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地域ふれあい活動補助金、
ボランティア・地域福祉活動資機材助成　等

福祉教育推進事業、
福祉教育体験事業　等

居場所づくり事業、
地域福祉ネットワーク強化　等

災害ボランティアセンター立ち上げ
訓練　等

ふれあい広場の開催、
福祉講演会の開催　等

ボランティア相談事業、
各種ボランティア講座の開催　等

ボランティア・福祉団体の支援

福祉にふれる機会の充実

小地域福祉活動の推進

災害対策強化・支援の充実

福祉の広報啓発活動

ボランティア活動の推進

各戸配布
み

平成27年
６月

No.94

社協会費
はこのような事業に使われています

　社協では、住民主体を理念にさまざまな関係機関と連携を図りながら“誰もが安心
して暮らせるふくしのまちづくり”を目指し、地域福祉の向上に努めています。

社協の事業を支えているのが、皆様からいただく会費です。
平成27年度もご理解とご協力をよろしくお願いします。

地域ふれあい活動補助金、

ボランティア・福祉団体の支援

福祉教育推進事業、

福祉にふれる機会の充実

居場所づくり事業、

小地域福祉活動の推進

災害ボランティアセンター立ち上げ

災害対策強化・支援の充実

ふれあい広場の開催、

福祉の広報啓発活動

ボランティア相談事業、

ボランティア活動の推進
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事業・決算報告平成26年度

皆様からの会費や寄附が様々な事
業に活かされています。
ご協力ありがとうございます！

小地域福祉活動の推進
　市民が地域の福祉課題への
取り組みができるよう、活動
支援や財政支援を行いました。

•地区福祉懇談会の開催
•地区社会福祉協議会への補助金交付
•地域福祉活動計画の策定　　他

地区福祉懇談会

権利を守るための仕組みづくり
　利用者の権利擁護を推進すると共に制度や事業の
情報提供に努めました。

•日常生活自立支援事業
•生活支援セミナーの開催　　他

平成26年度に実施した主な事業及び決算について報告します。

詳細については、ホームページに掲載していますのでご覧ください。

　平成26年度は、①地域のニーズを発見し相談や支援に結びつけるための体制づくり②住民参加と住民がお互い
に支え合う地域づくりを見据えた小地域福祉活動推進に積極的に取り組みました。

地域で自立した生活への支援の充実
　全ての人が安心して生活できるように各種支援
や、各種団体が活動できるように支援を行いました。

•地域ふれあい活動団体等への補助金交付
•介護者のつどい／介護教室の開催
•車いすの貸出　他

ボランティア活動の推進
　ボランティア活動者の養成、相談対応などボラン
ティア活動の推進を図りました。

•傾聴ボランティア養成講座
•収集ボランティア活動の実施
•ボランティア資機材の助成

　　他
収集ボランティア活動

防災・防犯活動の推進
　災害時に備え、災害ボランティアセンターの機能
強化や一人でも地域で安心して生活できるための人
材養成、啓発のための講座を開催しました。

•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立ち上げ訓練
•島田市ふれあいコール事業の受託　　他

　生活困窮者や高齢者、障がいのある方等の相談を
受け止め、関係機関と連携を図りながら問題解決に
向けて取り組みました。
　資金貸付やライフライン復旧支援のほか、皆様の
善意からなる歳末たすけあい募金を活用し、年越支
援金の支給を行いました。

生活のしづらさを抱えた方へ
～総合相談・生活支援事業～

笑顔と笑顔をつなぐ場所
～居場所づくり事業～

　高齢者や障がいのある方に関わらず、誰もが利用
できる居場所を市内に広げる
ため、研修会やモデル事業
「はーとちゃん家」を実施し
ました。多くの方に参加いた
だき、地域や世代を超えた交
流の場となりました。 居場所づくり事業
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決算報告

貸借対照表の要旨 （単位：円）
科目 金額

資産の部
流動資産 209,342,876
固定資産 723,041,730
（基本財産） 3,000,000
（その他の固定資産） 720,041,730
資産の部の合計 932,384,606

負債の部
流動負債 50,270,952
固定負債 112,204,146
負債の部合計 162,475,098

純財産の部
基本金 3,000,000
国庫補助金等特別積立金 834,602
その他の積立金 707,798,194
次期繰越活動収支差額 58,276,712
純財産の部合計 769,909,508
負債及び純財産の部合計 932,384,606

事業活動収支計算書の要旨 （単位：円）

事業活動収支計算書の要旨
事業活動収入 473,992,648
事業活動支出 450,154,907
事業活動収支差額 23,837,741

事業活動外収支
事業活動外収入 6,718,821
事業活動外支出 0
事業活動外収支差額 6,718,821

経常収支差額 30,556,562

特別収支
特別収入計 1
特別支出計 17
特別収支差額 -16

当期活動収支差額 30,556,546

繰越活動収支

前期繰越活動収支差額 10,964,686
当期末繰越活動収支差額 41,521,232
その他の積立金取崩額 33,125,480
その他の積立金積立額 16,370,000
次期繰越活動収支差額 58,276,712

資金収支計算書の要旨 （単位：円）

経常活動による収支
経常収入 456,721,050
経常支出 446,142,397
経常活動資金収支差額 10,578,653

施設整備等による収支
施設整備等収入 1
施設整備等支出 1
事業活動外収支差額 0

財務活動による収支
財務収入 33,125,480
財務支出 16,370,000
財務活動資金収支差額 16,755,480

当期資金収支差額合計 27,334,133
前期末支払資金残高 131,737,791
当期末支払資金残高 159,071,924

在宅福祉サービスの提供
　高齢者や障がいのある方等、在宅で介護を必要とされる方
やその家族をサポートするため、訪問によるサービスの提供
やデイサービスの運営を行いました。

