
　 　

【 法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分 】

　１．会務及び組織の運営 会費

　　　（１）　理事会　 市補助金

　①令和3年第2回理事会 受託金

期　 日　 令和3年5月28日（金）　　　　 負担金

場　 所　 芦城センター　2階　ホールＡ･ Ｂ 1,336

出席者 12名 収入計

第1号議案 令和2年度 事業報告及び収支決算について

第2号議案 次期評議員候補者の推薦について 人件費

第3号議案 次期役員候補者の選任について 事務費

第4号議案 評議員選任・解任委員の選任について 負担金

第5号議案 定時評議員会の招集について 192,500

第6号議案 評議員選任・解任委員会の招集について 支出計

　②令和3年第3回理事会

期　 日　 令和3年6月24日（木）　　　　

場　 所　 芦城センター　2階　ホールＡ･ Ｂ

出席者 11名

第1号議案 会長、副会長、常務理事の選定について

　③令和4年第1回理事会

期　 日　 令和4年3月18日（金）　　　　

場 　所　 第一地区コミュニティセンター　2階　ホールＡ・Ｂ

出席者 10名

第1号議案 令和3年度 資金収支補正予算（案）について

第2号議案 令和4年度 事業計画及び資金収支予算（案）について

第3号議案 評議員会の招集について

　　　（２）　評議員会

　①令和3年定時評議員会

期 　日　 令和3年6月17日（木）　　　　

決議の省略（書面による決議）

第3号議案 令和2年度 各会計計算書類及び財産目録並びに事業

報告の承認について

第4号議案 次期役員の選任について

　②令和4年第１回評議員会

期　 日　 令和4年3月29日（火）　　　　

場　 所　 第一地区コミュニティセンター 2階　ホールＡ・Ｂ

出席者　 20名

第1号議案 令和3年度 資金収支補正予算（案）について

第2号議案 令和4年度 事業計画及び資金収支予算(案)について

11,814,035

560,000

638,700

13,022,536

固定資産取得支出

受取利息配当金

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

736,500

11,086,000

9,771,230

1,151,505

698,800
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　　　（３）　監事会　

　①令和3年監事会

期　 日　 令和3年5月25日（火）　　　　

場 　所　 第一地区コミュニティセンター 1階 まなびラボ

出席者　 2名

内　 容 令和2年度 社協及び共同募金会計監査

　　　（４）　評議員選任・解任委員会

　①令和3年評議員選任・解任委員会

期　 日 令和3年5月28日（金）

場　 所 芦城センター 2階 ホールＡ・Ｂ

出席者 4名

市補助金

配分金

収入計

事業費

助成金

支出計

市内一円

　

