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■ 基本方針 

 

社会福祉協議会（以下「社協」という。）は、社会福祉法において、「地域福祉の推

進を図ることを目的とする団体」とされており、社会福祉を目的とする事業の企画及

び実施、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助及び社会福祉を目的とす

る事業に関する調査、普及及び宣伝など、地域福祉を推進するための事業を展開して

います。 

社協には、二つの役割が期待されています。一つは、地域住民と密接に関わりなが

ら、行政機関や地域福祉活動団体、ボランティア、NPO、事業者などと連携し、住み

なれた地域で誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを進めることで

あり、もう一つは、公的サービスや民間事業者において対応が困難な生活課題に関す

る支援体制を充実させることです。 

可児市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）は、令和元年度からの５か年を計

画期間として、可児市が策定した「第３期可児市地域福祉計画」と理念・方向性を共

有しながら、市社協において策定した「第３期可児市地域福祉活動計画」に基づき、

可児市や地域住民、ボランティア団体、関係機関などと連携し、かつ、社協の民間団

体としての即応性、柔軟性を活かし、地域での支え合い活動の支援、地域に密着した

福祉サービスを提供することで、地域住民が互いに支え合い、安心して住み続けるこ

とができる可児市の実現を目指します。 

  
 

第３期可児市地域福祉活動計画 

◆めざすイメージ 

“私もつくる みんなで支える 安気なまち 可児” 

◆基本目標 

１ 地域の組織と活動の活性化 

２ 福祉教育とボランティア活動の推進 

３ 福祉サービスの利用促進 

４ 安全、安心な地域づくりの推進 
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令和３年度重点事業 
 

 

１．地域福祉活動の推進 

地区社会福祉協議会が、市内 14地区センターなどを拠点に、新型コロナウイル

スの感染状況を踏まえ、主体的に工夫して「地域福祉懇話会」が開催できるよう支

援し、地域課題の抽出や課題解決に向けた施策が展開できるよう支援を行います。 

また、新型コロナウイルスの影響による高齢者等の閉じこもりなどの新たな課題

に対応する事業を検討し、各地域の実情に応じた支え合い活動の支援を行います。 

 

２．「ふれあいの里可児」の自主運営 

令和 3年度より、可児市から「ふれあいの里可児」の施設を譲り受け、自主運営

を行います。今後は長期的な視点に立ち、さらなる職員の育成や安定した経営に努

めます。 

また、引き続き利用者が安心して日常生活を送ることが出来るよう必要なサービ

スを提供するとともに、送迎サービスの充実など利用者の視点に立ったサービスの

拡充を図ります。 

 

３．高齢者の生活品質の向上 

令和３年度から５年間の指定管理業務を受けた「老人福祉センター福寿苑」にお

いて、高齢者の介護予防・健康づくりの推進として、令和 2年度末に廃止された福

寿苑デイサービスセンター跡施設も活用し、新たに岐阜医療科学大学等と連携した

講座や各種の教室を開催していくことで、高齢者の生活品質の向上を図ります。 

 

４．地域福祉事業者の中核としての役割 

地域福祉活動団体や福祉事業者等の地域福祉活動を支援し、地域の福祉事業者の

中核としての役割を担っていきます。 

また、市内の社会福祉法人等と協議し、地域貢献につながる事業が連携して展開

できるよう、取り組んでいきます。 
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Ⅰ 法人運営事業拠点 

 

１．法人運営事業 

（１） 一般管理業務 

① 会費の募集と財源の確保 

地域住民や民間企業等の社会福祉活動への参画を進めるとともに、地域福祉推

進のための自主財源の確保に努めます。特に、職員自らが関係者へ協力依頼を行

う等により、拡大推進に努めます。また、外国籍市民への啓発も行っていきます。 

令和３年度目標額 

内 訳 年間１口（円） 件 数（件） 金 額（円） 

一般会費 500 21,600 10,800,000 

法人会費 10,000 144 1,440,000 

 合  計 21,744 12,240,000 

 

