
給食ボランティアの
活動、 食づくりが
わかりました。
勉強になりました。

このまま皆さんと
次のステップを

していけたら良いな
と思います。

牧之原 社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」）

ふくしだよりはみなさまからいただいた会費と赤い羽根共同募金で発行しています（再生紙）

平成28年4月発行

第 126号

マッキーちゃん

給食サービスボランティア養成講座が修了しました。
18 名の受講者の方々と、高齢者の身体や食生活の変
化や給食メニューを作る時の注意点を学び、高齢者の
給食献立を考えたり、調理の際での衛生管理を学びな
がら、実際にお弁当を作ったりと充実した時間を過ご
しました。

みんなで！
楽しく
クッキング〜ぅ !!

〒421-0524　牧之原市須々木140番地
（牧之原市相良総合センターい〜ら内）
☎0548-52-3500　FAX0548-52-5585
E-mail:houjin@makinohara-shakyo.jp

〒421-0422　牧之原市静波172番地1
（牧之原市老人福祉センター龍眼荘内）
☎0548-22-5187　FAX0548-24-1166

③相良デイサービスセンター……☎ 52-5553
④地域包括支援センターさがら…☎ 53-1900
⑤相良ホームヘルプサービス事業所☎ 53-2212
⑥相良居宅介護支援事業所………☎ 87-2327
⑦生きがいデイあしたか…………☎ 52-5768
⑧生活支援センターつばさ………☎ 53-2610

⑨デイサービスセンターうたり…☎ 22-4419
⑩榛原ホームヘルプサービス事業所☎ 24-1165
⑪榛原居宅介護支援事業所………☎ 22-6520

①相良事務所 ②榛原事務所

ホームページ
http://www.makinohara-shakyo.jp

ふくしだよりはみなさまからいただいた会費と赤い羽根共同募金で発行しています（再生紙）

ご寄付

　（１口） 　（28．３．30現在）
・株式会社ヤマモト
・株式会社小糸製作所相良工場
・サンコー精産株式会社
・大阪屋薬局
・株式会社名波土建
・飛鳥建設株式会社
・静和事務機株式会社
・株式会社神谷鐵工所

・神寄区公民館　様
　　　　　　　　10,685円

・若がえり体操教室パート２　様
・牧之原市立川崎小学校　様
・匿名　トイレットペーパー３箱、調味料

賛助会費にご協力
ありがとうございました 善意のご寄付をいただき

ありがとうございました。
（順不同・敬称略）

（28．３．30現在）

【会　場】相良事務所
【期　日】毎週月～金曜日
【時　間】8:15 ～ 17:00
　経済的な困りごとを抱えた方の生活の立て直しをは
かるための相談窓口です。

生活困窮者相談窓口

【期　日】毎週月～金曜日（8:15 ～ 17:00）
【問合せ】
生活支援センターつばさ（☎53-2610（相良地区））
生活支援センターやまばと（☎29-0223（榛原地区））

障がい者の生活相談 

【問合せ】
地域包括支援センターさがら（☎53-1900（相良地区））
地域包括支援センターオリーブ（☎22-8822（榛原地区））
※お電話は24時間受け付けます。

在宅介護（介護機器）相談

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】５月11日㈬、18日㈬〔第２・第３水曜日〕
　　　　　※第１水曜日が祝日のため、第２水曜日に

実施します。
【時　間】10:00 ～ 15:00
※受付は当日8:30 ～（先着８名）となります。
　（電話予約のみ）

法律相談（弁護士・行政相談員・人権擁護委員）

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】５月25日㈬〔第４水曜日〕
【時　間】9:00 ～ 11:30

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

【会　場】相良事務所
【期　日】毎週月～金曜日
【時　間】8:15 ～ 17:00

福祉総合相談・ボランティア相談

相談

ほっこりサロン　～仲間が待ってるにぃ～

【日　　時】　平成28年５月28日（土）　13：00 〜 15：30
【場　　所】　榛原文化センター　２階　和室（牧之原市静波447-1）
【対　　象】　精神障害のある方
　　　　　　牧之原市・吉田町在住の方

【利　用　料】　100円（申し込み不要）
【問　合　せ】　障害者自立支援ネットワーク事務局
　　　　　　牧之原市社会福祉課（☎23-0072）　担当：山本
　　　　　　ＮＰＯ法人こころ
　　　　　　地域活動支援センターはぐるま（☎22-5529）　担当：伊藤

　「自由に来て自由に帰れます」「ゆっくりお茶を飲みながら、おしゃべりできます」
　「自分のペースで過ごせます」「気軽に足を運んでください」そんなほっこりサロンを開催します。ぜひお気軽
にお越しください。

お知らせ



①会費 4,620
②寄附金 1,604
③経常経費補助金 61,038
④受託金 105,272
⑤貸付事業 1,704
⑥事業 915
⑦負担金 434
⑧介護保険事業 251,884
⑨障害福祉サービス等事業 30,830
⑩受取利息配当金 93
⑪その他 27,954

