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地域でつながり だれもが 安全・安心に暮らしていける 支え合いのまち
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・地域支え合い活動事例集第二版「笑うまちには福来る」

・各地区社会福祉協議会の紹介

・令和4年度倉敷市社会福祉協議会事業計画・当初予算

・｢寄付つき商品地域支援プロジェクト｣参加企業紹介‼

・｢赤い羽根共同募金｣･｢歳末たすけあい募金｣のお礼と

ご報告

・寄附の募集について

・倉敷市社協会員加入のお願い など

支え合いは「みんなちがって、みんないい」

特集
地域支え合い活動事例集第二版
「笑うまちには福来る」完成しました。



倉敷市社協に配置された生活支援コーディネー

ターは、地域でのつながりや支え合いの仕組みづ

くりを応援する「つなぐ専門職」です。

毎年地域で出会った素晴らしい取り組みをたく

さんの方と共有し、支え合い活動のヒントにして

いただくことを目的にガイドブックや事例集を発

行しています。令和４年3月に｢地域支え合い活動

事例集第二版『笑うまちには福来る』」が完成し

ましたので、これまで発行した冊子とあわせて、

ぜひご活用ください。

■くらしき「通いの場」ガイドブック
■地域支え合い活動事例集

「暮らし輝の支え合い」
■被災地発支え合い活動事例集

「豪雨ニモマケズ」

■通いの場ガイドブック第二版
「毎日がかようび」

■地域共生ガイドブック
「参画（△）はえん（〇）になる」

■被災地発支え合い活動事例集
「豪雨ニモマケズ」第二版

・市内306か所の通いの場情報を掲載
・立ち上げや運営の支援情報を掲載

・暮らしが輝く支え合い活動13事例を紹介
・活動を支援する情報も掲載

・平成30年７月豪雨災害の被災地で住民が
紡いだ支え合いの軌跡

・どんどん増える地域の居場所!様々な集い
方の事例紹介と556か所の通いの場情報
を掲載

・世代や立場の垣根を越えて地域が目指す
共生社会へのあゆみを紹介

・あらゆる世代の相談窓口一覧表も掲載

・被災から半年の地域の動きを紹介した第
一版に続き、その後の真備の地域の様子
とこれからに向けた思いを掲載

地域支え合い活動事例集第二版『笑うまちには福来る』配布場所
①倉敷市社協・地域福祉課と各事務所
②倉敷市役所健康長寿課
③倉敷市社協ホームページから電子版のダウンロードが可能です。

URL http://kurashikisyakyo.or.jp/

【お問い合わせ】倉敷市社協 地域福祉課 TEL：434-3301

市内64地区の地域に応じた
支え合いを写真と事例で
ご紹介！

地域支え合い活動事例集第二版
『笑うまちには福来る』完成しました。

これまで作成したガイドブック・事例集もぜひご活用ください！

２

平成29年発行 平成30年発行 平成31年発行

令和２年発行 令和３年発行 令和３年発行



倉敷南地区では、倉敷南小学校体育館で「みなみ文化祭」が行われてい

ます。令和3年度は、開催場所を屋外に変更したり、地区別に来場者の時

間をずらすなどの工夫を凝らして開催しました。倉敷南地区の特産品や、

地域に誇れる食品や食材の紹介をしたり、地域で飲食店を経営されている

方々を応援するための「地域応援バザール」など、盛りだくさんの内容で

開催されました。

文化祭の中で倉敷南地区社協は、地域住民に障がい

者理解や地域福祉に関心を持ってもらうために、倉敷

市社協の出前福祉講座を利用した「車いす体験」や「ガイドヘルプ体験」コーナ

ーを設けていました。体験コーナーでは、子どもから高齢者までたくさんの方が

体験し、福祉について考える良い機会となっています。

また、文化祭以外でも「友愛弁当の配食」や「サロン活動支援」「歳末助け合

いマスク配布」などの活動を実施されました。「みんなで支え合うまちづくり倉

敷南」を合言葉として、コロナ禍だからこそ地域を元気にするための活動を続け

られています。

３

≪各地区社会福祉協議会の紹介≫
現在、市内の６３小学校区のうち５５小学校区に地区社会福祉協議会（地区社協）が設置されています。
倉敷市社協のホームページで，各地区社協を紹介しています。