　３．第67回小松市社会福祉市民大会

市受託金

　 配分金

市長表彰　　　　　　　53名 収入計

市社協長表彰　　　　56名

市社協長感謝状　　1団体 人件費

事業費

演題　「新たな時代で徳の種まきを」 支出計

講師　金城大学　社会福祉学部　教授　内　慶瑞　氏　

第70回石川県社会福祉大会

社協民協合同会議（第3回）

 ①歳末たすけあい運動について

令和3年度 歳末たすけあい運動の開始

 ①共同募金運動実績報告　

 ②共助による支えあい事業事例報告

地区社会福祉協議会会長連絡会

 ①令和4年度 小松市社会福祉協議会の事業について

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）

2,614,748

94,748
9月3日

2,520,000

2,614,748

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

　２．各地区社会福祉協議会及び各地区民生委員児童委員協議会関係事業
1,520,000期　　日 活　動　内　容 場　　所
1,094,748

第一コミセン

小松市公会堂

10月1日 市内一円

7月30日

社協・民協合同会議（第1回）

 ①関係課の主要事業について

 ②小松市社会福祉協議会主要事業について

社協・民協合同会議（第2回）

 ①赤い羽根共同募金について

令和3年度 赤い羽根共同募金運動の開始

第一コミセン3月10日

期　 日　　令和3年11月20日（土）

会　 場　　小松市公会堂　大ホール

内　 容　　①式典

　　　　　　 ②福祉功労者表彰

11月2日 県地場産業振興ｾﾝﾀｰ

11月20日 第67回小松市社会福祉市民大会 小松市公会堂

社協・民協合同会議（第4回）

第一コミセン

第一コミセン

令和4年

1月24日

　 しろやまカフェの取り組み…今江地区社協

　 地域サポートクラブ＋(ﾌﾟﾗｽ）の取り組み…芦城・向本折地区社協

11月5日

12月1日

430,000

110,703

540,703

536,223

540,703

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　③講演会

4,480
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【 地域福祉活動推進事業サービス区分 】

市補助金

　地域住民の複合化・多様化した生活ニーズに対応する断らない 市受託金

　 包括的な支援体制を整備するため、コーディネーターを配置。 繰入金

幅広い関係者や組織・団体との協働の中核を担う「プラットホーム」 収入計

（連携・協働の場）としての役割をめざし、多様な関係者の協働に

よる地域住民を主体とした共助の基盤づくりを行った。 人件費

　 事業費

　 重層的相談支援実績 8件 134,200

対象世帯 単身世帯　　2件 支出計

複数世帯　　6件

　支援対象者に対し、家庭訪問、同行支援による実態の把握を

行いながら、信頼関係を構築し、適切な支援機関につないだ。

アウトリーチ等を通じた継続的支援実績　 43件

家庭訪問のみ 8件

家庭訪問及び面接同行支援 11件

その他の支援 24件

　２．共助による支えあい事業 市受託金

　地区社協による地域生活課題に基づく、地域住民を主体とし 収入計

た先駆的・開拓的な支援活動に対して、活動費の助成を行った。
助成金

助成総額 1,048,560円 支出計

助成地区社協 3地区社協

実施内容

(1)稚松地区社協

地区社協での、地域サポートクラブ＋（プラス）の運営

(2)芦城・向本折地区社協

地区社協での、地域サポートクラブ＋（プラス）の運営

　 ボッチャを通じた障害者等の交流の場、憩いの場の運営

(3)今江地区社協

子ども食堂の運営

市受託金

　 　１９地区社協を基盤として、家に閉じこもりがちな虚弱高齢者等の生きがいと 配分金

介護予防を目的に、地域住民が自主的に運営する 『 いきいきサロン』 を展開 収入計

し、地域福祉の推進を図った。

    　　実施数 186ヶ所　（別表1：P17） 事業費

　    基本助成金 参加者人数 10人未満　20,000円 助成金

　 参加者人数 10人以上　30,000円 支出計

加算 健脚推進ボランティアの活動や、各種機関

との連携の有無等によって加算あり。

11,805,100

固定資産取得支出

1,048,560

1,048,560

1,048,560

1,048,560

1,656,200

地域福祉活動推進事業拠点区分

　３．いきいきサロン推進事業

（単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

　１．丸ごとつながる相談支援事業 1,312,000

210,000

134,200

1,326,018

195,982

1,656,200

915,000

12,720,100

29,438

12,690,662

12,720,100
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【 地域福祉活動推進事業サービス区分 】

　４．ふれあいルーム事業 市受託金

  家に閉じこもりがちな人や、健康面で不安のある人へ社会参加を促し、生き 収入計

がいのある生活を送れるよう、介護予防プログラムや趣味活動等を市内2ヶ所

で提供した。　 事業費

・わかばにしかるみこども園（毎週水曜日） 利用人数   延　 197人 助成金

   〃      延   305人 支出計

　５. 配食サービス事業 市補助金

　ボランティアグループが行う給食サービス事業に対し、活動の推進を図った。 事業収入

配分金

収入計

　 事業費

　 助成金

　 支出計

　

　

　６．敬老会開催事業 市受託金

　各地区社協の敬老会開催に助成した（敬老会参加者10,075名）。 収入計

　80歳になられる方に記念品を贈呈した（1,282名）。また、77歳になら

れる方に記念写真を贈呈した。（546名が撮影） 事業費

・記念品対象者（80歳） 昭和16年4月2日～昭和17年4月1日生まれ（1,296名） 助成金

・記念写真（77歳）　昭和19年4月2日～昭和20年4月1日生まれ（1,219名） 支出計

　７．高齢者リフレッシュ事業 繰入金

　各地区社協の敬老会事業等に地域福祉振興基金を財源として、上乗せ 収入計

助成を行った。

助成額 各地区70歳以上の人数×90円×90％ 助成金

支出計

　　　　（別表2：P18） 市補助金

　各地区社協の活動強化のため市補助金、共同募金配分金及び地域福祉 配分金

振興基金を財源として、開催事業ごとに助成した。 繰入金

・地区福祉講座の開催                …  33回 収入計

・一人ぐらし老人会食会の開催    …  23回

・地区社協だよりの発行 …  11回 事業費

・お弁当訪問活動 …  36回 助成金

支出計

9,240

1,167,295

49,295

1,118,000

2,024,553

3,200,793

17,010

3,183,783

3,200,793

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

1,167,295・南部ふれあいルーム（毎週月～土曜日）

1,167,295

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）

グループ名 ふれあい 春日まごころ 949,421

ボランティア数 117名 16名

400,000

504,800

地　区　名 芦城・向本折 今　　江 44,621

配食日 第1・第3水曜日 第2木・第3水曜日 949,421

開始年月 昭和58年4月 昭和59年4月

対象者数 40名 18名 2,921

回数 月2回 月2回 946,500

　８．ふれあいのまちづくり事業 1,167,000

2,615,091

7,581,516

1,486,527

1,486,527

1,486,527

1,486,527

年間延配食数 1,022食 240食

7,581,516

7,581,516

4,966,425
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　９．福祉団体活動支援事業 市受託金

