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鶴岡市社会福祉協議会

　「私は10年前に宮城県から鶴岡に避難してきました。
知り合いもいないし町もわからない、庄内弁もわからず
とても不安でした。そんな中、民生委員さんが声をかけ
てくれて、町内の集まりに参加するようになり、少しず
つ話せる人が増えていきました。近所の方々も、買い物
に連れて行ってくれたり、雪が積もると何も言わずに除
雪してくれたりします。看護協会の方や支援員の方も定
期的に訪問に来てくれます。皆さんの温かい気持ちに支
えられて私はここ鶴岡で暮らすことが出来ています。」

　東日本大震災から10年が経ちます。

　鶴岡市社協では、鶴岡市へ避難している方

の暮らしやさまざまな生活課題に応じて、 

避難者交流事業や訪問・相談活動などの支援

を行っています。

　支援活動の中で出会った菊池京子さん。 

身近な地域の方々への思いをお聞きしました。

守りたい笑顔がある守りたい笑顔がある

東日本大震災から１０年東日本大震災から１０年
　　  　地域で支える避難者支援のかたち　　  　地域で支える避難者支援のかたち



６つの主な取組

児童福祉事業の充実
　関係機関との連携を密にし、支援の質の向上や各事業間での連携の強
化に努め子どもの健全育成を図ります。また、リスクマネジメント体制
の強化、新型コロナウイルス感染症対策等に対する危機管理強化に努め、
子どもや保護者にとって安全で安心な子育て環境づくりを推進します。

地域福祉活動の推進
　地域福祉活動計画「おだがいさまのまちづくり計画
2020」（初年度）並びに、各福祉センターエリアにお
ける「地域支え合いプラン」に基づいた取組を計画的
に進めます。※地域福祉関連事業についてはp3参照

重点
事業
❷

鶴岡市社会福祉協議会

　3月の理事会・評議員会で今年度の鶴岡市社会福祉協議会事業計画と予算が承認されました。鶴岡市社協3計画 
（地域福祉活動計画、発展・強化計画、事業経営計画）の初年度（令和3年度から令和7年度）として、それぞれに 
示された課題に対し計画的に取り組みます。重点的に取り組む６つの事業をご紹介します。

令和３年度 令和３年度 事業計画事業計画とと予算予算令和３年度 令和３年度 事業計画事業計画とと予算予算令和３年度 令和３年度 事業計画事業計画とと予算予算

６つの主な取組

地域福祉活動計画策定委員会の様子生活支援事業の推進
　判断能力に支障がある方の福祉サービス利用や金銭管理等、各種支援に努めます。また、権利擁護に関わる
総合的な支援のあり方、既存制度では支えきれない方に対する新たな支援の仕組みを検討します。

重点
事業
❸

相談支援事業の推進
　「地域包括支援センター」「鶴岡市障害者相談支援センター」「鶴岡地域生活自立支援センター」それぞれが
関係機関や法人の地域福祉活動推進部門、事業推進部門等と連携し、更なる機能の充実を図ります。

重点
事業
❹

重点
事業
❶

法人運営の充実・強化
　「発展・強化計画」に基づき組織運営と組織体制の強化、組織統治（ガバナンス）、労務管理体制の強化、人財育成等
の課題に取り組みます。また、狭隘になった事務局移転を計画的に進めます。

事務局移転に向けたスケジュール（予定）
令和３年
3月30日　地域コミュニティスペースの
活用を検討するため、鶴岡市、鶴岡市社協、
山王まちづくり㈱三者による協定を締結
5月頃　用地、建物取得、建物詳細調査
5月頃～10月頃　設計業務
令和４年
4月頃～9月頃　建物改修工事
10月頃　事務所移転作業
11月頃　新事務所稼働

　分散化している本部事務局の管理機能を旧鶴岡まちなかキネマ（旧ま
ちキネ）に統合し、法人事務効率化とガバナンスの強化を図ります。なお、
市民サービス部門（地域福祉課・生活支援課・鶴岡市ボランティアセンター・
鶴岡市障害者相談支援センター 予定）についてはにこ♥ふるに残し、サー
ビスの維持・向上を図ることとしています。
　また、旧まちキネの産業文化遺産としての保全や映画館存続に配慮し、
地域貢献の観点から旧映画館のうち2スクリーンについて、映画機能付
交流スペースとして活用に向けた検討を進めます。

