲
郡上市和良町野尻 172
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社協だよりで
会社・施設を PR し
て
1 枠あたり 5,000 円

みませんか？

（本会賛助会員様は 3,000 円）

《お問い合わせ》郡上市社協 地域福祉課
☎ ８８－９９８８（代）

謝

心あたたまるご寄 付

（六月十日現在）

〈 お詫びと訂正 〉

皆さまより尊いご寄付をいただき
心より感謝申し上げます

ポリエチレン製長袖エプロン二〇〇枚

■地域福祉のために
金子 重伸 様（白鳥町）
五〇、〇〇〇円
水口 博 様（高鷲町）
八、〇〇〇円
レーベンハウス 荒井義弘 様（八幡町）
一三、四三四円
フローラ社会貢献団体
（社）アクティブサポート 様（高山市）
二〇〇、〇〇〇円
山田 忠平 様（八幡町）
米一五〇㎏
（株）川清
代表取締役 上村正司 様（高鷲町）
若鮎フライ 六〇〇匹
匿名 様（八幡町）
一六、一一〇円
匿名 様（白鳥町）
紙おむつ三五枚、下着他三〇着
匿名 様（明宝）
色ペン二三八本
■社協事業所のために
湯上 すづゑ 様（白鳥町）
シルバーカー・杖
匿名 様（美並町）
五〇、
〇〇〇円
匿名 様（美並町）
車イス一台
■市内訪問介護事業所のために
明宝特産物加工（株）
代表取締役 蒲 昌範 様（明宝）

※イラストはイメージです
（故）
（実際に体験できる競技は検討中です）

令和２年５月号の心あたたまるご寄付
（８頁）において、
（故）三島英子様の地域が
『白鳥町』となっておりましたが、正しくは
『高鷲町』です。謹んでお詫び申し上げ、訂
正いたします。

事務局： 〒501－4607 郡上市大和町徳永 585 郡上市役所大和庁舎２階
ＴＥＬ ０５７５－８８－９９８８（代） ＦＡＸ ０５７５－８８－３３１５
Email shakyo.gujo@smile.ocn.ne.jp
ホームページ https://www.gujo-syakyo.or.jp/

感
今回の新型コロナウイルス感染
拡大によるマスク不足のなか、多
くの皆さまよりマスクの寄付をい
ただきました。

幸子 様

寄付をいただいた皆さま（順不同）
恵美子 様・和田
早苗 様（美並町）

智恵 様（八幡町）

大和町徳永 585

明宝二間手 532
高鷲町大鷲 2349ｰ1

明宝コミュニティセンター

8 月 18 日 （火）

郡上市役所大和庁舎

◆和田
下條

◆井田
美代子 様（明宝）

◆
（株）畑中水道 様（大和町）

◆和田
◆高鷲山彦会

開設時間 ： 第三火曜日 １３：００～１７：００
相 談 員 ： 弁護士
（相談時間１人 30 分）

要予約

無料法律相談

会長 麦島 洋介 様（高鷲町）

※秘密は固く守られます

9 月 15 日 （火）
7 月 21 日 （火）

郡上市役所高鷲庁舎

◆（株）ミサト工業 様（美並町）

相 談 日 時 ： 月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（随時受付）
相 談 員 ： 社協職員

☎ 88ｰ9988（代）

社協ホームページ QR

郡上市社会福祉協議会

社会福祉法人

◆匿名 様
寄付をしていただいたマスクは各事
業所やふくし相談支援センターにて活
用させていただきました。心より感謝
申し上げます。

ふくし相 談

「家計のやりくり」「仕事探し」など生活の中の様々な相
談を受け、暮らしが少しでもよくなるよう支援します。

生 活 相 談
支援センター

日常生活での困りごとや、どんな些細な心配ごとも
解決に向けお手伝いをします。

心配ごと相談

