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鶴岡市社会福祉協議会

砂浜クリーン作戦中です !

　海開き間近の6月26日（土）、鶴岡西部児童館と暘光児童
館の共催行事「由良海岸でミニクリーン作戦と工作づくり」
が行われました。この行事は小学生を対象に平成26年度
から行っており、当初は貝殻やシーグラスを集めて工作を
楽しむことを目的として企画したものでしたが、参加した
子どもたちから「いっぱいゴミが落ちているね」との声が
あり、『自然に親しむ』ことと『ちょっとしたボランティア』
のゴミ拾いを組み合わせ、現在の形になりました。
　今回は20名が参加し、子どもたちは砂浜に落ちている
ビニールなどのゴミ拾いを行った後、きれいになった砂浜
に散らばり、貝殻やシーグラスを見つけてはザルに入れて、
オリジナルフォトフレームづくりに期待を膨らませている

様子でした。参加した子どもたちからは「普段見て気付か
ない小さいゴミが落ちていた」「自分で拾ったもので工作
するのが楽しかった」などの感想が聞かれました。
　市社協が運営する各児童館では、鶴岡の四季を感じられ
る自然体験行事
を数多く企画し
ていますので、
是非参加してみ
てください！

みんなで砂浜クリーン作戦＆シーグラスで工作づくり！

拾った貝殻を使ってフォトフレームが出来上がりました



4つの視点 活動目標 16の活動項目

1
2
3
4

　平成27年度に策定した『おだがいさまのまちづくり計画2015』の計画期間5年が終了し、新たに
『おだがいさまのまちづくり計画2020』が完成しました。
　昨年度より本紙でもお伝えしてきましたとおり、策定にあたっては地域の皆さま、福祉活動団体
や専門機関等の皆さまからいただいたご意見をもとに、策定委員会での協議を重ね策定を進めてき
ました。地域に住む一人ひとりが互いに助け合い、支え合える、誰もが暮らしやすい地域づくりを
目指して計画を実施していきますので、地域の皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
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第3次鶴岡市地域福祉活動計画

おだがいさまのまちづくり計画2020が完成しました!

◆おだがいさまのまちづくり計画って何？
　今年度策定した『おだがいさまのまちづくり計画2020』
は、誰もが安心して暮らせる“おだがいさまのまちづくり”
を基本理念に、地域福祉の推進を目的とした活動・行動計画
です。地域の皆さんと一緒に、民間の立場からできる16の
活動項目を掲げています。実施期間は令和3年度から令和7
年度までの5年間です。

◆地域福祉って何？
　公的な支援や制度によるサービスを受けて
いる人のためだけではなく、地域の中で人と
人とのつながりあいを大切にし、互いに助け
あう関係や仕組みをつくり、誰もが住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けることができる
ようにしていくことです。

計画の基本的な 4つの視点に基づいた活動目標と具体的な活動項目についてご紹介します。

『おだがいさまのまちづくり計画2020』は鶴岡市社協ホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください！

ビスを受けて

気づきあい

困っている人を
見逃さない地域づくり

つながりあい

人と人とが出会い、
つながりあえる場づくり

いい

支 え あ い

身近な地域でお互いに
助けあえる関係づくり

認めあい

お互いの違いを認めあい、
その人らしさを大切にする
社会づくり

⑴ 困りごとを一人で抱えない

⑵ 福祉のこころを育てる

①気軽に相談できる環境づくり

②地域と共に考える相談支援体制づくり

③学校と連携した福祉教育の推進

④地域を基盤とした福祉教育の充実

⑶ 身近な場所でつながる

⑷ 多様な資源や人をつなぐ

⑤小地域でのつどいの場、居場所づくり

⑥孤立しない、させない参加支援の促進

⑦新たな参加を生み出す住民活動の創出

⑧ 社会福祉法人・企業・NPO法人等の地域
貢献活動の推進

⑸ 困りごとをみんなで考える

⑹  日頃からの関わりあいを
防災にいかす

⑨ 近隣でできる助けあいを考え、活動を進める

⑩困っている人を地域で支える仕組みづくり

⑪地域の力をいかした防災対策

⑫ 災害ボランティアの育成、関係団体との連携強化

⑺  一人ひとりの暮らしを
まもる

⑻  思いをつなぐ、未来への
チャレンジ

⑬権利擁護の普及啓発

⑭制度の狭間にいる人への支援の強化

⑮子ども・若者の社会参加と活躍の場づくり

⑯地域共生社会の実現を目指した基盤づくり
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鶴岡市社会福祉協議会

