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○金銭
金	 3,000円	 田町南会有志
金	 50,000円	 上野原市文化協会芸能部
金	100,000円	 夢らぼ
金	 12,963円	 小俣ハツエ
金	 10,000円	 匿名
金	 10,000円	 海福義一
金	100,000円	 日本大学明誠高等学校
金	 14,269円	 上野原市赤十字奉仕団
金	 630円	 清水昭廣
金	 568円	 清水昭廣
金	 12,203円	 ふじみふれあいショップ4月
金	 7,221円	 ふじみふれあいショップ5月
金	 10,545円	 ふじみふれあいショップ6月
金	 2,106円	 秋山老人福祉センターふれあいショップ4月
金	 1,050円	 秋山老人福祉センターふれあいショップ5月
〇ペットボトルキャップ多数
小林文江、奈良晴美、オリムピックカントリークラブ、市母子寡婦
福祉連合会、八重山トレイルレース栗原美代子、こどもの部屋、
新一すこやかサロン、談合坂デイサービスひまわり、日向玲子、石
塚ミサ子、コモアふれあい広場、土屋絹子、子どもの広場ごんぎ
つね、木下登、酒井望、上野原福祉作業所、第一生命上野原オ
フィス、阿部絹子、吉田タミ子、フェリーチェ上野原、安藤紀子、
坂本信雄、西井クリニック、井上照代、市西原出張所、細田好美、
大目豊明会、大目若葉会、上野原郵便局、（株）アサノ大成基
礎エンジニアリング、椿いきいきサロン、上野原こども園、河内奈
美、秋山中学校 JRC委員会、加藤朝子、桑原種子、市消防本部、
白鳥ちづる、沢渡いきいきサロン、秋山中学校、網野翠、守重和
樹、小俣敦子、秋山温泉、佐藤正明、細田之男、市母子寡婦
福祉連合会上野原支部、上野原タクシー株式会社、富士航空電
子（株）、匿名
○古切手
市財政経営課、諸角弘、市消防本部、歌田静江、明治安田生
命上野原営業所、長坂幸夫、オリムピックカントリークラブ、市子
育て保健課、細田かつ子、談合坂デイサービスひまわり、（株）アサノ
大成基礎エンジニアリング、上野原市役所、匿名

○物品
手袋	 新二いきいきサロン
下着類、くつ	 伊藤雅子
学生靴	 奈良晴美
ジョッキ、傘、手芸グッズ、マスク、カゴ、湿気とり	 吉村チヨ子
使用済みカード	 横瀬礼子
ポット他	 河内仲代
調理グッズ	 山口照子
タオル	 中村一匡
卓球台	 井上信一
靴、ハシゴマフラー、布、靴下カバー、靴下
食器、男性用下着（未使用）、オムツ	 匿名

＜お願い＞
　ペットボトルキャップは、再生原料として利用できるのは清涼飲料
水のキャップのみです。におい防止のため洗っていただきますよう、
ご協力をよろしくお願いします。

ご寄付の振込について
社会福祉法人上野原市社会福祉協議会

会長　志村　憲一
 JAクレイン上野原支店 　普通預金0013024

日本大学明誠高等学校様より
ご寄付をいただきました

◀�日本大学明誠高等学校生徒会の
皆様（写真右）
志村会長（写真左）

日本大学明誠高等学校様よ
り、地域の福祉活動に役立てて
いただきたいとの思いから、文
化祭の売り上げの一部（金壱拾
萬円）を善意銀行にご寄付いた
だきました。ありがとうござい
ました。

社協だより（2）２０２２年８月１日号

～善意銀行事業とは～

善意銀行は、広く地域住民の善意の預託を受け、善意銀
行運営委員会の審議を経た適正な払出によって、これを効
果的に活用し、社会福祉の推進を図ることを目的としてい
ます。

現在、善意銀行事業は2つの寄付を受け付けております。
①物品寄付

ペットボトルキャップ、古切手、また日用品などの物品
（例：未使用の衣類、食器、マスク、タオルなど）を受け入れ
ています。
②金銭寄付

社協窓口でのお預かり、寄付口座への振込の２通りの方
法で受け付けております。

皆様からいただいた寄付物品は、福祉バザーやふれあい
ショップに出品し、売り上げの全額を善意銀行に寄付してお
ります。寄付金は、地域の皆様の暮らしを心豊かにすること
の実現に向け、重要な財源として活用させていただきます
ので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