　市内福祉関係団体の研鑽及び福祉の向上に資するため、 下記のと 収入計

おりバスを運行した。

運行回数 事業費

利用団体数 負担金

利用延人数 支出計

　１０．あんしん見守りネットワーク事業 市受託金

　見守り活動チーム育成事業として、 支援の必要な高齢者等の定期的 収入計

な訪問、声かけ、見守り活動を行う地域福祉推進員を121チーム、232人

設置した。 事業費

　研修会は、令和4年2月22日に開催予定だったが、新型コロナウィルス 助成金

感染防止のため中止となった。 支出計

　　　地区別地域福祉推進員数 　　　（Ｒ4年3月末日現在）

　１１.シニアサポート運営事業（生活支援体制整備事業） 市受託金

　日常生活において援助を必要とされる高齢者を、地域内でサポートす 収入計

ることにより困りごとを解消し、安心して生活できる環境をつくり地域福祉

の充実を図った。 人件費

・高齢者総合相談センター長会議にて、サポートクラブの周知、運用について 事業費

の話し合いを行った。　（5回） 支出計

・第2層コーディネーターと、地域にある社会資源の情報共有や、生活支援

サービスについての話し合いを行った　（2回）

・全19地区社協の定例会に出席し、サポートクラブの周知を行った。（19回）

1,873,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

336人 755,161

2,421,017

2,421,017

548,017

755,161

755,161

26回 740,161

25団体 15,000

芦　 城 15 20 芦城地区民生委員児童委員協議会

向本折 6 9 向本折地区民生委員児童委員協議会

2,421,017

地　区 チーム数 推進員数 連絡先団体名

稚　 松 13 24 稚松地区社会福祉協議会

板　 津 4 6 板津地区民生委員児童委員協議会

第 　一 12 27 第一地区民生委員児童委員協議会

牧 5 6 牧地区民生児童委員協議会

安　宅 1 2 安宅地区民生委員児童委員協議会

粟　 津 19 57 粟津地区社会福祉協議会

月 　津 5 6 月津地区民生委員児童委員協議会

苗代・蓮代寺 7 13 苗代・蓮代寺地区民生児童委員協議会

御　 幸 8 13 御幸地区民生児童委員協議会

中　 海 7 8 中海東陵地区民生委員児童委員協議会

東　 陵 6 13 中海東陵地区民生委員児童委員協議会

矢田野 8 21 矢田野地区民生児童委員協議会

金　野 1 1 金野地区民生委員児童委員協議会

合　　計 121 232

波佐谷 3 3 波佐谷地区民生委員児童委員協議会

国　府 1 3 国府地区民生委員児童委員協議会

3,129,368

3,129,368

3,129,368

3,011,410

117,958
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・稚松地区、芦城・向本折地区社協による、サポートクラブの運営をはじめ