鶴岡市社協本部事務局移転整備計画

重点
事業
❻

児童福祉事業
保育所、子育て支援センター、児童館（市指定
管理）、学童保育所・放課後児童クラブ、
子育て広場「まんまルーム」（市指定管理）
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重点
事業
❺

高齢者福祉関連事業
●在宅サービス事業
　�通所介護（総合事業含む）、訪問
介護、居宅介護支援、短期入所
●入居サービス事業
　�特別養護老人ホーム（市指定管
理）、グループホーム、高齢者生
活福祉センター（市受託）
●独自事業
　�介護職員初任者研修、専門職資
質向上研修

障がい者福祉関連事業
●計画・相談支援事業
●在宅支援事業
　�生活介護、自立訓練（生
活訓練）、居宅介護・重度
訪問介護、短期入所・日
中一時支援

●就労継続支援事業
●共同生活援助事業
●地域生活支援拠点事業

住所 鶴岡市湯温海戊645番地40
電話 0235-43-2810

　障がい者福祉の更なる充実へ
の取組として、４月から新たに
「温海グループホーム茶ヤ町荘」
の運営を開始しました。

温海グループホーム茶ヤ町荘

高齢者福祉、障がい者福祉事業の充実
　各事業の経営状況の把握と分析を行い、健全経営の視点を
持ちながら施設の経営に努めるとともに、自然災害への対応
や感染症対策の強化を図ります。
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予
　 

算

事　業　計　画  ──地域福祉関連事業等の概要地域福祉関連事業等の概要──
　鶴岡市社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核団体として、住民がお互いに支え合い、 
安心した暮らしと優しさを育む福祉のまちを創るため、住民の主体的参加と行政並びに 
関係団体、他社会福祉法人との協働による『おだがいさまのまちづくり』を推進します。

地

域

福

祉

事

業

◆地域福祉活動計画及び地域支え合いプランの推進
・�地域福祉活動計画「おだがいさまのまちづくり計画2020」に
基づいた取組の推進

・�関係機関との連携による「地域支え合いプラン」の推進
◆コミュニティソーシャルワークの実践
・�全社協による市区町村社協経営指針第2次改訂を踏まえた相談
支援体制の充実

・�地域福祉課及び各福祉センター職員の地域福祉ワーカーとして
の配置

・�地域福祉活動推進部門と相談支援部門の連携による生活困難者
への包括的支援体制の整備

・�各地域の社会福祉法人等との連携による公益的取組活動の推進
◆災害対応への強化
・�災害を想定した机上訓練や災害ボランティアセンター運営設置
訓練の実施

◆多様な福祉教育実践の基盤づくり
・�学校や企業、地域住民等への福祉教育の実施
◆福祉コミュニティづくり事業
・�学区地区社協等への活動助成金の交付や、情報交換、研修等の実施
・�地域支え合いプランの活動支援
◆おだがいさまのまちづくり事業
・�福祉関係団体や町内会等でのサロン活動への助成金交付や開催支援
・�地域での福祉座談会等を通しての福祉の担い手育成や、福祉教
育の推進

◆会食・配食交流事業
・�一人暮らし高齢者等を対象とした会食会、配食サービスを実施
し、地域での仲間づくりと見守り活動の推進

◆福祉有償移送サービス事業
・�要介護等認定者、身体障害者手帳・療育手帳を所持している方
を対象にした福祉車両による外出等の支援

◆ボランティア活動推進事業
・�ボランティア活動の相談、調整、情報提供、講座等の開催
◆地域福祉運営事業
・�社協事業を広く紹介する「福祉のつどい」の開催
・�長寿者をお祝いする「鶴亀番付」の発行
◆大震災等支援活動推進事業
・�鶴岡市へ避難している方への情報提供や個別訪問等の状況に応
じた支援

