
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30年７月発行

第 145号

マッキーちゃん
最新情報更新中

相　　　談

⑤

④⑦

②

⑥①

③

バスターミナル

本通り
静銀

サンビーチ

JA

JA

榛高

静銀

交番

川崎小
さざんか

150号線

150号線

B&G
い～ら

相良庁舎

龍眼荘

榛原庁舎

←御前崎 静岡→

←御前崎 静岡→

〒

〒

〒

島
信

⑧⑨⑩

〒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 生きがいデイあしたか ………… ☎ 52-5768
⑦ 生活支援センターつばさ ……… ☎ 53-2610

⑧ 社協陽だまり ……………………  ☎ 22-4419
⑨ 榛原ホームヘルプサービス事業所 …  ☎ 24-1165
⑩ 牧之原市社協ケアプランセンター …  ☎ 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

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】8月1日㈬、15日㈬、9月5日㈬、19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8日㈬、22日㈬、29日㈬、9月12日㈬、26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）

◦相良清風園 様　食料品（66点）　◦はづき会 様　缶詰（他７点）　
◦牧之原市運転ボランティアどこでもカー 様　◦榛南ロータリークラブ 様　
◦匿名　玄米60㎏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問い合せ　相良事務所　☎52-3500

福
祉教育がはじまっています

善意のご寄付をいただきありがとうございました。（Ｈ 30.7.6 現在）ご寄付

　普段から身近にできる“エコキャップ活動”にご協力いただきありがとうござい
ます。
　リサイクルすることで地球環境に優しく、更にポリオワクチンなどとして世界の
子どもたちに贈られる社会貢献の一環にもなるエコキャップ活動を充実させていく
ために、活動の際の注意点をご紹介します。

本年度も各学校へ出向き、児童、生徒たちと「ふくし」
について考えていきます。「体験」や「講座」を通して

ご家庭でも話し合えるきっかけとなりますようつとめていきます。

“エコキャップ活動”についてのお願い

収集するにあたってのお願い。
＊ペットボトルのキャップのみ収集してください。
　（醤油や洗剤のキャップ、アルミ･スチール製のものは不可）
＊キャップの大きさは清涼飲料水のふたのサイズか、それ

以下にしてください。
＊汚れているキャップは洗って汚れを落としてください。
＊キャップに付いているシールは剥がしてください。

団体での持ち込みの際のお願い。
厚手のビニール袋に入れてください。
事前に連絡をいただければ幸いです。

回収場所　相良事務所　☎52-3500　
　　　　　榛原事務所   ☎22-5187　

※ペットボトルのキャップはPP（ポリプロピレン）でで
きています。PP以外の不純物の混入があると、そのま
まリサイクルを行うことができず、手作業での分別が必
要となりますので、ご協力をお願いします。

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

生活困窮者相談窓口
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。



【事業活動計算書】

収　入 支　出会費収益　4,585,000

人件費
347,742,504

その他の特別損失
1,345,862

固定資産売却損
・処分損　3

事業費
70,207,413

事務費
26,391,735

利用者負担軽減額
24,501

助成金費用
9,154,100

負担金費用
1,260,000

国庫補助金等特別積立金取崩額　△2,830,404

基金組入額 10,000,681
減価償却費　5,204,974
その他の費用　481,130

寄附金収益　1,293,047
経常経費補助金収益
57,726,454

障害福祉サービス等
事業収益　34,976,734
その他の収益　914,340

受取利息配当金収益 223,316
その他のサービス活動外収益

8,320,068

その他の特別収益
495,240

基金取崩額
　　207,228,405

その他の積立金取崩額
77,666,668

前期繰越活動
増減差額
112,482,611

負担金収益
367,500

介護保険事業収益
210,788,456

受託金収益
106,430,065

事業収益　
999,828

収入合計
824,497,732

支出合計
468,982,499

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、第5水曜日）
◦法律相談（毎月第1、第3水曜日）
◦素敵な出逢い「フィーリングカップル事業」（1回）

⑵災害時要援護者（避難行動要支援者）対策の充実
◦松川町社会福祉協議会（長野県）との災害時相互応援に

係る研究情報交換会の実施（2回）
◦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（13回）
⑶福祉の担い手の確保・活動の充実