地域福祉に関する意見交換をした。　（8回）　

・生活支援サービスの実施のために、地域の福祉団体や、施設との意見交換

を行った。　（5回）

・居宅・包括研修会をはじめ、サポーター養成講座、地区民協等の研修会で

生活支援サービスについての講演を行った。　（5回）

・その他、行政担当課との打ち合わせ、社協・民協合同会議等で生活支援

サービスについて協議した。　（7回）

　１２．小松市地域サポートクラブの運営 市受託金

 高齢者（利用会員）の日常生活支援 （ 買い物･掃除･ゴミ出し･趣味 事業収入

活動等）を協力会員が行う。原則30分以内（趣味活動は1時間）で、 収入計

利用会員は協力会員に対して1回100円を事前に購入したチケットで

う。専門コーディネーターを通じて、利用会員と協力会員の仲介・調 事業費

整等を行った。 助成金

利用会員 121名 協力会員 151名 支出計

延活動回数 4,807回

　１３.ゆったりサロン推進事業 市受託金

　閉じこもりがちな高齢者の外出の機会の創出と介護予防を目的に、市 収入計

内24ヶ所でゆったりサロンを開設。地区社協が主体となって取り組む

ことで地域力の熟成を図った。 事業費

助成金

ゆったりサロン実施状況一覧 （順不同） 支出計

10:00 ～ 14:00

9:00 ～ 12:00

11:00 ～ 15:00

10:00 ～ 16:00

10:00 ～ 13:00

10:00 ～ 15:00

13:30 ～ 15:30

10:00 ～ 15:00

9:00 ～ 11:00

12:30 ～ 15:30

9:30 ～ 12:00

9:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00

9:00 ～ 14:30

9:00 ～ 12:00

9:00 ～ 12:00

9:00 ～ 14:30

13:30 ～ 15:30

14:00 ～ 15:30

1,845,400

480,700

2,326,100

2,156,100

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

地区 時　 間 開催日 会 　場 頻 度

2,326,100

1,071,810

1,071,810

802

1,071,008

1,071,810

170,000

稚松 毎週木曜日 小寺町会館 月４回

稚松 毎週月曜日 あんしんはつらつセンター梅田 月４回

稚松 毎週月曜日 新町会館 月４回

牧 第1.3月曜日 安宅新町会館 月２回

牧 第4土曜日 長崎会館 月１回

芦･向 毎月･水･金曜日 休憩所ほっこり 月12回

芦･向 第2土曜日 モア 月1回

安宅 毎週水曜、第1.3土曜日 木曽町会館（わかば会） 月６回

板津 第1.2.3木曜日 平面会館 月３回

第一 第1土曜日 糸町会館 月１回

第一 第1火曜日 白江町会館 月１回

第一 毎週金曜日 若杉町公民館 月４回

粟津 毎週金曜日 蓑輪会館 月４回

粟津 第2木曜日 木場台公民館 月１回

御幸 第2金曜日 串町会館 月１回

粟津 第2火曜日 木場町集落センター 月１回

月津 実施内容で曜日が異なる 矢田町公民館 月15回

粟津 第2.4水曜日 小山田町コミュニティセンター 月２回

月津 毎週木曜日 月津地区多目的研修集会施設 月４回
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13:30 ～ 15:30

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 15:30

10:00 ～ 15:00

9:00 ～ 15:00

　１４.家族介護支援事業 市受託金

　在宅で寝たきり高齢者や認知症高齢者を介護している方々の交流、 事業収入

情報交換、介護技術の習得を図った。 収入計

事業費

支出計

認知症予防と健康チェック講座

指ヨガ講習会

講師　中村和美氏 （せせらぎの郷）  

みじかなお薬についての勉強会

講師　山田泰正氏 (第一コミセン）　

　１５.重介護機器貸出事業

　介護者がゆとりある心を持って、介護される方の安心・安全に配慮しながら

介護を行うことができるよう、重介護機器の貸し出しを行った。

車椅子　37件

　１６.レクリエーション用品貸出事業

　地域福祉の向上のため、 『いきいきサロン』　『ゆったりサロン』 で活用できる

ゲーム等を貸出し、活動の活性化を図った。

（単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

地区 時　 間 開催日 会 　場 頻 度

地域福祉活動推進事業拠点区分

矢田野 第2.4土曜日 二ツ梨町会館 月２回

国府 毎週木曜日 はねのわカフェ 月４回

国府 月曜日 しろやま会館 月２回

波佐谷 第1.3木曜日 瀬領町町民センター 月２回

国府 第3水曜日 国府公民館 月１回

4月20日 令和3年度総会 21名

8月6日 苔玉作り講習会 15名

238,052

251,052

251,052期　日 内　容 参加者
251,052

13,000

合　計 74名

9月22日 12名

11月2日 15名

令和4年
　3月16日

11名

　スカットボール 6 6

　ボーリングセット 5 6

品　目 貸出件数 貸出点数

　卓上ホッケー 1 2

　安全ソフトダーツ 8 9

　体力測定 21 24

　ペタンク 3 6

　かるた類 1

　漢字博士入門 1 1

4

　だるまおとし 1 1

　ボッチャ 4 5

68計 54

　ゲーゴルゲーム 2 2

　グラウンドゴルフ 1 2
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【　ボランティア活動推進事業サービス区分 】

　１．ボランティア活動推進事業 寄付金収入

①情報提供、福祉機器貸出等 市補助金

ボランティアに関する情報の提供や車イス、アイマスク、点字板、 事業収入

　高齢者疑似体験セット等の貸出を行い、福祉教育の推進を図った。 その他収入

貸出件数 83件 繰入金

車イス 44件 アイマスク 19件 配分金

疑似体験セット 14件 点字板 6件 収入計

②ボランティア相談事業 事業費

ボランティアに関する相談受付け、活動先の斡旋・紹介、ボランティ 負担金

　ア派遣等を行った。 相談件数 7件 134,200

支出計

③ボランティア組織化事業

小松市ボランティア連絡協議会事務局を運営した。17グループ4

　団体で構成され、研究集会、視察研修を通して、ボランティアの研鑽、

　グループの親睦をはかった。

④収集ボランティア活動の啓発と寄付物品の受入れ

プルタブ 153件 536ｋｇ

　 贈呈先 矢田野小学校

中海中学校

⑥やさしいまちづくりの推進のための取り組み

・障がいのある人とのふれあう機会をすすめるため、放課後デイ

サービスでのボランティアの派遣。

※コロナ禍のため中止。

　

⑦学生・生徒等除雪ボランティア事業

・高齢者や障がいのある方で除雪が困難な方への学生等のボラン

ティアを派遣するため、除雪ボランティアの登録を行った。

　登録団体 8グループ　172名

小松大谷高校野球部 57名

小松明峰高校野球部 23名

小松市立高校ハンドボール部 19名

小松市立高校野球部 12名

　　　　〃　　　　カヌー部 4名

　　　　〃　　　　バスケットボール部 22名

　　　　〃　　　　サッカー部 19名

コマニー株式会社ソフトボール部 16名

⑧タマゴ育てネットワーク事業（はつらつ講座市民コース） 市受託金

＜いまどき子育てサポート＞ 収入計

　こどもの成長と保護者に寄り添うために必要なポイントを学び、修了後に

ファミリーサポーターなどで活躍できる地域活動者の養成を行った。 事業費

支出計

1,230,351

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

50,000

348,600

42,797

155,000

1,867,668

40,920

103,961

103,961

1,778,740

2,720

1,915,660

⑤プルタブ換金による車イスの贈呈(2件)

