
小千谷小学校での車いす体験・
高齢者疑似体験の様子です

小千谷市社会福祉協議会では、市内の小・中・高等学校及び総合支援学校を社会福祉普及
校に指定し、急速に進む高齢化社会の担い手となる子ども達に「思いやりの気持ち」を育む
活動を推進しています。
実際に車椅子・高齢者疑似体験を通し、高齢者や障がい者の立場になって生活の大変さを
実感します。
この体験からたくさんのことを学び、優しい気持ちを育み、心豊かな子ども達がいっぱい
になることを目指しています。



第４次地域福祉活動計画の計画期間最終年にあたることから、現計画を総合評価すると
ともに、地域懇談会の開催やアンケート調査を実施し、変化する地域福祉ニーズの把握に
努め、次期第５次計画に反映しました。
高齢者や障がい者等の日常生活自立支援事業や法人後見等権利擁護事業の推進、ひきこ
もり支援活動団体との連携による当事者や家族の居場所づくりに取り組
み、地域の中の孤立化、孤独化を防ぎ、安心して生活できる支援を進め
ました。
また、ひとり親世帯への生活支援を実施し、その後も必要に応じ相談
を継続できる相談窓口としての周知の機会としました。
出生した親子を対象とする新たな子育て支援を実施し、未来に向け安
心して子育てしていけるよう応援しました。

令和３年度資金収支決算総括表� （単位：円）

会
計

拠点
区分 サービス区分 収　入

決算額
支　出
決算額

前期末支払
資金残高

当期末支払
資金残高 事業内容等

社
会
福
祉
事
業

法
人
運
営

法人運営事業 36,834,842 36,796,019 3,834,739 3,873,562 社協運営

地
域
福
祉
事
業

地域福祉推進
事業 35,329,992 34,866,773 27,158,940 27,622,159 

ボランティア活動推進及び地域
在宅福祉のために（配食サービ
ス、福祉会、いきいきサロン、
相談事業、除雪援助、デイホーム、
子育て支援、福祉団体等への協
力、地域助けあい活動支援、福
祉の普及・啓発等）

共同募金配分
事業 10,587,608 10,587,608 0 0 

放課後児童
健全育成事業 56,507,268 57,477,719 4,693,813 3,723,362 学童クラブの運営（通年開設 ９

クラブ・長期のみ １クラブ）

善意銀行事業 678,458 644,712 13,883,207 13,916,953 外出支援事業、介護用品助成

資金貸付事業 1,622,984 1,610,310 2,194,007 2,206,681 たすけあい資金の貸付、生活福
祉資金の申請事務等

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

介護保険事業 266,903,762 260,854,764 43,660,728 51,033,076 
訪問介護事業・デイサービス事
業（サンラックおぢや・みなみ）・
居宅介護支援事業・地域支援事
業

障害福祉事業 113,532,572 107,953,000 110,388,352 114,644,574 

障害者支援センターさつき工房
の管理運営、就労継続支援事業、
地域活動支援センター事業、相
談支援事業、基幹相談支援セン
ター事業、居宅介護、共生型サー
ビス事業、移動支援事業

福
祉

セ
ン
タ
ー

事
業 福祉センター

事業 29,002,435 29,543,784 6,696,485 6,155,136 
総合福祉センターサンラックお
ぢや、地域福祉センターみなみ、
克雪管理センターの管理運営

公
益
事
業 

地
域
包
括

支
援
事
業

地域包括支援
センター 40,902,630 39,110,725 0 1,791,905 

介護予防支援業務、総合相談業
務、権利擁護業務、包括的・継
続的ケアマネジメント業務等

合　　　　計 591,902,551 579,445,414 212,510,271 224,967,408 

令和３年度
事業・決算報告

　６月22日の定時評議
員会で承認されました
ので、事業と決算の概
要を報告します。
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～会費の種類と会費（年額）～

●一般会費
　� １世帯　700円
●賛助会費
　� １口　1,000円
●企業等法人会員
　� １口　5,000円

社会福祉協議会は、市民の皆様とともに充実した福祉環境づくりを
目指し、総合相談や生活支援、市民による地域福祉づくりや助け合い
活動を推進していきます。
皆様からいただく会費は、地域福祉活動のために役立てています。
各世帯の一般会費については、今月より町内会のご協力のもとで納入
をお願いしています。本年度の事業をより充実したものとするため、
多くの方からご賛同いただき、ご協力賜りますようよろしくお願いい
たします。

