
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 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

相　　　談

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】5月22日㈬、6月5日㈬、6月19日㈬、7月3日㈬、

7月17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】5月29日㈬、6月12日㈬、6月26日㈬、7月10日㈬、

7月24日㈬、7月31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）

◦牧之原市立川崎小学校様　寄附金

◦はづき会様　寄贈品

◦ユニー㈱小さな善意で大きな愛の輪運動

　ピアゴ榛原店様　寄附金寄贈品

◦牧之原市立細江小学校児童会（エコ委員会）様　50,000円

◦榛南地区労働者福祉協議会様　寄附金

善意のご寄付をいただきありがとうございました。（H31.4.8現在）ご 寄 付

平成31年度社協会費納入のお願い

　社会福祉協議会は、住民主体の「福祉のまち
づくり」を推進していく民間の非営利団体です。
住民参加の一形態として、全住民を対象とした
会員制度を設けています。この会費は、本会の
基本理念であります「市民一人ひとりと　地域
が創る　幸せあふれるまち」の実現に向かって、
地域の皆様と共に地域福祉事業を推進していく
ために大切な財源です。今後とも一層のお力添
えを賜りますよう心からお願い申し上げます。

〜社協会費は下記の事業等に活用させていただいております〜
地域福祉活動助成金、サロン事業活動補助金、マイクロバス無
料貸出、各種福祉講座 等
―――――――――― 各種会費(年額) ――――――――――
◦一般会費（一世帯）300円
◦賛助会費（法人､ 企業等）一口5,000円
◦特別会員（個人）一口1,000円、 （福祉団体 等）一口5,000円

新規採用職員試験（令和２年４月１日採用）

◆募集人員　総合職　１〜２名　
　　　　　　経理職　１名
◆応募方法　履歴書を郵送または持参
◆受付期間　５月20日(月) 〜６月20日(木)必着
◆試　　験　筆記問題(教養問題)・作文・面接
◆試 験 日　７月16日(火)　10：00 〜
◆採 用 日　令和２年４月１日
◆受験資格　平成２年４月２日以降に生まれた方。

その他の資格要件は、当法人ホーム
ページをご覧ください。

◆問 合 せ　相良事務所 52-3500

専門職員採用試験（随時採用）

◆募集人数　保健師・看護師　　１名
　　　　　　介護員　　　　　　１名
　　　　　　ケアマネージャー　１名
◆応募方法　履歴書を郵送または持参
◆受付期間　５月20日(月) 〜６月20日(木)必着
◆試　　験　作文・面接
◆試 験 日　７月16日(火)　11：10 〜
◆採 用 日　随時（応募者の都合にあわせます）
◆受験資格　昭和39年４月２日以降に生まれた方。

その他の資格要件は、当法人ホームペー
ジをご覧ください。

◆問 合 せ　相良事務所 52-3500

第３次牧之原市
地域福祉計画・地域福祉活動計画が完成しました。

2019 〜 2023年版

市民一人ひとりと　地域が創る
幸せあふれるまち

基本理念

　キーワードは「我が事・丸ごと」です。地域で起きている様々な問題を
他人事ではなく、「我が事」として捉え、子ども、高齢者、障がい者など、
分野別の相談を全体の心配事として「丸ごと」受け止めるといった地域の
助け合いにより、「地域共生社会」の実現を目指した計画となっています。



事業内容

① 自立相談支援事業・家計改善支援事業

② 成年後見人等の受任（法人後見事業）

成年後見制度とは？

例えば…

　認知症、知的障がい、精神障
がいがあることで、日常生活で
困り事や心配事が起きることが
あります。そんな方達が、自分
らしく、安心して暮らせるよう
に、本人の気持ちを大切にし、
生活や財産を守る契約を代わり
に行うなど、法的にさまざまな
支援を行う制度です。