103,961

103,961

固定資産取得支出
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　２．ジュニアボランティア体験事業

　福祉教育の一環として、小松市内の小学生４年生以上とその保護者を対象 市補助金

にボランティア活動を体験した。 県助成金

収入計

＜車イスと障害者スポーツ「ボッチャ」体験講座＞

日 　程 11月6日（土）14:00〜15:30 事業費

会 　場 小松市芦城センター 支出計

参加者 2組4名

＜車イス体験＞

　高齢者や障がい者の理解や気持ちをくみ取るための一助とした。

日 　程 12月7日（火）

会 　場 東陵小学校

参加者 東陵小学校4年生 20名

　３．はつらつ講座・おとこ塾運営事業 市受託金

　はつらつとした仲間との”まなびと交流”を通して、小松市内に在住の 事業収入

65歳以上の方の活動の輪が一層広がるよう３コース19講座を開催した。 負担金収入 187,289

期　 間　　 令和3年7月6日～令和4年3月8日 収入計

参加者　　 市内在住の65歳以上の男性・女性

会 　場 第一地区コミュニティセンター他 事業費

受講者数 186名　 支出計

＜おとこ塾＞（65歳以上の男性のみ）

初心者のお持ち帰り料理教室  5回

知って感じてコーヒーの世界 5回

小松歌舞伎と街並みの再生と継承（中止） 0回

おとこの貯筋・健寿体操 3回

＜スキルアップコース＞（65歳以上男性・女性）

5回 12名

スマホで！交流応援教室  3回 9名

陶芸（前期） 15回 15名

陶芸（後期） 15回 17名

日本画A（前期） 5回 9名

日本画A（後期） 7回 9名

日本画B（前期） 5回 11名

日本画B（後期） 6回 10名

一生得するくすりの話 3回 10名

＜市民コース＞（65歳以上男性・女性）
  ＊タマゴ育てネットワーク支援事業

いまどき子育てサポート（年齢制限なし） 8回 8名

花と緑のまちづくり 8回 8名

Lｅｔ'ｓコミュニケーション 8回 5名

地域サポーター養成（前期） 2回 15名

地域サポーター・ゆったりサロン開設（後期） 3回 18名

災害ボランティア入門 3回 8名

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

100,000

50,000

8名

1,725,809

0名

1,305,720

232,800

1,725,809

5名

1,725,809

9名

人生100年時代のライフプラン講座

150,000

150,000

150,000
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　４．点訳奉仕員養成講座 市受託金

  第36回点訳ボランティア養成講座の開講 事業収入

期　 間 令和3年5月28日～11月26日（全25回） 収入計

会　 場 第一地区コミュニティセンター2階　ボランティアルーム

受講者数 2名 修了者数  2名 事業費

支出計

　５．音訳奉仕員養成事業 市受託金

  第36回音訳ボランティア養成講座の開講 事業収入

期　 間 令和3年6月4日～11月19日（全20回） 収入計

会　 場 第一地区コミュニティセンター2階　ボランティアルーム

受講者数 5名 修了者数  5名 事業費

支出計

　６．生活・介護支援推進事業 市受託金

　高齢者や障がい者の支援に対して意欲の高い人に、 福祉や介護に 収入計

関する知識や技術を習得するため「生活・介護支援サポーター養成講

座」を開催し、ボランティア活動の中心的担い手を養成した。 事業費

　また、稚松地区、芦城・向本折地区社協による、地域サポートクラブ 助成金

の運営を展開した。 支出計

  地域サポートクラブサポーター養成講座の開講（全2回）

期　 間 令和3年9月22日～10月6日

会　 場 第一地区コミュニティセンター 163,180

受講者数 15名　延30名　　　　 修了者数　　　　　15名 21,242

　地域サポートクラブサポーター・ゆったりサロン開設講座　第2ステージ（全3回）

期　 間 令和4年2月25日～3月11日

会　 場 第一地区コミュニティセンター

受講者数 18名　延28名　　　　 修了者数　　　　　 17名

（再掲）

　７．地域サポートクラブ＋（プラス）運営事業 348,600

 小松市地域サポートクラブの対象者・サービス内容を拡充し、地域で高齢者 収入計 348,600

を支えあう体制を強化した。
　＊地域福祉・ボランティア活動振興事業助成 事業費

延利用会員　17名　　　　協力会員151名　　　　延利用回数　752回 支出計

　８．福祉協力校設置事業 県助成金

　小学校の児童がボランティア体験を通じて、社会福祉への理解と関心を 配分金

高めた。 収入計

指定2年目   …　 　安宅小学校

指定1年目   …　 　符津小学校 事業費

助成金

支出計

160,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

3,000

163,000

163,000

163,000

160,000

184,422

（財源内訳）

生活・介護

184,422

184,422

84,422

100,000

1,268

7,500

167,500

167,500

167,500

ゆったりｻﾛﾝ開設

348,600

348,600

200,000

1,268

201,268

事業収入

200,000

201,268

‐10‐



　 　 　

