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困ったときこそ、支え合いの地域力！！
～支え合う地域活動は かたちを変えて推進しましょう～
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本会では生活困窮者支援のための食料等の御寄附を受け付けております。詳細は、
地域福祉課までお問い合わせください。御協力をよろしくお願いします。

食料支援等に御協力いただきました！
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さまざまな形で地域課題に取り組んでいただき、
ありがとうございます！

　新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、孤立、生活困窮、筋力低下など、さまざ
まな課題が発生しています。一方で、そのような課題に対して、食料寄附や感染予防
対策をしたうえでの事業実施など、さまざまな助け合いの活動が活発になっています。
　津市民の地域力を今一度発揮して、支え合いの活動を進めていきましょう。



　令和２年度は、地域住民、関係機関・団体、行政との連携を一層深め、誰もが

安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、「第３次津市地域福祉活動計画」

に基づき、各種事業の推進に取り組み、地域福祉の充実に努めました。

　また、安定した経営基盤のもとで、時代そして地域に求められる本会事業の

更なる充実を図るため、利用者の減少した不採算事業の整理等、各種事業の

見直しを行い、経営改善に取り組みました。

　地域福祉分野においては、コロナ禍における、新たなそしてさまざまな課題

を踏まえて地域福祉を推進するとともに、地区社会福祉協議会や地区民生委員

児童委員協議会をはじめとする各福祉団体との連携を図り、ふれあい・いき

いきサロンの取組み方や地域づくりについて検討しました。

　生活支援分野においても、新型コロナウイルス感染症の影響による、生活

福祉資金コロナ特例貸付に係る相談、申請が激増したため、組織全体で対応

に当たりました。更には、日常生活自立支援事業、生活困窮者自立相談支援

事業での複合的な問題等に対応するため、支援体制の充実や職員の専門性

の向上、関係機関との連携強化を図り、個別支援の強化に努めました。

令和2年度 津市社会福祉協議会事業報告

令和2年度の津市社協の取組みを報告します！★ ★

　令和2年度、重点的に取り組んだ項目は次のとおりです。
①経営基盤の強化　　　　　 ③地域福祉教育の推進
②地域の見守り体制の充実　 ④相談支援体制の充実 
※事業報告の詳細については、本部・支部窓口又は本会ホームページにて公開しています。
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事業収入
7,019千円

負担金収入
17千円

令和2年度 津市社会福祉協議会決算報告

前期末支払資金残高
253,348千円

寄附金収入
1,292千円

会費収入
1,404千円

障害福祉サービス等
事業収入

21,188千円

受取利息
配当金収入
3,254千円

収入の部
合計

1,567,140千円

支出の部
合計

1,567,140千円

 経常経費
  補助金収入
   394,797千円

受託金収入
321,383千円

介護保険
事業収入

246,996千円

  その他の収入
（積立資産取崩収入等）
　　　　 316,442千円

（社会福祉事業）
　介護サービス事業 236,914千円
 ［主な事業］
　・訪問介護事業
　・通所介護事業
　・障がい者居宅介護等事業

（公益事業）
  地域福祉事業 123,461千円
［主な事業］
  ・生活支援ハウス運営事業
  ・自立相談支援事業
  ・成年後見サポートセンター事業
  ・生活支援体制整備事業
  ・ふれあいいきいきサロン事業

（公益事業）
  介護サービス事業 259,398千円
［主な事業］
  ・居宅介護支援事業
  ・地域包括支援センター事業
  ・要介護認定調査事業

（収益事業）
  収益事業 12,289千円
［主な事業］
  ・物品販売事業

当期末支払資金残高
288,912千円

（社会福祉事業）
　地域福祉事業
　　　646,166千円
 ［主な事業］
   ・法人運営事業
   ・地域福祉推進事業
   ・共同募金配分金事業
   ・日常生活自立支援事業
   ・ボランティアセンター事業

※上記金額は内部取引を含む総額であり、内部取引消去後の額は収入・支出ともに1,482,355千円です。
　内部取引消去とは、事業区分間の繰入及び繰出等、法人内部で行った取引については、決算額から控除すると
　いう考え方です。

※支出に関しては事業別に記載していますが、科目別の支出内訳については、本部・支部窓口又は本会ホームページ
　にて公開の決算書等を御覧ください。
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　令和2年度に会員として御加入いただきました個人・団体・法人の皆さま、ありがとうござい
ました。会費の納入実績は下記のとおりとなりました。皆さまからいただいた会費は、地域での
支え合い活動を進める「ボランティアセンター事業」や、日常生活における心配ごと・悩みごと
などに対応する「心配ごと相談事業」など、地域福祉の推進及び充実を図るために大切に活用
させていただきました。

　引き続き、令和3年度
会員の募集を行っており
ます。本部・各支部で受け
付けておりますので、
御協力よろしくお願い
いたします。会費を納入
いただいた際には、会員
証をお配りさせていた
だきます。

令和2年度津市社協会費のお礼

御協力ありがとう
ございました。689件 1,404,000円

令和2年度津市社協会費納入実績

会員証の見本

介護予防教室日程
　元気な人が介護が必要な状態にならないように、また、介護が必要な人でもできるだけ機能を維持・
改善できるように介護予防教室を実施しています。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク等の持参をお願いします。
※いずれの教室も、事前に申込みが必要です。津は本部、その他は各支部までお問合わせください。