◆福祉バス運行事業（市受託）
◆共同募金配分金事業

生
活
支
援
事
業

◆ふれあい福祉相談事業
・�福祉全般に関わる相談
・�無料法律相談の開催（年14回）
◆日常生活自立支援事業（県社協受託）
・�判断能力に支障があり各種契約や金銭管理に不安
がある方に対し、福祉サービスの利用や金銭管理
を支援

◆成年後見推進事業
・�法人後見による財産管理や身上監護・権利擁護
・�後見業務受任団体とのネットワークの充実、制度
の普及啓発

◆生活福祉資金貸付事業（県社協受託）
◆たすけあい資金貸付事業
◆フードバンクの取組

相
談
支
援
事
業

◆地域包括支援センター（市受託）
◆鶴岡市障害者相談支援センター（市受託）
◆鶴岡地域生活自立支援センター（県・市受託）
　▪自立相談支援事業「くらしステーション」
　▪就労準備支援事業「したくホーム」

各
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
特
徴
的
な
事
業

◆鶴岡福祉センター
・�支援を必要としている方や世帯を把握し、適切な
対応を図るための相談支援体制の整備

◆藤島福祉センター
・�農福連携プロジェクト事業「地域交流農園」を庄
内農業高等学校と一緒に実施

◆羽黒福祉センター
・�羽黒地域の福祉施設と連携し「はぐろ暮らしの応
援団（仮称）」の立ち上げ

◆櫛引福祉センター
・�各地区における支え合いの仕組みの設置推進とひ
きこもりの現状についての把握や支援の検討

◆朝日福祉センター
・�複合的な課題を抱える方や世帯への支援等を目的
とした「朝日地域相談支援ネットワーク会議」の
開催

◆温海福祉センター
・�全世代を対象とした社会的孤立の解消に向けての
「社会参加支援事業」の充実、拡大

地域包括支援センター事業 74,945
放課後児童健全育成事業

169,364
児童館運営事業
103,615

保育園
運営事業
371,914

障害者福祉事業
360,891

高齢者生活福祉
センター事業
10,665

短期入所生活介護事業
145,309

特別養護
老人ホーム事業

543,632

訪問介護事業 173,400

認知症対応型共同生活介護事業
37,991

通所介護事業
810,229

居宅介護支援事業
181,281

鶴岡市
ボランティアセンター
運営事業 4,959

生活支援事業
37,959

地域福祉事業
155,281

法人運営事業
511,764

その他の収入 13,074

積立資産
取崩収入
507,376

借入金償還
補助金収入
1,820

障害福祉
サービス等
事業収入
385,533

保育事業収入
315,531

就労支援事業収入
10,800

児童福祉事業収入
270,309 老人福祉事業収入 12,643

介護保険
事業収入

 2,027,347

事業収入
9,639

貸付事業等収入
  3,804

受託金収入
44,376

共同募金配分金収入
12,223

経常経費補助金収入 54,943
寄附金収入 1,617
会費収入 22,164

収 入
合  計

3,693,199千円

支 出
合  計

3,693,199千円

（単位：千円）



この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。

おだがいさま
第94号
令和3年6月1日発行
発行部数　47,800部

編集・発行
社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会
鶴岡市泉町5番30号（にこ❤ふる２階）
TEL 0235-24-0053  FAX 0235-23-9110
ホームページ https://www.shk01.jp/

鶴岡福祉センター� TEL�24-0053
藤島福祉センター� TEL�64-3100
羽黒福祉センター� TEL�62-4534
櫛引福祉センター� TEL�57-5300
朝日福祉センター� TEL�53-2795
温海福祉センター� TEL�43-2114

令和４年度正規職員採用試験
（令和4年4月1日採用予定）

■受験資格
　昭和47年4月2日以降に生まれた方で、下記のい
ずれかの資格・免許を取得している方、または令和
4年4月末までに取得、修了見込みの方
○社会福祉士　○精神保健福祉士　○介護福祉士
○介護支援専門員　○保育士　○保健師　○看護師
○准看護師　○理学療法士　○作業療法士
■採用予定数　若干名
■試　験　日　
　一次試験　作文試験　令和３年８月１日（日）
　二次試験　面接試験　令和３年８月29日（日）
■試験会場　
　鶴岡市総合保健福祉センター　にこ♥ふる
■募集要項・申込書等
　・募集要項は、事務局職員厚生課で交付します。
　・本会ホームページからダウンロードできます。
　・�郵便で請求する場合は封筒に「職員募集要項請求」