各地区社協が発行している広報紙はＱＲコードからもご覧になれます。
今回は、「倉敷南地区社会福祉協議会」と「呉妹地区社会福祉協議会」を紹介します。

呉妹地区社会福祉協議会（真備地区）
くれせ

呉妹地区は倉敷市の北西端に位置し、北は総社市、西は矢掛町

に接する、多くの歴史遺産がある地域です。コロナ禍など様々な

困難に直面するなか「できることをやろう！」と、地区社協の

結束力がいっそう高まったそうです。

令和３年度、新しく取り組んだのは「地域食堂」。年代を問わず、

コロナ禍での一人きりの食事を防ぎ、バランスの取れたものを食べ

て欲しいという思いから、互近助パントリーサポーター『ポプリ』

とコラボして実現しました。工夫したのは開催時期。子どもも参加

できるように、夏休み２回、冬休みと春休みに１回ランチを提供し、世代を超えて多くの方に

喜ばれました。また、コロナ感染状況に注視して、敬老の

お祝い品の配布、グラウンドゴルフ、とんど焼き、三世代

ウォーキング（避難所巡り）など、感染対策を講じて実施

しました。

「地域の皆さんに喜んでもらえることが一番。皆さんの心

に明かりを灯し、楽しみや生きがいを届けたい」と森本会長。

会長のあたたかい言葉から、呉妹地区皆さんの喜ばれる笑顔

が、目に浮かぶように感じました。

倉敷南地区社会福祉協議会（倉敷地区）
くらしきみなみ

歳末たすけあいマスク配付で
は、一人暮らしの方へ訪問を
行いました

倉敷市社協の出前福祉講座
で車いすにふれる参加者

三世代ウォーキングで一時避難所
（蓮華寺など）を巡りました

「地域食堂」のランチは大盛況！！



４

※単位は千円。収入、支出の差額は前年度繰越金を充当。

1 公私協働事業 277,951

2 市指定管理事業 21,107

3 自主事業 82,193

4 受託事業 315,936

5 収益事業 18,167

支出合計 715,354

1 県・市受託金収入 325,870

2 補助金収入 135,347

3 介護保険関連事業収入 91,550

4 共同募金配分金収入 50,009

5 会費収入 35,143

6 児島競艇場売店事業収入 18,342

7 寄附金収入 2,862

8 事業収入 8,341

9 その他の収入 26,844

収入合計 694,308

収入の部 単位：千円 支出の部 単位：千円

令和4年度 倉敷市社会福祉協議会事業計画・当初予算

事業計画、資金収支予算書は
倉敷市社協ホームページにて
閲覧することができます。

３．自主事業
（介護保険関連事業）

◆居宅介護支援事業

◆デイサービスセンター事業

◆訪問介護事業

２．市指定管理事業
（市から指定管理者として指定を受けて実施している事業）

◆高齢者福祉センター事業

5．収益事業

（福祉事業に使うことを目的に実施している事業）

◆競艇場売店事業

５

財源確保を目的とする研修や取り組みの実施重点目標3

【重層的支援体制整備事業の実施】

その他

事業計画として主に下記の重点目標を掲げて活動してまいります。

地後の次の次の次の

地域福祉活動計画の推進重点目標1

本年度は、第３次倉敷市地域福祉活動計画推進の2年目
になります。

引き続き、次の３つの基本目標を柱に取り組みます。
(1)互いに助け合い、支え合う地域づくり
(2)誰もが安心して相談でき、解決につながる地域づくり
(3)地域で安心して暮らすための仕組みづくり
地域福祉活動計画とは、倉敷市社協が住民組織、当事者、

