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ホームページでも
ご覧になれます

社会福祉法人

帯広市社協
マスコットキャラクター
「ニコ、
ニッコ、
ニーコ」

（略称：帯広市社協）

帯広市社会福祉協議会

〒080-0847 帯広市公園東町3丁目9番地1 ／ 代表電話：0155-21-2414
Fax：0155-21-2415 ／ ホームページアドレス http://www.obihiro-shakyo.jp/

総務課・地域福祉課
☎ 21-2414
在宅福祉課
☎ 21-2677
地域包括支援センター
☎ 21-3292
地域包括支援センター帯広市社会福祉協議会（北）
☎ 66-4535
居宅介護支援事業所
☎ 20-2522
指定訪問介護事業所・指定居宅介護事業所
☎ 21-2677
帯広市成年後見支援センター
☎ 20-3225
帯広市福祉人材バンク
☎ 27-2525
母子家庭等就業・自立支援センター ☎ 20-7751
帯広市幼児ことばの教室
☎ 25-9727

昨年３月以降の申込件数 3,453件

◆問い合わせ／総務課
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☎２１－２４１４

福祉職場説明会

福祉の職場に興味のある方や、まずは福祉の情報収集をしたい
方など、どなたでも参加できます。
◆と

き：令和3年9月26日（日）
13：00〜15：30（受付15：00まで）
◆ところ：とかちプラザ1階 ギャラリー・大集会室
（帯広市西4条南13丁目1番地）
◆内 容：◦個別相談ブース
福祉施設の人事担当者から、お仕事内容、就労環
境などについて個別にご説明します。
◦就職や資格に関する相談、情報提供コーナー
◆その他：マスク着用のうえ、お越しください。
発 熱や風邪症状がある方は、ご来場をお控えくださ
い。新型コロナウイルス感染拡大等により中止とな
る場合はホームページでお知らせします。
（事前申込不要、入退場自由、参加無料、服装自由）

28

ロン活動も休止を余儀
なくされ、現在も再開
したサロンは約半数と
なっています。
しかし、そのような
中 で も、「 コ ロ ナ 禍 で
離 れ て い る か ら こ そ、
思 い を 届 け た い。」 と
さまざまな取り組みが
生まれています。
手作りのマスクとマ
スクケースを届けたり、絵手紙に心温まるメッセー
ジを入れて郵送したり、心と体がリフレッシュでき
る集団ウォーキングや、地域の老人クラブと力を合
わせてラジオ体操を企画するなど「コロナ禍でも大
切なものを失わないように！」と地域ではさまざま
な工夫と想いが溢れる取り組みが行われています。
「コロナ禍だからこそつながりを大切にしたい。」
という皆さまの気持ちを社協は応援しています。

特例貸付は、令和2年3月25日から始まり本年6月30日現在、
申込件数は3,453件、申込総額は約11億9,521万円となってい
ます。
また、これまでの申込件数は、昨年10月、11月と本年1月は
100件を下回りましたが、その他の月は200件前後で推移し、
今年3月には581件と、この1年で一番の申請がありました。
令和3年度は、4月208件、5月280件、6月303件となってい
ます。

サロン活動休止中に、訪問して手作りの
マスクと脳トレプリントをプレゼント

市内の地域交流サ
ロ ン（ 現 在 か 所 ）
は、感染防止のため
令和２年２月から令
和３年３月末までの
一 年 以 上 の 長 い 間、
活 動 の「 一 斉 自 粛 」
を行いました。
また、緊急事態宣
言下では、会場の公
共施設が休館し、サ

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資
金にお困りの方々に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸
付の受付期間が、8月末まで延長となりました。
借入申込書類は、北海道社会福祉協議会のホームページからダ
ウンロードするほか、本会窓口及び電話でご請求ください。
◆借入申込期限：令和3年8月31日（火）まで

◆問い合わせ／帯広市福祉人材バンク ☎２７－２５２５
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新型コロナウイルス。ソーシャルディスタンス。
それでも、人と人とのつながりは絶やさない。