◦サロン協力員講習会（3回／利用者延べ106人）
◦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（6回）
◦ホームページの充実
◦ボランティア情報紙の発行（1回）
◦あるたすニュースの発行（1回）

⑸生活環境の整備の充実
◦福祉車輛貸出事業（6台／

利用者延べ759人）
◦心身障がい児（者）通園費

補助事業（267人）
◦ひとり暮らし給食サービス
（38回／配食延べ868食）

◦ひとり暮らし高齢者ふれあい食事会（2回／参加者延べ
79人）

◦介護保険事業の経営
◦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
◦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355,515,233円は次年度へ繰越

資　産　の　部 負　債　の　部
流動資産 103,112,907 流動負債 58,955,902
　現金預金 59,640,369 　事業未払金 32,231,686

　事業未収金 42,918,066 　未払費用 9,185,521

　未収金 58,722 　職員預り金 2,704,101

　未収補助金 495,750 　賞与引当金 14,834,594

固定資産 557,780,809 固定負債 109,446,930

　基本財産 353,574,387 　退職給付引当金 109,446,930

　その他の固定資産 204,206,422 負債の部合計 168,402,832

純　資　産　の　部
基金 19,902,188
国庫補助金等特別積立金 65,461,254

その他の積立金 51,612,209
次期繰越活動増減差額 355,515,233

純資産の部合計 492,490,884
資産の部合計 660,893,716 負債及び純資産の部合計 660,893,716

１ 安心して暮らすことができるまちづくり

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／ 148
人(6施設)）

◦ふれあい広場
（1回 ／ 参 加 団
体数(30団体)）

◦社会福祉大会
（1回 ／ 参 加 者
　300人）

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）(332
回／利用者15名)

◦県生活福祉資金貸付事業（0件)
◦市福祉資金貸付事業（10件）

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
◦牧之原市社会福祉法人連絡協議会（1回／ 7法人）
◦らいふサポーター養成講座（2回／ 22名）
◦地域支え合い活動協議体（全体会3回／ちょっとした困

りごとへの支え合い部会 9回／歩いて出掛けられる集い
の場部会 9回／外出の支援部会 9回）

◦サポーターフォロー事業
　（4回）
◦サポーター派遣事業「あるたす」（利用者7名／派遣回

数180回）

３ 助け合い・支え合いの仕組みづくり

４ その他

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
　　　（ ７小学校／ 14回・
　　　  １中学校／３回・
　　　  １高校／３回）
　　◦ふくし体験講座
　　　（１回／参加者23人）
　⑵ボランティア・地域活動等の参加促進

◦ボランティア連絡会
（団体登録24団体）

◦エコキャップ運動（回
収総重量2,144㎏／ポ
リオワクチン約1,152
名分相当）

◦地域で必要とされてい
るボランティア養成講座

（2回）
◦ふれあい運動会（相良小学校／参加者74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（44サロン／対象者延

べ15,658人・協力員延べ3,695人）
◦サロン事業連絡会（1回／ 46人）

２ 活動の輪を広げるまちづくり

平成29年度 牧之原市社 協事業報告及び決算報告
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103組の親子）

　あるたす定例会（12回）
◦サロン協力員ステップアップ研修（2回／ 58名）
◦生活支援体制整備に向けた地域の基盤づくりとして萩間

地区絆づくり事業への参加支援（11回）
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）11,360口・3,408,000 円
◦特別会費（普通団体・個人1口 1,000円）
　162口・162,000円
　（特別団体1口 5,000円）4口・20,000 円
◦賛助会費（1口 5,000円）199口・995,000円
◦障がい児･者のいる世帯及び高齢者世帯で、生活にお困

りの世帯を
　対象にした歳末慰問金事業（36名)
◦ひとり暮らし高齢者のおせちセット配布事業（387名）
◦理事会・評議員会・監査会



地域の元気 !支え合い！

ふれあい・いきいきサロン
地域の元気 !支え合い！

ふれあい・いきいきサロン
高齢者の日常生活での社会参加の場として、交流しながら笑顔いっぱい過ごして
いただけるよう、地域の方々による工夫を凝らした取り組みが行われています。

自由研究にぴったり！お友達を誘って参加しよう。
紙すき体験をした後、オリジナルのはがきやしおりを
作成します。

社協 陽 だまり 紙すき体験！

福祉体験講座

参加者募
集

夏はあそ
ぶ！

　夏はま
なぶ !!