② 理事会・評議員会の開催 

理事会は市社協の執行機関として、また、評議員会は議決機関として事業計

画・予算、事業報告・決算、定款の変更など重要事項について審議を行うために、

各年 4回程度開催します。 

 

（２） 広報 

① 社協だよりの発行・・・財源：会費 2,440千円 

社協だより「こころん」を年 6回発行し、市広報に折り込み配布することによ

り、社会福祉の啓発に努めます。令和３年 10 月号は、創刊 200 号となる予定

のため、記念号とし、より一層の社協活動を周知する機会とします。その他、主

な内容は次のとおりです。 

  ア）市社協の事業活動に関する紹介 

令和３年度事業計画・予算、令和２年度事業報告・決算報告、可児市社会福

祉大会、その他の市社協事業、会費の募集、共同募金事業など 

イ）地域福祉の推進及び支え合い活動に関する紹介 

地区社協活動、サロン活動、ボランティア活動など 

 

② 市社協マスコットキャラクター「こころん」の活用 

社協活動に親しみや関心を得られるよう、「こころん」のイラスト・着ぐるみ

を活用した広報活動を積極的に展開します。 
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③ 社会福祉大会・社協セミナーの開催・・・財源：会費 675千円 

９月 11 日（土）（予定）に可児市社会福祉大会を新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止に配慮して開催し、地域福祉の推進に貢献された個人や団体、企

業を表彰のうえ、その功績を称えます。 

また、可児市社会福祉大会にあわせて社協セミナー（講演会）を開催し、地域

福祉、障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉など、社会福祉に関する啓発に努め

ます。 

 

④ 各種イベントへの参加・・・財源：会費 20千円 

市社協が行う地域福祉等への取り組みを紹介するため、各地区センター主催行

事等に参加し、市民に広く社会福祉事業への理解を求めます。 

 

⑤ ホームページ・SNSの活用・・・財源：会費 105千円 

ホームページ・Facebookを活用し、社協事業や地域活動等に関する最新の情

報を発信し、市民の福祉活動のサポートを行うとともに、社協事業への参加や福

祉サービスの利用促進を図ります。また、より多くの人へ周知できるよう、ホー

ムページの見直し及び LINEなど他の SNSについても活用を検討します。 

 

（３）福祉推進 

  ① ボランティア活動の支援 

ア）ボランティアセンターの運営・・・財源：会費 81千円 

ボランティア活動に関する理解と関心を深めるとともに、ボランティア活動

の促進を図るため、ボランティアの登録、ボランティア活動に関する情報発信

及び宣伝・啓発等を行います。また、「可児市ボランティア連絡協議会」の活動

を支援します。 

イ）地域支え愛ポイント制度事業の運営・・・財源：市受託金 2,512千円 

地域支え愛ポイント制度における管理機関として事業を推進し、ボランテ

ィア活動の裾野を広げます。 

ウ）ボランティア講座の開催・・・財源：会費 68千円 

ボランティアに関する知識や技術を習得するための講座を開催することで、

ボランティア活動に関心のある人や、すでにボランティア活動をしている人を

支援します。 

 

② 福祉教育の推進 

ア）福祉協力校・園の指定による福祉学習の支援 

・・・財源：共同募金配分金 1,210千円・会費 32千円 

子どもの頃から福祉の心が育まれるよう、市内すべての学校・園の指定を目

指し、福祉教育の推進を図ります。また、福祉協力校・園への福祉学習に関す

る用具の貸出し、出前講座及び助成金の交付、福祉学習に関する情報提供と情

報交換を行い、福祉教育がより充実するように支援します。 
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イ）福祉に関する学習への支援・・・財源：会費 60千円 

地域、企業、団体等が行う福祉学習に対して、講師の紹介及び出前講座を行

います。 

また、福祉学習に関する用具を貸出します。 

ウ）福祉ドキドキ・わくわく体験・・・財源：会費 131千円 

夏休み期間中に、小学校高学年の児童を対象に福祉講座を開催し、自分とは

違う立場で生活している人たちの気持ちを理解し、人を思いやる温かい心を育

てます。 

 