　９．ボランティア保険加入事業 県助成金 52,380

　ボランティア活動保険基本タイプ38件1,354名、天災タイプ15件382名、 県受託金

ボランティア行事用保険63件、6,322名の加入手続きを行った。 負担金

収入計

事業費

負担金

支出計

　１０．災害ボランティアセンター通信確保事業 市補助金

　災害ボランティアセンターの災害時非常用通信手段確保のための衛星 収入計

電話通信料の経費を負担した。
事業費

支出計

  １１．小松市ボランティア連絡協議会との連携

  第30回こまつボランティア研究集会

期 　日 令和3年9月19日（日）

会 　場 小松市芦城センター　ホールＡ・Ｂ

講演会・ボランティアグループによる活動報告

テーマ　防災講話「自然災害」

講　師　小松市消防本部　地域防災課　

参事　　　新木　秀和　氏

参加者 23名

  令和3年度 ボランティア交流会　ボッチャ体験

期 　日 令和4年3月12日（土）

会 　場 第一地区コミュニティセンター　ホールA・B

東京パラリンピックのボッチャ、銀メダリスト田中恵子選手

とアシスタントの母、孝子氏を迎えてランプ（勾配具）を

使っての投球披露と、チームに分かれてのボッチャ体験

を行った。

参加者 27名

　１２.小松・能美地域ボランティア連絡会との連携

　小松市及び 能美市、川北町で活動している広域ボランティアとの連

携強化のために、小松市ボランティア連絡協議会の開催する下記の

　 体験会に参加した（令和3年度ボランティア交流会共催）。

期 　日 令和4年3月12日（土）

会 　場 第一地区コミュニティセンター　ホールA・B

　１３．こまつ災害ボランティア連絡会との連携

　平常時から分野を超えた幅広い交流をすることで、災害時のボランティア

活動に対する市民への支援活動を積極的に行おうとするもの。

・運営委員会（2回）

（8/4、9/21）

58,800

71,700

841,916

913,616

58,800

58,800

58,800

71,700

789,536

913,616

内　 容

内　 容

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）
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・令和3年度 通常総会

期 　日 令和3年4月26日（月）

会 　場 第一地区コミュニティセンター　まなびラボ

・災害ボランティア講座（はつらつ講座共催）

期 　日 令和3年10月7日（木）14：00～

会 　場 第一地区コミュニティセンター まなびラボ

講演会 テーマ　「災害ボランティアセンターとは？」

　　　　　　 講　師　一般社団法人石川県災害ボランティア協会　

　　　　　　 　　　事務局長　木下千鶴 氏

参加者 4名

期 　日 令和3年10月14日（木）14：00～

会 　場 第一地区コミュニティセンター まなびラボ

講演会 テーマ　「災害について」

　　　　　　 講　師　防災ボランティアリーダー　北村裕一 氏

参加者 6名

期 　日 令和3年10月21日（木）14：00～

会 　場 第一地区コミュニティセンター まなびラボ

講演会 テーマ　「災害ボランティアセンターの実践」

　　　　　　 講　師　小松防災士の会　会長　山本政廣 氏

参加者 8名

・災害ボランティア市民講座(小松市自主防災大会と共催)

　こまつ災害ボランティア連絡会の参加団体を中心に、災害ボラン

ティアセンター運営スキルの習得を目的に実施した。

期 　日 令和3年11月20日（土）10：30～

会　 場 小松市民センター　大ホール

内　 容 テーマ「一人ひとりのかげがえのなさに寄り添う防災へ」

講　師　北陸学院大学

　　人間総合学部社会学科　教授　田中　純一氏

・小松市総合防災訓練 ブース参加

　災害ボランティアセンターの役割を一般市民へＰＲするため、小

松市総合防災訓練に参加（雨天のため中止）。

期　 日 令和3年10月17日（日）

会 　場 今江小学校

　　一般市民向けに、災害ボランティアについての講座を実施した。

地域福祉活動推進事業拠点区分 （単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳
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【 こまつふれあい支援センター運営事業サービス区分 】

