
事業報告書 
 

1（法人運営事業） 

 

（1）役員会等の開催 

本会の組織・事業・財政等の適正な運営を図り、総合的企画・連絡調整等を行うため、理事会、評議員会、監事会、評議員選任解任

委員会の開催。 

 

①理事会 

回 開催日 場所 出席者状況 

第 1回 令和２年 5 月 26 日 市役所全員協議会室 理事 14名  監事 2名 

第２回 令和２年 10 月８日 市役所 301会議室 理事 15名  監事 3名 

第３回 令和３年 2 月 10 日 市役所全員協議会室 理事 15名  監事 3名 

 

②評議員会 

回 開催日 場所 出席者状況 

第 1回 令和２年 6 月 12 日 市役所全員協議会室 評議員 28名  監事 2名    （定時評議員会） 

第 2回 令和２年 10 月 23 日 加茂文化会館小ホール 評議員 23名  監事 3名 

第 3回 令和３年 2 月 26 日 市役所 301会議室 評議員 27名  監事 3名 

 



③監事会 

回 開催日 場所 出席者状況 

第 1回 令和２年 5 月 12 日 市役所 104相談室 監事 3名   ＊令和元年度決算監査 

 

④評議員選任・解任委員会 

回 開催日 場所 出席者状況 

第 1回 令和２年５月 29 日 市役所第２委員会室 評議員選任・解任委員 5名 

第 2回 令和２年 10 月 16 日 市役所 402会議室 評議員選任・解任委員 ４名 

第 3回 令和３年 2 月 19 日 市役所第２委員会室 評議員選任・解任委員 ４名 

 

（2）職員研修 

 県社協開催の事業研修等に参加し職員の資質向上を行った。 

 

（3）職員福利厚生 

 職員の福利厚生を行うために福利厚生センターへ加入。 

 

 

（4）自主財源の確保 

会員の確保のために区長を通じ市内全世帯を対象に一般会員加入のお願いを行った。 

また、社会福祉関係機関、団体、施設、会社等に対し特別会員加入のお願いを行った。 

 



【収入状況】 

区   分 令和２年度実績 令和元年度実績 備     考 

一般会員 加入世帯数 

     会費収入額 

8,135世帯 

2,439,595円 

8,334世帯 

2,505,200円 

加茂市内の全世帯を対象  

一般会費 1世帯 300円 

特別会員 加入団体数 

     会費収入額 

     81団体 

275,000円 

     81団体 

251,000円 

社会福祉関係機関、団体、施設、会社等 

特別会費 1口 2,000円 

合 計 額 2,714,595円 2,756,200円 
 

 

（5）赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい運動の協力 

区分 令和２年度実績 令和元年度実績 備     考 

赤い羽根共同募金 

歳末たすけあい募金 

7,165,166円 

972,431円 

7,101,028円 

1,004,531円 

 

合   計 8,137,597円 8,105,559円  

 

 

（6）車両管理 

   マイクロバス 2台を福祉団体等の活動のために貸し出しを行った。   （貸出状況については P13を参照） 

 

 



2（企画・広報事業） 

 

（1）社協だよりの発行 

 5月、7月、10月、2月の年 4回発行し、社会福祉協議会事業のＰＲに努めた。 

 

（2）福祉受賞者表彰 

  ①第 70回新潟県民福祉大会（精神保健福祉に関する法律施行 70周年並びに知的障害者福祉法第施行第 60周年記念）に参加。 

開催日：令和２年 10月 14日  会場：新潟市 新潟テルサ 被表彰者：1名   参加者 11名 

  

 ＜新潟県社会福祉協議会会長表彰＞ 

  社会福祉活動者表彰  １名 

 

  ②加茂市社会福祉協議会評議員会 

 開催日：令和 2年 10月 23日  会場：加茂文化会館小ホール 被表彰者：12名 

 

 ＜加茂市社会福祉協議会長表彰＞ 

  社会福祉団体・施設役員表彰 4名 

  社会福祉事業功労者表彰  3名 

優良社会福祉活動者表彰  4名 

＜加茂市社会福祉協議会長感謝状＞ 

福祉事業協力者   １名 



 

（3）区長会への事業説明 

 春季の各地区区長会に出席し社会福祉協議会事業説明を行った。 

開催日 会議名 場所 出席者状況 

令和２年 4月９日 下条地区区長会 下条コミュニティセンター 17名（下条地区区長、福祉事務所、社協） 

令和２年 4月 10日 須田地区区長会 須田コミュニティセンター 15名（須田地区区長、福祉事務所、社協） 

令和２年 4月 17日 七谷地区区長会 七谷コミュニティセンター 20名（七谷地区区長、福祉事務所、社協） 

  ※加茂地区区長会はコロナウイルス感染症拡大予防のため中止。 

 

3（地域福祉活動事業） 

  

（1）地域福祉活動事業 

 団体育成助成として、ボランティア団体「加茂ともしびの会」「加茂福祉ボランティア連絡協議会」への活動に対し補助金の交 

  付を行った。 

 ※老人クラブ地区大会は、新型コロナウイルス感染拡大予防により中止したため助成を行わなかった。 

  

