発 行

社会福祉法人

小樽市社会福祉協議会
047-0033
小樽市富岡 1 丁目 5-10
総合福祉センター内
（月曜日はお休みです）

電 話：23-3653
F A X：32-5641
メール：info@otaru-shakyo.jp

小樽市共同募金委員会では、小樽限定の「ご当地ピンバッジ募金」を実施しています。
500 円の募金につき、数量限定で「おたる運がっぱ」とコラボしたピンバッジを 1 個プレゼント
いたします! 皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします!
―寄付金の主な使い道―

•
•
•

市内の福祉施設、保育所等の支援
ボランティア・市民活動の支援
緊急災害支援準備金として募金額の一部を積み立て

•
•

市内の小中学校、高校の福祉教育の支援
町内会活動、老人クラブ活動の支援

(大規模災害発生時に、災害ボランティアセンターの運営やボランティア団体が即時に活動を行えるよう支援します)

小樽市内で「ご当地ピンバッジ募金」ができる場所はこちらです
小樽市共同募金委員会 富岡 1-5-10 小樽市総合福祉センター4 階 電話:22-6091(月曜休館)
募金箱設置ご協力店(施設)







石井印刷 相生町 8-13
ウイングベイ小樽
(3 番街インフォメーション) 築港 11
小樽市役所(別館案内) 花園 2-12-1
小樽市観光物産プラザ(運河プラザ) 色内 2-1-20
小樽百貨 UNGA↑(うんがぷらす) 色内 2-1-20
市立小樽図書館 花園 5-1-1








お問い合わせは
こちらへどうぞ!

順不同・敬称略

小樽グリーンテニスクラブ オタモイ 1-11-31
駅なかマート「タルシェ」 稲穂 2 JR 小樽駅構内
小樽市総合博物館 本館(売店) 手宮 1-3-6
天狗山ロープウェイ(山麓チケット売場) 最上 2-16-15
駅前サービスセンター(小樽駅前第 1 ビル 1 階）稲穂 2-22-10
小樽市銭函市民センター 銭函 2-28-10

皆様の心あたたまる善意ありがとうございます
令和３年 3 月 1 日から令和３年 5 月 31 日までに皆様から寄せられたご寄付等は下記のとおりです。

【物品寄付】

【愛情銀行へのご支援】
守屋 文夫 様

匿名 様

丸田 孝子 様

匿名 様

令和 3 年度

重点推進事項と収支予算の概要

昨年度は、まさに新型コロナウイルスに翻弄された一年でした。本会でも、感染の拡大に伴い、予定していた
事業の多くを延期又は中止せざるを得ませんでした。収束の見通しはいまだに立っておらず、本年度も感染防止
に細心の注意を払い、状況を確認しながら事業を進めてまいります。
また、本年度は、本会独自のスマートフォン用アプリの制作・活用による支援体制の整備など「新たな生活様
式」に対応した事業を進めながら、地域の皆様と手を携え、公的支援だけに頼らない助け合い・支え合いやボラ
ンティア活動を支援し、他の法人・団体等との連携を深め、様々な事業の実施や普及・啓発、多様化するニーズ
への適切な対応を通じ、地域福祉の推進に取り組むとともに、適正な法人運営と経営の健全化に向けた努力を続
けてまいります。
【重点推進事項】
１ 地域福祉活動の推進
３ 権利擁護事業の推進
５ 地域福祉活動計画の実行

２ 生活困窮者の自立支援
４ ボランティア・市民活動の推進
６ 非常時に強い組織づくり・人材の育成
【支出の部】

【収入の部】
科

目

名

金額(千円)

科

目

名

金額(千円)

104,318

会費収入

2,140

法人本部拠点区分

寄附金収入

1,150

総合福祉センター拠点区分

62,682

69,704

塩谷児童センター拠点区分

16,555

経常経費補助金収入

145,114

受託金収入

800

貸付事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他

8,600

たんぽぽ介護事業所拠点区分

60,107

銭函デイサービスセンター拠点区分

22,242

72,713

成年後見センター拠点区分

146,464

36,879

権利擁護センター拠点区分

4,105

9,937

事業収入

いなきた児童館拠点区分

14,233
739
27,910

合 計 【事 業 報 告】 440,433

中部地域包括支援センター拠点区分

59,314

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分

27,322

合

計

452,595

令和３年度の事業計画や収支予算書は、
小樽市社協 WEB ページでダウンロードできます。

令和２年度 事業報告と収支決算の概要
世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は、本会においても共同募金の取り組みや民生委員児童委員
の活動が制限される一方、生活が困窮している方々への緊急小口資金等の貸付申請を増加させるなど、本会の事
業に甚大な影響をもたらしました。
令和 2 年度に実施した事業の概要は、次のとおりです。
◆ 地域福祉活動の推進
小地域ネットワーク活動を推進してまいりましたが、新型コロナ感染症の影響を受け活動の休止及び規
模を縮小し実施する中、12 団体に支援をいたしました。また、高齢者の見守りを兼ねた給食サービスの
配食数が減少するなど、ここでも新型コロナ感染症の影響を受けました。
◆ 生活困窮者の自立支援
本会は、北海道社会福祉協議会の個人向けの貸付制度である、「緊急小口資金」「総合支援資金」の窓口
を担っており、コロナ禍における特例貸付の爆発的需要に職員一丸となって対応いたしました。
◆ 権利擁護事業の推進
成年後見事業では、相談件数が増加する中、親族申し立て手続きに関する支援等を適切に行いました。
◆ ボランティア・市民活動の推進
コロナ禍の中、当初の計画を変更し、新型コロナ感染拡大防止の対策を講じたうえで災害ボランティア
講座など市民活動の育成と普及に努めました。また、様々な助成制度の周知・活用を図り、各団体の活動
を支援いたしました。
◆ 地域福祉活動計画の実行
市の「地域福祉計画」と車の両輪をなす本会の「地域福祉活動計画」については、策定委員会において
双方の計画が一体的に検討・作成されました。今後、この計画を実効性のあるものとするため、取組をす
すめてまいります。