⑫基金積立資産取崩 209,928
⑬積立資産取崩 77,662
⑭拠点区分間繰入金 61,605
⑯サービス区分間繰入金 131,101
⑰前期末支払資金残高 40,248
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収入合計　1,006,892 千円支出合計　982,830 千円

❶人件費 371,530
❷事業費 70,517
❸事務費 31,977
❹利用者負担軽減額 222
❺貸付事業 2,250
❻助成金 9,540
❼負担金 1,260
❽固定資産取得 239,440
❾基金積立資産 20,860
積立資産 27,298
拠点区分間繰入金 61,605
サービス区分間繰入金 131,101
その他の活動による 12,230
予備費 3,000

支　出 （単位：千円） 収　入 （単位：千円）

牧之原市社会福祉協議会事業計画
　私たちの牧之原市が、「ふれあいを大切にした 生涯安心して暮らすことのできるまち」となるように、
私たちは一層地域福祉活動を推進することを誓い、次の重点項目を推進します。

①相談窓口の充実
　事業名：心配ごと相談、法律相談、福祉総合相談、介護相談、職員研修、広

報活動、フィーリングカップル事業（ラッキーパーティー）、地
域包括支援事業、障害者生活支援事業　等

②災害時要援護者（避難行動要支援者）対策の充実
　事業名：災害時ボランティアセンター立ち上げ訓練、県主催図上訓練参加 

等

③福祉の担い手の確保・活動の充実
　事業名：小学生ボランティア講座、高校生福祉講座、サマーショートボラ

ンティア、サロン協力員講習会 等

④各種福祉サービスの利用支援
　事業名：介護者の集い、介護予防教室、介護者リフレッシュ事業、介護予

防通所事業一日通所、半日通所、介護予防普及啓発事業　等

⑤情報提供の充実
　事業名：ふくしだよりの発行、ボランティア情報紙の発行、サロン通信の

発行、ホームページの活用、Facebookの活用　等

⑥生活環境の整備の充実
　事業名：日常介護用具総合貸与事業、施設入浴サービス事業、移動支援事

業、障がい福祉サービス事業、機能訓練事業、福祉車輛貸与事業、
通園費補助事業、ふれあい食事会、給食サービス、おせちセット
配付事業、歳末慰問金贈呈事業 等

⑦次世代への支援の充実
　事業名：子育て支援冊子の改定、のびのび子育て井戸端会議、サロン活動

とのびのび子育て井戸端会議の合同事業 等

①市民参加型の小地域福祉活動の推進・支援
　事業名 ： 【新規】多様な生活支援の情報共有等を行う協議体の設置及び開催、福

祉施設交流会、生活支援サービス事業、ふれあい広場　等

②生活困窮者世帯等への支援ネットワーク体制の強化
　事業名 ： 【新規】家計相談支援事業、県生活福祉資金貸付事業、市福祉資金貸付

事業、日常生活自立支援事業、成年後見事業、生活困窮者自立相談支援　等

③地域包括ケアシステムの推進と福祉の連携と協働の強化
　事業名：安否確認事業、給食サービス、地域ケア会議への参加　等

④社会福祉協議会への活動支援・組織強化
　事業名：【新規】経営組織のガバナンスの強化、ふくしだよりの発行、
　　　　　職員研修　等

①居宅介護支援事業
②介護予防支援事業
③訪問介護事業
④介護予防訪問介護事業
⑤通所介護事業
⑥介護予防通所介護事業
⑦低所得者に対する利用料の減免措置の実施
⑧介護サービス事業所連絡会への参加

⑨ケアマネ連絡会への参加
⑩主任ケアマネ連絡会への参加
⑪地域密着型サービスの実施
⑫民生委員児童委員との交流会
⑬薬局との交流会
⑭要介護認定調査の受託
⑮志太榛原地区社協事務研究会
⑯【新規】（仮称）デイサービスセンターうたり建設工事

①地域や学校における福祉教育の推進
　事業名：サマーショートボランティア、各小中高校福祉教育の協

力、小学生福祉講座、福祉教育学校連絡会、みんなの描
く福祉作品コンクール　等

②ボランティア・地域活動等の参加促進
　事業名：【新規】らいふサポーター養成講座、ボランティア講座、

ホームページの活用、ボランティア情報紙の発行、エコ
キャップ運動、ふれあい運動会、各種養成講座　等

③地域資源の確保・活動推進
　事業名：地域予防事業、地域福祉活動補

助金、協力員ステップアップ講
座、サロン事業の支援　等

〔１〕安心して暮らすことができるまちづくり

〔３〕助け合い・支え合いの仕組みづくり

〔４〕介護保険事業等の運営

〔２〕活動の輪を広げるまちづくり

平成28年度　一般会計予算表

平成
28年度