決　

算

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）第2期（平成28年度から令和2年度）の最終年
度として、新型コロナウイルス感染予防対策に努めながら、それぞれに示された課題に対し取り組みました。

令和２年度  事 業 報 告 と 決 算 報 告

総
括
報
告

　地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として、個別支援と地域づくりに継続して取り組みました。また、地域共生
社会の実現に向けた取組における社会福祉協議会の役割を検討しました。
　各施設において新型コロナウイルス感染予防対策に努め、また、感染症の影響で一時的に困窮した方への支援として、
鶴岡市の補助金を受け緊急小口資金拡充支援資金貸付に取り組みました。

重
点
事
業
報
告

重
点
事
業
❶

事務局移転に向けたスケジュール（予定） ※第94号から一部再掲

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31日　旧鶴岡まちなかキネマ土地建物の売買契約締結
6月～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

法人運営
・ 組織運営と組織体制の強化、組織統治（ガバナンス）
の強化を更に進めるため、「発展・強化計画（第3期）」
の策定作業に取り組みました。
・ 人材育成や労務管理体制の強化を図ることを目的に
職員厚生課を新設しました。新型コロナウイルス感
染症対策の統括管理体制を構築し対応できたことで、
800人を超える職員・家族、利用者等の感染はあり
ませんでした。
・狭隘になった事務局の移転計画案をまとめました。

重
点
事
業
❸

生活支援事業
・ 高齢者や障害のある方などが権利を侵害されること
なくできるだけ長くご本人が望む生活を継続できる
よう、成年後見制度の利用促進に取り組みました。
新規受任では、法人後見運営委員会において委員か
らの助言等をいただきながら適正化を図りました。

・ 各相談支援機関からの紹介もあり日常生活自立支援
事業の利用者は年々増加し、新規55件と過去最大
の契約件数となりました。

・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、取扱いが
拡大された生活福祉資金特例貸付及び鶴岡市独自の
緊急小口資金拡充支援資金貸付事業について、関係
機関等と連携しながら迅速な対応に努めました。

重
点
事
業
❷

地域福祉活動の推進
・ 「第3次地域福祉活動計画」の策定に取り組み、同
時に鶴岡市で進めている地域包括ケア推進体制にお
ける社会福祉協議会の役割について検討しました。
　※第3次地域福祉活動計画についてはp2参照
・ 各福祉センターにおいて、次期「地域支え合いプラ
ン」の策定作業を進め、誰もが助け合いながら安心
して生活ができる地域に向けて取り組みました。
・ 生活課題解決や孤立防止への支援体制の一層の強化
を図るため、コミュニティソーシャルワーク機能の
体制整備を進めました。
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により「福祉のつ
どい」は中止しましたが、地域福祉活動などに功績
顕著な2個人、7団体に対し表彰を行いました。

重
点
事
業
❺

児童福祉事業
・ 保育所、児童館・学童保育所及び放課後児童クラブ
それぞれの事業所間で情報共有し、新型コロナウイ
ルス感染予防として保育環境や事業の見直しなどの
対策を行いながら、安全安心な子育て環境づくりに
努めました。

・ SNSによる積極的な施設情報の発信により、児童
館事業における利用者拡充を図りました。

重
点
事
業
❹

高齢者福祉、障がい者福祉事業
・ 事業経営に関する課題解決、方向性を示した「第三
期事業経営計画」の策定作業に取り組みました。ま
た、各事業の事業分析を行い、経営の効率化や安定
化について職員が学ぶ機会を設け、経営意識の醸成
を図りました。
・ 職員や利用者への新型コロナウイルス感染予防対策
を周知徹底するとともに環境整備を進め、安心安全
なサービス提供に努めました。