ボランティア、地域の福祉・医療関係機関に呼びかけて、
身近な地域における生活課題等の解決に向け、助け合いや
支え合いの活動を具体化させていくための計画です。

平成30年7月豪雨災害で被災された方も、生活再建が着実に進んでお
り、積極的に見守り訪問を続けている世帯は減少してきています。

今後も、応急仮設住宅の入居者等に対する見守りや生活再建に関する
相談支援を継続します。

また、真備地区での住民同
士の交流の機会の提供や真備
地区外で再建された方が安心
して生活できるための支援を
行っていきます。

｢真備支え合いセンター事業｣（倉敷市委託）の実施重点目標４

発展強化計画の推進重点目標2

発展強化計画とは、組織運
営の在り方や社会福祉協議会
の体制整備に関する計画です。
地域福祉活動計画を安定的に
推進するために、組織、財政
等について側面から支えてい
きます。同計画も2年目であ
り、計画に基づいて事業に取
り組みます。

ファンドレイジングの検討を引き続き行い
「遺贈」の広報等、地域の課題解決に向けた
財源確保に取り組みます。

【ファンドレイジング
とは】
社会福祉法人等が活動
のための資金を個人、
法人、政府等から集め
る行為の総称

【遺贈とは】
遺言によって遺贈者（遺産を
贈る側）の財産の全部または
一部を法定相続人以外の受遺
者（遺産を受ける側）に無償
で譲与するもの

災害対応のための事業の実施重点目標５

平成30年7月豪雨災害の経験や教訓を踏まえ、災害対応力の向上や、災害に
強い地域づくりを進めるため、職員間の情報共有や職員研修を行います。

また、協定団体や関係団体との連携を想定した災害
ボランティアセンター設置訓練の実施など、平時から
災害支援体制の強化に向けた取組みを行います。

(1)災害支援に関する職員研修
(2)災害ボランティアセンター設置訓練の実施
(3)災害ボランティアセンターマニュアルの作成
(4)災害時における災害廃棄物の取扱いに関する

協議に参加入居者を訪問している様子 住民同士の交流の一場面

1．公私協働事業

（市社協会費、寄附金、共同募金配分金、市補助金等に

より実施する事業）

◆地区社協活動・団体育成事業

◆ボランティア推進及び育成事業

◆福祉講演会事業

◆歳末たすけあい配分事業

◆福祉機器貸出事業

◆法人後見事業

◆広報活動事業 等

４．受託事業

（県社協及び市受託事業）

◆生活支援コーディネーター配置事業

◆生活福祉資金貸付事業

◆夏のボランティア体験事業

◆高齢者支援センター事業

◆結婚相談所事業

◆日常生活自立支援事業

◆真備支え合いセンター事業 等

倉敷市と連携・協働し、地

域住民の複合・複雑化した支

援ニーズに対応する重層的支

援体制の実現に取り組みます。

市民後見人養成事業
判断能力が低下した方の生活
や財産、権利を守る成年後見
人。専門職だけではなく市民
目線で、きめ細やかな支援者
となれる市民後見人の養成を
目指します。

サロン交流会
地域の身近な居場所の活性
化につながるサロン交流会

重層的支援体制整備事業につ
いて詳しくはこちら厚生労働
省HPへ

参加人数を制限して、コロナ禍での
災害を想定した訓練を実施
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倉敷市内の地域福祉活動に約60％、岡山県内の施設・団体等が行う福祉活動に
約40％が使われています。

全国で行われる災害復興支援活動にも役立てられます。

コロナ禍にあっても募金活動に協力いただきありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

コロナ禍だからこそ、様々な場面で地域でのつながりを続けることが必要です。「つながりをたや

さない社会づくり～あなたは一人じゃない～」を全国共通のテーマとして、皆様からお寄せいただい

た募金は、各地域での福祉活動を応援しています。

今後とも、共同募金運動のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金
55,037,976円

倉敷市社協が行う事業や助成金に活かされています。
・敬老祝い品贈呈事業 8,587,000円
・歳末慰問金贈呈事業 2,408,764円
・市内地区社協(5４カ所)で実施する歳末事業への助成等 1,620,000円
・地域福祉活動 6,473,542円