　１．こまつふれあい支援センター運営事業 市受託金

　生活や就労など社会的に支援を要する方々への包括的な相談支援を 収入計

行うとともに関係機関と連携を図りながら、一人ひとりの状況に応じて、自

立した生活を送ることができるよう支援を行った。 人件費

①市民が気軽に相談できる場所づくり 事業費

新規相談受付件数 272件 支出計

プラン策定件数 35件

就労支援対象者数 60件

就労者数 35件

②関係機関との連携による支援強化

支援調整会議の開催 毎月１回

③住居確保給付金利用者 19名

　２．家計改善支援事業 市受託金

　生活困窮者からの相談に応じ、家計の状況を「見える化」し、家計再生 収入計

の計画を作成。家計収支の改善や家計管理能力を高めるための支援を

行った。 人件費

申請件数 事業費

相談回数 支出計

　３．障がい者相談支援センター運営事業 市受託金

  障がいのある人たちが、地域で安心して暮らせる環境づくりを担う地域 収入計

生活支援支援拠点として、市内5ヶ所の相談支援事業所と連携して24時

間、365日の相談見守り体制を築き、家族の急病時や障がい者本人の 事業費

高齢化などに迅速に対応できる体制を構築した。 支出計

電話相談件数 夜間休日

平日

連携支援会議の開催

　４．法人後見・市民後見推進事業

  認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者など意思決定が困難 市受託金

な人の判断能力を補うため、市社協が成年後見人等となることにより、被 収入計

後見人等の財産管理、身上監護を行い、その権利を擁護。また、実施に

あたり、法人後見運営委員会を設置し、業務の公平性及び専門性を確 事業費

保している。 支出計

法人後見運営委員 8名

受任件数 1件

運営委員会の開催

　期 　日 令和3年11月17日（水）15：30～

　会　 場 第一地区コミュニティーセンター　2階　ホールＡ・Ｂ

　参加者　　 7名

　内　 容 ・成年後見事務の終了について

・社協の今後の法人後見の受任体制について

　５．心配ごと相談事業 （別表3：P19） 市補助金

　小松心配ごと相談所 収入計

　 　相談日　毎週土曜日13時30分～15時30分

利用人数  7名 事業費

取扱件数  8件 支出計

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

総合相談事業拠点区分 （単位：円）

3,200,000

3,170,368

4件 29,632

96回 3,200,000

22,200,000

22,200,000

21,272,386

927,614

22,200,000

3,200,000

5件

4件

50回

178,035

178,035

178,035

178,035

120,000

120,000

39,599

39,599

39,599

39,599

120,000

120,000
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　６．結婚相談事業 市補助金

　相談日　毎週土曜日13時30分～15時30分 配分金

相談員  　 7名 （男 3名、女4名） 収入計

新規登録者   53名 （男33名、女20名）

　 相談件数 244件 事業費

　 成立件数 　　1件 支出計

　７．家族介護相談事業

　相談日　毎月第３金曜日（祝祭日等は除く）　　　　　　　　13時30分～15時30分

相談員 　　7名 （小松市介護者の会役員）

開設日数 　12日

取扱件数 　　4件

【 生活福祉資金貸付事業サービス区分 】 県受託金

　生活福祉資金等貸付事業 収入計

　収入の減少や失業等により、日常生活の維持が困難となっている対象

世帯に貸し付ける「総合支援資金」や「緊急小口資金」などの制度とあわ 人件費

せて就労支援などを行い、自立に向けた支援を行った。 事業費

　相談件数（延） 22件 支出計

新規貸付決定件数

　　総合支援資金 　　生活支援費

　　一時生活再建費 通常貸付

　　福祉資金 　　福祉費 特例貸付

　　緊急小口資金 つなぎ資金

　　教育支援資金

計

　新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金

でお悩みの方に、必要な生活費等の貸付を行った。

　コロナ特例貸付 658件

緊急小口資金

総合支援資金貸付（初回）

総合支援資金貸付（延長）6月終了

総合支援資金貸付（再貸付）12月終了

計

【 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業サービス区分 】 県助成金

　日常生活自立支援事業

　認知症高齢者や知的障がい者等、判断能力の不十分な方々が住み

慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利 事業収入

　 用手続きの援助や代行、日常的金銭管理サービスを行った。専門員2 収入計

名、生活支援員8名を配置している。

　 人件費

相談件数（延） 事業費

認知症高齢者 1,000

知的障がい者 1,500

精神障がい者 134,200

その他 支出計

県社協受託金

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

総合相談事業拠点区分 （単位：円）

322,000

78,774

400,774

400,774

233件

180件

400,774

4,935,870

4,935,870

2,697,814

2,238,056

4,935,870

1,113,000円

395,389円

1,800,000円

850,000円

638,000円

4,796,389円

4件

1件

1件

9件

2件

17件

42,600

212人 36,020,000円

179人 29,190,000円

103,880,000円

13件

57件

188件

658件 635人

57人 9,150,000円

187人 29,520,000円

負担金支出

その他支出

固定資産取得支出

（財源内訳）

1,574,000

3,351,870

10,000

5,436,600

618,725

6,097,925

5,327,439

633,786

6,097,925

376件

242件

53件

68件
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契約締結件数 （実利用人数）

認知症高齢者

知的障がい者

精神障がい者
その他（脳梗塞後遺症）

　 　

