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「みんなで楽しく創作活動」
　にこにこ来

く
楽
ら
歩
ぶ
（藤沢町）は、高齢者だけで

なく、子どもから大人まで自由に参加できるサ
ロンで、さまざまな「技」を持つ地域の名人を
講師に招き、教え・教わり合う活動を毎月２５
日に開催しています。
　令和２年度は一関市共同募金委員会の「地域
の支え合い活動応援事業」※　の助成金を活用し、
写真立てやブローチ、ミニ門松などを作製した
り、地元の歴史を語り合ったりと、わいわいと
活動を楽しみました。
　参加者からは「ここで教わったことを友達や、
地域のサロンに参加するおじいちゃん、おばあ
ちゃん達に教えている」とうれしい声も寄せら
れています。

※�「地域の支え合い活動応援事業」とは、「地域
の支え合い活動」を応援することを目的にし
た公募助成です。皆さまからいただいた共同
募金を活用して実施しています。詳しくは８頁
をご覧ください。

一関市共同募金委員会では、地域の支え合い活動を応援します!!一関市共同募金委員会では、地域の支え合い活動を応援します!!　み
んな笑

顔でハイチーズ
　み
んな笑

顔でハイチーズ



　基本理念『支え合い　幸せ感じる　地域の暮らし』に基づき、福祉はみんなで支え合うと
いう一人ひとりの「思いやり」と「助け合い」の結の心を育むと同時に、生活に役立つ福祉サー
ビスの提供や、住民が安心して暮らすことができる福祉事業の推進に努めました。

❷

　　　令和２年度　一関市　　社会福祉協議会　事業報告

　中長期の視点による課題解決の取組みを
図るとともに、福祉課題解決へ向けた具体
的な取組みを検討しました。
　また、市と共同で計画に伴う市民懇談会
の開催やアンケート調査などを実施し、一
関市地域福祉計画と連動させた計画の策定
に取り組みました。

・ 日常生活自立支援事業は、判断能力が十分でない方に対し、福祉サービ
スの利用援助等を行いました。
・ 成年後見制度利用促進は、中核機関の設置に向けて市との協議を行いま
した。
・ 生活福祉資金貸付事業は、通常の貸付相談に加え、新型コロナウイルス
感染症の影響により経済的に困窮している方への特例貸付の相談に対応
しました。
・ 生活困窮者自立相談支援センターは、生活にお困りの方の生活などの自立相談に加え、特例貸付
と連携した支援や住居確保給付金の相談への対応を行いました。
・ 地域包括支援センターは、高齢者の皆さまができるだけ住み慣れた地域で生活できるよう、介護・
福祉・健康・医療など、さまざまな相談に対応しました。

　高齢者の生きがいづくり、閉じこもり予防を
目的とするふれあいサロン事業は、開催にかか
る感染対策の情報
提供等を行い、居
場所づくりを支援
しました。

　市内の社会福祉法人が一堂に会
し、地域貢献の取組み事例や法人の
連携についての研
修を行い、法人が
行う地域活動や公
益事業についての
意見交換を行いま
した。

　個別相談への対応や生活課題の解決を図るための話し
合いを行い、千厩地域ではモデル事業として、民生児童
委員等との話し合いを重ね、ふれ
あいサロンで買い物ができるよう
な取組みを進めました。藤沢地域
では防災マップ作成に関わり、自
治会毎の支え合いマップづくりに
取り組みました。

　第 2次地域福祉活動計画の策定

　相談支援の体制

　地域の生活課題解決のための取組み

　市内社会福祉法人懇談会の実施 　地域福祉コーディネーターの増員

　重点事業 

　新規・拡充事業



❸

　　　令和２年度　一関市　　社会福祉協議会　事業報告

　高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して生活していけるよう、訪問介
護・通所介護・訪問入浴・居宅介護支援などの介護サービス事業等を展開しま
した。特に令和２年度はコロナ禍での感染防止対策を重視し、国の補助金を活
用して事業所の環境整備に努め、職員・利用者の感染予防に力を入れました。
　また、介護人材の確保については、地域の介護人材を育成するため「介護職
員初任者研修」を開催し、地域の介護人材の確保に努めました。

　中期経営計画における部門別計画として、人材育成・職員研修プログラム
を作成するための資料収集を行いました。令和２年度は、一般職員研修とし
て「新人研修」と「経理・予算研修」を実施しました。