詳しくは…
静岡県社協ホームページ
http://www.shizuoka-wel.jp/

お問い合わせ先
所 在 地：牧之原市須々木 140　相良総合センターい〜ら
受付日時：月〜金曜日（祝日は除く）8：15 〜 17：00
電話番号：0548-52-3500

暮らしのサービスが
うまく使えない

書類の手続きに困る

吉添センター長より

　住み慣れた地域で安心して生活を送れるように、私たち相談員がお手伝いし
ます。本人の思いを尊重し、自立意欲に沿った支援を心がけていきます。
　秘密は厳守します。一人で悩まずに、まずは相談をお待ちしております。

消費者被害に
遭ってしまう

生活 や お仕事 などでお困りの方に対して総合的な支援を行います。

１人で悩んでいませんか？

就労意欲のある方・現在の生活を見直したい方に下記の支援を検討します。

家計を見直したい！

就労する意欲はあるが…
見つからない！
定着できない！！

上記の支援を行うには、まず、問題を抱えるまでに至った原因を
分析していきます！！

秘密厳守

伺ったお話をもとに、それぞれにあったプランを
作成して自立のお手伝いをします !!

家賃が払えず
退去しなければならない今日・明日の

食べるものがない

お金のやりくりが
できない

相談支援センターを設立しました !!
平成 31 年４月１日より

これらの不安を解消します！

関係する
機関の紹介

緊急的な
食料支援

履歴書
職務経歴書の

作成支援
家計の整理

家賃の補助
※要件・誓約事項

があります。

家庭裁判所の審判に基づき、牧之原市社協が、法人後見を受任し、
成年後見人等（後見人・保佐人・補助人）として支援にあたります！！

主に行うことは？

❶ 定期的な訪問や見守り

❷ 通帳の保管や支払いのお手伝い

❸ 書類の確認と手続きのお手伝い

❹ 不利益な契約の取消し

❺ 入院、施設入所などのお手伝い

❻ サービス利用のお手伝い

など

私達が主に事業にあたります。

※お話を伺う内容は、金銭状況のみではなく、
これまでの生活状況・職歴・親族状況につい
てもお聞きすることになります。



平成31年度　一般会計予算表

①会費収入 4,539

②寄附金収入 1,278

③経常経費補助金収入 69,063

④受託金収入 129,975

⑤貸付事業収入 1,451

⑥事業収入 1,075

⑦負担金収入 618

⑧介護保険事業収入 236,478

⑨障害福祉サービス等事業収入 34,801

⑩法人後見収入 50

⑪受取利息配当金収入 84

⑫その他の収入 9,985

収入合計　489,397 千円 支出合計　497,361 千円

❶法人運営費 87,376

❷地域福祉事業費 54,504

❸共同募金配分金事業費 4,564

❹相良総合センター管理事業費 8,147

❺ホームヘルプ事業費 68,401

❻ケアプランセンター事業費 29,626

❼デイサービスセンター事業費 158,097

❽生活支援センター事業費 22,570

❾包括支援センター事業費 48,582

生きがいデイあしたか事業費 15,170

その他事業費 324

支　出 （単位：千円）収　入 （単位：千円）
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（事業活動のみ）
平成 31 年度

牧之原市社会福祉協議会事業計画

基本目標 1　助け合いの「心」を育てる
施策１　地域福祉に関する情報提供
事業名：ふくしだよりの発行（年６回）、ホームページの活用、Facebook の活用、ボランティア情報紙の発行、

牧之原市社会福祉大会の開催 
施策２　地域や学校における福祉教育の推進
事業名：福祉教育学校連絡会を開催、福祉教育ハンドブックの改正、市内小・中・高校福祉体験学習出前講座の実

施、夏休み小学生福祉体験講座の実施、自立支援ネットワーク等の会議への参加、サロンステップアップ
研修の実施、らいふサポーター養成講座の実施、災害ボランティアコーディネーター養成講座の実施、サ
ロン事業における各種講座の実施

