
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）
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〒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

最新情報更新中

相　　　談

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】8月2日㈬、16日㈬、9月6日㈬、20日㈬
【時　間】10:00 ～ 15:00
※当日8:30より電話予約を先着８名様まで受け付けて
おります。

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】8月9日㈬、23日㈬、30日㈬、9月13日㈬、27日㈬
【時　間】9:00 ～ 11:30
※事前予約を受け付けております。詳しくはお問い合
わせ下さい。

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

◦はづき会　様　　◦相良清風園　様（食品）　　◦梨野　様
◦県立榛原高等学校定時制生徒会　様　　◦藤野幸雄　様（原動機付自転車）
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【日　時】8月7日（月）13:00〜16:00
【会　場】相良総合センターい〜ら
【内　容】ゲームを通して福祉体験!!
【締　切】7月28日（金）
【定　員】30名
【対象者】小学校4 〜 6年生

福祉体験講座

【日　時】8月21日（月）10:00〜11:30
【会　場】相良総合センターい〜ら
【内　容】水と絵の具で遊ぼう（中高生

と遊ぼう）
【対象者】未就学児の子どもとその保護者
※要申込み
※汚れても良い服装でお越しください。

のびのび子育て
井戸端会議

【日　時】8月30日（水）13:30〜15:00
【会　場】健康福祉センターさざんか
【講　師】榛原総合病院

理学療法士
【参加費】100円 
【対象者】興味のある方
　※動きやすい服装で
　　お願いします。

サロンステップアップ
研修参加者募集

【日　時】9月2日（土) 9:30〜16:30    
9月3日（日) 9:30〜16:30

【会　場】総合健康福祉センターさざんか
【対象者】市在住または在勤・在学していて、

2日間参加できる方
　※受講修了者には「ふじのくに災害ボ
　　ランティアコーディネーター認定
　　　証」を交付します。

災害ボランティアコーディネーター
養成講座を開催します！

参加者募集!!
【問合せ・申し込み】
相良事務所　☎ 52-3500

夏休みの

自由研究に！

中高生ボランティア
同時募集!!

ナツ、なつ、夏!

善意のご寄付をいただきありがとうございました。（Ｈ 29.6.26 現在）ご寄付

　6月10日（土）、近隣住民及び静波区長、２丁目町内会長、関係者の
皆様が列席し、（仮称）デイサービスセンターうたり新設（場所：旧島
信榛原支店跡）に伴う起工式が行われました。新設される施設は、一般
居室に加え、機器を使用してのリハビリ訓練の実施を予定しています。
　また、地域住民の誰もが利用出来る、足湯の設置を予定しており、施
設の２階は非常時の避難場所としても使用出来ます。施設開所は平成
30年４月１日を予定しております。工事期間中は、近隣住民の皆様に
はご迷惑をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

【募集人数】　総合職 1人
　　　　　　経理職 1人

【応募方法】　履歴書を郵送または持参
【受付期間】　7月10日（月）〜 8月10日（木）必着
【試　　験】　筆記問題（教養問題）・面接
【試 験 日】　8月25日（金）
【詳　　細】　受験について資格要件等があります。
　　　　　　当会ホームページをご覧ください。

【問い合せ】　相良事務所　☎52-3500

新施設の建設がはじまります

評議員（13名）任期：平成32年度の最終のものに
関する定時評議員会の締結の時まで
　鈴木眞弓・板倉憲子・森下吉治・赤堀康彦・原川
正志・松浦晴彦・鈴木敏子・長澤道子・堀池勇
鈴木一行・本杉佳弘・今野朝子・岩瀬正宣

理事（7名）任期：平成30年度の最終のものに関す
る定時評議員会の終結の時まで
　水野隆・杉本正・木下勝朗・山下太市・牧野英惠・
鈴木保・大石弘子

監事（2名）任期：平成30年度の最終のものに関す
る定時評議員会の終結の時まで
　小俣溶子・五條卓

社協職員採用試験
（平成30年4月1日採用）

社会福祉法の改正に伴い、
新評議員及び理事、監事が

選任されました



【事業活動計算書】

収　入

支　出

会費収益　4,541,060

人件費
361,020,302

国庫補助金等特別積立金積立額
1,915,000

固定資産売却損・処分損　7

事業費
58,796,674

事務費　25,794,871

利用者負担軽減額　115,062

助成金費用　9,310,500

負担金費用　1,260,000

国庫補助金等特別積立金取崩額
△2,622,825

基金組入額　27,299,502

減価償却費　4,665,935
その他の費用　22,130

寄附金収益　1,598,454
経常経費補助金収益　54,993,763

障害福祉サービス等事業収益
　　　31,617,437

その他の収益　7,550,850

受取利息配当金収益 754,053

その他のサービス活動外収益
8,221,429

施設整備等補助金収益
　　　　170,000

固定資産受贈額
　　1,915,000

基金取崩額　57,298,550
前期繰越活動
増減差額
106,678,579

負担金収益　478,700

介護保険事業収益
221,512,012

受託金収益　101,811,871

事業収益　918,011

収入合計
600,059,769

支出合計
487,577,158

決算報告 （単位 ： 円）

☆貸借対照表 （単位 ： 円）

⑴相談窓口の充実
◦福祉総合相談（月〜金曜日）
◦心配ごと相談（毎月第2、第4水曜日）
◦法律相談（毎月第1、第3水曜日）
◦素敵な出逢い「ラッキーパーティー」（3回）