　フードポストを設置し、個人、企業、
団体から寄せられた食料を生活にお困
りの方やひとり親家庭へ配布しました。
　また、ホームレス等により緊急的に
宿泊等が必要な方への居住支援や家電
製品等の貸出を行い、相談者の自立を
支援しました。

　一関障害者生活支援プラザでは、国のコロナ感染対策補助金を活用し、利用者並びに職員の感
染防止を図りながら、障がいに関する相談支援と、サービス利用に関するプラ
ン作成を行いました。基幹相談支援センターでは、地域の相談機関と連携した
相談支援をすすめました。また、一関市と平泉町とともに一関地区障害者地域
自立支援協議会の運営をしました。
　千厩ワークプラザでは、コロナ禍にあっても継続した就労の機会や生産活動
の機会の提供をすすめました。

　介護保険事業の推進

　職員育成の充実

　食料支援事業や緊急一時支援事業の実施

　障がい者支援事業の推進

事業報告・収支決算
の詳細は、当協議会
ホームページ「社会
福祉協議会につい
て」をクリックして
ご覧いただけます。
（８頁にＱＲコードを
掲載しております。）

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症が大きな影響を及ぼし、感染症対策を行う中での
サービス提供、集うことを極力避けた事業の運営、コロナ禍による新たな貸付等の対応など、
事業運営の工夫や新たな対応が求められました。



　

住民の皆さまからの会費・寄附金
46,838,018円　3.3%

住民の皆さまからの共同募金の配分金
24,479,131円　1.7%

市や県社協からの補助金・受託金
166,262,655円　11.7%

介護サービス事業の収入
610,556,912円
41.4%

介護サービス事業の収入
610,556,912円
42.9%

障害福祉サービス事業の収入
54,523,539円　3.8%

事業参加費・利用料
7,373,718円　0.5%

その他
2,243,359円　0.2%

積立資産取り崩し
57,867,254円　4.0%
（地域福祉充実計画充当等）

法人全体の運営のため
182,106,011円　12.8%

地域福祉を推進するため
127,467,531円　9.0%

資金の貸し付けのため
7,362,112円　0.5%

障害福祉推進のため
52,069,611円　3.6%

施設の管理や運営をするため
15,180,327円　1.1%

当期末支払資金残高
437,018,041円　30.6%
当期末支払資金残高

437,018,041円　30.6%

理事会・評議員会
などの会議費　など

ヘルパーセンター、デイサービスセンター、
介護支援事業所　など

生活福祉資金貸付事業
たすけあい金庫　など

小地域福祉推進事業、生活困
窮者自立支援事業、ふれあい
サロン事業、ボランティアセ
ンター事業など

介護保険サービスを提供するため
603,740,268円　42.4%

介護保険サービスを提供するため
603,740,268円　42.4%

前期末支払資金残高
454,799,315円　31.9%
前期末支払資金残高

454,799,315円　31.9%

一関障害者生活支援プラザ（障害者生
活支援事業）、千厩ワークプラザ（障
害者就労継続支援事業）

❹

令和２年度　決 算 の 状 況
一　般　会　計

寄附金の使い道 　［単位：千円］ 共同募金配分金の使い道 　［単位：千円］

収入の部

収　入
1,424,943,901円

支　出
1,424,943,901円

支出の部

地区福祉活動推進協議会助成 2,314
ふれあいサロン助成 740
地域福祉推進事業等 1,710
福祉団体等助成 835
ボランティア活動事業 536
ひとり暮らし高齢者の集い・介護者リフレッシュ等 527
食事・理髪サービス 747
見守り支援事業 (被災者・高齢者等 ) 955
心配ごと相談所 146
社会福祉大会開催 110
社協だより発行 1,324
支部ふくし祭り事業 106
法人運営事業 1,634
物品寄附（車イス 3台等） 586
次年度以降福祉事業への繰越金 2,101

計 14,371

地区福祉活動推進協議会助成 2,564
ふれあいサロン助成 3,014
地域福祉推進事業等 77
福祉団体等助成 2,168
ボランティア活動事業 355
ひとり暮らし高齢者の集い・介護者リフレッシュ等 680
食事サービス 235
見守り支援事業 (被災者・高齢者等 ) 113
生活困難者支援事業 585
心配ごと相談所 63
社会福祉大会開催 304
社協だより発行 2,118
支部ふくし祭り事業 178
歳末たすけあい配分事業 12,025�

計 24,479



❺

◦問い合わせ先　　本部生活支援課または最寄りの支部（8頁を参照）

資金の種類 貸　付　内　容 貸付利子

総合支援資金
（離職者対象）

生計中心者の失業や収入の減少により、世帯の生活
維持が困難な場合、再就職するまでの間の生活費等
を貸付 連帯保証人を立てる場合は無

利子（いない場合は年 1.5%）
福
祉
資
金

福　祉　費
福祉機器の購入や、商売・結婚・出産・葬儀・引越・
住宅改修等の経費、日常生活上一時的に必要な経費
を貸付

緊急小口
資　　金

緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場
合、一時的な費用を貸付 無利子 (連帯保証人は不要 )

教育支援資金
高校、大学、短大、専門学校への就学に際し、入学金
や制服等の入学経費 (就学支度費 )と、授業料や通学
定期代等の就学経費 (教育支援費 )を貸付

無利子 (世帯の生計中心者また
は親権者が連帯借受人となる )

不動産担保型
生　　活　　資　　金 今お住まいの居住用不動産を担保に生活費を貸付 年３%以内。他の要件あり

生活福祉資金貸付制度のご案内生活福祉資金貸付制度のご案内
　低所得世帯、障がい者世帯及び高齢者世帯に対し、経済的自立と安定した生活を確保するため、
必要な資金の貸し付けを行っています。対象は、他の貸付制度を利用できない、収入が少なく
生活が困難な世帯、障がい者の方や 65歳以上の高齢者の方が属する世帯です。

　　　　　　　　コロナウイルスの影響により生活資金が必要な方へコロナウイルスの影響により生活資金が必要な方へ
　上記の通常の貸付のほか、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で生活資金にお困りの方を
対象に、生活福祉資金の特例貸付を実施しております。受付期間は令和3年8月31日（火）までに
延長となっております。

緊急小口資金（令和３年８月31日（火）まで受付）
【貸付限度額】
　一世帯につき20万円以内（要件あり）
【貸付利子】
　無利子　※償還期間終了後は延滞利子が生じます。

総合支援資金（令和３年８月31日（火）まで受付）
【貸付限度額】　※貸付期間は原則３月以内
　（単身）月 15万円以内／（二人以上）月 20万円以内
【貸付利子】
　無利子　※償還期間終了後は延滞利子が生じます。

申込に必要なもの
・本人確認書類（住民票、健康保険証、運転免許証等のいずれか２つ）　※総合支援資金申込時には世帯全員分の住民票必須
・通帳の印鑑　　　・申込者の預金通帳又はキャッシュカード
・新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる書類（給与明細等）

【償還開始日】
　令和４年４月以降
【償還期間】
　据置期間終了後２年以内

【償還開始日】
　令和４年４月以降
【償還期間】
　据置期間終了後10年以内

※申込には、生
活困窮者自立支
援事業の利用が
必要です。

◦一関市社協での相談・申請受付後、県社協で審査・決定となります。
◦ 資金の種類により、申請要件・必要書類が異なりますので、日程に余裕をもって事前にお問い合わせください。

受付期間受付期間
延延　　長長



❻

支部紹介
コーナー

当協議会には 8つの支部があり、ここでは各支部の取組みを
紹介します♪
今回は、千厩支部と室根支部の HOTな話題をお届けします！

あなたに笑顔を運びます
～移動販売で高齢者の買物支援～

　令和 2年度より、奥玉地区をモデルに「幸せ
感じる地域の暮らし事業」を実施しています。
奥玉地区では高齢者を対象としたアンケート
調査で、移動販売車の訪問を希望する声が多
かったことから、ふれあいサロンの開催にあ
わせて、川崎町の「やさいサラダ」の協力を
いただき、移動販売を実施しました。
　当日は、晴天に恵まれ、たくさんの方々が
買い物を楽しんでいました。

デイサービスセンター運動会を
　開催！

　デイサービスセンター室根で運動会を開催
しました。
　毎年 5月に開催し、今年で 10回目となり
ます。赤組、白組に分かれ、『スプーンいっぱ
いの幸せ』や『スピードは控えめに』などい
ろいろな種目で得点を競い盛り上がりました。
今年は赤組が優勝し、参加者からは『楽しく
取り組めた』、『来年も優勝したい』などの声
が寄せられました。

室根千厩

　先日、地域の高齢者の居場所であるふれあいサロンを訪問し、社協が行っている事業やふれ
あいサロンについてお話させていただきました。参加者からは、「社協がどんなことを行ってい
る所かわかった」「サロンの運営について今後も話を聞きたい」などの声をいただきました。今
後もみなさんの活動の参考になる情報をお届けできるよう訪問していきます。