社協会員加入をお願いします

貸借対照表 � （単位：円） 財産目録 � （単位：円）

【資産の部】
科目名 金額

流動資産 245,110,921 
現金預金 140,130,786 
有価証券 20,000,000 
事業未収金 81,491,082 
未収金 1,525,041 
未収補助金 1,356,057 
立替金 57,045 
前払金 463,190 
仮払金 87,720 

固定資産 320,268,059 
基本財産 10,298,738 

土地 4,940,700 
建物 4,358,038 
定期預金 1,000,000 

その他の固定資産 309,969,321 
建物付属設備 2,628,376 
車輌運搬具 398,240 
器具及び備品 5,710,105 
退職手当積立基金預け金 0 
退職給付引当資産 18,024,600 
その他の積立資産 283,000,000 
貸付事業資金貸付 208,000 

資産の部合計 565,378,980 

【負債の部】
科目名 金額

流動負債 40,282,513 
事業未払金 8,825,881 
その他の未払金 1,250,473 
未払費用 5,786,756 
職員預り金 3,074,680 
仮受金 1,205,723 
賞与引当金 20,139,000 

固定負債 26,457,996 
退職給付引当金 26,457,996 

負債の部合計 66,740,509 

【純資産の部】
基本金 17,434,410 

第一号基本金 17,434,410 
基金 91,000,000 

基金 91,000,000 
国庫補助金等特別積立金 1,850,199 

国庫補助金等特別積立金 1,850,199 
その他の積立金 192,000,000 

その他の積立金 192,000,000 
次期繰越活動収支差額 196,353,862 
純資産の部合計 498,638,471 
負債及び純資産の部合計 565,378,980 

資産・負債の内訳
【資産の部】 金額

1.流動資産
現金 140,000 
預貯金 139,990,786 
有価証券 20,000,000 
事業未収金 81,491,082 
未収金 1,525,041 
未収補助金 1,356,057 
立替金 57,045 
前払金 463,190 
仮払金 87,720 

流動資産合計 245,110,921 
2.固定資産

基本財産 10,298,738 
その他の固定資産 309,969,321 

固定資産合計 320,268,059 
資産合計 565,378,980 

【負債の部】
1.流動負債

事業未払金 8,825,881 
その他の未払金 1,250,473 
未払費用 5,786,756 
職員預り金 3,074,680 
仮受金 1,205,723 
賞与引当金 20,139,000 

流動負債合計 40,282,513 
2.固定負債

退職給付引当金 26,457,996 
固定負債合計 26,457,996 
負債合計 66,740,509 
差引純資産 498,638,471 

（令和４年３月31日現在）
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4

社協事業のご報告

あちこたネットおぢやとは、高齢者等で日常生活で「ちょっ
とした困りごと」のある人とお手伝いできる人（生活支援サ
ポーター）が支えあい活動できるように橋渡しをする地域住
民助け合い活動です。
今回はよりよいしくみ作り
を行うため、生活支援サポー
ターの皆さんと一緒にしくみ
の見直しや情報交換を行いま
した。誰もが地域で安心して
生活できるよう考え活動して
いきたいと思います。

６月12日㈰に開催いたしました。
要約筆記は、聴覚障がい者にとって大切なコ
ミュニケーション手段の一つです。
聴覚障がいや要約筆記の理解と、少しでも興
味を持っていただき、生活に活かしていただけ
たらと開催し
ています。受
講生の協力を
いただきなが
ら楽しく終え
ることができ
ました。

芽咲庵にて「絵画を楽しむ会」に所属
する皆様の作品展を開催いたします。ど
うぞお気軽にご来場ください。
◦期 日：令和４年６月28日㈫

～７月22日㈮
◦時 間：午前10時～午後３時30分

さつき工房からのお知らせ

さつき工房

芽咲庵芽咲庵

芽

咲庵
企画

小千谷市障害者支援センター�さつき工房　小千谷市上ノ山1−2−15　電話 82−0403  FAX 82−0430お申込み
・

お問合せ

今この瞬間にもウクライナで目
を背けたくなる事が起きている現
状さつき工房のメンバーが「自分
たちにもできることはないか？」
と考え寄付金付きのバッジやキー
ホルダーなどを作りました。売
り上げの一部（１個につき50円）
をウクライナの人道危機救援金と
して日本赤十字社へ寄付します。