問い合わせ ･ 申し込み先　
相良事務所　☎ 52 － 3500

災害ボランティア
コーディネーター養成講座

サロン･サロン♪

ありがとう

ありがとう

・地域の高齢者を相良、福岡で協働サポート
・明るく楽しい雰囲気
・いきいき便り『笑顔がいいね』の毎月発行
・豊富なサポート人材（男性 7 名 ･ 女性 11 名）
・手作りおやつで団らんのひととき
・地区の多大な理解とバックアップ体制

“憧れのハワイ航路”“北国の春”の体操からサ
ロン活動がはじまります。

「昔のこと、あの人、この人、地域のあれこれ、なんでも聞いてちょ
うだい！（笑）」
ボランティアの方々を楽しませてくれる頼もしい参加者の方々は、実
年齢より心や身体が若い！歌や踊り、体操なんでも積極的に楽しんで
いらっしゃるのが、参加者の方の元気の秘訣と思っております。

・楽しい雰囲気に他地区からも参画
・サロンが楽しく、開催日を心待ちの声
　皆勤賞者続出に嬉しい悲鳴状態
・『笑顔がいいね』は発行開始から 5 年目を迎え、

誕生月で紹介された参加者は、近隣者や知人
からも祝福されています。

相良いきいきクラブ
福岡いきいきクラブ

地頭方
はつらつクラブ

活動の特徴

活動の特徴・効果

活動の効果

相良　第 1 月曜日 13:30 ～ 15:00
　　　会場　相良区コミュニティーセンター
福岡　第 3 月曜日 13:30 ～ 15:00
　　　会場　相良区コミュニティーセンター

第１･3 木曜日 13:30 ～ 15:30
会場　地頭方区公民館

開催日

開催日

お年よりや障がいのある人にとって、どんなこと
が大変なのか、みんなで体験し、感じて、学ぼ
う！！
送迎希望の方は、各小学校まで送迎します！！
申込みの時に伝えてください♪

 日　時　8月10日(金）13:00 〜 16:00
 会　場　相良総合センターい〜ら
 対　象　小学校４年生以上
 締　切　7月20日(金）
 定　員　30名(定員になり次第締切ます）

※2回目の日にちは要相談。

有事の際、災害復旧や生活支援に、全国各地から
駆けつける災害ボランティア。あなたの力で、災
害ボランティアが効率的に力を発揮できるよう
コーディネイトしてみませんか？
※2日間受講修了者には「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。

 日　時　9月29日(土) 9:30 〜 16:30
　　　　 9月30日(日) 9:30 〜 14:45
 会　場　特別養護老人ホームすいせんの郷
 締　切　9月18日(火) 

サロン等地域の出かける場で
楽しく活動できるよう情報交換しませんか

 日　時　8月7日(火）13:30 〜 15:30 
 会　場　相良総合センターい〜ら
 内　容　麻ひもを利用して簡単リメイク！
 参加費　100円
 持ち物　飲み物、ボンド、はさみ

要申し込み

コース 日　時 内　容

A コース
8 月 6 日（月）14:00 ～ 15:30 おじいちゃん、おばあちゃんと紙すき体験！

第 2 週または第 3 週の午後 世界にひとつ！はがき、しおり作り

B コース
8 月 9 日（木）14:00 ～ 15:30 おじいちゃん、おばあちゃんと紙すき体験！

第 2 週または第 3 週の午後 世界にひとつ！はがき、しおり作り

定　員　各回3名程度

対象者　小学生

会　場　社協陽だまり（静波479番地2）

持ち物　牛乳パック2個

参加費　100円（おやつ代）

問い合せ・申込先　社協陽だまり ☎22－4419


