
ＮＰＯ法人日本入れ歯リサイクル協会から３万２１４３円
小林康彦さんから５０００円
濵田昭雄さんから５０００円
久保田あや子さんから手作りマスク９６枚
茂木知子さんから手作りマスク３６０枚
あしながおじさんから花鉢３６鉢、雑貨３０個
三国美恵さんから手作りマスク２１６枚
街の相談室アンクルからサージカルマスク１２００枚
髙橋勇さんからタオル５０本

今回の「社協だより」は、赤い羽根共同募金の助成を受けて
１部あたり1.54円で作製しました。　市内在住の目の不自由な方々を対象に、太田朗読奉仕会が「広報おおた」を録音した

CDを貸し出しています。希望される方は、社会福祉協議会までご連絡ください。

やさしいこころ 4月から5月まで

サロン名 太田地区
「ぞうさん」

九合地区
「おともだち」

沢野地区
「あひるの子」

韮川地区
「ほっぺ」

鳥之郷地区
「おひさま」

強戸地区
「ひよこ」

休泊地区
「つどい」

宝泉地区
「あひる」

毛里田地区
「えくぼ」

藪塚本町地区
「のびのびキッズ」

尾島地区
「すくすく」

新田地区
「くららP・T」

会　場 児童センター 小舞木町
集会所

沢野行政
センター

韮川行政
センター

鳥山上町
会館

強戸行政
センター

休泊行政
センター

宝泉行政
センター

毛里田行政
センター

藪塚本町
保健センター 世良田児童館 新田福祉総合

センター

対　象 0歳～就学前の子どもおよび保護者など 子育て中の
保護者など

時　間 午前10時～正午 10時30分～
正午 10時～正午

参加費 無料 300 円

開
催
日

8月 休み 休み 休み 26日㈬ 休み 休み 休み 休み 休み 18日㈫ 休み 6日㈭・20日㈭

9月 17日㈭ 16日㈬ 17日㈭ 23日㈬ 14日㈪ 10日㈭ 15日㈫   9日㈬ 16日㈬ 10日㈭ 11日㈮ 3日㈭・17日㈭

10月 15日㈭ 21日㈬ 15日㈭ 28日㈬ 12日㈫ 15日㈭ 20日㈫ 休み 21日㈬ 15日㈭ 休み 1日㈭・15日㈭

11月 19日㈭ 18日㈬ 19日㈭ 25日㈬   9日㈪ 12日㈭ 17日㈫ 11日㈬ 18日㈬ 12日㈭ 27日㈮ 5日㈭・19日㈭

子育てサロン日程
問い合わせ　地域福祉係　 0276-30-0033

　子育てサロンは子育て中の親子が集い、楽しく自由に遊んだり、子育ての相談や情報交換
などを行う仲間づくりの場です。お気軽にご参加ください。
※事前予約は不要です。直接会場にお越しください。新型コロナウイルス感染症の影響により

日程が変更・中止になる場合もありますので、ご了承ください。

（単位：千円）
社　会　福　祉　事　業 625,370

サ
ー
ビ
ス
区
分

法人運営 253,424
福祉ふれあいスポーツ大会 1,905
住民支え合いネットワーク 640
ボランティアセンター 40,673
友愛訪問 7,415
配食サービス 3,938
福祉相談 558
高齢者無料職業紹介所 1,130
善意銀行 16,600
スワン太田 46,147
共同募金 10,791
歳末たすけあい 8,500
社会福祉大会 839
日常生活自立支援 15,300
小口生活資金貸付 6,904
生活福祉資金貸付 16,117
高齢者自立支援 84,207
介護用おむつ給付 9,000
理髪サービス 900
コミュニケーション支援 5,338
福祉人材バンク 6,270
福祉・介護人材マッチング支援 3,488
生活支援体制整備 52,767
高齢者ふれあい推進 32,499

（単位：千円）
公　益　事　業 263,780

サ
ー
ビ
ス
区
分

福祉会館 16,300
新田福祉総合センター 110,000
尾島健康福祉増進センター 110,000
おおた成年後見支援センター 2,119
生活困窮者自立相談支援 25,361