⃝バッジ�� �150円
⃝マグネット�� �150円
⃝ストラップ�� �150円
⃝キーホルダー�� �200円
★いずれも税込み価格　★直径32㎜サイズ
★サンラック、さつき工房、芽咲庵、勝龍様、肉
一様、サンプラザ(逸品館)様、クレープハウ
ス星野屋様等協力店にて販売しています

ウクライナ人道支援寄付金付き

バッジ・マグネット・ストラップ等
絵画を楽しむ会
作品展

 生活支援サポーター連絡会を 
 行いました 

 要約筆記にチャレンジ 　
 ～書いて伝えるコミュニケーション～ 　

あちこたネットおぢや

※土曜日はグループ予約のみ受付可能（要相談）
※ラストオーダーは軽食午後２時30分、飲
み物午後３時�
※基本的に土日・祝日はお休みしますが、ご予約
があれば営業させていただく場合もあります

【お名前】 にこ　　【生まれ】 12月

【メッセージ】 にこにこNicoちゃん

　　　　　　いつも可愛い笑顔で癒してくれて

　　　　　　ありがとう♪

【お名前】 るか　　【生まれ】 ８月

【メッセージ】 いつもニコニコ笑顔のるか♥
　　　　　　これからも可愛い笑顔を

　　　　　　たくさんみせてね！



❼月のお知らせ【無料】
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ご予約・お問合せ／小千谷市社会福祉協議会
　　　　　　　　 電話 83−2340
会場／総合福祉センター サンラックおぢや

簡単な「もの忘れのテスト」認知症や予防などに
関する相談

14日㈭

■もの忘れ心配相談室

会場／市役所
ご予約・お問合せ／
　小千谷市地域包括支援センター
　電話 83−0807（小千谷市役所内）

お
く
す
り

手
帳
を

ご
持
参

く
だ
さ
い

要予約

壊れているおもちゃをお持ちください。
おもちゃドクターが診察・治療します。

会場／１階創作活動室
時間／午前９時～正午

10日㈰

■おもちゃ病院

会場／２階研修室
時間／午後１時30分～４時30分

■法律相談
13日㈬・27日㈬ 要予約

■年金相談
７月の年金相談はお休みです。

会場／２階会議室
時間／午前９時～正午

■からだイキイキ整体
28日㈭ 当日整理券配布

介護をしている方同士でお茶を飲みながら、悩み
の相談や情報交換をしています。都合のよい時間
にご参加ください。

会場／２階相談室
時間／午前９時～午後３時

28日㈭

■陽だまりサロン

小千谷歌謡会小千谷歌謡会
チャリティー募金に

ご協力ください

第33回 チャリティー歌謡発表会

日時：令和４年７月10日㈰
開場：午後２時
会場：市民会館大ホール

開演：午後３時
入場：無料

コロナ対策▶検温、消毒、マスク着用、三密を
避ける、飲食禁止

赤い羽根共同募金
助成決定交付式を開催しました

助成団体は社協のほか以下の福祉団体です。
市老人クラブ連合会、単位老人クラブ、市身体障害
者団体連合会、市身体障害者福祉協会、市手をつな
ぐ育成会、市視覚障害者福祉協会、市ろうあ者協会、
コスモス会、市肢体不自由者父母の会、市民生委員
児童委員協議会、フォルトネット小千谷、フードバ
ンクおぢや、吉谷の未来を考える会、市ボランティ
ア連絡協議会、市福祉会連絡協議会、市介護者の会、
あけびの会、市小・中・総合支援・高等学校

（※写真撮影時のみマスクを外していただきました）

６月７日㈫、サンラックおぢやで開催し、15団
体が助成決定の目録を受け取りました。
市民の皆さまや各企業からご協力いただいた共同
募金は、広域事業分を除き小千谷市内の福祉団体等
に助成されます。
交付式では、交付団体を代表してフードバンクお

ぢや 髙野史郎様から、寄附者への感謝の言葉をい
ただきました。

■心配ごと相談

会場／３階研修室
時間／午前９時30分～11時30分

５日㈫・７日㈭・12日㈫・14日㈭
19日㈫・21日㈭・26日㈫・28日㈭



●体験の会場は全て福祉センターサンラックおぢやです。
●お子さんのみで参加される場合は、保護者の方の同意を
　お願いします。
●新型コロナウイルス感染状況により内容を一部変更する
場合があります。
●詳しくは小千谷市社会福祉協議会ホームページをご覧
　ください。

〈申込み用〉
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