【収入の部】

【支出の部】

科

目

名

金額(千円)

科

目

名

金額(千円)

会費収入

2,152

法人本部拠点区分

97,287

寄附金収入

1,255

総合福祉センター拠点区分

50,071

76,831

塩谷児童センター拠点区分

14,711

経常経費補助金収入

125,731

受託金収入

601

貸付事業収入

7,889

いなきた児童館拠点区分
たんぽぽ介護事業所拠点区分

49,137

事業収入

10,868

銭函デイサービスセンター拠点区分

55,073

負担金収入

22,828

成年後見センター拠点区分

33,303

128,386

権利擁護センター拠点区分

3,764

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

13,288
715

受取利息配当金収入

中部地域包括支援センター拠点区分

58,284

たんぽぽ居宅介護支援事業所拠点区分

22,164

10,659

その他
合

計

393,314

合

391,683

計

令和２年度の事業報告書や収支決算書は、
小樽市社協 WEB ページでダウンロードできます。

令和２年度 共同募金結果報告

令和２年度赤い羽根共同募金運動及び歳末たすけあい運動は、町会、赤十字奉仕団、企業、学校等
関係各位のご協力により、市民の皆様から多くの募金が寄せられました。
あたたかいご支援を賜り深く感謝申し上げます。

赤い羽根共同募金
8,749,047 円

歳末たすけあい
2,622,393 円
令和２年度 共同募金助成額内訳

◇赤い羽根共同募金◇

◇歳末たすけあい義援金◇

（単位：千円）

全道広域助成(2団体5件)

600

年内及び年度内助成

（単位：千円）

(令和２年度義援金による助成)

ひとり親等支援事業(265世帯)

市町村地域助成
社協助成(9件)

2,846

団体助成(11団体11件)

591

施設助成(16施設16件)

873

1,536

障がい者通所施設等への助成(3施設)
翌年度助成

150

(令和元年度義援金から令和２年度実施事業へ助成)

福祉団体助成事業(10団体)

300

4,910

福祉除雪サービス事業(647世帯)

1,200

※ 令和２年度助成は、令和元年度募金額(10,195,598 円)から
行われました。
※ 全道広域助成は、道内広域にわたる福祉事業などに助成さ
れるものです。

小地域ネットワーク事業(12団体)

700

生活困窮者物資支援事業(29人)

200

合

計

合

計

4,086

助成先と事業内容(一部抜粋)
◇赤い羽根共同募金◇

◇歳末たすけあい義援金◇

小樽市社会福祉協議会

自治会支援事業

児童・青少年支援事業

ひとり親世帯等への支援金贈呈

東小樽町会 地域サロン

高齢者の親睦交流サロン活動

障がい児者等支援事業

障がい者通所施設等への年末年始支援

小樽ろうあ協会

手話通訳養成事業

福祉除雪サービス事業

高齢者等への除雪支援

療育グッズ購入

小地域ネットワーク事業

地域の見守り活動等への支援

パーティション購入

生活困窮者物資支援事業

生活困窮者への物資支援

小樽福祉会
スクールセンター未来
ゆりかご保育園

助成先からのありがとうメッセージ

社会福祉法人 杉の子保育園
新しいテーブルは、しっかりロックが掛かり、
安全性が確保され、使い勝手も飛躍的に向上しま
した。保育園で大切に使わせていただきます。
赤い羽根共同募金からいただいた助成をもと
に、貴重な備品を購入することができました。
ご寄付いただいた皆様、本当にありがとうござ
いました。

小樽後志 LD・発達障がい児者親の会「ぽてとの会」

新型コロナウイルスの影響で、クリスマス会は
開催できませんでしたが、助成金で子どもたちへ
プレゼントを購入することができました。
感染拡大防止のため、日常的に我慢を強いられ
ている子どもたちから、たくさんの喜びの声が届
きました。
皆様からのご寄付に、心から感謝いたします。

ゆりかご保育園
これまでは、1 才・２才児が乳幼児の保育室を
一緒に利用していたため、分かれて活動をする時
がとても大変でした。
この度助成していただいたパーティションを使
用することにより、一部屋でも保育しやすい環境
となりました。
ご寄付いただき、心から感謝いたします。

小樽肢体障害者福祉協会
今年度は、新型コロナウイルス感染予防のため、
全道、全国大会が中止になりましたが、障がい者
スポーツに必要な備品等を購入させていただきま
した。ご寄付いただき、本当にありがとうござい
ました。
これからもご支援を宜しくお願いいたします。
大会も頑張ります。