募金箱設置に協力

集まった
募金額

倉敷市内の

ボランティア養成講座開催

みんなで
活動に使う

令和3年度

「赤い羽根共同募金」･「歳末たすけあい募金」に
ご協力いただき

循環するしくみ

みんなで
集めて

みんなで
募金して

歳末たすけあい募金
19,089,306円

手作り募金箱を設置して募金活動
に協力していただきました

（王慈福祉会様）
子ども、家庭、地域を支える活動を応援

岡山県内の

【こんな企業です(^^)/】

「寄付つき商品 地域支援プロジェクト」参加企業紹介！！

Ｑ.このプロジェクトに期待することは？

Ａ.それぞれの企業の頑張り、そして福祉現場で働く方々の頑張り、

更にはそれをつなげる方々の頑張りが、たくさんの笑顔と地域の

安心を形作るベースを築ける事を期待しています。

企業の担当者の方に聞いてみました

今回の紹介企業は「㈲ウエハラ事務機」さんです
手
指
ア
ル
コ
ー
ル
ス
プ
レ
ー
噴
射
ポ
ン
プ

ボ
ト
ル
3
本
セ
ッ
ト
を
ご
購
入
い
た
だ
く
と

1
件
に
つ
き
30
円
を
寄
附

寄付つき商品

倉敷市を中心に官公庁及び学校教育機関の皆様、そして近年
は企業の皆様にも支えられて41年が経ちました。弊社は事務機
器の販売並びにその保守が主な業務です。皆様の多種多様で複
雑な作業の負担軽減を目指す『まちの事務機屋さん』です。

「誰もが安心して暮らせるまち」
づくりのための取組みへ

子どもの貧困や孤立
を防ぐため居場所づく
りや交流を支援（子どもソーシャルワークセンターつばさ）

３本セッ4,200円税込

ご購入は

あなたの募金は、
倉敷が良くなる活動に使われます

※このプロジェクトは、企業やお店が寄付つき商品を登録して、売り上げの一部を
赤い羽根共同募金へ寄附することで、地域社会に貢献するものです。
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社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました。
「誰もが住み慣れた地域で、安心して豊かに暮らせる」よう、地域福祉活動を推進するために活用さ

せていただきます。
敬称略、五十音順に掲載しております。（掲載期間：令和3年12月1日～令和4年2月28日まで）

篤志寄附

【児島地区】 匿名 （金一封）

【水島地区】 北原 義行 （金一封）
日本キリスト教団倉敷水島教会（金一封）
本山 哲士 （金一封）

【玉島地区】 大相撲を楽しむ会 （金一封）

【倉敷地区】 阿智の風実行委員会 （12,755円）
倉敷友の会 （金一封）
宗教法人 真如苑 （金一封）
株式会社 創心會 （金一封）
てくてく take out マルシェ（金一封）
匿名 （金一封）

【真備地区】 倉敷市民クリスマス実行委員会
（81,000円）

真備町佛教会 （金一封）

香典返し寄附

【真備地区】 諏訪 真基・達也 （金一封）
髙本 惠子 （金一封）
塚本 和男 （50,000円）

【倉敷地区】 内藤 典子 （30,000円）
吉田 幸夫 （金一封）
渡邉 恵之 （金一封）

【児島地区】 片山 美登里 （金一封）
匿名 （金一封）

お名前の掲載につきましては、寄附者の
ご了承をいただいております。

なお、上記のほか９名の掲載希望なしの
方からご寄附をいただいております。

物品寄附

【倉敷地区】
JFE条鋼㈱水島
製造所様から
「行事用テント2
張」を寄贈して
いただきました。 「地域のみなさまの活動に役立てて

いただきたいです」と社会貢献の一
環として寄贈

ご寄附は、倉敷市社協各事務所にご持参いただくか、下記の口座へお振り込みください。

※振込手数料はご負担ください。

【振込先】
金融機関：中国銀行 倉敷市役所出張所 預金種目：普通 口座番号：１１１７１９８

口座名義：社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会 寄付金会計 会長 中桐 泰
しゃかいふくしほうじん くらしきししゃかいふくしきょうぎかい きふきんかいけい かいちょう なかぎり やすし