地域福祉コーディネーターは地域の
居場所づくりや話合いの場づくりに
取り組みます！

脇田郷サロン（一関地域萩荘地区）

一関地域担当の地域福祉
コーディネーター　
加藤友江です。
地域福祉の課題解決などの
支援もしています。
お気軽にご相談ください！

各支部（８頁参照）または各地域担当の地域福祉コー
ディネーターへお気軽にお声がけください！！

地域福祉地域福祉
コーコーディディネーターネーターが行くが行く



❼

令和３年４月から令和３年５月末までに、市民の皆さまからご寄附がありました。
皆さまからいただいたまごころ寄附は、地域福祉を推進するための貴重な財源と
なっております。まごころ寄附まごころ寄附

一関支部� � � �
盛岡市盛岡駅西通二丁目� 佐々木　善　雅�様　　　50,000円
三関字仲田　� 伊　藤　　　昭�様　　100,000円

木　間　暮　会�様　　　5,201円

花泉支部� � � �
花泉字野田沖　� 髙　橋　　　正�様　　100,000円
　　（花泉地域の子育て支援事業へ指定寄附）

㈱ヨシムラ�様　1,000,000円
㈲カーウイングワールド�様　　100,000円

大東支部� � � �
大原字杉ヶ崎　� 佐　藤　健　一�様　　100,000円
大原字中島　� 金　野　俊　郎�様　　　50,000円
大原字岩脇　� 勝　部　友　子�様　　100,000円
大原字高森　� 菊　池　良　一�様　　　50,000円
大原字一六　� 高　橋　　　篤�様　　100,000円
鳥海字古戸前　� 金　野　柳　二�様　　　50,000円
摺沢字石倉　� 白　澤　泰　博�様　　　50,000円
大原字山吹　� 佐　藤　成　子�様　　　50,000円
摺沢字金山沢　� 菊　池　東　一�様　　　50,000円
大原字一六� 故　千　葉　正　子�様　　　50,000円
渋民字水無　� 星　　　敏　雄�様　　100,000円
中川字中大畑　� 及　川　えみ子�様　　100,000円
沖田字八日町　� 佐　藤　藤　雄�様　　　50,000円
猿沢字山滝　� 千　田　逸　次�様　　　50,000円

日本道路㈱東磐アスコン�様　　　6,028円
　　　　　一関市グラウンド協会大東支部

支部長　鈴　木　正　紀�様　　　30,000円
愛知県　� トヨタ紡織株式会社�様�ひざサポーター600枚

ひじサポーター200枚
摺沢字街道下　� 松　岡　　　悟�様　包装紙307枚
猿沢字山滝　� 千　田　逸　次�様　はくパンツ151枚

尿取りパッド12枚
匿　　　名�　　　肌着類16枚

靴下16足
手ぬぐい42枚
タオル36枚

千廐支部� � � �
清田字欠下　� 岩　渕　雅　彦�様　　100,000円

東山支部� � � �
宮城県利府町菅谷台　　岩　渕　　　伸�様　　　50,000円
長坂字町　� 千　葉　亮　吉�様　　　50,000円
　　　松川地域婦人会

会長　安　東　京　子�様　　タオル100枚
　　　東山赤十字奉仕団

委員長　岡　崎　ノリコ�様　　タオル90枚
　　　田河津婦人会

代表　小野寺　克　子�様　　タオル80枚

室根支部� � � �
折壁字月山下　� 村　上　美　一�様　　　50,000円
矢越字四百刈　� 菅　原　健　一�様　　　50,000円
津谷川字平原　� 芳　賀　賢　一�様　　　50,000円
津谷川字本宿　� 小野寺　正　吉�様　　　50,000円
折壁字留　� 千　葉　孝　一�様　　　50,000円
折壁字若菜沢　� 小　山　昌　輝�様　　　50,000円
折壁字大里　� 小　山　秀　彦�様　　100,000円
津谷川字高山　� 日　下　昭　二�様　　　50,000円
津谷川字本宿　� 小野寺　祐　子�様　　　50,000円
折壁字入沢　� 千　葉　栄　一�様　　　50,000円
折壁字若菜沢　� 藤　代　俊　久�様　　　50,000円

川崎支部� � � �
薄衣字上段　� 故　瀬　上　祐　子�様　　300,000円
薄衣字養地　� 金　野　　　仁�様　　　50,000円

藤沢支部� � � �
黄海字上場　� 菅　原　　　聡�様　　100,000円
新沼字室沢　� 熊　谷　祐　一�様　　100,000円
黄海字八景下　� 小野寺　　　敏�様　　100,000円
　　　㈱アーク代表取締役　橋　本　晋　栄�様　　300,000円

