
 

 

 

 

 

 

 

師岡地区の皆様には、常日頃より師岡地区社会福祉協議会の運営、諸事業に対しご理解とご協力を 

賜り厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

第２９期 師岡地区社協定期総会開催される 

 

１．社協事務所運営 

４月７日にコロナウイルス感染拡大により緊急事態宣言が発出され、それ

に伴い会館の使用も禁止されました。 

電話相談は少なく、５月末の宣言解除より翌年の１月７日の二度目の緊

急事態宣言発出まで開設しました。 

２．募金活動 

師岡地区各町内会のご協力を頂き、日本赤十字社募金、赤い羽根共同募金及び年末たすけあい募金活動を

行いました。また、賛助会員運動においては、６０８，０００円のご協力をいただき、９０％の還元率で地区社協

の活動に使わせていただきました。 

令和２年度 募金活動実績一覧                  (単位 円) 

町会 赤い羽根共同募金 年末たすけあい 日本赤十字 賛助会費 

打越町内会 １８９，１５３ １８７，３０３ １９１，８２８ １１４，０００ 

南町内会 １３１，６７５ １２３，１７０ １３５，５８０ １６４，０００ 

仲町内会 ８５，２０２ １０２，４１０ １０８，２４３ １２４，０００ 

表谷町内会 １６０，９７０ １５０，０７０ １６４，８７０ ２０６，０００ 

合計 ５６７，０００ ５６２，９５３ ６００，５２１ ６０８，０００ 

「議案審議」 

第 1 号議案 

(1) 令和２年度事業報告 

(2) 令和２年度収支決算報告 

(3) 会計監査報告 

 

 第 2 号議案 

(1) 令和３年度事業計画(案) 

(2) 令和３年度収支予算(案) 

 

第３号議案   

(1) 令和３年度役員選任(案) 

 

福祉もろおか 
発行元 師岡地区社会福祉協議会 

令和三年度の師岡地区社会福祉協議会総会は,昨年に引き続きコロナ禍により書面表決となりました。 

また、各事業部の活動は、コロナ禍の影響により色々な制約を受けての活動となりました。 

感染の拡大は、一年四ヶ月を経てもその勢いは衰えず先行き不透明なままです。 

会員の皆様におかれましては、健康に留意いただき、日常生活をお送りくださいますようお祈り申し上げ

ます。「ひっとプラン港北」も今年度は第四期に入ります。魅力ある街づくりに繋げられるよう頑張りたいと

思います。 

今年度もコロナ禍のため書面表決の形式で定期総会が開催されました。 

５月１５日（土) １４：００より師岡町会館１階会議室にて会長、副会長、監事 

事務局員にて開票の結果すべての議案について、過半数の賛成 

をもって可決されました。 

全理事・評議員７２票のうち、有効票は６４票でした。(８９％) 

 第１号議案  【令和２年度 事業報告】 

総 会 号  
No.21 

２０２１年６月 



 

３．助成金事業 

社協関連事業部７団体に助成し活用していただきました。今年度は長い間活動してきた「ひまわり」が解散しま

したが、今期末に新たに「師岡子育てルーム        どーなつ」が誕生しました。 

令和２年１月に立ち上げたみんなの居場所「もろおか里山倶楽部」が新型コロナウイルスの感染拡大に大きな

影響を受けました。事業計画にも影響が出たので新たな助成を決定しました。 

４．会議等、協議体としての活動 

日程 会議名 日程 会議名 

4月 23日 区社協会長・事務局長会議 中止 11 月 19日 区社協会長・事務局長会議 

6月 11日 地区社協新任研修      中止 11 月 26日 地区社協第３回理事会 

6月 18日 区社協会長・事務局長会議 中止 1 月 20 日 区社協と懇談会 

7 月 3 日 区社協会長・事務局長会議 1 月 30 日 地区社協役員会 

7月 11日 地区社協第 1 回理事会 ２月１８日 区社協会長・事務局長会議 

8月 15日 地区社協役員会 ２月２６日 地区社協第４回理事会 

9月 17日 区社協会長・事務局長会議 ３月１８日 区社協会長・事務局長会議 中止 

9月 26日 地区社協第 2 回理事会 ３月２６日 地区社協第５回理事会 

５．広報活動 

A４のコンパクトな広報紙を３回全戸配布しました。(№１８，１９，２０)広報チームを作り、カラー紙面にしました。 

 第２号議案      【事業方針】 

• 「誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会」を合言葉に活動します。 

• コロナ禍においてイベントは様子を見ながら判断します。 

• コロナ後の生活を見据えて内部組織の充実をはかり、多くの方に地区社協の役割をお知らせすることに力を

入れます。 

【令和３年度 師岡地区社協活動計画】 

１)社協事務所運営 

① 地域住民からの相談の受付と電話対応を行い関係先に繋ぎます。 

② 社協事業部を中心に各町会のご協力もいただきながら週３回(月、水、金) 

１０：００～１４：００まで当番を置きます。 

③ 当番スタッフを各日２名体制にします。 

２)募金活動 

① 各町会のご協力をいただきながら、日本赤十字社募金、赤い羽根共同募金、年末たすけあい募金 

賛助会員運動を推進します。 

３)助成金事業 

① 社協事業部のそれぞれの活動に応じて助成します。 

② 里山倶楽部の経営改善に協力します。 

４)広報事業の充実 

① 社協ホームページのメンテナンスを行い、それぞれの事業部が使いやすいものにします。 

② 広報「福祉もろおか」を発行します。 

③ 地区社協の活動を知っていただけるような「福祉まつり」を企画します。 

 