☆令和３年度寄付金の使い道☆

社協だより作成費用�340,000円

善意銀行払出事業（ふれあい広場整備事業）
122,240円

夏の友愛訪問事業
383,972円

福祉作品カレンダー
作成事業�308,286円

善意の寄付をありがとう　社協善意銀行事業（令和 4年 4月１日～6月30日敬称略）
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日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

山梨県共同募金会　上野原市支会だより

住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、
あなたの生活やお金を守るなどのお手伝いをする
事業です。
＜対象となる方＞

認知症の高齢者、知的障がい、精神障がいなどに
より、日常生活における判断に不安のある方。
＜援助内容について＞

① 福祉サービスの利用援助：福祉サービスを安心
して利用できるように、相談やその手続きのお
手伝いをします。

② 日常的金銭管理サービス：毎日の暮らしに欠か
せない、お金の出し入れをお手伝いします。

③ 書類等の預かりサービス：大切な通帳や印鑑、
証書などを金庫で預かります。

＜利用料金＞
① 福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理サー

ビス：1時間以内1,000円(以降加算あり）
②交通費：１Kmあたり20円
③書類等預かりサービス：月額300円 ▲日常生活自立支援事業紹介のチラシ

日常生活自立支援事業ご利用については、社協にご相談ください。

☆赤い羽根共同募金運動のお知らせ☆
今年も赤い羽根共同募金運動が１０月１日より全国一斉に行われます。

毎年多くの皆様にご協力をいただいて集められました募金は、山梨県共同募金会に
送られその後私達の地域や福祉施設などに役立てられています。今年も皆様のご理
解とご協力をお願いします。

▲サロン活動助成事業 ▲歳末の友愛訪問事業

▲福祉のこころ助成事業

▲ふれあい広場整備事業

☆募金の使われ方☆
・ボランティアまつりや市社会福祉大会開催
・サロンやボランティア団体への活動助成
・ふれあい広場・施設整備助成、福祉のこころ助成
・社協だよりの発行費用
・歳末の友愛訪問事業など

募金額、募金の使途
などの詳細はこちら
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生活支援体制整備事業

ひまわりクラブだより

～皆さんの暮らす地域でずっと安心して暮らしていくために…みんなで考えてみませんか？～

既存の協議体の活動紹介
現在5地区において、自分たちの地域を住みやすい地域にするための活動を「地区の協議体」として行ってい

ます。お住いの地区の協議体にご興味のある方は、ぜひ社協までお電話ください。

将来こんな「不安」…ありませんか？
＊一人暮らしになって不安
＊買い物や病院に行くのが大変
＊年を取ったら、畑の管理ができるかな？
＊妻は、夫は、子供は・・・１人になっても大丈夫かな？

逆に、こんな「地域自慢」ありませんか？
＊うちの地区は、ボランティア団体やサロンが見守りをしているよ！
＊うちの地区では草が伸びている家があったらすぐに様子を確認しに行くよ！

上野原市に住む皆さんが、住み慣れた地域でずっと暮らし続けるためにはどうしたらいいのでしょうか？
公的なサービスはもちろんですが、サービスだけでは対応しきれないこともたくさんあります。

