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共に学び、共に生きるための福祉の心を育む
福祉教育の充実を目指して

　大分市社会福祉協議会では大分市内の小中学生を対象に福祉学習講座を実施しています。
昨年度はコロナ禍の中で感染予防に留意しながら、13校で実施しました。本年度は24小
中学校で、手話、点字、車いす、盲導犬、障がい者スポーツなどの体験や講話を実施する
予定です。
　体験によって得られた感性は子どもたちの中に思いやりの心を育み、福祉の意識を高め
る活動につながっています。

　このたび、令和３年４月１日付けをもちまして、
社会福祉法人大分市社会福祉協議会会長に就任い
たしました。
　これまでの行政や教育現場での経験を生かしな
がら、新たなる決意で大分市の福祉の向上に専心
努力いたす所存でございます。
　今後とも、大分市社会福祉協議会へのご指導、
ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げま
して、就任のご挨拶といたします。

社会福祉法人
大分市社会福祉協議会

新会長 江藤　郁

　このたび、令和３年３月31日付けをもちまして、
社会福祉法人大分市社会福祉協議会会長の職を退
任いたしました。
　平成28年４月に就任以来、皆様の温かいご支
援と格別のご協力を賜り、お陰様で職責を全うで
きましたことをここに謹んでお礼申し上げます。
　今後の地域福祉の発展と皆様のご多幸を祈念い
たしまして、退任のご挨拶といたします。

社会福祉法人
大分市社会福祉協議会

前会長 右田 芳明

障がい者スポーツ（ボッチャ）体験の様子 手話体験の様子
点字体験の様子
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● 高齢者等の日常の小さな困りごと（電球交換や草取りなど）の
　支援について情報交換をしよう！
● 広報によって地域福祉活動をPRしていく方法を学ぼう！
● 地域の集いの場（様々な行事や高齢者サロン等）への支援方法
　について考えよう！
● 日頃の見守り活動と災害時に備えた活動を考えよう！　…など

開所日時　月～日曜日（年中無休）　午前9時から午後6時まで
連 絡 先　TEL（097）576-8887 ／ FAX（097）576-7554
所 在 地　大分市王子新町5番1号（大分西部公民館併設）

研修会内容（予定）

地域の福祉活動の担い手づくりに取り組んでいます地域の福祉活動の担い手づくりに取り組んでいます

「デイサービスセンターさざんか」「デイサービスセンターさざんか」

大分市障がい者相談支援センターさざんかのご案内大分市障がい者相談支援センターさざんかのご案内

　デイサービスセンターさざんかでは、ご利用者の方が本来持っている能力や意欲を引き出し、ご家
族の方と一緒になって安心して過ごせる在宅生活をお手伝いいたします。

　大分市社協では、地域の福祉活動に協力していただけるボランティアを「地域福祉活動ボランティ
ア」とし、多くの方々に活動へご参加いただきたいと考えています。そこで、まずは様々な地域福祉
活動が行われていることを知ってもらう機会として研修会を行う予定としております。

　主に身体障がいのある方に対して、電話・来所・訪問等で、障がいに関することや障害福祉サービ
スの利用援助等の相談に応じています。
　利用料は無料で、秘密は厳守しますので、お気軽にご連絡ください。

デイサービス無料体験受付中！　☎097-543-7171デイサービス無料体験受付中！　☎097-543-7171
（要支援・要介護認定を受けられている方が対象です。）（要支援・要介護認定を受けられている方が対象です。）