（単位：千円）
収　益　事　業 7,898

サービス区分 賃貸 7,898

社会福祉事業 （単位：円）
収　　入 決　算　額 支　　出 決　算　額

会費 4,491,200 人件費 7,676,768
寄付金 2,709,534 事業費 42,486,450
経常経費補助金 259,053,206 事務費 29,981,586
受託金 161,965,910 就労支援事業費 33,250,839
貸付事業 2,835,802 貸付事業 2,782,000
事業 794,850 共同募金配分金 5,186,900
就労支援事業 34,958,727 助成金 25,120,900
障害福祉サービス等事業 9,479,822 負担金 335,149,824
受取利息配当金 487 積立資産 10,000,000
その他 574,408 当期末支払資金残高 60,552,311
固定資産売却 22,070 合　　計 552,187,578
事業区分間繰入金 5,538,536
前期末支払資金残高 69,763,026

合　　計 552,187,578 

公益事業 （単位：円）
収　　入 決　算　額 支　　出 決　算　額

受託金 240,352,648 人件費 36,109
事業 45,000 事業費 182,596,108
後見センター事業 1,411,000 事務費 9,406,959

合　　計 241,808,648 負担金 48,780,336
固定資産取得 450,600
事業区分間繰入金 538,536

合　　計 241,808,648 

収益事業 （単位：円）
収　　入 決　算　額 支　　出 決　算　額

事業 6,733,584 事業費 38,500
前期末支払資金残高 585,857 事務費 763,800

合　　計 7,319,441 その他 476,600
事業区分間繰入金 5,000,000
当期末支払資金残高 1,040,541

合　　計 7,319,441

令和元年度　決算報告 令和2年度　予算

日常生活自立支援事業
〈利用対象者〉
●認知症高齢者
●知的障がい者
●精神障がい者　などの判断能力が不十分な方　　　　　　
※身体のみに障がいのある方は該当しません。
※認知症の診断や障害者手帳の有無は問いません。
●ご本人の利用意思確認ができ、契約できる方

〈事業内容〉
①福祉サービスの利用申し込みや日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします。
②日常的な金銭管理（公共料金の支払いや生活費の払い戻し等）のお手伝いをします。
※①②に付随して預金通帳や印鑑・証書など大切な書類をお預かりします。

このほかにも、年金の受領に必要な手続きや住民票の届け出に関する手続きなども
お手伝いできます。このようなことでお困りのときには、ぜひご相談ください。

〈利用料〉　
1時間1200円
※住民税非課税世帯・生活保護世帯は助成金制度があります。

おおた成年後見支援センター　 0276-46-6208

〈利用までの流れ〉
１ 相　　談　お困りのことをご相談ください。
２ 初回訪問　本事業の説明や状況の確認をします。
３ 再 訪 問  利用意思確認や契約・支援計画の説明を行います。
４ 契　　約　契約書類を取り交わし、支援内容の確認・調整をします。
５ 支援開始　支援計画に基づき支援を開始します。
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太田市飯塚町1549（太田市福祉会館１階）
　0276-46-6208　　0276-46-6229

就任のごあいさつ

　暑さが日増しに厳しくなってまいりましたが、皆さまにおかれま
しては健やかにお過ごしのことと思います。
　さて、このたび浅香重信前会長の後任として、６月25日付をも
ちまして、太田市社会福祉協議会の会長に就任いたしました。
　つきましては、役職員一同力を合わせて、地域福祉の益々の推
進に努めてまいる所存でございます。
　今後とも皆さまの温かいご支援とご協力を賜りますようお願い
申し上げ、就任のごあいさつとさせていただきます。

　高齢者や障がいのある方々が住み慣れた地域で安心して日常生活を過ごせるよう支援する事業です。
　ひとりで契約等の判断をすることが不安な人やお金の管理に困っている人などが利用できます。

太田市社会福祉協議会
会長　黒澤孝行

（H31.4.1～R2.3.31）