社協では、地区の情報を集めています。
困り事も、地域の自慢も、社協にお聞かせください！

上野原ひまわりクラブで
は、令和４年度も桂川球場で

「グラウンド・ゴルフ教室」
をスタートしました。

熱中症・コロナ感染対策
を講じながら、参加者が運
営の中心となり、健康・技
術向上など交流しながら実
施しています。
（6・7月、9・10月予定）

令和４年6月県立図書館
にて「山梨県シルバー作品
展」が開催され、洋画の部
で福地秀樹さん（コモア区）
が優秀賞に入賞しました。

上野原ひまわりクラブでは、会員を随時募集
しています！一緒に活動しませんか？

＜上野原ひまわりクラブ事務局：社協内＞

▲Ｚｏｏｍを活用した
　協議体活動の様子

〇いどばた会　5/6・6/3・7/1
19時～　島田コミュニティセンター

〇ひなづるの会　5/20、6/17、7/15
14時～　秋山老人福祉センター

〇大目さくらの会　5/19・6/16・7/21
19時～　大目出張所

〇とんびの会　5/16、6/20、
14時～　コモアしおつ集会所

〇うえのはら支え愛の会　5/25、6/22、7/27
18時半～　総合福祉センターふじみ

▲グラウンド・ゴルフ教室の様子

▲作品　「遠思」
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ボランティア・ポイントとは？

社協窓口にあるふれあいショップの
お手伝いボランティアをしてくださって
いるお二人。皆様からの寄付物品を丁
寧にラッピングしていただき、ありがと
うございました。

６５歳以上の方（要支援・要介護状態でない方）が
各施設でのボランティア活動を通して社会参加や地
域貢献をすることで、ご自身の介護予防の推進とた
すけあい・支え合う地域づくりを目的とした制度です。

☆ボランティア・ポイント登録者の活動例☆
①レクリエーションなどの指導、参加支援
②お茶出しや食堂内の配膳、下膳などの補助
③散歩、外出及び館内移動の補助
④芸能披露や模擬店などの行事の手伝い
⑤話し相手
⑥施設職員と行う軽微かつ補助的な活動

庭先に生い茂った草を刈って欲しいとのご相談があり、手刈りで
は大変な量のため、機械の扱いに慣れているボランティアさんに
お願いしました。暑い中、見事な手際で作業してくださりありがとう
ございました。ボランティアの依頼やボランティア活動にご興味の
ある方は市社協ボランティアセンターまでご連絡ください。

「レコードでも聴こう会」は、「コロナ禍でも気軽に集まれるような
場所を作りたい」という思いから、令和２年８月からサロン活動として
始まりました。

会では持ち寄ったレコードを聴きながら、そのレコードの思い出
や感想を共有します。大きな声を出したり、体を動かしたりすること
はありませんが、穏やかに心の体操を行えるような場づくりができ
たらと思い活動されているそうです。少人数でゆったりとした会で
は、雑談も盛り上がります。レコードに針を落とした時の「プチッ」と
いう心地よいノイズが感動をより強いものにしてくれます。

活動場所は上野原地区の原集会所ですが、どなたでもご参加で
きますので、ご興味のある方は社協までお問い合わせください。

「レコードでも聴こう会」活動紹介

上野原ボランティアセンターから個人ボランティア活動紹介

たすけあいボランティア・ポイント紹介

社協では、健康維持や地域住民の交流活動を推進する福祉コミュニティづくりのために、地域住民が主体となって運営するサロン
を、各地域（各区)に１つ作ってきたいと考えています。社協ではサロンの紹介や活動支援を行っております。
☎63-0002まで、お気軽にお問合せ下さい。

たすけあいボランティア登録者募集中！
皆さんの活動が、上野原市の「あい」を育てるチカラとなります。
ご興味のある方は社協ボランティア担当　原田まで

▲個人ボランティアの方々

▲活動の様子

▲レコードプレイヤー ▲レコードでも聴こう会チラシ

▲個人ボランティアによる草刈り作業の様子

制度の流れ

③申請・交付（3月下旬頃～4月10日）
スタンプが貯まったら評価ポイントに変換し、交付申請をします
交付金の可否決定が通知され、交付金が振り込まれます！

①準備
まずは研修会に参加！
ボラポ手帳を交付します！

②活動
指定施設で活動！
活動承認スタンプを貯めよう



共に助け合う地域づくり

福祉サービスの基盤づくりと権利擁護

困りごとをつなぐネットワークづくり

安全・安心に暮らせる  地域づくり

☆社協事務局通信☆
○上野原市社会福祉協議会職員採用試験を実施します。
　詳細については、当会のHP等に掲載される募集要項でご確認ください。
　●職　　種　相談支援員（正規職員、資格要件有り） ●募集人員　若干名
　●採用時期　令和４年１１月１日　　●申込期間　令和４年８月１日～８月１９日

