・匿名

ご寄付
善意のご寄付を
いただきありがと
うございました。
（28. ５.27 現在）

様（食品、調味料）

・はづき会

様（食糧品、調味料）

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」
）

牧之原

～ 引き続き義援金の募集をしております。～
【義援金の名称】平成28年熊本地震義援金 【受 付 期 間】平成28年6月30日(木)
【振 込 先】ゆうちょ銀行 00950-2-174321 熊本県共同募金会熊本地震義援金
また、募金箱を相良事務所（相良総合センターい～ら内）及び榛原事務所（老人福祉センター内）
に設置しておりますので、ご協力をお願いします。
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平成28年6月発行
マッキーちゃん

のびのび子育て井戸端会議のお知らせ

のびのび子育て井戸端会議は、0歳児から未就園児の子どもとその保
護者が、地域の情報や育児の情報交換として開催しています。子どもの
リズムに合わせて、子育てを楽しみながら一緒に参加しませんか？
【日 時】8月22日（月）10:00 ～ 11:30
【会 場】相良総合センターい～ら
【内 容】中高生と遊ぼう!! （晴天 水で遊ぼう!! 雨天 お楽しみ）
【申込み・問合せ】相良事務所（☎52－3500）

福祉体験講座を開催します。
【日
【会
【内

時】８月４日（木）13:30 ～ 16:00
場】相良総合センターい〜ら
夏休みの
容】アイマスク・車椅子体験
自由研究に !!
（マイクロバス昇降や買い物体験）

【対 象】4年生以上
【募集人員】10名 ※送迎があります。
【締切り】7月29日（金）
【問合せ・申込み】相良事務所 ☎52-3500

第36回「全国親の会」人づくり
誇れる文化の伝承 浜松大会
不登校、ひきこもり、ニート、家庭内暴力、摂食障
害など子どもの問題や子育てでお悩みの方、ひとりで
悩まないでご一緒しましょう。
【日 時】 7月3日(日）10:30 ～ 16:15
【会 場】 浜松市福祉交流センター
【定 員】 400人（申し込み制）
【問合せ･申込み】 NPO法人SEPY（セピィ）倶楽部
☎03-3942-5006

法律相談（弁護士・行政相談員・人権擁護委員）

牧之原市地域福祉フォーラム
中高生
ボランティア
同時募集 !!

場】相良事務所
日】毎週月～金曜日
間】8:15 ～ 17:00

元東京地検特捜部検事（ロッキード事件担当）

みんなで支え合う地域をつくろう
～新しい地域支援事業の実施をチャンスとして～

夏の手話講習 2016
聞こえないことについて学び、簡単なあいさつや名
前の伝え方を覚えましょう!!
【日にち】7月27日(水)・8月3日(水)・8月10日(水)・
8月17日(水) ※各回全て19:30 ～ 21:00
【会 場】総合健康福祉センターさざんか
【定 員】20名（定員になり次第締切り）
【主

８月 18 日（木）１３：３０～
相良総合センターい～ら

※小学生の場合は、保護者の許可が必要です。
小･中学生は保護者の方で送迎をお願いします。

催】牧之原市手話サークルフレンド
牧之原市ボランティア連絡会
【申込み】相良事務所 ☎52-3500

■主
■共
■後

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））

【会
【期
【時

氏

【問合せ】相良事務所 ☎52-3500

【会
【期
【時

福祉総合相談・ボランティア相談

掘田 力

公益財団法人 さわやか福祉財団会長

目の見えない方たちのために、
市広報誌等のテープへの吹き込み
を行っています。
興味のある方、一度見学に来ま
せんか？

【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。

場】市民相談センター（☎23-0088）
日】７月13日㈬、27日㈬
間】9:00 ～ 11:30

基調講演

音訳ボランティア大募集 !!