③ 地区社協活動の支援 

ア）地区社協活動助成金の交付・・・財源：会費 3,693千円 

地域福祉の向上を図るため、各地区においてその実情に応じて効果的な活動

ができるよう、助成金を交付し、支援します。 

イ）地区社協代表者会議の開催・・・財源：会費 31千円 

各地区社協の活動について情報交換を行うことにより、新たな地域福祉活動

の展開が図られるよう支援を行います。また、地区社協がその地区の実情に応

じた地域福祉活動が推進できるよう、先進的な活動等に関する情報を提供しま

す。 

ウ）地域福祉懇話会の開催支援・・・財源：会費 52千円 

地域内の組織・団体・個人とともに地域の課題や活動の情報共有を行い、課

題解決に導くための、地域福祉懇話会の開催を支援します。新型コロナウイル

スの感染状況を踏まえ、開催方法等を検討し、進めていきます。 

エ）「支え合いのある地域づくり」支援・・・財源：市受託金 9,180千円 

令和２年度より第２層生活支援コーディネーター業務を市から受託し、「地

域支え合いコーディネーター」として各地域で活動し、その地域の実情に応じ

た支え合い活動が展開できるよう支援を行います。 

 

④ 福祉用具による生活支援 

ア）福祉用具の貸出し・・・財源：会費 71千円 

介護保険など公的なサービスが利用できない方などに対して、車イスや入浴

福祉用具などを、短期間（一か月以内）貸出します。 

イ） ＹＹネット（福祉用具のリサイクル）・・・財源：会費 2千円 

福祉用具が不要になった人と必要になった人の情報をホームページや社協だ

より「こころん」等への掲載を通じて仲介し、多くの人に福祉用具を有効に使

っていただけるようにします。 

 

⑤ 緊急法外援護・・・財源：会費 100千円 

緊急に援護する必要のある行旅病人等に対し、市を通じて一時的な金銭援護を

行います。 
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⑥ 学習支援教室・・・財源：会費 45千円 

  ひとり親家庭等の小中学生を対象とした学習支援教室を年間を通して定期的

に実施します。 

 

⑦ 社会福祉法人等との連携体制整備事業・・・財源：会費 630千円 

社会福祉法人等と協議し、地域貢献につながる事業が連携して展開できるよう、

取り組みます。また、災害時に相互に協力ができるよう、社会福祉法人や社会福

祉施設等を対象とした講座の開催や、災害時対応貸出備品の整備を進めます。 

 

２．共同募金事業 

（１） 災害ボランティア活動の支援 

・・・財源：共同募金配分金 200千円・会費他 225千円 

災害時に被災者支援活動が円滑に行われるよう、日頃から関係機関や団体との

情報共有や連携を図り、災害ボランティアセンターを協働して運営するボランティア

団体「可児市災害ボランティアサポート」の活動を支援します。また、新型コロナウ

イルス感染症の状況下での災害に備え、災害ボランティアセンターの運営に必要な資

機材を確保するとともに、災害ボランティアコーディネーターや災害ボランティアを養

成する講座を開催し、人材の育成に努めます。 

 

（２） 赤い羽根まちづくり活動助成 

① 地区社協活動助成金の交付・・・財源：共同募金配分金 2,780千円 

地域福祉の向上を図るため、各地区社協の実情に応じた効果的な活動ができる

よう、助成金を交付し、支援します。 

 

② 地区社協日常支援活動推進事業助成金の交付 

・・・財源:共同募金配分金 1,200千円・会費 36千円 

地区社協が支え合い活動を始めるにあたり、事務局を設置する場合などに助成

金を交付し、支援します。 

 

③ 福祉のまちづくり助成金の交付・・・財源：共同募金配分金 480千円 

地域住民が自主的に行う地域福祉サービスや福祉に関する地域交流・多世代交

流などの活動に対して助成金を交付し、支援します。 

 

