令和２年度事業報告

令和２年度事業報告
人口減少や少子高齢化の進展、従来の家族機能

した。さらに、大規模な行事や研修、会議等にお

の低下や地域のつながりの希薄化など、世帯を取

いては、YouTubeでの配信やICTを活用したオン

り巻く社会環境の変化に伴い、社会的孤立やダブ

ライン会議等の新たな取り組みを行いました。

ルケア、8050問題など既存の福祉制度では対応

また、「地域共生社会の実現のために～組織基

が困難な複合的課題や生活課題が顕著化する状

盤の安定化と持続可能な経営基盤をめざす～」を

況です。そのような中、令和２年度は特に、「地

経営ビジョンとする「第３次中期経営計画」の初

域共生社会推進本部」への参画、「HOT（ほっ

年度として、社協職員で構成する中期経営計画推

と）けんステーション」への庁内連携CSWの配置、

進委員会を中心に、①働き方改革の推進と業務改

地域力強化に向けたモデル事業の実施等、東広島

善・効率化の検討（業務改革推進班）、②第３次

市及び関係機関・団体と連携し、地域共生社会の

地域福祉活動計画の検証と各圏域の社会資源アセ

実現をめざした取り組みを積極的に推進しました。

スメント（地域づくり推進班）、③介護保険及び

新型コロナウイルス感染症への対応については、

障害福祉サービス事業所のあり方検討（介護事業

離職者や生活困窮世帯に対する生活福祉資金特例

等推進班）」等の重点計画について協議・検討し

貸付等の相談支援をはじめ、感染症発生時の対応

ました。
これからも、地域住民とともに、市及び各関係

手順書の作成、衛生・防護用品の確保と感染防止

機関・団体と連携を密にし、「地域福祉の拠点」

対策に係る環境整備等を行いました。
地域活動については、コロナ禍においても地域

としての社協の使命を果たすべく「あったか笑顔

のつながりを絶やさないための取り組みを提案し

のまちづくり」と「地域共生社会」の実現に向け

つつ、感染防止対策を講じた活動の支援を行いま

た地域福祉の取り組みを推進してまいります。

■令和2年度法人全体決算
法人運営事業
201,764,283

地域福祉活動推進事業
15,291,614

当期末支払資金残高
324,170,865

共同募金配分金事業
6,961,491
事務局運営事業
広報事業など

訪問看護事業
35,730,802
東広島熟年
大学事業
4,586,181
就労支援事業
28,425,595
障害福祉サービス事業
33,152,579

支出

1,228,687,029

資金貸付事業
59,000

総合福祉センター
管理など

（単位：円）

地域共生社会推進事業
生活困窮者自立支援事業
生活支援体制整備事業
社会参加促進事業など

ボランティアセンター事業
2,337,438
市受託事業
205,724,524

居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業など

福祉会館等事業
114,901,952

居宅介護等事業
235,724,808

県社協受託事業
19,855,897

会費収入
10,454,800
その他の活動
による収入
2,969,154
施設整備等収入
852,308

前期末支払資金残高
315,115,961

その他の収入
3,062,279
受取利息
配当金収入
1,353,054
医療事業収入
18,232,331
障害福祉サービス等事業収入
72,300,553
就労支援事業収入
3,499,597

寄附金収入
9,022,437

経常経費補助金収入
177,997,050

収入

1,228,687,029
（単位：円）

受託金収入
352,494,497

介護保険事業収入
247,565,640
貸付事業等収入
9,000

負担金収入 事業収入
278,821 13,479,547
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連載シリーズ
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施設の地域貢献活動

VOL.

特定非営利活動法人 敬愛会
小規模多機能ホームふくとみ

当施設は通う・泊まる・訪問など︑ご利用者様の生活

環境に合わせて最適なサービスが利用できる施設です︒

ご利用者様一人ひとりの生活に寄り添いながら︑じっ

く り︑ ゆ っ た り 日 々 を 共 に 過 ご し て い た だ け る よ う サ

ポートさせていただいております︒家族のような雰囲気

◦見舞返し
・宮川 早都子豊栄支所
豊栄支所
◎５月分
◦香典返し
・牛尾 剛
・井畝 洋二
◎６月分
◦香典返し
・髙辻 勇
・（亡）水野 千代子
・田丸 勝彦
・平野 武晴
河内支所
◎５月分
◦香典返し
・徳永 忠雄
・上田 泰彦
・檜山 文恵
・有藤 ヨシ子
・梶川 壮一
・若狭 一
◎６月分
◦香典返し
・吉川 昭満
・西山 和子
・佐々木 信子
・菊原 宏征

