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週に一回、気兼ねなく、
のんびり、おしゃべりしませんか？
子どもからお年寄り、障がいの有無にかかわらず、
いつでも、誰でもお好きな時間に来てＯＫ!!
みんなが集まる、温かさに溢れた場所！

それが、『居場所』です。
★ぜひ、お気軽にお越しください★

みんなのふくしだよりは、赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。 発行部数：3,400部
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社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

ご相談は社協まで
お気軽にお問合せください！！
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事業報告平成25年度

一般会計決算平成25年度

収入の部：総額　567,751,163円 支出の部：総額　436,013,372円
会費

10,626,482円
寄附金

1,787,020円

補助金
71,880,325円

受託金
97,051,252円

介護サービス
242,177,691円

利用料
3,820,520円

共同募金
14,396,677円

貸付事業償還金
5,169,037円

その他
120,842,159円

法人運営事業
85,654,226円

地域福祉事業
11,438,180円

共同募金配分金事業
15,251,717円

相談援助・貸付事業
11,383,711円

福祉サービス
利用援助授業
2,293,000円

包括支援センター事業
31,130,122円

健康プラザ管理事業
4,728,534円

介護保険事業
227,815,886円

生きがい活動
通所支援事業

通所型介護予防事業
46,317,996円

◆地域福祉を推進する仕組みづくり◆
◎小地域福祉活動を推進する体制の構築
（地区福祉懇談会、地域福祉活動推進委員会の開催）
◎小地域福祉活動の充実
（小地域福祉活動リーダー養成講座の開催、地区社協補助金、地域ふれ
あい活動補助金、福祉団体補助金の交付）

◆その他の市からの受託事業◆
◎生きがい活動支援通所事業の受託
（はつくら、伊久身デイサービス、金谷ふれあい、川根さくら、いなり）
◎通所型介護予防事業の受託
（げんき教室茶っきり、げんき教室さくら、げんき教室いくみ）

◆社会福祉協議会の基盤強化◆
◎組織の充実
（理事会・評議員会の開催、監査の実施、福祉団体との連携）
◎財政基盤の強化
（会員・寄付金募集による自主財源確保、駐車場・自動販売機管理運営事業）
◎職員体制の整備と資質向上
（職員研修会の実施、職員の資格取得の促進等）

◆福祉サービスが適切に受けられる仕組みづくり◆
◎相談支援・情報提供の仕組みづくり
（福祉総合相談事業、弁護士相談事業）
◎権利を守るための仕組みづくり
（日常生活自立支援事業の受託、生活支援事業、福祉サービスに関する苦
情解決第三者委員連絡会の開催等）
◎福祉サービスの質の向上
（高齢者・障がい者等へのサービスの提供「介護保険事業、障害者福祉サー
ビス事業」）

◆福祉を身近に感じる風土づくり◆
◎広報啓発活動の推進
（広報「みんなのふくしだより」の発行、ホームページの公開、ふれあい
広場事業、福祉大会事業、福祉講演会、地域福祉サポーター会議の開催）
◎福祉に触れる機会の充実
（福祉教育実践校事業、福祉教育支援事業の実施、福祉教育推進連絡会、
夏休みふくし体験学習、福祉のつどい開催）

◆その他団体事務◆
◎島田市共同募金委員会
（共同募金運動の実施、共同募金運営委員会の開催等）
◎島田市静霊奉賛会
（理事会の開催、慰霊行事の実施及び協力）

◆住民参加による地域づくり◆
◎防災・防犯活動の促進
（災害にも負けない福祉のまちづくり講座の開催、災害ボランティア支援
本部立ち上げ・運営訓練、災害ボランティアコーディネーター養成講座の
開催、ふれあいコール事業受託）
◎地域での自立した生活への支援の充実
（重度障害者等移動支援車両貸出事業、介護者交流事業、家族介護教室
事業の受託）
◎ボランティア活動等市民活動の推進
（ボランティア活動保険助成事業、ボランティア活動室の貸出し、ボランティ
ア相談の実施、福祉レクリエーション講座、傾聴ボランティア養成講座の
開催、収集ボランティア活動の実施、ボランティア情報紙の発行、東日本
大震災「支え合い」プロジェクトの実施、東日本大震災被災地支援事業
費補助金の交付、地域福祉ネットワーク強化事業の実施、ボランティア活
動推進補助金の交付、ボランティア・地域福祉活動資機材購入費助成事業）

平成25年度は、住民主体による地域福祉推進の中核的な組織として、地域福祉活動計画に沿った事業を実施しました。
とりわけ、経済的貧困やひきこもり、孤立、虐待、権利侵害などの深刻な生活課題については、日常生活自立支援事業をはじめとする福祉制度による支援だけでなく、介護事業