④ ふれあい・いきいきサロン普及支援・・・財源：共同募金配分金 1,120千円 

地域の住民が気軽に集い、交流できる場所であるふれあい・いきいきサロンに

対して、助成金を交付し、新たなサロンの立ち上げや活動を支援します。 
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⑤ 見守り訪問活動助成金の交付・・・財源：共同募金配分金 420千円 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止等をしているふれあい・いきいきサロ

ンを対象に、閉じこもり予防や地域のつながり維持のためにボランティアがサロ

ン参加者宅へ訪問をする等の活動に対して助成金を交付し、支援します。 

 

⑥ 福祉団体への活動支援・・・財源：共同募金配分金 1,330千円 

市内全域を対象として福祉活動を行う下記の団体に対して助成金を交付し、活

動を支援します。 

交付団体：可児市民生児童委員連絡協議会、可児市ボランティア連絡協議会、 

身体障害者福祉協会可児支部、可児市健友連合会、可児市保育協会、 

可児市母子寡婦福祉連合会 

 

（３） 住民福祉活動の支援・・財源：共同募金配分金 200千円、会費：15千円 

① ふれあい・いきいきサロン研修会の開催 

    既存のサロンや新たに発足するサロンに対し、運営ボランティアを対象に新

型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、研修の機会を設け、サロン間の情報

交換や運営に関するアドバイスを行います。 

 

② 子ども・子育て支援施策の推進 

地域の小中学生に食事の場を提供する子ども食堂や、学びをサポートする学習

支援に対して、その運営に関する助成やボランティアの紹介などの支援を行いま

す。 

 

③ サロン出張市場 

生活必需品の買い物が困難な状況にある高齢者等の利便とサロンへの支援を

図るために、小売業者へサロンに出張販売を行ってもらえるよう働きかけ、支援

します。 

 

（４） 生活支援 

① 生活困窮者に対する生活物品の給付・・・財源：共同募金配分金 50千円 

緊急に援護を要する人に対し、一時的に食料品などを支給します。 

 

② 歳末たすけあい事業の実施・・・財源：共同募金配分金 1,870千円 

民生児童委員の協力のもと、友愛訪問を行い、準要保護世帯へ歳末見舞金及び

75歳以上でひとり暮らしの世帯へ歳末見舞品を配布します。 
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Ⅱ 受託事業等拠点 

 

１．北部地域包括支援センター・・・財源：市受託金他 47,695千円  
地域住民（主に高齢者）の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向

上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、総合的なマネジメントと課題解

決に向けた取り組みを行います。 

◇対象地区：今渡、川合、下恵土、兼山 

 

（１） 総合相談支援業務 

本人、家族、近隣住民、地域のネットワーク等を通じた様々な相談を受けて、的

確に状況を把握し、専門的又は緊急の対応が必要かを判断し、適切なサービスや機

関又は制度の利用につなげる等の支援を行います。 

 

（２） 権利擁護業務 

高齢者が尊厳を保持し、地域で安心して暮らす権利を尊重するため、高齢者虐待

への対応、日常生活自立支援事業・成年後見制度の円滑な活用支援、消費者被害の

防止を行うなどの支援を行います。 

 

（３） 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、主治医、ケアマネジャーと

の多職種協働と、地域の関係機関との連携により、包括的・継続的なケアマネジメ

ントを実現するための後方支援を行います。 

 

（４） 介護予防ケアマネジメント業務 

高齢者の自立意欲を引き出す適切な介護予防ケアマネジメントを実施します。 

 

（５） 地域包括ケアシステムの推進 

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後

まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提

供される地域包括ケアシステムの構築を目指して地域ケア個別会議を開催します。 

 