（2）児童・青少年福祉活動事業 

  ①社会福祉普及校指定事業 

児童・生徒の社会福祉への理解と関心を高め、福祉活動への参加意欲の向上を図るため、市内小中学校に福祉普及校の指定を行い



活動に対し補助金の交付を行った。  市内小中学校 全 12校を指定 

  ②団体支援事業 

 「加茂市保育会」「加茂市青少年団体連絡協議会」への活動に対し補助金の交付を行った。 

 

（3）障がい児・者福祉活動事業 

 団体の育成事業として「加茂市身体障害者福祉協会」「加茂市家族会」「言葉の教室」への活動に対し補助金の交付を行った。 

 

（4）日常生活自立支援事業 

 認知症の高齢者、知的障がいのある方、精神障がいのある方等で、日常の生活をしていく上で、必要な福祉サービスの利用等につい

て自分一人の判断で行うのに不安のある方に対し、本人と社会福祉協議会との契約に基づき生活支援員が支援を行った。 

  利用者：7名（認知症 2名、知的障がい 4名、精神障がい 1名） 支援員数：4名 

 

（5）生活困窮者自立支援事業・被保護者就労支援事業   （相談状況については P14を参照） 

  ①生活困窮者自立支援事業 

 現に、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対し、自立のための相談支援を行った。 

 

②被保護者就労支援事業 

 被保護者の就労に関する相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行い、就労のための相談支援を行った。 

 

（6）こころのゲートキーパー養成講座 （加茂市共催） 

 地域や職場、家庭の中で自殺を考えたり様々な悩みを抱えて、こころの健康を害している方の変化に早期に「気づき」、適切に 



「つなぎ・見守る」ことができる人材（ゲートキーパー）の養成を行った。 

年 4回 開催 場所：文化会館小ホール、市役所３０１会議室 延べ参加者数 77名 

 

（7）車いす貸出 

 社会福祉協議会で保有する車いすの貸出を行なった。  貸出数：28件（公用貸出：16件 個人貸出：12件） 

 

（8）地域福祉活動事業（加茂市補助事業）の事業実績 

 

事業等の名称 利用者及び交付者 実施日 説明 

1. 配食サービス事業 

利用者延べ 1,443名 

事業費 1,193,317円 

（弁当代 1,010,100円） 

毎月 25日 

（7、8月は除く） 

対象者：一人暮らし高齢者、80歳以上の高齢者のみ世帯、

一人暮らしの重度心身障がい者 

内 容：1食 弁当 700円、利用者 100円負担 

2. ねたきり老人等 

  紙 お む つ 購 入 

助 成 券 事 業 

交付者数  401名 

事業費 6,733,808円 

（助成券 6,728,000円）  

通 年 

対象者：ねたきり高齢者、認知症高齢者（在宅介護手当 

受給資格該当者）、身体障害者手帳 1・2級、療育手

帳Ａ、95 歳以上の高齢者で常時おむつを使用して

いる者 

内 容：2,000円券を年 12枚支給 

3. 心 身 障 が い 者 

タクシー利用料金 

助成事業 

交付者数  239名 

事業費 1,677,216円 

（助成券 1,668,240円） 

通 年 

対象者：身体障害者手帳 1・2級と 3級の一部、療育手帳 

Ａの交付を受けている者 

内 容：利用券を年 24枚支給  

4. 布団洗濯サービス       116名 夏 期 対象者：在宅のねたきり高齢者 



事業 事業費 658,416円 内 容：掛・敷布団、毛布のクリーニング 

5. 高 齢 者 世 帯 

家屋小修繕事業 

15世帯 

事業費 158,400円 
年 1回 

対象者：一人暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯 

内 容：軽度な家屋の小修繕（建具の立て付け等） 

6. 冬期要援護世帯 

（除雪費助成）事業  

    延べ 94世帯 

事業費 1,008,800円 冬 期 

対象者：高齢者世帯、障がい者世帯（障害者手帳 1 級～4

級）母子世帯等で金銭的・労力的に除雪が不可能な世帯 

内 容：住宅の屋根雪の除雪に要する費用を一部助成 

 

4.（ふれあいのまちづくり事業） 

 

（1）ふれあい福祉センター：総合相談所運営 

 

①心配ごと相談（年 48回 開催） 相談数 73件   （相談状況についてはｐ15を参照） 

水曜日・・・市役所 104相談室 （開催時間 9：00～15：00） 

②専門相談（弁護士相談）   相談数 66件  （相談状況についてはｐ16を参照） 

 

（2）小地域福祉ネットワークづくり事業 

  ①ふれあいサロン（地域のお茶の間） 指定期間 5年 

指定地区 指定年数 開催数 参加者数（延べ） 備考 

第 2区 ４年目 16回 149名 会場：小貫地区開発センター 

栄町 ４年目 10回 167名 会場：西加茂集会場 

高須町 ４年目 46回 408名 会場：西加茂団地集会場 



 

5.（共同募金配分金事業） 

 