特例貸付（緊急小口資金・総合支援資金）受付

コロナ禍でもできる、
地域活動を模索し続けて

特例貸付8月31日まで申込延長

コロナ禍で「人との交流は感染リスク」となり、
地域福祉活動は大変難しい状況にありますが、社協
は、人と人とをつなぐ市民の皆さまのさまざまな活
動を応援し、地域福祉の増進に努めています。

新型コロナで生活資金にお困りの方への

ウォーキングで、
体力の低下と閉じこもりを予
防。人と会える大切さを改めて実感しました。

令和2年度 帯広市共同募金運動の募金実績額
皆様の温かいご協力ありがとうございました
区

分

（単位：円）

令和２年度

令和元年度

前年度増減額

赤い羽根共同募金

7,464,974

8,856,626

▲ 1,391,652

歳末たすけあい募金

5,083,172

5,286,173

▲ 203,001

※募金実績および助成予定先は、ホームページで公開しています。

10/10〜
11/28

成年後見フォーラム

市民後見人養成研修

成年後見制度や市民後見人について学びます。また、市民後見人養成
研修の事前説明と申込書の配布も行います。

認知症などの病気や障がいなどにより、判断能力が十分でない方に対
して、後見活動を行う市民後見人の養成研修を開催します。
多くの皆様の積極的な応募をお待ちしています。

◆と き：令和3年9月2日(木) 14：00〜16：00（開場13：30）
◆ところ：とかちプラザ 視聴覚室（帯広市西4条南13丁目1）
◆テーマ：「みんなで学ぼう！成年後見制度
～あなたの力になれること～」
◆講 師：司法書士 酒井 勝己 氏
（司法書士酒井綜合法務事務所）
◆定 員：60名
◆申込期限：8月25日(水)
◆参加費：無料

◆研修日：10月10日（日）、30日（土）、31日（日）
11月3日（水祝）、6日（土）、7日（日）、14日（日）、
21日（日）、23日（火祝）、28日（日）
◆と き：9：30〜16：10 ※カリキュラムにより変更あり
◆ところ：帯広市グリーンプラザ（帯広市公園東町3丁目9番地1）
◆定 員：20名（先着）
◆年 齢：満25歳以上の方
◆申込期限：9月15日（水）
◆受講料：無料

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または延期になる場合があります。

◆申込・問い合わせ／帯広市成年後見支援センター

☎２０－３２２５

社協だよりは共同募金の助成を受けて発行しています。
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令和２年度決算の報告