（単位：円）

収 入
合  計

3,307,851,169円

支 出
合  計

3,331,225,277円

地域包括支援センター事業 82,198,174
放課後児童健全育成事業
163,917,694
児童館運営事業
102,053,225

保育園
運営事業

347,595,312

障害者福祉事業
342,555,374

高齢者生活福祉
センター事業
14,661,079

短期入所生活介護事業
135,534,050

特別養護
老人ホーム事業
 547,126,569

通所介護事業
750,669,190

居宅介護支援事業
176,786,143

鶴岡市
ボランティア
センター
運営事業 
4,101,510

生活支援事業
89,524,730

地域福祉事業
150,485,215

法人運営事業 229,848,529

障害福祉
サービス等事業収入
368,676,463

保育事業収入
347,654,717

児童福祉
事業収入

276,247,589

老人福祉
事業収入
11,882,100

介護保険事業収入
1,985,698,911

会費収入 21,496,400その他の収入 41,218,157
基金・積立資産取崩収入 65,068,349

施設整備等収入 23,199,356
受取利息配当金収入 314,312
借入金利息補助金収入
               117,437
就労支援
事業収入
10,323,174

寄附金収入 4,782,589
経常経費補助金収入
91,908,736

受託金収入
      47,341,279

貸付事業収入
  2,253,800

負担金収入
85,018

事業収入
9,582,782

訪問入浴介護事業 8,577,159

訪問介護事業 149,535,078

認知症対応型共同生活介護事業
36,056,246



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95号
令和3年8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

4

★一般社会福祉事業へ
◎鶴岡福祉センターへ
・㈱ベスト 様 100,000円
◎羽黒福祉センターへ
・渡部　信子 様 手作り造花 2組
★鶴岡福祉センターへ
・PC・カンパニー 様 Ｔシャツ 319枚
★鶴岡市ボランティアセンターへ
・山形県退職公務員連盟鶴岡田川支部会 様
 タオル 301枚

★地域福祉センターなえづへ
・小林　勇希 様 3,450円
★鶴岡市高齢者福祉センターおおやまへ
・林　トシ子 様 100,000円
・齋藤　三雄 様 商品券 5,000円分
★とようら老人デイサービスセンターへ
・水無なかよし会 様
 フェイスタオル 4枚、ウェス 1箱
★はちもり、とようら老人デイサービスセンターへ
・三瀬第二班　ほっこり会 様
 尿取りパット 4袋、ウェス 1箱

★鶴岡市ゆうあいプラザかたぐるまへ
・ぶっくすプロほんの森 様
 絵本 2冊、辞典 2冊
★もみじが丘へ
・イオン東北㈱  代表取締役社長  辻  雅信 様
 商品券 132,800円分
★児童福祉事業へ
・国際ソロプチミスト鶴岡 様 100,000円
★フードバンクへ
・共立社鶴岡生協 様 食料・飲料品 203点
・匿名 様 精米 60㎏

みなさまのご厚志に心より御礼申し上げます
（令和3年5月1日から令和3年6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

情報掲示板

　市民の皆様に鶴岡市社協が果たす役割とその活動を広く
知っていただくとともに、地域住民・団体・関係者などの
協働を呼びかける機会とすることを目的に、例年10月に
開催していました「福祉のつどい」は、新型コロナウイル
ス感染症予防の観点からご来場者の健康面及び安全面を考
慮し、昨年度に引き続き今年度も開催を中止させていただ
きます。
なお、福祉功労者への表彰式については年内に行う予定です。

令和3年度「福祉のつどい」について

　山形県社会福祉協議会生活福祉資金緊急小
口資金・総合支援資金（初回貸付、再貸付）
特例貸付及び、鶴岡市が実施する緊急小口資
金拡充支援資金貸付の申込受付期間が8月31
日まで延長されました。
　ご相談・お問い合わせはお住いの福祉セン
ター（下記参照）まで。

生活福祉資金、緊急小口資金
拡充支援資金貸付

　「おはようー」「今日も天気いいのぉ」と清々しい
朝の挨拶。天気の良い日には、新海町公園でラジオ
体操が始まります。このラジオ体操を始めたきっか
けは、新海町の町内会長をはじめ町内会役員が、年々
高齢化が進む町内会に危機感をいだいたことでした。
　取材当日は、中学校の振替休日で中学生も参加し、
三十数名が広々とした公園で体操をしていました。
夏休みには小学生も加わるとのこと。

　新海町ラジオ体操愛好会の代表者は語ります。「公
園に集まることで顔見知りになる」「何かあったら
声をかけあえる地域、ともに生きるまちづくりをし
たい」「もし、災害があれば地域全体で助け合うこ
とになる」と。
　ラジオ体操を通してのまちづくり、皆さんも参加
してみませんか。

新海町町内会のラジオ体操
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