課・地域包括支援センターなどとの連携による支援を行うとともに、民生委員児童委員、小地域福祉活動団体、ボランティア団体や行政などと協働した幅広い支援を行いました。
地域福祉を推進する仕組みづくりでは、地区福祉懇談会を開催し住民が身近な地域における福祉について関心を持ち、福祉活動に参加する住民主体による小地域福祉活動

を推進する体制を進めました。
介護保険事業では、安定した経営のため効率的・効果的な事業を展開するとともに、利用者本位の質の高いサービスを提供して参りました。また、年度途中からではありました

が、北部デイサービスセンターの祝日のサービス提供を新たに開始しました。

みんなで架けよう幸福の橋
しあわせか
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島田市社会福祉協議会では、下記６項目を重点目標と位置づけ、
「きづきあい  みとめあい  共にいきるまち  島田」を目指した、各種事業を展開していきます。

事業計画平成26年度

一般会計予算平成26年度

重 点 目 標
☆相談体制の充実強化
☆小地域福祉活動の推進強化
☆生活困窮者自立支援事業の調査研究の推進

☆成年後見制度の調査研究の推進
☆障害者福祉サービス事業特定相談支援事業の実施
☆訪問入浴介護事業のサービス提供区域の拡大

収入の部：総額　614,444,000円 支出の部：総額　614,444,000円
会費 10,544,000円 寄附金 1,000,000円

補助金
73,145,000円

受託金
93,194,000円

共同募金
13,876,000円

貸付事業償還金 
5,546,000円

介護サービス
243,727,000円

利用料
3,474,000円

その他
169,938,000円

介護保険事業
336,870,000円

法人運営事業
81,012,000円

地域福祉事業
55,989,000円

相談援助・貸付事業
23,726,000円

包括支援センター事業
52,161,000円

健康プラザ管理事業
6,894,000円

福祉サービス
利用援助授業
13,047,000円

生きがい活動
通所支援事業

通所型介護予防事業
44,745,000円

◆福祉を身近に感じる風土づくり◆
◎広報啓発活動の推進
（広報発行事業、社協事業概要版冊子・ホームページの作成、社会福祉大
会事業、ふれあい広場事業等）
◎福祉に触れる機会の充実
（福祉教育支援事業、夏休みふくし体験学習、福祉のつどい、福祉出前講
座事業等）

◆住民参加による地域づくり◆
◎防災・防犯活動の促進
（災害にも負けない福祉のまちづくり講座、災害ボランティアセンター
機能強化訓練、災害ボランティア連絡会、ふれあいコール事業受託等）
◎地域での自立した生活への支援の充実
（介護教室・介護者のつどい事業の受託、居場所づくり事業、各種団体へ
の補助金交付、生きがい活動支援通所事業・通所型介護予防事業・包括
支援センター事業の受託等）
◎ボランティア活動等市民活動の推進
（ボランティア講座の実施、ボランティア相談事業、ボランティア活動保険
助成事業、ボランティア活動室貸出事業、地域福祉ネットワーク事業等）

◆福祉サービスが適切に受けられる仕組みづくり◆
◎相談支援・情報提供の仕組みづくり
（福祉総合相談事業、弁護士相談事業）
◎権利を守るための仕組みづくり
（日常生活自立支援事業の受託、成年後見制度・生活困窮者自立支援事
業の調査・研究、生活支援事業、福祉サービスに関する苦情解決等）
◎福祉サービスの質の向上
（高齢者・障がい者等へのサービスの提供「介護保険事業、障害者福祉サー
ビス事業」）

◆社会福祉協議会の基盤強化◆
◎組織の充実
（理事会・評議員会の開催、地域福祉活動計画の見直し、事務局体制の
強化等）
◎財政基盤の強化
（会員募集による自主財源確保、駐車場貸出事業、新会計基準への移行
準備）
◎職員体制の整備と資質向上
（人事労務管理の資質向上、職員研修会の実施、職員の資格取得の促進等）

◆地域福祉を推進する仕組みづくり◆
◎小地域福祉活動を推進する体制の構築
（地域福祉活動推進委員会、地区福祉懇談会）
◎小地域福祉活動の充実
（地区社協補助金、小地域福祉活動リーダー養成講座）