【貸借対照表】

令和２年度の事業報告と決算が、理事会及び評議員会で
承認されました。

【収支決算】
収

産

の

流動資産
現金預金

令和2年4月1日～令和3年3月31日

支

出

375,814,410

利息・その他収入
4,151,304円
（1.1%）

部

負

前期末
支払資金残高

当期末
支払資金残高

8,780,880

222,718,893

231,499,773

会費収入
2,001,500円
（0.5%）

部
82,981,110

43,085,191
301,580,567

129,511,948

負債の部 合計
純

資

産

の

部

1,860,000 基本金

基本財産

299,720,567 基

1,860,000
189,614,899

金

25,171,812

その他の積立金

233,452,519

次期繰越活動増減差額

450,099,230

純資産の部 合計
資産の部 合計

579,611,178 負債の部及び純資産の部 合計

579,611,178

貸付事業等支出
815,000円（0.2%）
助成金・負担金等支出
施設整備等支出
2,769,909円（0.7%）
1,338,700円（0.4%）

補助金収入
60,525,981円
（15.7%）

収入の部

積立資産支出
7,235,185円
（1.9%）

事業費等支出
10,557,113円（2.8%）
事務費支出
63,741,920円
（17.0%）

支出の部

介護・障害 384,595,290円 受託金収入
福祉収入
94,452,797円
174,609,799円
（24.6%）
（45.4%）

375,814,410円
人件費支出
289,356,583円
（77.0%）

貸付等事業・
負担金収入
43,578,181円
（11.3%）

☎２１－２４１４

◆問い合わせ／総務課

の

234,945,420 固定負債

その他

寄付金収入
1,469,768円
（0.4%）

資産取崩収入
3,805,960円
（1.0%）

債

46,530,838

（単位：円）

当期資金
収支差額

（単位：円）

278,030,611 流動負債

固定資産
その他の固定資産

入

384,595,290

資

令和3年3月31日現在

※事業報告及び決算書はホームページにて公開しています。

ご協力ありがとうございました
掲載内容：令和２年12月〜令和３年6月末の実績（敬称省略）

愛情銀行の金銭預託
●平井音楽事務所
●帯広レクダンスの会

●帯広ガス㈱
●松緑神道大和山帯広教区

※個人情報保護の関係からご了解をいただいた方のみを記載しています。

●サロンつどい
●個人 ２名

愛情銀行の物品預託
【リングプル】

●帯広鈴蘭ライオンズクラブ
●西１０号ふれあいサロン
●帯広慈光学園
●森の里コミセン運営委員会
●帯広身体障害者福祉協会
●帯広市グリーンプラザ
●あかしや中央町内会

【使用済み切手】

●大心中央町内会
●コスモスサロン
●広西親和会
●㈱設備テック
●写真工房
●西一九元気会
●１８緑町内会

●介護予防自主サークル「ハッピー依田」 ●東こまどり町内会
●啓西にこにこサロン
●レインボウブリッジ
●市民後見センターとかち
●帯広年金受給者協会
●緑林町内会緑樹会
●新稲田町内会
●八重さくら自由が丘
●帯広市こども課
●おりがみサークル パピロフレンズ
●北親ふれあいサロン
●個人 ９名

寄付をされた酒井宗和帯広ガス（株）営業部
長（右）と寄付受納する畑中三岐子社協会長

●八重さくら自由が丘
●㈱設備テック
●帯広の森コミセン運営委員会
●北海道新聞帯広支社
●広西親和会
●写真工房
●東小学校
●帯広身体障害者福祉協会
●啓西にこにこサロン
●北親ふれあいサロン
●㈱高橋木工場
●帯広市（国保課、収納課、市民税課、介護高齢福祉課、地域福祉課、こども課、健康推進課、総務課、総合案内）
●脳外傷友の会コロポックル道東 ●帯広市成年後見支援センター ●㈱総合設計
●個人 ７名

【その他】

●市民活動プラザ六中ソフト事業推進室（おくすりカレンダー） ●イトーヨーカドー帯広店（ドロップ缶）
●あったらいいねプロジェクト（お弁当）
●帯広時計貴金属眼鏡商組合（壁掛電波時計）
●細川製餡㈱（甘納豆）
●個人 ７名（手編み靴下、ひな人形、マスク、巾着袋、オーブントースター、ウエス、座布団）

登録ホームヘルパー募集

◆問い合わせ／在宅福祉課
☎２１－２６７７

在宅で生活をされている高齢者や障がいのある人の日常生活のサポートをする仕事です。
● 募集人員 若干名
● 選考方法 書類選考および面接
格 ・介護福祉士または介護職員初任者研修修了者
●資
・帯広市生活援助員養成研修修了者（てだすけサービス）
● 勤務日・時間 日曜日～土曜日、7：00～20：00のうち、ご都合に合わ
せて働くことができます。（勤務日数・時間等は応相談）
● 賃 金 等 〈基本時給〉 1,030円～1,130円／時間
〈割増加算〉 土日祝日・早朝・夜間：各250円／時間
〈資格・経験年数加算〉 20円～50円／時間
▲全員参加で感染症対策を学んで
● そ の 他 勤務に伴う移動経費の支給及び被服貸与
います。

寄付をされた(左から)松緑神道大和山の濱本浩幸事務
局長と太田嘉弘顧問。寄付受納する大久保良信常務理事

会員加入のお願い
地域交流サロンなどの地域福祉事業の推進
を図る上で、大切な財源として会費を活用し
ています。
皆さまのご協力をお願いいたします。

入会期間

加入期間は1年間です。
（4月～翌年3月）

入会区分

●個人会員：1口
●団体会員：1口
●法人会員：1口

500円／年
1,000円／年
5,000円／年

◆担当／総務課  ☎２１－２４１４