第２次一関市地域福祉活動計画を策定しました第２次一関市地域福祉活動計画を策定しました
　「地域福祉活動計画」とは、社協が策定する地域福祉の推進を目的とした
活動計画です。計画期間は令和３年度（2021 年度）から令和７年度（2025
年度）の５年間です。
　今後、本計画の理念や具体的な取組みを実践するため、社協が住民の皆様、
地域福祉活動を行う皆様、社会福祉を目的とする事業を経営する皆様と行
政とお互いに協力し合い、福祉のまちづくりを進めてまいります。
※概要版を社協だよりとともに配布しておりますので、ぜひご覧ください。

第 ２ 次
一関市地域福祉活動計画
令和３年度（2021年度）～令和７年度（2025年度）

　社会福祉法人一関市社会福祉協議会

大東地域

藤沢地域

室根地域

千厩地域

川崎地域

東山地域

花泉地域

一関地域
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社会福祉法人　一関市社会福祉協議会ホームページ　http://www.ichinoseki-shakyo.com/
本部・各支部連絡先  
本部・一関支部（23-6020）　　花泉支部（82-4002）　　大東支部（71-1177）　　千厩支部（53-2885）

東山支部（47-3238）　　室根支部（64-3983）　　川崎支部（43-4323）　　藤沢支部（63-5122）

　一関市共同募金委員会では、地域で身近な
福祉課題に取組んでいる団体が実
施する事業に対し、助成を行って
おります。
〇応募期間
　第 2回　令和 3年 6月 1日（火）
　　　　　～令和 3年 9月30日（木）
　第 3回　令和 3年10月 1日（金）
　　　　　～令和 3年12月24日（金）
〇助　成　額　1 団体 5万円以内
〇活動事例
　子育て世代が交流できる居場所づくり、
高齢者の生きがいづくり支援、住民同士の
交流イベントの開催　など

〇問い合わせ先　各地区事務所（社協各支部）

　コロナ禍において、社会的孤立解消に向け
た相談支援や食支援など、地域に密着して行
われる生活支援活動を応援するため、赤い羽
根全国キャンペーンを実施しております。
〇助成対象事業
•�社会的に孤立することが懸念される方々の
相談支援活動　など
　（令和 3年 9月 30日までに実施する事業）
〇助成対象経費
•�食材や消耗品の購入　•食品や弁当の配送費　など
〇助成受付締切
　�令和3年7月31日（土）（令和 3年 8月中旬
助成決定予定）

〇問い合わせ先　各地区事務所（社協各支部）

社会福祉協議会からの社会福祉協議会からの
地域の支え合い活動応援事業のご案内　職員募集のご案内

「いのちをつなぐ支援活動を応援！
　　　　　～支える人を支えよう～」

　長年福祉活動にご尽力いただいた方々を顕彰するため開催していた「一関市社会福祉大会」は、
昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止といたします。
　被表彰者の皆さまに、社会福祉協議会各支部を通じて表彰状を贈呈いたします。

第16回一関市社会福祉大会について

　当協議会では、下記により職員採用試験を
行います。
〇採用年月日　令和４年４月１日（金）
〇募集職種
　福祉総合職　３名　　　看護師　若干名
　介護員　　　若干名
〇試　験　日
　第一次試験　令和３年９月 25日（土）
　第二次試験　令和３年 10月９日（土）
　　　　　　　（第一次試験合格者）
〇受付期間　令和３年７月 12日（月）
　　　　　　～令和３年９月 10日（金）
〇問い合わせ先　総務課（23-6020）
受験資格等詳細についてはホームページ
をご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の拡大による生
活への不安の解消に向け、専門の相談員が対
応しますので、ひとりで悩まず、ご相談くだ
さい。
〇日時　令和3年7月31日（土）
　　　　10：00～ 16：00
〇会場　一関市総合福祉センター
　　　　（一関市城内 1-36）
〇開設する相談窓口
　生活保護相談、家庭児童相談、生活にお困
りの方の相談、生活費の貸付の相談

〇問い合わせ先
　生活支援課（23-6020）
または社協ホームページの「お
問い合わせフォーム」に入力し
て送信ください。
※事前にお問い合わせください。

安心した生活を過ごしていただく
ため、相談窓口を開設します