◆その他団体事務◆
◎島田市共同募金委員会
（共同募金運動の実施、共同募金運営委員会の開催等）
◎島田市静霊奉賛会
（理事会の開催、慰霊行事の実施及び協力）

地域福祉を推進する社会福祉法人です。は、地域のみなさまと一緒に社島田市 会福祉 議会協3



地区社会福祉協議会（地区社協）設立のご報告
平成26年３月22日に金谷地区社協、平成26年４月
23日に初倉南小学校区地区社協が設立しました。
住民が住み慣れた地域や家庭において、住民同士
が連携し、生き生きと暮らすことが出来るように、高
齢者や障がい者等をはじめとした地域の福祉課題を
把握し、課題解決に向けて活動を始めました。
島田市社協では、地区社協活動の支援を行うとと
もに、未設置地区を対象に、懇談会や研修会等を開
催し、住民の福祉力の向上に努めています。お気軽に
お問合せください。

社協会費にご協力お願いします

※その他の会費の使い道については、詳細を記載したちらしを組回覧させていただきますので、ご覧ください。

市内各世帯

個人・篤志家

社会福祉・ボランティア団体

企業

社会福祉施設等

300円

1,000円

2,000円

3,000円

5,000円

一般会費

賛助会費

団体会費

特別会費

施設会費

対象金額区分

金谷地区社協 初南小地区社協

社協の財源は、主に市からの受託金や補助金、介護保険事業収入などですが、社協本来の地域福祉活動
は赤い羽根共同募金の助成金や寄付金、そして社協会費が主な財源です。
特に社協会費は、市民の皆様の参加や協力によって地域福祉活動を進めるために最も重要な役割を果た
しています。社協会費に協力いただくことで社協が行う福祉活動を資金面で支え、地域福祉活動に参加いた
だくことにもつながります。

皆様からの会費を地域にお返しで
きるよう、今年度も「誰もが安心し
て暮らせる福祉のまちづくり」に
活かしてまいりますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。

地区福祉懇談会事業

相談援助事業

福祉出前講座事業

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

皆様からの
社協会費

～市民の皆様からの社協会費によってこれらの活動が支えられています～

みんなで架けよう幸福の橋
しあわせか
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家族介護教室
災害ボランティア

コーディネーター養成講座

参加者募集

問合せ…島田市社会福祉協議会 総務課 地域福祉係 ☎0547-35-6244

傾聴ボランティア
養成講座参加者募集！

日　　時　1 日目　平成 26 年６月 28 日（土）
　　　　午前９時 30 分～午後３時 30 分
2 日目　平成 26 年７月５日（土）
　　　　午前 10 時～午後４時

場　　所　1 日目　プラザおおるり 3 階  第 3 多目的室
2 日目　プラザおおるり1 階  第 1 多目的室

定　　員　30 名　※定員になり次第締め切り
対　　象　島田市在住・在勤・在学の方で２日間参加で

きる方
参 加 費　無料
申込締切　平成 26 年６月 25 日（水）

災害時に県内外からかけつけるボランティアの力を効果
的に復旧・復興に結びつける、災害ボランティアコーディ
ネーターについて学んでみませんか。

災害時のボランティア活動について、興味・関心がある方、
是非、ご参加ください。

日　　時　平成 26 年 7 月 11 日（金）、23 日（水）
場　　所　プラザおおるり 第１会議室　第１多目的室
募集人数　30 名
内　　容　認知症家族の心のケアについて
対　　象　市内在宅介護者

（要支援・要介護認定を受けている方を
在宅介護している家族）

申込締切　平成 26 年 7 月 9 日（水）

相手のこころに耳を傾ける ‶傾聴”スキルを学び、普段
の生活や活動に活かしてみませんか？

これからボランティアを始めたいと思っている方も是非ご
参加ください。

福祉レクリエーション講座

 ８月 26 日（火）
 ９月 25 日（木）
10 月 21 日（火）
11 月 21 日（金）
12 月 17 日（水）

福祉レクリエーションとは？
歌って動いて 笑顔のレクリエーション
あなたも芸術家！「お楽しみクラフト」
ニュースポーツ「ふまねっと」体験
レクリエーション エクササイズ

日　　程 内　　容

対　　象　地域の高齢者サロン等で活動されている方
場　　所　プラザおおるり 1 階  第 1 多目的室
講　　師　島田市レクリエーション協会
参 加 費　年間 1,000 円
参加定員　50 名（１団体２名まで）

家族の介護を学びます！

今日からあなたも聴き上手！

日　　時　第１回　平成 26 年７月 12 日（土）
午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分