（６） 認知症施策の実施 

認知症への理解を深めるための普及・啓発活動として認知症サポーター養成講座、

認知症カフェ等を開催します。また、認知症の方を地域で支える仕組みづくりに努

めます。 
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２．障がい者生活支援事業 

（１）障がい者生活支援センター「ハーモニー」の運営 

・・・財源：市受託金 27,600千円 
(障がい者基幹相談支援センターの運営費含む) 

① 障がい者相談支援事業 

障がいのある人が、地域において自立した日常生活や社会生活を営むことがで

きるよう、地域生活支援の拠点として、関係機関と密接に連携を保ちながら事業

を実施します。 

・ 障がいに関する相談支援 

・ ピアカウンセリング 

障がい者やその家族が相談員として、障がいに関する相談に応じます。 

・ 社会参加を促進するためのスポーツやレクリエーション教室などの開催 

 

② 障がい支援区分の認定調査 

    障がいの多様な特性、その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援

の度合いを総合的に表す「障害支援区分」の認定調査を行います。 

 

③ 社会参加助成券の交付 

血液透析患者や重度障がい者を支援するため、可児市が発行するタクシー料金

や燃料費の一部を補助する社会参加助成券の交付窓口として協力します。 
 

（２） 障がい者基幹相談支援センターの運営 

可児市障がい者基幹相談支援センター（市福祉支援課内に設置）を核として、障

がい者に関する相談及び助言、市内の相談支援事業者間の連絡調整や関係機関との

連携を図ります。 

① 障がい者に関する相談及び助言 

・困難事例に関する相談支援、支援会議への参加 

・交流サロンの開催 

・重症心身障がい児者・医療的ケア児者支援検討会議への参加 

 

② 市内の相談支援事業所間の連絡調整や関係機関との連携 

・事業所を対象とした相談支援部会、事業所部会（就労、児童）の開催 

・関係機関と協議する就労支援部会と児童支援部会の開催 

 

③ 地域生活支援拠点等の体制整備 

・地域生活支援拠点等の体制づくり、連携会議への参加 
 

（３） 福祉リフトカーの貸出し・・・財源：市受託金 1,855千円 

車イスで生活されている方や寝たきりの方などの外出を支援するために、福祉

リフトカー「やすらぎ号」を無償で貸出します。 
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３．老人福祉センター福寿苑運営事業 
・・・財源：指定管理料 23,000千円 

高齢者の健康の増進、身体の機能回復訓練、教養の向上、レクリエーション及び団

体活動などの場として利用していただけるよう感染症対策も含めた施設の適正な管

理・運営を行い、高齢者が健康で明るい生活を過ごせるよう支援します。 

また、介護予防・健康づくりの推進として、令和 2年度末に廃止された福寿苑デイ

サービスセンター跡施設を活用し、大学等と連携した講座や各種の教室を開催してい

くことで、高齢者の生活品質の向上を図ります。 

 

４．生活サポートセンター 

（１） 生活困窮者自立支援事業・・・財源：市受託金 19,148千円 

生活保護に至る前の段階の生活困窮者（相談者）に対し、福祉関係機関等と連携

を図り、自立のための相談支援、住居確保給付金の申請事務、家計管理に関する指

導等の支援を行います。 

 

（２） 心配ごと相談事業・・・財源：市受託金 451千円 

日常生活上の様々な心配ごとの相談に応じ、助言などを行います。 

◇ 相談日時：毎月第２・４火曜日 午後１時～４時 

◇ 会  場：可児市福祉センター 相談室 

◇ 相 談 員：司法書士、民生児童委員 

 

（３） 生活福祉資金の貸付事業・・・財源：県社協補助金・受託金 1,358千円 

低所得者世帯、高齢者世帯、障がい者世帯等に、生活意欲の助長・促進を図り、

安定した生活が送れるよう資金の貸付けを行います。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、収

入が減少して生活資金にお悩みの方へ特例貸付を実施しました。特例貸付を利用さ

れた方に対し、継続して相談対応等を行います。 

 