⑵災害時要援護者（避難行動要支援者）対策の充実
◦静岡県内外のボランティアによる救護活動のための図上訓練
◦災害ボランティアコーディネーターの育成・充実・連携のための定例

会（9回）
◦災害ボランティアコーディネーター養成講座（1回／ 13人）

⑶福祉の担い手の確保・活動の充実
◦サロン協力員の育成（4回／参加者60人・5団体）
◦サマーショートボランティアの充実

⑷情報提供の充実
◦社協広報紙「ふくしだより」の発行（12回）
◦ホームページの充実
◦ボランティア情報紙及びサ

ロン通信の発行（各1回）
⑸生活環境の整備の充実

◦福祉車輛貸出事業（5台／
利用者延べ790人）

◦心身障がい児（者）通園費
補助事業（273人）

◦ひとり暮らし給食サービス（38
回／配食延べ1,054食）

◦ひとり暮らし高齢者ふれあい食
事会（2回／参加者延べ88人）

⑹次世代への支援の充実
◦のびのび子育て井戸端会議（参

加者延べ98組の親子）

⑴市民参加型の小地域福祉活動の推進・支援
◦福祉施設交流会（1回／ 207人(7施設)）
◦ふれあい広場（1回／参加団体数 35団体）

⑵生活困窮者世帯等への支援ネットワーク体制の強化
◦日常生活自立支援事業（権利擁護事業）
◦生活困窮者自立支援事業
◦県生活福祉資金貸付事業
◦家計相談員支援事業
◦市福祉資金貸付事業

⑶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
◦地域福祉フォーラムの開催
（335名）

◦らいふサポーター養成講座
の実施（前期12回／ 17名
　後期12回／ 9名）

◦給食ボランティアフォロー
講座の実施（9回／ 93名）

◦サロン協力員ステップアッ
プ研修の実施（2回／ 55
名）

◦地域資源マップづくりの実
施（15地区／ 265名）

◦地域支え合い活動勉強会の
実施(3回／ 122名)

◦地域支え合い活動協議体の
実施（28名）

⑷社会福祉協議会の組織体制の充実・強化
◦普通会費（1口 300円）11,370口・3,411,060円
◦特別会費（普通団体・個人1口 1,000円）170口・170,000円
　　　　　　（特別団体1口 5,000円）5口・25,000円
◦賛助会費（1口 5,000円）187口・935,000円
◦共同募金事業
◦歳末たすけあい事業
◦理事会・評議員会・監査会

◦居宅介護支援事業（相良・榛原居宅介護支援事業所）
◦訪問介護事業（相良・榛原ホームヘルプサービス）
◦通所介護事業（相良デイサービスセンター・デイサービスセンターう

たり）
◦介護予防通所事業（生きがいデイあしたか）
◦施設入浴サービス事業
◦移動支援事業
◦日常介護用具総合貸与事業
◦機能訓練事業
◦包括支援センターさがら
◦生活支援センターつばさ
◦利用料の減免措置
◦指定管理施設の管理

次期繰越活動増減差額112,482,611円は次年度へ繰越

資　産　の　部 負　債　の　部

流動資産 122,380,709 流動負債 36,327,604

　現金預金 76,864,671 　事業未払金 6,985,825

　事業未収金 41,355,406 　未払費用 14,739,173

　未収金 226,904 　職員預り金 160,744

　未収補助金 3,933,728 　賞与引当金 14,441,862

固定資産 546,385,931 固定負債 106,601,840

　基本財産 95,042,905 　退職給付引当金 106,601,840

　その他の固定資産 451,343,026 負債の部合計 142,929,444

純　資　産　の　部

基金 217,129,912

国庫補助金等特別積立金 66,945,796

その他の積立金 129,278,877

次期繰越活動増減差額 112,482,611

純資産の部合計 525,837,196

資産の部合計 668,766,640 負債及び純資産の部合計 668,766,640

２ 活動の輪を広げるまちづくり
⑴地域や学校における福祉教育の推進

◦福祉教育学校連絡会
◦福祉体験学習（6小・1中学校）
◦みんなの描く福祉作品コンクール
（応募者125人）

◦ふくし体験講座（1回／参加者25
人）

⑵ボランティア・地域活動等の参加促進
◦エコキャップ運動（回収総重量2,239.5㎏）
◦ふれあい運動会（片浜小学校／参

加者62人）
◦ボランティアコーディネート

⑶地域資源の確保・活動推進
◦ふれあい・いきいきサロン事業
（43サロン／対象者延べ15,000
人・協力員延べ3,545人）

◦サロン事業連絡会（1回／ 44人）

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 その他

２ 活動の輪を広げるまちづくり

平成28年度 牧之原市社協事業報告及び決算報告