寄附の募集について
倉敷市社協が実施する社会福祉事業に活用させていただきます。

社会事業や公共の福祉など、熱心に
協力・支援したりする方による金銭な
どの寄附。

篤志寄附

香典返し寄附

社会福祉事業などを行っている公益団体に

対して、香典返し※1に使う金銭による寄附。

物品寄附

車椅子やイベント用テント、マスクなど、『互近助
パントリープロジェクト』※2の食料品・生活用品など
の物品による寄附。

今まで、個人の他に企業や団体や学校などからいた
だきました。

※2善意で寄せられた食材や生活雑貨を地域の身近なご近所で保
管し「互いに近所で助け合う」活動に生かす取り組み

※1香典返しは、葬儀の際にいただいた香典と弔意

に対し、感謝の気持ちを伝えるものとして用意

する日本の慣例。

遺贈寄附

遺言によって遺贈者（遺産を贈る側）の財産
の全部または一部を法定相続人以外の受遺者
（遺産を受ける側）に無償で譲与するもの。

◇領収書が必要な方は、倉敷市社協総務課へご連絡ください。

※賛助会員の掲載につきましては、令和3年12月1日から令和4年2月28日までに賛助会費を
納入いただいた皆様を掲載しています。五十音順、敬称は省略させていただいております。

【倉敷地区】㈱岡山システムサービス、(公社)倉敷市シルバー人材センター
【児島地区】㈱興和印刷 【玉島地区】太陽トラベル㈱

賛助会員名簿
福祉のまちづくりを支える



乙島ふれあいグラウンド
ゴルフ大会

本広報紙の発行には共同募金の配分金の一部を使用させていただいております。

「福祉まちづくり自動販売機」では、飲み物を買っていただく
と、その売り上げの一部が寄附され、倉敷市社協が実施する地域
福祉活動に活かされます。

主には「在宅介護者への支援事業」や「地域から孤立をなくす
ための見守り活動」、「ボランティア活動への支援事業」、「車
イスや福祉車両の貸出事業」など、さまざまな地域福祉活動を通
じて地域の皆様へ還元されます。

この度、新たに設置いただき、現在４８台の自動販売機及び災
害支援自動販売機が設置されています。

自動販売機の新たな設置、または入れ替えをお考えの個人・企
業・団体の皆様は、ぜひご検討ください。

ご協力ありがとうございました。

瀬戸内ホールディング株式会社様

◇ 第４８号機 ◇

ホームページバナー広告募集！
【応募資格】どなたでも応募可能ですが、倉敷市社協賛助会員の入会を

お願いしています。１年間：40,000円・6カ月間：25,000円
倉敷市社協の活動や地域の情報を写真付きで配信中です。

社協の「いま」がわかります！

facebook ご覧ください！

昨年度は、多くの皆様にご加入いただきありがとうございました。

今年度も各地区の役員の方々にご協力をいただき、会員募集をさせ
ていただきます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

倉敷市社協は、地域の皆様や福祉関係者の皆様と一緒に「地域でつ
ながりだれもが安全・安心に暮らしていける支え合いのまち」を推進
しています。社協会費は本会が取り組む地域活動や運営を支える大切
な財源となっております。

皆様からの温かいご支援、お力添えを心よりお願い申し上げます。

口座振込でもご加入いただけます
【振込先】
金融機関：中国銀行 倉敷市役所出張所
預金種目：普通
口座番号：１０２１０５１

口座名義：

会員会費（年額）
普通会費 1口 300円
特別会費 1口 1,000円
賛助会費 1口 5,000円

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

  

倉敷市
く ら し き し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

会 長
かいちょう

 中桐
なかぎり

 泰
やすし

 

住民座談会の様子

※賛助会費は、税額控除が適用されます。
（令和3年度実績34,638,350円）

◎領収書が必要な方は、倉敷市社協地域
福祉課へご連絡ください。

代表取締役社長桐野宏司様(左)
倉敷市社協大野治副会長(右)

地域の方と一緒に取
り組む活動の様子

中島地区社協「お助け
隊」の活動の様子