〇福祉の心の醸成
・福祉のこころ助成事業 ………… 2校
〇地域福祉の場の構築
・サロン活動支援・助成 ……… 5５件
・生活支援体制整備事業協議体5地区
・要援護者・世帯ケース調査 …全地区
〇福祉の担い手の育成・強化
・ボランティア活動保険の加入240名
・ボランティア登録促進18団体、個人16名

〇多様なサービスの連携と創出
・ケース会議への参加 ………… 20回
・事業所連絡会の実施 …………… 2回
〇ボランティア活動の推進
・助け合いボランティア・ポイント制度

研修会、ボランティア連絡会の実施
〇サービスの質の向上と権利擁護
・日常生活自立支援事業 ……1,406回
・法人後見運営委員会の実施 …… ２回

〇相談体制の充実
・障がい児者サービス利用計画・95件
・市内障がい者への相談支援・536件
・基幹相談支援センター相談数632件
〇情報提供の充実
・社協だよりの発行（年4回）9,000部
〇地域での見守り活動の推進
・夏の友愛訪問（梅干し配布）・・646名
・歳末友愛訪問（米券配布）・・・・996件

〇地域での防犯・防災体制の推進
・災害ボランティアセンター設置訓練
・警察と連携したサロンへの啓発活動
〇健康づくり・介護予防の推進
・市ひまわりクラブ事務局、活動支援
・通所型サービスC事業送迎・ …90件
〇外出・移動の支援
・病院受診移送サービス事業2,721件
・車椅子や福祉バスなどの貸出事業

社協だより（6）２０２２年８月１日号

令和３年度　上野原市社会福祉協議会 事業報告

上野原市社会福祉協議会では、地域に密着した組織として「市民が住み慣れた地域で安心して暮らせるまち
づくり」を基本理念として、４つの方針に基づき事業を行いました。令和３年度も新型コロナウイルス感染拡大の
ため、様々な事業の実施が困難であり、中止した事業もありました。しかし、このような状況下でも社会福祉協議
会の基本的機能である社会福祉資源の創出、育成、有機的活用を事業推進の柱に据え、市民の皆様が住み慣れ
た地域社会の中でその人らしい暮らしを実現できる地域福祉の推進を目指し、創意工夫しながら事業実施に努
めてまいりました。

★コロナ禍で増えたこと（令和２年度比）
生活福祉資金貸付についての相談 143件→ 150件
病院受診のための移送サービス事業 2,202件→2,721件
コロナワクチン接種のための移送サービス事業 0件→ 299件
こころの健康相談窓口への相談 96件→ 157件

★コロナ禍で中止になったこと
主催事業：市福祉大会式典・講演会
受託事業： 母子父子家庭の社会見学事業、障がい児者の社会見学事業、障がい児者の社会

参加促進事業
そ の 他： ３市村グラウンドゴルフ・ゲートボール大会、いきいき山梨ねんりんピック、富士ふ

れあいの村まつり

▲移送サービス事業の様子

▲生活自立支援事業
（まちなかの会）

の様子

▲ボランティア交流会
（上野原地区東部
あおぞらバザー）

の様子

▲市社協ホームページ

▲ひまわりクラブ
シナプソロジー教室

の様子

採用ページ
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令和３年度　上野原市社会福祉協議会 決算報告

令和３年度決算貸借対照表→
貸借対照表からは以下の情報を読み

取って、令和４年３月３１日時点の本会の
財政状況を把握することができます。

①本会が持っている「資産」
②返済する義務がある「負債」
③ 総資産から負債を差し引いて残る

返済義務のない「純資産」
全体的に財務状況のバランスは悪く

ないですが、次期繰越活動増減差額が
マイナスなのは懸念点です。詳細は、事
業活動計算書にて確認できます。また、
職員退職に伴い、退職手当積立基金預
け金等の資産が減少し、これに連動し
て負債も減少しております。そのほか、
経理規程に基づき賞与引当金を計上し
ております。

令和３年度決算事業活動計算書→
この資料では１年間でどれだけの損失や利益があったのかを

確認します。前年度との収益や費用の増減の差を見比べながら
チェックしていきます。

令和２年度の増減との比較では、赤字幅が広がっており、全体
として①３00万円を超える損失は早急に改善すべき点です。
②収益は減少し、③費用も減少しておりますが費用の減少幅が
小さいため、損失が増えています。