でなじみのスタッフと共に住み慣れた地域で安心して暮

らせるようにお手伝いしております︒

地域貢献活動としては︑１月のとんどや地域の清掃活

動に参加しています︒

時間テレビの募金活動を﹁道の駅湖畔の里

編集担当者のひとり言…。

８月には

本 所
◎５月分
◦香典返し
・溝兼 良枝
◦一般寄付
・株式会社アミパラ
代表取締役 筒井わかよ
・まごころ基金（募金箱）
◦物品寄付
・池田 幸男
◎６月分
◦香典返し
・中杉 義宏
・船越 建明
◦一般寄付
・東広島郷心会
会長 石井裕一郎
・まごころ基金（募金箱）

福富﹂のスペースを借り行っております︒

（敬称略、順不同）

※５月～７月分寄付

◎７月分
◦香典返し
・國川 雅則
◦一般寄付
・旧宗吉マツダ会
◦物品寄付
・赤防㈱特定非営利活動法人
ピースウィンズジャパン
黒瀬支所
◎５月分
◦物品寄付
・株式会社三輪
ステージ黒瀬店
◎６月分
◦物品寄付
・株式会社三輪
ステージ黒瀬店
福富支所
◎５月分
◦香典返し
・岸 明美
・河野 浩規
◎６月分
◦香典返し
・中安 由美子
◎７月分
◦香典返し
・松岡 賢宗
・竹田 忠昭

９月は利用者様︑ご家族様︑地域の方々と共に感謝祭

皆様のご寄付は福祉のまちづ
くりの推進のため、有効に活
用させていただきます。

を行っております︒地域の食材を使った料理や演奏会で

ありがとう
ございました。

おもてなしをしています︒とても喜ばれ毎年沢山の方た

♥

ちに参加していただいております︒これからも活動を通

して地域に根付く施設であるよう頑張っていきます︒

MAGOKORO

24

◎７月分
◦香典返し
・平賀 京治
・福原 茂子
・坂井 昌弘
・玉沖 政則
◦一般寄付
・𠮷川 秀幸
安芸津支所
◎５月分
◦香典返し
・本庄 義彦
◎６月分
◦香典返し
・茶井 護
・脇田 里美
◎７月分
◦香典返し
・平野 正美
・西岡 直美
◦一般寄付
・大武 早苗
◦物品寄付
・清水 祥平
※本会へいただいた寄付金は、
税法上の優遇措置を受けるこ
とができます。詳細については
税務署にお問い合せください。

今回の９月号から、社協だより「ふれあい」のデザインを大幅リニューアルしましたが、いかがでしたか？リニュー
アルした理由は、上司の「ふれあいのデザイン変えてみんさい」という突然の一言から始まりました。社協だより
が皆様の元に届いて表紙を見た時に、「お！社協の広報紙読んでみようかな」と思って頂けるような広報紙にしたい
と思い、長らく続いたデザインから勇気を持ってリニューアルに挑戦しました！
また次号も試行錯誤しながら内容やデザインを考えていきますので、温かい目で読んでいただけると嬉しいです！

（下垣内）
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お知らせ
コーナー
第23回東広島健康福祉まつり
福祉標語（一般の部）募集！

令和３年度

「すべての人が安心して暮らせる福祉のまちづ
くりをめざして！」を広くアピールできる福祉・
健康に関する標語を募集します。
■福 祉標語・住所・氏名・電話番号・年齢をご
記入のうえ、ハガキまたは、FAXでお申込みく
ださい。
締

※応募作品は、おひとり一点とさせていただきます。

 月17日㈮必着
９
☎（082）422-4075

FAX

在宅でご家族の介護をされている方や介護に
ついて学びたい方を対象に介護の知恵や工夫を
楽しく学べる家族介護教室を開催いたします。
対象地域

西条南

12/15㈬10：00 〜 12：00

オカリナの音色で
心のリラックスを！

会場：東広島市総合福祉センター
10/ ６㈬13：30 〜 15：30 おいしく食べて元気に過ごす
10/21㈭13：30 〜 15：30 オムツ交換のポイントを学ぼう！