～充実した介護サー
ビスの

～充実した介護サー
ビスの

実施に向け～実施に向け～

《送迎》 《健康チェック》 《運動》 《お風呂》 《食事》 《体操》

普 段  の 様  子

問合せ先 ／ 地域福祉課地域福祉係　☎097-547-7418

❸ おおいた市社協だより vol.142

会費収入 1,940万円（2.7%）

障害福祉サービス事業収入
4,347万円（5.9%）

積立資産取崩収入 565万円（0.8%） 事業収入 503万円（0.7%）

寄附金収入 1,146万円（1.6%） その他
667万円
（0.9%）

・ 受取利息
　配当金収入
・ 雑収入
・ 貸付事業等
　収入受託金収入

28,987万円
（39.6%）

介護保険事業収入
20,130万円
（27.5%）

経常経費補助金収入
14,875万円（20.3%）

共同募金配分金事業費
2,572万円（3.5%）

助成金支出
3,340万円（4.6%）

事務費支出 1,531万円（2.1%） その他支出
1,655万円
（2.2%）

当期資金収支差額
2,064万円（2.8%）

・ 固定資産取得支出
・ その他の活動による支出
・ 積立資産支出

人件費支出
51,492万円
（70.4%）

事業費支出
10,506万円（14.4%）

共同募金配分金事業費
2,597万円（3.2%）

助成金支出
4,499万円（5.5%）

繰入金支出
6,857万円（8.3%）

事務費支出 2,069万円（2.5%） その他支出
555万円
（0.6%）

・ その他の活動による支出
・ 固定資産取得支出

人件費支出
54,844万円
（66.6%）事業費支出

10,979万円（13.3%）

会費収入1,936万円（2.4%）

事業収入 1,095万円（1.3%）

障害福祉サービス事業等収入
5,050万円（6.1%）

寄付金収入 977万円（1.2%） その他
2,323万円
（2.8%）

・ 貸付事業等収入
・ 受取利息配当金収入
・ 積立資産取崩収入
・ その他の収入
・ 前期末支払資金残高

受託金収入
25,026万円
（30.4%）

介護保険事業収入
23,958万円
（29.1%）

経常経費補助金収入
15,178万円（18.4%）

繰入金収入
6,857万円（8.3%）

1.  地域のつながりをつくる
2.  地域で支え合う体制をつくる
3.  地域課題を解決できる体制をつくる 

4.  安全・安心をつくる
5.  介護保険事業の経営安定化
6.  法人運営の基盤整備と強化

収入 ／ 合計 7億 3,160万円収入 ／ 合計 7億 3,160万円 支出 ／ 合計 7億 3,160万円支出 ／ 合計 7億 3,160万円

収入 ／ 合計 8 億 2,400万円収入 ／ 合計 8 億 2,400万円 支出 ／ 合計 8 億 2,400万円支出 ／ 合計 8 億 2,400万円

詳細につきましては、本会ホームページに掲載しておりますので、ぜひご確認ください。詳細につきましては、本会ホームページに掲載しておりますので、ぜひご確認ください。

令和２年度  事業報告・収支決算報告　～令和２年度の事業概要を報告します～

総務課
　本会の会務や人事、予算管理を行うとともに、会員制度の充
実強化や各種団体への補助金等の交付事務、指定管理者として
施設の効果的な管理運営等に努めました。

令和３年度事業計画・予算が決まりました

　大分市社会福祉協議会では、大分市とともに策定した、平成31年４月からの5年間を計画期間とする「第４期地域福祉計画・第５次地
域福祉活動計画」に基づき、様々な地域福祉活動を進めてきました。
　令和３年度は、5か年の中間年度として、計画に掲げられた事業を着実に実施するとともに、コロナ禍における、新たな生活様式に応じ
た形での地域福祉活動や生活困窮者への支援の在り方を模索しながら、業務を展開してまいります。さらに、本会全体に係る安定した財
政基盤づくりや、社会情勢の変化に対応した、効率的・効果的な事業体制の構築を進め、「支え合って　共に生きる　みんなが主役のまち
づくり」の実現に向け取り組んでまいります。

地域福祉課
　第５次地域福祉活動計画推進のため、校(地)区社協が主体的
に行う小地域福祉ネットワーク事業や、住民相互活動のふれあ
いサロン活動への支援を行いました。また、福祉活動の担い手
となるボランティアの支援と育成や災害時の支援体制の整備に
努めました。併せて、新たな地域福祉の担い手の発掘・育成に関
する検討等も行いました。

生活支援課
　市や県社協からの受託事業や本会独自の自主事業の取り組み
を通じて、高齢者、障がい者、近くに頼れる身寄りのいない方など、
地域で暮らす方々のあらゆる困りごとに対応する総合相談窓口
として福祉サービス等の利用支援を行いました。

在宅福祉サービス課
　介護保険事業をはじめとする各種在宅福祉サービスを高齢者
の方や障がい者の方に対し提供しました。また、オンラインを
活用した内部研修会の開催や外部研修等への積極的な参加によ
り、職員の資質向上を図りました。