（1）住民全般活動事業 

①機関紙発行事業（Ｐ4 2．企画広報事業 参照） 

 社協だよりの発行 

 

  ②元気コール事業 

    年齢を問わず日頃の生活に不安や孤立感を感じておられる方々に、朝の声掛けを電話で行った。（登録制） 

   実施日：毎週水曜日（心配ごと相談所開設日） 登録件数：4件 

 

  ③おもいやり講座 

    誰もが住み慣れた地域で安心して住み続けるために障がいを理解することによってお互いを支えあう地域力の向上を図り、個々の

ボランティア活動の資質を高めることを目的に各種講座（「点訳講座」「介護福祉講座」「精神保健福祉講座」「発達障がい講座」「認知

症講座」）を開催した。（全 5回実施） 会場：老人福祉センターゆきつばき荘  受講者：延べ 44名 

 

  ④手話教室  

  ※コロナウイルス感染症拡大予防のため中止。 

 

  ⑤加茂市社会福祉協議会長杯争奪市民ゲートボール大会 

  市民を対象にゲートボール競技を通じて健康の維持推進とお互いの親睦を深め、福祉の向上を図り世代交流を目的として実施。 



   開催日：令和２年 11月 14日  会場：屋内ゲートボール場すぱーく加茂  参加者 19名 

（2）高齢者福祉活動事業 

  ①ねたきり高齢者等友愛訪問事業 

 在宅のねたきり高齢者に対し民生委員や市内保育園の園児の協力を得て見舞品を送った。 対象者：256名 

 

  ②障子張替えサービス事業 

 高齢者世帯の住環境の整備を目的に 70歳以上の一人暮らし高齢者と高齢者のみ世帯に対し障子の張替えを行った。 

  実施地区：七谷・須田地区 対象世帯：28世帯 

 

  ③紙おむつ購入助成券事業（P７ （8）地域福祉活動事業 加茂市補助事業 表の 2を参照） 

 

  ④ふれあい昼食会 

 市内のコミュニティセンター（下条・七谷・須田）に一人暮らし高齢者を迎え、レクリエーションやゲームなどを楽しみながら参加

者全員で昼食を食べ孤独感や寂しさの解消につなげた。 

開催日 会場 参加者数 開催日 会場 参加者数 

令和２年 5月 15日 須田コミュニティセンター 中止 令和２年 6月 26日 須田コミュニティセンター 中止 

令和２年 9月 11日 須田コミュニティセンター 中止 令和 2年 11月 13日 七谷コミュニティセンター 8名 

令和 2年 12月 11日 須田コミュニティセンター 中止 令和 3年 1月 15日 下条コミュニティセンター 中止 

令和 3年 3月 12日 下条コミュニティセンター 中止 

 ※「中止」はコロナウイルス感染症拡大予防のため。 

 

（3）障がい児・者福祉活動事業 



  ①心身障がい者タクシー利用券助成事業（P7 （8）地域福祉活動事業 加茂市補助事業 表の 3を参照） 

（4）児童・青少年福祉活動事業 

  ①夏休み子ども手話教室 

    ※コロナウイルス感染症拡大予防のため中止。 

  開催日予定日：令和 2年 8月 3日～5日 会場：加茂市公民館予定  

 

  ②夏休み点訳・音訳教室 

 ※コロナウイルス感染症拡大予防のため中止。 

  開催日予定日：令和 2年 8月 3日～5日 会場：加茂市公民館予定  

 

③中学生サマースクール 

 ※コロナウイルス感染症拡大予防のため中止。 

  開催日予定日：令和 2年 8月 11日～13日 会場：老人福祉センター ゆきつばき荘  

 

（5）歳末たすけあい訪問事業 （令和２年 12月 17日～18日に実施） 

 

見舞金 920,000円＋見舞品 86,401円＋事務費 15,900円＝1,022,301円 

対象区分 

令和２年度 

対象者 
見舞金 

（1名当たり） 
見舞品 

1.在宅ねたきり高齢者

（認知症含む） 
220名 3,000円 タオルセット 



2.在宅重度障がい者 3名 3,000円 タオルセット 

3.低所得者 65名 3,000円 タオルセット 

4.特別支援学校就学者 28名 2,000円  

計 316名   

 

6（資金貸付事業） 

（1）生活福祉資金貸付事業 

 新潟県社会福祉協議会実施の生活福祉資金貸付事業の窓口を行う。 

  ＊令和 2年度貸付件数 40件 13,735,000円（うちコロナ関連貸付 39件 12,913,000円） 

（2）たすけあい資金貸付事業 

 加茂市社会福祉協議会が単独で実施する小口貸付事業。 

  ＊令和 2年度貸付件数   31件  2,380,000円（うちコロナ関連貸付 14件 1,350,000円） 

 

7（基金運営事業） 

   福祉基金を管理する。社会福祉活動の基本となる調査、先駆的な福祉事業の実施、ボランティア活動の促進、社会福祉関係者の

養成や資質向上のための研修会の実施、非常災害時における援護事業等に充てるため積立てる。 