（４） ず～っとあんき支援事業 

① 預託金によるサービス（死後事務委任等）・・・財源：社会福祉充実事業費 

子どもがいないなど、親族等の支援が受けられない高齢者に対して、事前に預

託金を預かることにより、万が一の際の葬儀や家財処分などのサービスを実施し

ます。また、契約者に対しては、定期的な見守りや入退院時支援サービス、書類

等預かりサービスも希望に応じて実施します。 
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 ② 入退院時支援サービス・・・財源：社会福祉充実事業費 

  子どもがいないなど、親族等の支援が受けられない高齢者に対して、入退院時

の準備や付き添い、緊急連絡先の指定等、入退院時に必要なサービスを実施しま

す。また、日常的な見守りも契約者の希望に応じて実施します。 

 

  ③ 法人後見事業・・・財源：市補助金 120千円・社会福祉充実事業費 

判断能力が不十分もしくは欠けている高齢者や障がいのある人等で、適切な後

見人等がいない人に対して、市社協が法人として、成年後見制度に基づく契約等

の法律行為等の支援を行います。 

 

  ④ 日常生活自立支援事業・・・財源：県社協受託金他 1,781千円 

判断能力が不十分な高齢者や障がいのある人などに対して、福祉サービスの利

用や預貯金の出し入れなどの支援を行います。 
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Ⅲ 介護サービス事業拠点 

 

１．居宅介護支援事業・・・財源：介護保険事業収入他 22,089千円 
介護認定を受けた人が、住み慣れた地域で生活が続けられるよう、居宅サービス計

画（ケアプラン）を作成します。 

また、地域の保健・医療・福祉サービス提供事業者等、各関係機関との連携を図り、

よりよいサービスの提供に努めます。 

 

２．訪問介護事業 

（１） 訪問介護・・・財源：介護保険事業収入他 13,490千円 

要支援または要介護の認定を受けた人が、住みなれた居宅で可能な限り自立した

日常生活を続けられるように、訪問介護サービスを提供します。 

研修などにより職員の能力向上を行い、常に質の高いサービスを目指し、利用者

の増加を図ります。 

 

（２） 居宅介護・重度訪問介護・同行援護 

・・・財源：障害福祉サービス等事業収入 11,054千円 

障がいのある人が能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営む

ことができるよう、適切に障がい福祉サービスを提供します。 
 

（３） 移動支援・・・財源：地域生活支援事業収入 62千円 

屋外での移動が困難な障がいのある人に対し、地域において自立した生活や社

会参加を促すために、外出のための支援を行う障がい福祉サービスを提供しま

す。 

 

３．計画相談支援事業・・・財源：障害福祉サービス等事業収入 13,549千円 
特定相談支援事業所、障がい児相談支援事業所としての指定を受け、障がいのある

人に対し、障がい福祉サービス利用計画や児童福祉サービス計画を作成し、一定期間

ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。 
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Ⅳ 障がいサービス事業拠点 
 

１．ふれあいの里可児 就労継続支援 B型 
・・・財源：障害福祉サービス等事業収入他 48,683千円 

障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、就労

の機会を提供するとともに、生産活動などを通じ、就労に必要な知識の習得や能力向

上のための訓練及びその他の支援を行います。主な活動は次のとおりです。 

・箱類や自動車部品の組み立て作業などの軽作業 

・クッキーの製造 

・自主製品（クッキーや雑巾等）の販売 

・喫茶「こころん cafe」の運営 

・施設外作業（ビンなどリサイクル資源分別作業など） 

※作業による収益は、利用者の作業実績に応じ、工賃として配分します。 

 

