



 


上部期間以外は扶桑町社会福祉協議会事務局へ直接お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響等により、収入が減ってしまった、家計が苦しいなど、生活のこと
でお悩みはありませんか？
社会福祉協議会では、フードドライブを令和２年度から実施しており、お米や食料品、生理用品をお

分けしています。おひとりで抱えこまずに、お気軽にお話をお聞かせください。
また、ご寄附いただける食料がありましたら、少量でも構いませんのでご協力をお願いします。

みなさたた会費使道(一部)紹介

某様（多数）から
ロングライフパン、鯖缶、アルファ化米 など

某様（多数）からお米

社協農園の野菜 食品以外も支え合い
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老人福祉事業
●老人クラブ連合会支援
●移送サービス 1,031回

障害児・者福祉事業
●声の広報の録音・提供
●団体活動費援助

母子寡婦福祉事業
●母子会活動費助成

ボランティア事業
★グループ活動助成29グループ

日常生活自立支援事業
支援員派遣回数 28件
延利用者数 3件
延相談件数 4件

生活支援整備体制事業
地域の支え合い座談会 9件
先進地視察 2件
アウトリーチ 6件
地域ケア会議 1件
生活支援コーディネーター
活動報告､研修､打ち合わせ等

20件

   

受託事業
●福祉センター管理運営事業
開館 253日総利用者 4,902名

●障害者訪問介護事業
延利用者 111名 1,185回

●地域宅老事業
延利用者 516名 開所 98回

●障害者デイサービス事業
延利用回数 205回

●地域包括支援センター事業
登録者 6,080名
延利用者 6,328名
地域ケア推進のための研修会等開催
介護教室・介護者交流会等の開催

介護保険事業
●訪問介護事業
延利用者 526名
利用時間 身体介護 703時間

生活援助 2,998時間
●居宅介護支援事業
延利用者 1,371名

●訪問看護事業
延利用者 2,331名
利用時間 3,273時間

●デイサービス事業
延利用者 7,266名

広報・啓発活動
★機関紙「福祉だより」年６回発行
●ホームページによる情報配信

相談事業
★心配ごと相談 20回 16件
●法律相談 10回 53件

貸付事業
★町くらし資金 貸付 6件
（相談のみ） 5件

●生活福祉資金特別貸付 111件
フードバンク対応 5件
フードドライブ 169件
（社会福祉協議会単独事業）

児童福祉事業
●子ども会・団体活動費助成
●おもちゃ図書館の開館
★福祉協力校への助成
★赤ちゃん絵本プレゼント 169件

貸与事業
★ボランティア機材 1団体 2点
●車椅子 41名 46台

1団体 8台

★印の事業は皆様からの会費を充当させていただいて実施しております。



令和２年度 事業報告

令和２年度 決算報告
繰越金

13,100,615
その他の活動による収入

9,035,000
サービス区間繰入金収入

10,737,573
積立資産取崩収入

8,776,550
その他の収入
1,650,328

受取利息配当金収入
16,326

医療事業収入
11,580,216

障害福祉サービス等
事業収入

5,288,913

収入
円

円

円

支出

差引残額（令和３年度へ繰り越し）

294,854,267

277,985,095

16,869,172

法人運営事業
7,340,043

福祉団体育成事業
1,245,997
地域福祉推進事業
331,465
ボランティアセンター活動事業
　　　602,052

共同募金配分金事業
3,684,836
生活福祉資金貸付事業
2,255,165
くらし資金貸付事業・町
116,200
日常生活自立支援事業
136,021
心配ごと相談事業
83,540
訪問介護事業
17,188,293
障害者ヘルパー事業
3,105,193
移動支援事業
103,064

福祉活動
専門員

24,916,448

老人デイサービス
事業

65,910,884

地域活動支援センター事業
2,498,173

居宅介護支援事業
14,602,777

訪問看護
ステーション事業
37,302,196

総合福祉センター
管理･運営事業
45,466,313

地域包括支援
センター事業
43,325,544

地域宅老事業
3,263,175

生活支援体制整備事業
4,537,716

貸付事業等収入
65,000
事業収入
307,440

受託金収入
89,551,192

介護保険事業収入
121,000,543

会費収入
2,984,600
寄附金収入
1,778,896
経常経費補助金収入
18,981,075

収 入
（単位：円）

支 出
（単位：円）

令和２年度の事業報告書、決算報告書（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録）は、
社会福祉協議会事務所で閲覧に供しております。
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ふそうデイサービスセンターだより
ふそうデイサービスセンターは、利用者様の笑顔があふれる憩いの場です。楽しく充実した１日
を過ごしていただくために様々なプログラムをご用意しています。
新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、基本的感染予防策を徹底して行い、細心の注
意を払いながらサービスを提供しております。
体験利用（費用：食費680円）も随時受け付けていますのでお気軽にご連絡ください。


～ 送迎車両 ～
大小あわせて 5台の車両を使用し安全運転で送迎を実施しています。
車椅子の方もリフトで安全・快適にご乗車が可能です。

～ 浴 室 ～
入浴をご希望の方への入浴サービスを実施します。
移動、洗身、洗髪、更衣の援助を行います。歩行が困難な方でもリフト浴にて安心・安全に入浴を行な
うことができます。広いお風呂で温泉気分が味わえますよ！

～ 厨 房 ～
ふそうデイサービスの最大のウリは『手作り、出来立て、ほっかほか』のお昼ごはんです。
管理栄養士が栄養バランスの整った献立を作成。お身体の状態によっては、お粥や刻み食、減塩食等の
対応も可能です。郷土料理や季節弁当などの特別メニューは特に人気です！

ふそうセンタ
営業日：月曜日～土曜日（祝日も営業中）
連絡先：0587-91-1161

お気軽にお問い合わせください。

体験利用受付中！
※詳細は左記でご連絡くさ。
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※予約（８月分は８月２日から、９月分は９月１日から）
が必要です。初めての方を優先させていただきます。

弁護士が、法律に関する専門的な相談に、無料で応
じます。

相談日／８月23日(月）・９月27日(月）
時 間／午後１時30分～４時30分
場 所／扶桑町総合福祉センター２階相談室

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合
がございます。

※予約ができます。
予約された方を優先とさせていただきます。

第１金曜日は民生委員(経験者)または保護司、第３
金曜日は行政相談委員または人権擁護委員が、住民の
皆さんのあらゆる困りことや悩みことの相談に応じ
ます。
相談日／8月6日(金）･20日(金）･9月3日(金)･17日(金）
時 間／午後１時30分～４時30分
場 所／扶桑町総合福祉センター２階相談室

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合
がございます。

◆◆◆ 心配ごと相談 ◆◆◆

◆◆◆ 法 律 相 談 ◆◆◆

（社会福祉協議会へ）
ご 氏 名 寄附内容

某 様 5,000 円
某 様 5,000 円
(株)東海理化様 おんぶ帯３セット
某 様 折りたたみすのこベッド、手押し車、足湯用バケツ
某 様 介護用おむつ、着物、食器

（５月１日～６月 30日・順不同)

 ありがとう
　ございました。

この「ふそう福祉だより」、「広
報ふそう」、「議会だより」をCD
に録音し、ご要望の方に貸し出し
ています。
“朗読グループあいうえお” の
皆さんの協力を得ています。

◆◆◆『声広報』◆◆◆