５)会議等、協議体としての活動 

① 適宜理事会を開催し、港北区社会福祉協議会からの伝達事項を検討し、各事業が円滑に実施でき

るように審議します。 

② 理事会の他に社協事業部の情報交換を図る会議を年に 2 回開催し、協力体制を作ります。 

【令和３年 各事業部の主な予定】 

師岡地区社協理事会         ６/２６，９/２５、１１/２６、２/２５、３/２５ 

師岡こども学習会           ８月を除く毎月第２日曜日 

敬老会                  ９/１５ (未定) 

赤ちゃん会               ８月１月を除く毎月第３火曜日 

子育てルーム「どーなつ」      赤ちゃん会の後に開催 

ウォーキング              ７，８月を除く毎月第４土曜日(１２月は第３土曜日) 

もろおか女性の会(行事)       毎月第２金曜日 

花しょうぶ                毎月第４金曜日(開催は未定) 

 第３号議案   【令和 3 年度 師岡地区社会福祉協議会役員】 

                                                (☆印は新任) 

役職 氏名 所属 町会 

会長 千葉 悦正 打越町内会 打越 

副会長 金子 清行 表谷町内会会長、師岡地区連合町内会会長 表谷 

副会長 佐藤 幸也 民生委員児童委員協議会会長 打越 

事務局長 今村 妙子 南町内会 南 

☆事務局次長 畑野 恵子 民生委員児童委員協議会副会長 南 

会計 荘司 忠宏 打越町内会 打越 

担当理事 阿部 登喜夫 打越町内会会長 打越 

担当理事 鈴木 大成 南町内会会長 南 

☆担当理事 河田 祐蔵 仲町会会長、民生委員児童委員 仲 

理事 阿部 匡宏 師岡地区連合町内会総務理事 打越 

理事 長瀬 進 打越町内会副会長 打越 

理事 有田 昭典 南町内会副会長、総務理事 南 

理事 大重 良明 仲町内会総務理事 仲 

理事 木須 彌 表谷町内会副会長 表谷 

理事 橋谷田 文夫 民生委員児童委員 打越 

理事 松田 昌久 民生委員児童委員 表谷 

理事 酒井 松雄 港北区老人クラブ連合会会長 師岡地区老人クラブ連合会会長 表谷 

☆ 理事 大重 加代子 師岡保健活動推進員 仲 

理事 鈴木 美知子 師岡女性の会会長 仲 

理事 小山 由美子 師岡こども学習会会長 委員児童委員・主任児童委員 南 

理事 坂田 篤保 もろおか里山俱楽部部長 仲 

監事 金内 隆介 打越町内会総務理事 打越 

監事 今井 俊之 表谷町内会 表谷 

 



 

令和２年度予算・決算および令和３年度予算
単位：円

科 目 項 目 令和２年度予算 令和２年度決算 令和３年度予算

市社協補助金 50,000 50,000 50,000

年末たすけあい 活動推進費 100,000 19,420 50,000

年末たすけあい 個別、施設、団体 280,000 268,000 280,000

年末たすけあい 事務費 30,000 30,000 30,000

ひっとプラン 地域保健計画推進費 20,000 30,000 0

連合町内会助成金 福祉費用 710,000 710,000 746,000

区社協賛助会費 交付金（90%還元） 600,000 547,200 600,000

AV機器運営費 連町、４町会、老人会の分担金 72,240 72,240 72,240

寄付金 0 0 0

預金利子 0 16 0

その他 0 0 0

収入小計 1,862,240 1,726,876 1,828,240

前年度繰越金 2,166,450 2,166,450 2,172,329

合 計 4,028,690 3,893,326 4,000,569

科 目 項 目 令和２年度予算 令和２年度決算 令和３年度予算

要援護者（学習サイド費用） 10,000 10,000 10,000

敬老会費 350,000 243,000 300,000

民生委員 75,500 75,500 75,500

老人会 200,000 200,000 200,000

福祉まつり 151,500 0 100,000

保健活動推進員 30,000 30,000 30,000

女性の会 120,000 120,000 120,000

師岡こども学習会 50,000 50,000 50,000

もろおか里山倶楽部 0 100,000 200,000

子育てルーム 0 50,000 50,000

その他 70,000 50,000 20,000

広報費 20,000 5,975 20,000

調査・研修 30,000 0 30,000

視察 50,000 0 50,000

印刷、消耗品費 250,000 153,950 100,000

事務通信費 125,000 110,000 125,000

ひっとプラン 保健計画推進費 20,000 23,989 6,011

交通費その他 10,000 589 10,000

事務所運営費 120,000 71,688 120,000

会館事務所経費 0 0 36,000

会議費 80,000 21,006 20,000

渉外費・慶弔費 40,000 11,000 20,000

什器備品費 20,000 0 20,000

社会福祉個別配分 100,000 78,000 90,000

社会福祉施設配分 80,000 40,000 40,000

社会福祉団体配分 100,000 150,000 150,000

AV機器運営費 85,800 85,800 85,800

会費 5,000 5,000 5,000

雑費 10,000 35,500 10,000

支出小計 2,202,800 1,720,997 2,093,311

予備費 1,825,890 2,172,329 1,907,258

合     計 4,028,690 3,893,326 4,000,569
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年末たすけあい
配分金