基 本 方 針

事 業 展 開 の 方 針
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がら、新たなる決意で大分市の福祉の向上に専心
努力いたす所存でございます。
　今後とも、大分市社会福祉協議会へのご指導、
ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げま
して、就任のご挨拶といたします。

社会福祉法人
大分市社会福祉協議会

新会長 江藤　郁

　このたび、令和３年３月31日付けをもちまして、
社会福祉法人大分市社会福祉協議会会長の職を退
任いたしました。
　平成28年４月に就任以来、皆様の温かいご支
援と格別のご協力を賜り、お陰様で職責を全うで
きましたことをここに謹んでお礼申し上げます。
　今後の地域福祉の発展と皆様のご多幸を祈念い
たしまして、退任のご挨拶といたします。

社会福祉法人
大分市社会福祉協議会

前会長 右田 芳明

障がい者スポーツ（ボッチャ）体験の様子 手話体験の様子
点字体験の様子
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お知らせ

車いすの貸出しを行っています車いすの貸出しを行っています
　企業や団体、個人の方等から寄附された車いすを、市内に在住し、家庭や外出などで、一時的に
必要な方に、車いすの貸出しを行っています。
　「旅行に連れていきたいので１週間借りたい。」「足を怪我したので、２か月借りたい。」などの理
由で、多くの方に利用していただいています。

　市民の皆様をはじめ、企業や団体等多くの方々から
いただく会費は、地域福祉を推進するための事業に活
用しています。
　令和３年１月から令和３年５月までに5,000 円以上
の会費納入をされた特別会員をご紹介します。

◆ 特別会員の紹介 （令和３年1月～令和３年5月）
朝日警備保障（株）／大分商工会議所／ほがらか園
／大分市母子寡婦福祉会

　社会福祉協議会は、住民の皆さんが安心して暮らすこと
が出来る地域福祉を実現するために、そこで暮らす住民の
皆さん、社会福祉や保健、医療、教育などの関連分野の関係
者、地域社会を形成する他の様々な専門家、団体、機関など
によって構成された公共性と自主性をもった民間組織です。

お 礼お 礼

市社協会員会費へご協力
ありがとうございました
（令和３年１月～令和３年５月）敬称略

◆ 香典返し寄附
・大分地区　　56件　　・鶴崎地区　　39件
・大在地区　　23件　　・坂ノ市地区　29件
・大南地区　　16件　　・稙田地区　　36件
・佐賀関地区　18件　　・野津原地区　14件

◆ 篤志寄附
宮﨑惠美子（寒田北町）／三ヶ㞍毎汎（荷揚町）／
深草洋介（由布市）／東大道一丁目老人クラブい
ちの会（東大道）

◆ 高額寄附 （香典返し・篤志）
矢野昌子（東野台）／齊藤岳志（明野東）／足立チ
ズ代（坂ノ市南）／藤谷泰文（岩田町）／木村和
子（皆春）

お 礼お 礼

善意のご寄附をいただき
誠にありがとうございます
（令和３年１月～令和３年５月）敬称略

市社協会員会費へご協力
ありがとうございました
（令和３年１月～令和３年５月）敬称略

善意のご寄附をいただき
誠にありがとうございます
（令和３年１月～令和３年５月）敬称略
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［編集・発行］　社会福祉法人  大分市社会福祉協議会
〒870-0839　大分市金池南一丁目５番１号 J：COMホルトホール大分4階
　　　　　　　TEL 097-547-8154　FAX 097-547-9559
　　　　　　　ホームページ　http://www.oita-syakyo.jp/

大分市ボランティアセンターからのお知らせ

対 象 者　大分市内に住所を有し、歩行困難等により車いすの必要な方
貸出期間　６か月以内
使 用 料　消毒等維持管理費として１回につき200円
※申込みの際は、借りに来た人の本人確認ができるもの。免許証等をご持参ください。
※入院や入所施設内の利用には貸出しできません。

おおいた市社協だよりの音声版（CD）を令和3年9月1日号（142号）より発行します。
なお、点字版も引き続き発行します。送付をご希望の方は大分市ボランティアセンターまでご連絡ください。
TEL 097-547-7419

問合せ先 ／ 地域福祉課　大分市ボランティアセンター　☎097-547-7419

おおいた市社協だより vol.142 ❹社協だよりの発行には、社協会費や共同募金の配分金が使われています。