基本目標２　助け合う「人」を育てる
施策１　地域活動への参加の促進
事業名：サロン協力員へのアンケート調査の実施、相談業務や地域の懇談会でのニーズ把握の実施、ボランティア

養成講座の実施、サロンサロンの実施、サロン事業連絡会の実施、サマーショートボランティア（県ボラ
ンティア協会主催）への支援、ボランティア連絡会への支援

施策２　新たなリーダーの育成
事業名 : 地域支え合い活動協議体の実施及び地域活動への支援、らいふサポーターフォローアップ講座、サポーター

派遣事業「あるたす」の実施、地区社協活性化事業

基本目標３　地域で助け合う「仕組」を育てる
施策１　地域活動の推進
事業名：地区社協立ち上げ事業、サロン活動助成金の交付及び支援、福祉団体補助金の交付及び支援、地域福祉活

動補助金の交付及び支援
施策２　防災・防犯活動の推進・充実
事業名 : 行政や県社会福祉協議会、県ボランティア協会等との災害時ネットワークの充実、松川町社会福祉協議会

（長野県）との災害時相互応援事業、県主催災害図上訓練への参加、災害ボランティアコーディネーター
との防災対策等連絡会の開催、災害対策マニュアル及び災害ボランティアセンターマニュアルの定期的な
見直し、災害時ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施、高齢者の集いの場で防犯意識の向上を図る

基本目標４　幸せあふれる「環境」をつくる
施策１　福祉支援の充実
事業名 : 日常介護用具総合貸与事業、福祉車輌貸出事業、心身障がい児 ( 者 ) 通園費補助事業、フードバンク事業、

ふれあい食事会、ふれあい運動会、エコキャップ運動、( 仮称 ) 地区社協連絡会の開催、社会福祉法人連
絡協議会の開催、ふれあい・いきいきサロン事業、居場所づくり事業、ひとり暮らし高齢者給食サービス、
おせちセット配布事業、歳末慰問金贈呈事業

施策２　多様な福祉問題を抱える人に対する支援
事業名：福祉総合相談、心配ごと相談、法律相談、介護相談、地域包括支援事業、障害者生活支援事業、家計改善

支援事業、日常生活自立支援事業、生活困窮者自立相談支援事業、ケア会議の開催、支援調整会議の開催、
県生活福祉資金貸付事業、市福祉資金貸付事業、生活困窮者特別支援事業

施策３　権利擁護のための体制の強化
事業名：【新規】法人成年後見受任事業、【新規】市民後見人養成の検討、成年後見制度の広報・啓発、専門家（司

法書士、社会福祉士等）との連携強化

私たちの牧之原市が、「市民一人ひとりと　地域が創る　幸せあふれるまち」となるように、
私たちは地域福祉活動を一層推進することを誓い、次の重点項目を推進します。

新 入 社 員 紹 介 平成31年度、牧之原市社会福祉協議会に
4名の新入社員が入社しました。よろしくお
願いいたします。

名前　石川　あかり
　　　（いしかわ　あかり）

所属　相良デイサービスセンター

長所　常に笑顔を忘れない事！！

名前　中西　優
　　　（なかにし　ゆう）

所属　社協陽だまり

長所　おおらかさ！

一言

一言

ご利用者様とのコミュニケーションを密に
とり、信頼関係を築いていきます。

常に優しさと笑顔を忘れずに頑張ります。

名前　松村　亮佑
　　　（まつむら　りょうすけ）

所属　社協陽だまり

長所　誰にでも笑顔で接すること！
　　　忍耐力！！

目配り、気配りを常に意識しながら、ご利
用者様一人一人と心が通じ合える関係性を
築いていきたいです。

一言

明るい雰囲気を作り出せるような介護職員
になりたいです。

一言

名前　綱取　幸子
　　　（つなとり　さちこ）

所属　相良デイサービスセンター

長所　何事にも全力で取り組む事！！