【会 場】市民相談センター（☎23-0088）
【日 時】７月６日㈬、20日㈬
【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）

心配ごと相談（民生委員・司法書士）

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）

要申し込み！

障がい者の生活相談

在宅介護
（介護機器）
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。

①

催
催
援

牧之原市社会福祉協議会 牧之原市
公益財団法人さわやか福祉財団 さわやか静岡
住友生命保険相互会社

相良事務所

〒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

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

②

榛原事務所

〒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

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
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）

平成27年度
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牧之原市社協事業報告及び決算報告

安心して暮らすことができるまちづくり

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」
（１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
（12回）
◦災害ボランティアコーディネーター養成講座（２回／ 11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105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（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（６台／利用者延べ1,277人）
◦心身障がい児（者）通園費補助事業（256人）
◦ひとり暮らし給食サービス
（39回／配食延べ1,232食）
◦ひとり暮らし高齢者ふれあい食事会（２回／参加者延べ96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177組の親子）

2２ 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（5小・1中学校）
◦みんなの描く福祉作品コンクール（応募者101人）
◦ふくし体験講座（1回／参加者10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998㎏）
◦ふれあい運動会（川崎小学校／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
（42サロン／対象者延べ16,425人・協力員延べ3,685人）
◦サロン事業連絡会（2回／ 80人）

3

助け合い・支え合いの仕組みづくり

決算報告

（単位 ： 円）

【事業活動計画書】
収

会費収益

入
その他の特別収益

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／ 203人(7施設)）

⑵生活困窮者世帯等への支援ネットワーク体制の強化

その他の収益

◦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
◦普通会費（1口 300円）11,414口・3,424,450円

支

出

◦賛助会費（1口 5,000円）188口・940,000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

2,497,310

収入合計

576,444,635
負担金収益

介護保険事業収益
245,072,782

417,600

401,000

障害福祉サービス等事業収益
31,596,030

⑷社会福祉協議会の組織体制の充実・強化

（特別団体1口 5,000円） 4口・20,000 円

95,758,616

受取利息配当金収益 757,928

◦県生活福祉資金貸付事業

		

58,164,009

事業収益

その他のサービス活動外収益
11,316,589

◦日常生活自立支援事業（権利擁護事業）

◦特別会費（普通団体・個人1口 1,000円）177口・177,000円

受託金収益

前期繰越活動
増減差額
121,411,211

◦社会福祉大会（1回／被表彰 62人(団体)
感謝状 1団体）

1,498,648

経常経費補助金収益

2,667,462

施設整備等寄附金収益
324,000

◦ふれあい広場（1回／ 2,500人(36団体)）

4,561,450

寄附金収益

その他の費用
減価償却費 5,831,978
基金組入額 2,077
負担金費用 1,260,000
助成金費用 9,210,300

利用者負担軽減額

84,300

固定資産売却損・処分損

国庫補助金等特別積立金積立額
324,000
その他の特別損失

78,441

事務費

事業費
67,245,724

◦ひとり暮らし高齢者のおせちセット配付事業

5

1,407,300

26,359,181

支出合計

◦理事会・評議員会・監査会

469,766,056
人件費
361,730,133
国庫補助金等特別積立金取崩額
－3,767,383

次期繰越活動増減差額106,678,579円は次年度へ繰越

4

その他

☆貸借対照表
資

◦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）

（単位 ： 円）

流動資産

産

の

部

負
124,882,917
76,483,928

事業未払金

◦介護予防通所事業（生きがいデイあしたか）

事業未収金

41,992,545

未払費用

未収金

◦日常介護用具総合貸与事業

未収補助金

◦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

277,329

部
36,179,712

現金預金

◦移動支援事業

の

流動負債

◦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）
◦施設入浴サービス事業

債

6,474,496
13,170,123

預り金

2,042

5,683,611

職員預り金

324,464

立替金

445,504

賞与引当金

16,208,587

固定資産

576,298,212

◦利用料の減免措置

基本財産

◦指定管理施設の管理

その他の固定資産

90,617,772
485,680,440

固定負債

114,261,380

退職給付引当金

114,261,380

負債の部合計

純

150,441,092

資

産

基金
国庫補助金等特別積立金

資産の部合計

701,181,129

の

部
247,128,960
67,653,621

その他の積立金

129,278,877

次期繰越活動増減差額

106,678,579

純資産の部合計

550,740,037

負債及び純資産の部合計

701,181,129