令和３年度に収益が減少した理由は、経常経費補助金収益に
含まれる人件費補助金収入の一時的な減少が要因です。令和４
年度以降は補助率が改善する見込みとなっております。

費用の減少幅が少なかった理由としては、職員駐車場用地の
整備費用や賃借料支出の増加したことが要因です。整備費用は
一時的なものなので、令和４年度の費用は減少の見込みです。

今後の経営改善に向けて収益を増やすには、介護保険事業や
障害福祉サービス等事業収益などの事業収益を伸ばすか、新規
事業を行うかに絞られます。

また、費用を減らすには、適切な業務分担による時間外勤務手
当などの変動費の削減だけでなく、保有車両の見直しなどによ
る固定費の削減を進めていきます。

( 単位 : 円 )
勘定科目 当年度末 増減 勘定科目 当年度末 増減

＜資産の部＞① ＜負債の部＞②
流動資産 51,621,386 3,057,362 流動負債 10,732,407 6,111,748
　現金預金 37,504,292 -2,428,316 　事業未払金 924,936 208,403
　事業未収金 9,804,634 2,181,548 　その他の未払金 4,015,860 3,672,660
　未収金 4,083,460 3,075,130 　１年以内返済

　予定リース債務 594,000 0
　前払金 229,000 229,000 　未払費用 2,193,754 39,501
固定資産 31,899,071 -8,057,361 　未返還金 510,544 67,710
基本財産 2,000,000 0 　預り金 0 0
　定期預金 2,000,000 0 　職員預り金 144,126 3,287
その他の固定資産 29,899,071 -8,057,361 　前受金 229,000 0
　車輌運搬具 1,619,828 -1,089,003 　賞与引当金 2,120,187 2,120,187
　器具及び備品 216,058 -204,714 固定負債 7,027,880 -7,491,240
　有形リース資産 1,829,205 -593,244 　リース債務 1,237,500 -594,000
　退職手当積立基金
　預け金 5,218,710 -5,233,560 　退職給付引当金 5,790,380 -6,897,240
　退職給付引当資産 944,160 -936,840 負債の部合計 17,760,287 -1,379,492
　福祉基金積立資産 20,000,000 0 ＜純資産の部＞③
　その他の固定資産 71,110 0 基本金 2,000,000 0

基金 20,000,000 0
　福祉基金 20,000,000 0
国庫補助金等特別積立金 838,126 -410,920
次期繰越活動増減差額 42,922,044 -3,209,587
　（うち当期活動増減差額） -3,209,587 -1,326,100
純資産の部合計 65,760,170 -3,620,507

資産の部合計 83,520,457 -4,999,999 負債及び純資産の部合計 83,520,457 -4,999,999

社会福祉法人の
現況報告書等情報検索
（WAM�NET）

勘定科目 ( 大区分、単位：円 ) 当年度決算 前年比増減
＜　サービス活動増減の部　＞

＜　収益　＞
会費収益 6,731,800 -47,700
寄付金収益 609,193 -376
経常経費補助金収益 29,397,467 -6,195,679
受託金収益 36,572,105 1,390,940
事業収益 1,928,905 491,149
介護保険事業収益 12,861,650 1,331,671
障害福祉サービス等事業収益 1,819,340 293,780
その他の収益 1,118,170 1,118,170
サービス活動収益計 (1) ② 91,038,630 -1,618,045

＜　費用　＞
人件費 65,065,736 2,048,331
事業費 13,173,660 -4,019,324
事務費 7,144,071 1,230,961
共同募金配分金事業費 4,506,346 4,386
助成金費用 2,651,920 -845,280
減価償却費 1,886,961 -422,612
国庫補助金等特別積立金取崩額 -410,920 193,750
その他の費用 998,220 998,220
サービス活動費用計 (2) ③ 95,015,994 -811,568
サービス活動増減差額 (3)=(1)-
(2) -3,977,364 -806,477

＜　サービス活動外増減の部　＞　
＜　収益　＞

受取利息配当金収益 830 -1,802
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益 766,947 -517,821
サービス活動外収益計 (4) 767,777 -519,623