２．ふれあいの里可児 生活介護 

（１）支援班・・・財源：障害福祉サービス等事業収入他 31,850千円 

重度障がいのある人に対して、入浴・食事・排泄等の介護サービスや機能訓練・

創作活動などを行いながら、個々の能力を維持し、在宅生活を支援します。 

① 特殊浴槽による入浴 

② 理学療法及び音楽療法 

③ 壁面・季節飾りの製作などの創作活動 

④ レクリエーション活動 
 

（２）生活班・・・財源：障害福祉サービス等事業収入他 17,220千円 

障がいのある人で作業が可能な人に対して、個々の能力や特性に応じた生産活

動・創作活動など、自立した日常生活を送るための訓練を行い、社会参加ができ

るよう支援します。 

① 牛乳パック・アルミ缶の回収・分別、油の吸収材「すいとりくん」の製作、 

クッキーの販売、簡単な請負業務などの作業活動 

② 音楽療法 

③ 壁面・季節飾りの製作などの創作活動 

  ④ レクリエーション活動 

※作業による収益は、利用者の作業実績に応じ、工賃として配分します。 
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Ⅴ 関連事業 

 

１．岐阜県共同募金会可児市支会 
「じぶんの町を良くするしくみ。」をスローガンに、各種団体や企業等への呼びか

けや啓発活動など 10月から 12月にかけて赤い羽根共同募金運動を実施します。 

 

２．日本赤十字社岐阜県支部可児市地区 
日本赤十字社の活動のため、会員（協力会員・会員）及び会費の募集をします。 

市民の皆さんからいただいた会費を最大限に生かし、日本赤十字社の使命に基づ

いて、国内の被災地支援や地域福祉活動、社会福祉事業等幅広い活動を展開しま

す。（協力会員：500円～ 会員：2,000円～） 

また、国内外で災害が発生した場合には、義援金や救援金を募集し、日本赤十字社

を通して被災地を支援します。 
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令和３年度予算総括表 
（単位：千円） 

事 業 の名 称 
収入 

予算額 
対前年度 

支出 

予算額 
対前年度 

Ⅰ 法人運営事業拠点 

 〇法人運営事業 

・一般管理業務 ・福祉推進 

・地域支え愛ポイント制度 ・福祉基金等 

 〇共同募金事業 

84,632 △5,004 84,632 △5,004 

Ⅱ 受託事業等拠点 

 〇地域包括支援センター 

 〇障がい者生活支援事業 

  ・障がい者生活支援事業 ・福祉リフトカー貸出事業 

 〇老人福祉センター福寿苑運営事業 

 〇生活サポートセンター 

・生活困窮者自立支援事業 ・心配ごと相談事業 

・生活福祉基金貸付事業 ・日常生活自立支援事業 

・法人後見事業 ・ず～っとあんき支援事業 

123,638 △2,183 136,638 △2,183 

Ⅲ 介護サービス事業拠点 

 〇居宅介護支援事業 

 〇訪問介護事業 

 〇計画相談支援事業 

60,244 △47,442 60,244 △47,442 

Ⅳ 障がいサービス事業拠点 

 〇ふれあいの里可児就労継続B 

 〇ふれあいの里可児生活介護 

・支援班 ・生活班 

97,853 △1,452 111,101 △3,164 

合      計 366,367 △56,081 392,615 △57,793 

 

 

                               収入合計 366,367千円 

                    その他の収入 2.37％ 8,717千円 

       市民の皆様などからの会費・寄付金 3.71％ 13,590千円 

    市民の皆様からの共同募金配分金 2.96％ 10,860千円 

   就労支援事業収入 2.87％ 10,500千円 

 

支出合計 392,615千円 

 

    

県社協・市 

からの補金 

11.33％ 

41,507千円 

 

障がい者総合支援 

事業による収入 

30.54％ 

111,873千円 

 

介護保険事業 

による収入 

13.10％ 

47,982千円 

 

県社協・市からの 

事業受託金等 

33.12％ 

121,338千円 

 

Ⅰ法人運営事業 

拠点区分経費 

21.56％ 

84,632千円 

 

Ⅱ受託事業等 

拠点区分経費 

34.80％ 

136,638千円 

 

Ⅲ介護サービス

事業拠点区分 

経費 

15.34％ 

60,244千円 

 

Ⅳ障がいサービス 

事業拠点区分経費 

28.30％ 

111,101千円 

収入構成 

支出構成 



 

 

 