と朱書きし、宛先を明記した返信用封筒（角形２号、
140円分切手貼付）を同封して、下記まで請求し
て下さい。

■募集期間
　令和3年6月7日（月）～令和3年7月16日（金）
　午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝日を除く）
　※郵送の場合、7月16日（金）までの消印有効です。

連
絡
先

〒997-0033 鶴岡市泉町5番30号
鶴岡市総合保健福祉センター にこ♥ふる
社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会
事務局職員厚生課 TEL（0235）24-0053
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情報掲示板
赤い羽根募金 配分施設・団体のお知らせ
　令和２年度に皆さまからご協力いただきました赤い羽根
共同募金は、令和３年度の地域福祉推進のため施設や地域
で行われる活動に役立てられます。
≪本市の福祉施設・団体への配分総額：7,358,000円≫

配 分 団 体

地 域 福 祉�
在宅福祉事業

第一学区社会福祉協議会
第五学区社会福祉協議会
湯野浜地区社会福祉協議会
NPO法人明日のたね
NPO法人ぼらんたす
NPO法人しぇば
自立支援センターふきのとう
鶴岡市災害ボランティアネットワーク
山形県盲ろう者友の会

「福祉の心」�
推 進 事 業

（福）新形愛育会　新形保育園
（福）羽黒百寿会　貴船保育園
くしびき東部保育園

障 が い 者�
小規模作業所�
支 援 事 業

NPO法人鶴岡福祉村
障害者支援オフィス「ひので」
NPO法人一歩　多機能作業所いちほ
NPO法人やすらぎの会
就労継続支援B型作業所きらり
NPO法人絆の会
就労継続支援事業所レインボー広場

民 間 立�
学童保育所�
支 援 事 業

第一学区学童保育所　夢の子
第二学区学童保育所　やまびこ楽園
第二学区学童保育所　こだま楽園
第三学区学童保育所　こどもの森
第三学区学童保育所　こどもの城
第四学区学童保育所　太陽の子１
京田きらきらよいこの家Ａ
京田きらきらよいこの家Ｂ
藤島児童クラブ１
泉学童保育所
広瀬学童保育所

福 祉 車 両�
整 備 事 業

（福）いなほの会　さくらが丘
（福）羽黒百寿会　貴船保育園

★一般社会福祉事業へ
◎鶴岡福祉センターへ
・鶴岡市老人福祉センター 茶ノ湯同好会一同 様
� 10,000円
◎櫛引福祉センターへ
・鶴岡市立櫛引中学校　生徒会 様� 13,951円
★鶴岡福祉センターへ
・佐藤　稔 様� A4サイズファイル�64個
★鶴岡市ゆうあいプラザかたぐるまへ
・匿名 様� 五月人形3段飾り一式
・イオンモール三川 様� 商品券 23,000円分

★鶴岡市高齢者福祉センターおおやまへ
・伊藤　慎二 様� リハビリシューズ�2足
� 防水シーツ�2枚、婦人服�2着
・中嶋　悦 様� 介護用サポートクッション�3個
� ハンドクッション�1個
� 電動爪やすり機�1台、衣類�30着
・本間　公子 様� 30,000円
★温海デイサービスセンター愛寿園へ
・本間　公子 様� 50,000円
★もみじが丘へ
・イオンモール三川 様� 商品券 19,000円分

★訪問介護事業所へ
・匿名 様� 30,000円
★第一学区学童保育所へ
・令和2年度 第一学区学童保育所 父母会 様
� ビジネスプロジェクター�1台
� プロジェクタースクリーン�1台
★フードバンクへ
・ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱
　山形テクノロジーセンター 燦活動 様
� 食料・飲料品�79点

みなさまのご厚志に心より御礼申し上げます
（令和3年3月13日から令和3年4月30日までのご寄付を掲載しています）ご寄付ありがとうございました

社会福祉法人 鶴岡市社会福祉協議会 職員募集