＜　費用　＞
サービス活動外費用計 (5) 0 0
サービス活動外増減差額
(6)=(4)-(5) 767,777 -519,623

経常増減差額 (7)=(3)+(6) ① -3,209,587 -1,326,100
＜特別増減の部＞（金額無しのため省略）

＜繰越活動増減差額の部＞
前期繰越活動増減差額 46,131,631 -1,883,487
当期末繰越活動増減差額 42,922,044 -3,209,587
次期繰越活動増減差額 42,922,044 -3,209,587

各年度の現況報告書、定款、計算書類
はこちらより確認できます。社会福祉法
に基づき必要な書類を公開しております。
事業報告書等は市社協窓口・HP上から確
認できます。 上野原社協について
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小さなおともだちのみなさん、
上野原市に生まれてきてくれてありがとう！

ハッピーバースデー事業

こころの健康相談　相談カード
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ハッピーバースデイ事業

６月訪問の様子

詳しくは８ページ

上野原市社協では、おおむね生後6カ月以内のあかちゃん
を保育する保護者のお宅へ、地域の民生委員の方と一緒に
訪問を実施しています。

令和4年春からたくさんの誕生の報告があります。どの子
も大切ないのち。心をこめておむつケーキをお作りし誕生を
お祝いしたいと思っています。

育児の楽しさやどんなことでもどうぞお話しください。
【内容】

市内で新たに誕生したあかちゃんをお祝いし、おむつケー
キのプレゼントをします。

地域の該当民生委員と社協職員であかちゃん訪問をし、こ
れから育児をする家族と地域をつなぎ、地域で新生児の健
全育成を図ることを目的として実施しています。

〇記念品の贈呈
〇子育てに関する不安及び悩みの傾聴又は相談
〇子育て支援に関するサービスの情報提供

「最近なんだかイライラする」、「眠れない」、「食欲がない」、
「気力がない」、「人に会いたくない」、「生きていても意味
がないと思う」…。

こころやからだの疲れを感じていませんか？
さまざまな悩みで、精神的に追い込まれてしまうことは

誰にでも起こります。
ひとりで悩まずに、まずは相談してみませんか？あなた自

身とあなたの大切なひとに元気でいてほしい。ご本人だけ
ではなく、ご家族からの相談も受け付けておりますので、お
気軽にご利用ください。

☆申請書がある場所
・総合福祉センターふじみ内子育て世代包括支援センター
・社会福祉法人上野原市社会福祉協議会

☎63-0002まで、お気軽にお問合せ下さい。

こころの健康相談 ～ ハートサポート ～
「ひとりで、悩んでいませんか？」

〇ひとりで悩まないで、どうぞご相談ください。
ご家族からのご相談にも、対応いたします。

〇火曜・木曜日の午後には面談も実施しています。
お電話でお申し込みください。

〇相談は無料です。
〇秘密は厳守いたします。
上野原市社会福祉協議会 ０７０－４３２０－２５０２

＊月曜日～金曜日　８：３０～１７：００（祝日・年末年始を除く）

▲5月訪問の様子（ホームページ・FB掲載中）

2022年夏のフードドライブ　ご協力ありがとうございました！
この度社協では6/15～6/30の2週間、フードドライブを実施しました。
各団体様からまとまった寄付、お米や食品の寄付を沢山いただきました！寄付してい

ただいた食品は、市内の困窮世帯への支援にも早速活用しております。また、一部はフー
ドバンク山梨へお届けして、夏休み期間に子どものいるご家庭向けに
利用していただきます。ご協力ありがとうございました。
（フードバンク支援を受けていた方の声）
収入が途絶え、家にある食料もわずかだったため、社協に
相談しました。
今は収入が入るようになったため、終了にしてもらいまし

たが、その間とても助かりました。
▲社協では事務所前
に回収の筒を設置し
て、常時食品の寄付
を集めています！▲寄付食料の一部は、南アルプス市のフードバンク山梨の事務所へお届けしてきました！

▼もし周囲に悩んでいる方がいらしたら、このカードを切り離してお渡しし、
「こころの健康相談」をご紹介してください。

表紙の写真▶6月訪問のおともだち
【すずなちゃん・くおんちゃん・ひらくちゃん・るりちゃん】