●要約筆記（8/26・9/16の10：00～10：15のみ実施）が必要な方は、事前にお申込みください。

 8 月26日（木） 10：00～11：00 津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操

 8 月26日（木） 11：15～12：15 津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操

 9 月16日（木） 10：00～11：00 津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操

 9 月16日（木） 11：15～12：15 津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操

 9 月17日（金） 13：30～15：00 津市サンヒルズ安濃（安濃）楽しいレクダンス

場　所（開催地） 内　容日　程
転
倒
予
防
教
室

 8 月 5 日（木） 13：30～15：00 津市サンデルタ香良洲（香良洲）自宅でできる認知症予防体操

 8 月13日（金） 10：00～11：30 津センターパレス3階（津）

 8 月27日（金） 13：30～15：00 津市芸濃庁舎（芸濃） 楽しく歌って、頭のリフレッシュ

場　所（開催地） 内　容日　程

 9 月 2 日（木） 13：30～15：00 津市サンデルタ香良洲（香良洲）認知症予防のお話

 9 月10日（金） 10：00～11：30 津センターパレス3階（津）3B体操で認知症予防

認
知
症
予
防
教
室

高齢期の栄養について

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、つ社協だより掲載の介護予防教室、心配ごと相談
　及び各事業は中止または延期の可能性があります。開催等については、４ページに記載の本部・
　各支部へお問い合わせください。
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心配ごと相談（無料）のお知らせ心配ごと相談（無料）のお知らせ
※都合により、日程などを変更することがありますので、御了承ください。また、祝日・年末年始は開設しません。
※お車で津センターパレスにお越しの際、津市営駐車場及び民間駐車場を御利用の場合は有料となります。

予約制で、1回6名までの1名おおむね20分、各支部で開設日の3か月前から開設日前日の正午
まで受け付けますので、各支部までお申込みください（電話予約不可）。

内　容
相続・贈与・土地問題など 第2土曜日

相談日

津センター
パレス3階遺言書、遺産分割協議書の作成など 第1金曜日

司法書士（2名）
相談員

行政書士（1名）

先着18名
受付人数 場　所

先着 9 名

予約不要で、１名おおむね20分、 当日の正午から午後2時まで受け付けます（整理券を先着順で配付）。

弁護士相談（予約制）各会場とも、開設時間は午後1時30分から午後3時30分までです。

専門相談 (先着順 ) 開設時間は午後１時から午後４時までです。

御寄附ありがとうございました （令和3年2月16日～令和3年6月15日）

寄附金
御　芳　名

●匿名 様　　●久居西中学校3年生 様　　●ちゃんとチャット 様　　●津ライオンズクラブ 様

※御了承いただいた方のみ順不同で掲載しています。

合計 円466,328

物　品 御　芳　名

●車椅子　一般社団法人吉田福祉基金 様　●マスク　津市立南が丘小学校PTA文化体育部 様
●食品・日用品　株式会社ダイナム 様　　  ●お手玉　ふれあい長寿津 様　　　●マスク　匿名 様
●食品　マルハン津店 様　　　　　　　　●白米　津ライオンズクラブ 様　　●介護用オムツ　匿名 様

8月
9月
10月

4日
1日
6日

（美　杉）

（香良洲）

（　津　）

11日
8日
13日

（　津　）

（一　志）

（久　居）

18日
15日
20日

（久　居）

（　津　）

（芸　濃）

25日
22日
27日

（　津　）

（久　居）

（　津　）

29日（河　芸）

※地域福祉の収入の一部に寄与することを目的とし、広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容に関する責任は、全て広告主に帰属します。

社会福祉法人 津市社会福祉協議会 URL:http://www.tsu-shakyo.or.jp
メールアドレスはホームページで御確認ください。編集・発行

〒514－0027  津市大門7－15 津センターパレス3階
TEL（059）246－1165　FAX（059）224－6067本 部
〒514－1136  津市久居東鷹跡町20ー2
TEL（059）256－1202　FAX（059）255－6288久 居 支 部
〒510－0314  津市河芸町浜田868
TEL（059）245－8888　FAX（059）245－8890河 芸 支 部
〒514－2211  津市芸濃町椋本6141ー1
TEL（059）265－4531　FAX（059）265－4950芸 濃 支 部
〒514－2113  津市美里町三郷46ー3
TEL（059）279－3366　FAX（059）279－3387美 里 支 部

〒514－2326  津市安濃町東観音寺418
TEL（059）268－5804　FAX（059）267－0800安 濃 支 部
〒514－0315  津市香良洲町2167
TEL（059）292－7711　FAX（059）292－7712香良洲支部
〒515－2521  津市一志町井関1792
TEL（059）295－0066　FAX（059）295－0117一 志 支 部
〒515－2603  津市白山町川口892
TEL（059）262－7029　FAX（059）262－6520白 山 支 部
〒515－3531  津市美杉町奥津929
TEL（059）274－0023　FAX（059）274－0024美 杉 支 部
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