【 一般配分事業サービス区分 】

　一般配分事業（前年度の募金を次年度に活用） 配分金

　共同募金（赤い羽根募金）は、令和2年度に寄せられた募金が当年度（3年度） 収入計

に配分される募金。令和2年度の募金実績は 12,407,897円で、うち8,196,897円

(災害等準備金取崩配分382,000円を含む）が石川県共同募金会より小松市共 事業費

同募金委員会を通じ、社会福祉協議会の実施する事業に配分された。 助成金

広報発行事業費 円 支出計

お弁当訪問活動費 円

円

円

いきいきサロン推進事業 円

配食サービス事業 円

福祉講座開催事業 円

地区社協だより発行費 円

さわふれ会食会費 円

要支援世帯援助費 円

結婚相談事業 円

ﾎﾞﾗﾝﾃィｱ活動推進費　　　　　　  　 円

福祉協力校推進事業 円

円

広報発行事業 （再掲）

　社協活動広報及び広く市民への情報提供を行うため、 「みんなで」 を 配分金

市内全世帯に配布した。　7月、10月、3月（年3回）　40,700部／回

要支援世帯援助事業 （再掲）

　各地区民生委員の調査により、要支援と認められた世帯へ歳末見舞 配分金

金を配布した。 3,000円×38世帯＝114,000円

【　歳末たすけあい運動費サービス区分　】

歳末たすけあい運動　 　

　12/1～12/31の期間、各地区社協等において「歳末たすけあい運動」 　

を展開。令和3年度募金額10,021,706円は、小松市共同募金委員会より 　

各地区社協へ送金した。

・地区社協募金額　　　　　　　　10,021,706円 （別表4：Ｐ20）

1,230,351

1,268

（単位：円）

サービス区分及び事業内容

社会福祉市民大会開催費 110,703

915,000

44,621

70,760

423,083

319,010

114,000

78,774

1,211,700

地区社協・民協活動育成費 1,094,748

内　　　訳

共同募金配分事業拠点区分 （単位：円）

総合相談事業拠点区分

8,196,897

4,081,164

　57件

32件

13件

12件

0件

2,582,879

114,000

2,582,879

合　　　計　　 8,196,897

4,115,733

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

8,196,897

8,196,897
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【　ボランティア活動振興基金サービス区分　】

ボランティア活動振興基金の積立 配当金

　 　基金運用益をボランティア活動推進事業の経費に充当し、市内のボラン 収入計

ティア活動の基盤整備と啓発を図った。

　 繰入金

　 　寄附件数 　　 　　　　　　　0件 支出計

　金　　　額 　　　0円

　累　　　計 100,000,000円

【　地域福祉振興基金サービス区分　】 寄付金

地域福祉振興基金の積立 配当金

　基金運用益を地域福祉推進事業の経費に充当し、地域福祉活動の振興 取崩収入

を図った。また、一部を取崩し敬老会開催助成金及びふれあいのまちづくり 収入計

事業に充当した。

　寄附件数 13件 繰入金

　金　　　額 645,016円 積立支出

　累　　　計 30,774,168円

　 　

【　第一地区コミュニティセンター管理運営事業サービス区分　】

第一地区コミュニティセンター管理運営事業 市受託金

　市民の生涯学習やコミュニティ活動の場として、また、子どもからシニア 事業収入

までの幅広い世代の方々が共に学び、共に支え合う 「学びと福祉の拠 雑収入

点 」として第一地区コミュニティセンターの受託管理を行った。 収入計

　・施設利用者数 人件費

年間施設利用者 45,001名 事務費

フリー来館者 33,211名 計　78,212名 負担金

支出計

　・シニア世代を対象とした「はつらつ講座」の開講

　・新型コロナウィルスワクチン接種会場として貸出(5/15～10/28)

　・フードドライブ、こども食堂へのスペース貸出

　・衆議院議員選挙期日前投票所の開設協力（10/20～10/30）

　・石川県知事選挙期日前投票所の開設協力（2/25～3/12）

　・行政連絡所、らく賃パスポートの発行

　・松寿園ドレミ、なごみの郷就労支援センターつばさ、障害者支援施設

    小松陽光苑の授産品展示と販売

　小松市民生委員児童委員協議会、 小松市身体障害者福祉協会、小松市老人クラブ連合会、

小松市遺族会、小松市ボランティア連絡協議会、小松 ・能美地域ボランティア連絡会、こまつ

災害ボランティア連絡会、小松市障害者自立支援協議会の運営に協力した。

155,000

155,000

基金運営事業拠点区分 （単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

施設管理運営事業拠点区分 （単位：円）

サービス区分及び事業内容 内　　　訳

645,053

2,275,020

645,016

9,277

1,620,727

2,275,020

1,629,967

1,000

15,978,565

【その他　福祉団体への協力 】

14,000,000

1,610,200

368,365

15,978,565

5,821,810

10,155,755

155,000

155,000
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