会場：黒瀬保健福祉センター
11/18㈭13：30 〜 15：30 介護用品を使って無理のない介護
福富

12/ １㈬13：30 〜 15：30 介護者から学ぶ介護体験談（仮）
12/16㈭13：30 〜 15：30

ACP（人生会議）
〜未来について考えよう〜

日 内

会場：福富保健福祉センター
10/13㈬13：30 〜 15：30 自力でトイレに行く
11/ ９㈫13：30 〜 15：30 美味しく食べるためにすること

問

豊栄 12/ ８㈬13：30 〜 15：30 フットケア・足湯の効能
１/12㈬13：30 〜 15：30

無理のない介護

豊栄生涯学習センター
会場：東広島市豊栄支所

東広島市社会福祉協議会

（東広島市総合福祉センター内）
E-mail:h-syakyo@soyokazenet.jp
ホームページ:https://higashihiroshimashi-syakyo.jp/
本 所 〒739-0003東広島市西条町土与丸1108
・総 務 課：TEL(082)423-2800㈹ FAX(082)423-8525㈹
・企画福祉課：TEL(082)422-4075
・地域福祉課：TEL(082)430-8867
・在宅福祉課：TEL(082)430-8877
黒瀬支所 〒739-2612東広島市黒瀬町丸山1286-1
TEL(0823)82-2026 FAX(0823)81-0340

９/13㈪13：30 〜 15：30
河内

認知症ってなんだろう？

11/18㈭13：30 〜 15：30 オムツのあれやこれや！
12/14㈫13：30 〜 15：30 今日からはじめる口腔ケア
会場：河内保健福祉センター
9/7㈫13：30 〜 15：30

排泄ケアを知る

10/14㈭13：30 〜 15：30 高齢者の口腔ケアについて
安芸津 11/9㈫13：30 〜 15：30
12/8㈬13：30 〜 15：30

おいしく食べられる介護食について
介護者の健康管理と体力向上

会場：安芸津文化福祉センター

福富支所 〒739-2303東広島市福富町久芳1545-1
TEL(082)435-2247 FAX(082)435-2098
豊栄支所 〒739-2311東広島市豊栄町乃美2841-1
TEL(082)432-2083 FAX(082)432-2145

「通所型Ａ福富お達者ひろば」
閉所について

河内支所 〒739-2201東広島市河内町中河内1206-1
TEL(082)420-7011 FAX(082)437-0281

平成８年に「福富ふれあいデイサービスセン
ター」として開設し、平成28年度からは「通所
型Ａ福富お達者ひろば」として多くの利用者に
通っていただきましたが、令和３年６月30日を
もって閉所いたしました。利用者の皆様、支えて
下さった地域の皆様に心から感謝申し上げます。

安芸津支所 〒739-2402東広島市安芸津町三津4398
TEL(0846)45-0201 FAX(0846)46-0025
志和地区相談窓口（毎週火曜日開設）
〒739-0269東広島市志和町志和堀4123-6
志和出張所内 TEL090-4895-4819
東広島市生活支援センター
〒739-8601東広島市西条栄町8-29 東広島市役所2階
TEL(082)420-0410 FAX(082)420-0964

☎（0846）29ー1535

認知症にならない為の
脳活性化ゲームをしよう！

11/18㈭13：30 〜 15：30 薬の飲み方、飲ませ方、副作用について

認知症の人を介護している方、不安や悩み・
心配ごとはありませんか？最近、笑顔で話をし
ていますか？『やすらぎ会』は、家族のかかえ
る不安や悩みを会のみんなで語り合い、支え合
う（共有）場所です。
９月10日㈮・10月22日㈮・11月19日㈮
10:00 ～ 13:00（不安や悩みの語りあい）
13:00 ～ 14:30（歌と健康）
本所（在宅福祉課） ※電話、訪問での対応にも応じています。

無料ダウンロード

11/15㈪10：00 〜 12：00

黒瀬 11/ ４㈭13：30 〜 15：30 介護疲れをリフレッシュ！

『やすらぎ会』
に参加してみませんか

便利なアプリ、
MINANOWA 誕生！

テーマ・内容
イントレってなに？

10/22㈮13：30 〜 15：30 自粛生活の運動不足を解消しよう！

（082）423-8525

の

日時・場所
９/14㈫13：30 〜 15：30

●第22回最優秀賞作品
ほっとけん 寄り添う気もち かけはしに

社会福祉法人

家族介護教室一覧

交通事故・相続・離婚
その他ご相談は
弁護士法人

広島メープル法律事務所
〒730-0004
広島市中区東白島町14-15 NTTクレド白島ビル8F
TEL 082-223-4478 ／ 082-223-5506
FAX 082-223-0747
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