場　　所　プラザおおるり 1 階  第 1 多目的室
※本講座は、１１月までの毎月１回、計５回の開催を予定

しています。
　２回目以降の内容、日時等の詳細ついては、島田市

社協までご連絡ください。
対　　象　55 歳以上の方ならどなたでも
内　　容　①ボランティアって何だろう？ ②シニアの特

技を生かすボランティア活動を体験しよう。
申 込 み　７月７日（月）までに島田市社協へ電話もし

くはメールでお申込みください。
（氏名、住所、電話番号をお知らせください）

シニア世代の
ボランティア養成講座

シニア世代のボランティアを増やすため、島田市で行わ
れているボランティア活動を学ぶとともに、自分の特技を
活かした内容でボランティア活動に取り組めるよう楽しい
講座を行います。

はじまります！

日　　程　平成２６年７月１５日（火）
時　　間　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
場　　所　プラザおおるり 第 1 多目的室
講　　師　島田市社協職員
内　　容　・傾聴ってなに？

・実際に体験してみよう！
・傾聴ボランティアの活動を知ろう！

参 加 費　無料
定　　員　20 名程度
申込方法　社会福祉協議会へご連絡ください

地域福祉を推進する社会福祉法人です。は、地域のみなさまと一緒に社島田市 会福祉 議会協5



おしらせひろば

※点字版『みんなのふくしだより』があります。詳しくは、下記へお問合わせください。

社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
〒427-0042　島田市中央町５番の１

（島田市民総合施設プラザおおるり１階）

総務課（総務係・地域福祉係・生活支援係）

TEL 0547－35－6244　FAX 0547－34－3261

ホームページ

ブログ

メール

http://www.shimada-shakyo.jp

fureai@shimada-shakyo.jp

島田市社協 検 索

島田市社協ブログ 検 索

ふれあい広場 参加団体募集

ご寄附の報告 （平成26年3月1日～5月31日）

あたたかい善意をありがとうございました。

～ 知ることから始めよう！～

精霊盆棚供養
開 催 日　平成26年８月16日（土）
時　　間　午前６時30分～午前10時
場　　所　大井川河川敷
　　　　　旧国道一号線鉄橋下（金谷側）
注意事項　行政指定のゴミ袋に格納（燃えるゴミ扱い）
　　　　　金物、ガラス類は不可。
問 合 せ　ボランティア ふれ愛
　　　　　☎46-0240（大村）

　子どもから高齢者、みんなの交流の機会として「ふれ
あい広場」を開催します。
　福祉活動発表、作品展示、福祉体験、模擬店等の参
加者・団体を募集します。
　みんなで楽しく交流する機会にしましょう！

日　　時　平成26年10月11日（土）午前10時～午後2時
場　　所　プラザおおるり（１～２階予定）
参加対象　個人、福祉施設・団体、ボランティアグループ、

NPO法人等
※詳細はお問い合わせください

申込締切　平成26年７月４日（金）
※開催までに２～３回の連絡会がありますので、
　ご出席をお願いします。

福祉のつどい
　福祉への理解と関心を高めるため、「福祉と子育て障がい」
をテーマとした講演会・座談会を開催します。

日　　時　平成26年８月23日（土）午前10時～正午
場　　所　プラザおおるり第２多目的室
内　　容　福祉と子育て・障がい講演会

※詳細はホームページに掲載しますので
　ご覧下さい。

対　　象　福祉活動に興味がある人（子ども同伴可）
参 加 費　無料
お 願 い　自宅にベルマークや使用済み切手がある

場合はあればお持ちください

〈寄附金〉
●フェスタしまだ 2014!  実行委員会 様
●乾モーター株式会社 様 （2 回）
●居酒屋かっぺ 様　　　　　●正覚寺 様
●島田市文化祭実行委員会 様　　　
●絵手紙ハナミズキ（島田） 様
●㈱フジドリームエアラインズ 様
●カラオケ喫茶（樹） 様　　　●他匿名 4 件

 

〈寄付物品〉
●島田土木事務所 様
●島田市老人用おむつ縫製ｸﾞﾙｰﾌﾟ 様
●明るい社会づくり運動島田地区協議会 様 （2 回）
●清水 様
●株式会社グロージオ 様
●親睦会笹間渡婦人部 様
●大橋やえ子 様
●他匿名 1 件

●島田市文化祭実行委員会●

相談日のお知らせ
あなたのお悩み解決のお手伝いをします

6月1日～8月31日までの相談日
内　容 会　場 相　談　日

午前８時半～午後５時
社協事務局 月～金曜日

 要予約
午前10時～午後３時

おおるり
第５会議室

6 月25日（水）
7 月25日（金）
8 月25日（月）

中村相談員

●島田不動産 様
●エーワイ環境開発 様
●JR 貨物静岡総合
　鉄道部運転課 様
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