•ケアプランの作成
•ヘルパー訪問／入浴サービス
•デイサービスの運営　他 デイサービスの運営

あたたかい善意をカタチに
～社協への寄附による支援～
　社協事業推進のため、篤志家や
団体・企業から寄附が寄せられま
した。
　寄附金は、市民の皆様に貸出し
ている車いすの購入やボランティ
アの育成に活用させていただき、
物品による寄附は、市内の社会福
祉施設や障害者団体等へ配布させ
ていただきました。

障がいのある方やそのご家族
の暮らしを支えるために
～指定特定相談支援事業～

　障がいのある方やそのご家族の生活を支える
ため、適切なサービス利用が行えるよう、サー
ビス利用計画の作成をしたり、作成した計画が
適切に進められるよう管理を行いました。

福祉にふれる機会の充実
　子どもから大人まで、福祉を学び、体験する機会づくりに努め、
理解を深めるために出前講座や学習提案等を
行いました。

・福祉出前講座／福祉のつどい
・夏休み「ふくし」体験学習　他 福祉出前講座

広報啓発活動の推進
　広報紙やホームページの公開等で情報発信し、福祉への関心を
高めるための事業展開をするとともに、社協事業の「見える化」
に努めました。

•みんなのふくしだよりの発行
•ホームページの公開／ふれあい広場の開催
•島田市社会福祉大会の実施　他 福祉講演会

デイサービスの運営
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　第四地区では、第四地区社会福祉の会として、一人暮らし高齢者の交流会を実施してきましたが、組織体
制の見直しをし、平成27年３月25日、第四地区社会福祉協議会として新たにスタートすることになりました。
　第四地区社会福祉協議会では、第四地区社会福祉の会の事業を引き継ぐとともに、地区内の自治会・町内
会や各種団体と連携し、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

第四地区社会福祉協議会が設立されました。

★ベルマーク整理活動ボランティア
日時：毎月第２火曜日(８月は第１火曜日)　10:00～ 12:00
会場：保健福祉センターはなみずき　１階　ボランティア活動室

★使用済み切手整理活動ボランティア
日時：毎月第４水曜日(７月、９月は第５水曜日、12月は第３水曜日)
会場：保健福祉センターはなみずき　１階　ボランティア活動室

詳しくは、島田市社会福祉協議会地域福祉係までお問い合わせください。
皆様のご協力よろしくお願いいたします！！

【設立総会】
第四地区内の自治会長、町内会長、民
生委員等が出席し、設立総会を開催し
ました。

【設立総会】 【研修会】
設立に向けて大学講師を招き、地域福
祉について、みんなで学ぶ機会もつく
りました。

【研修会】

集めている物 使い道

ペットボトルのキャップ ペットボトルキャップをワクチンなどに再利用します。
※詳細は現在検討中です。

ベルマーク １点で１円となります。集まったベルマークは、震災復興地にある
学校や幼稚園等へ寄附し、必要とする備品の購入に充てられます。

使用済み切手 古切手を整理し、１㎏ 600円で専門業者に換金し、その収益を
島田市社協の地域福祉活動の事業費の一部として活用します。

書き損じはがき 書き損じはがきを官製はがきや切手に換えて、島田市社協の地域福祉
活動の事業費の一部として活用します。

入れ歯 入れ歯に含まれる金属をリサイクルし、その収益金を島田市社協の
地域福祉活動の事業費の一部として活用します。

収集活動一覧・整理活動ボランティア募集中!!

動を予定しています。
　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。



参加者募集
~興味のある方はぜひどうぞ !!~

傾聴ボランティア養成講座
対 象 者　傾聴ボランティアに興味関心のある方
会 場　プラザおおるり第一多目的室
時 間　13:30～15:30　参 加 費　無料

日　程 内　容

７月28日(火) 傾聴の基礎講座及び演習
講師：社協職員

ふくしのつどい
対 象 者　市民全般
会 場　プラザおおるり第三多目的室
時 間　9:30～11:30　参 加 費　無料

日　程 内　容（予定）

８月29日(土)
障がいのある方やその家族による
講話と交流会
講師：島田市こども発達支援センターふわり職員
　　　島田市肢体不自由児（者）の会～リアンの会～

災害ボランティアコーディネータースキルアップ講座
対 象 者　災害ボランティアコーディネーター、災害

ボランティアに興味・関心のある方
会 場　プラザおおるり
時 間　10:00～ 12:00（予定）　参 加 費　無料

日　程 内　容（予定）

７月18日(土)

①講義「災害ボランティアセンターの実際」
講師：西伊豆町社会福祉協議会
　　　事務局次長　山本浩司氏

②演習「島田市災害ボランティア
センターについて考える」

（定員20名）

第２回福祉でまちづくり推進講座
対 象 者　小地域福祉活動を実施している方、実施したい方
会 場　磐田市（視察研修のため）
時 間　13:00～ 16:00（予定）　参 加 費　無料

日　程 内　容（予定）

８月28日(金) 先進地域への視察研修
「磐田市長野町地区社会福祉協議会」

（定員25名）

居場所づくり研修会
対 象 者　居場所づくりに興味のある方
会 場　プラザおおるり第三多目的室
時 間　14:00～ 15:00　参 加 費　無料

日　程 内　容（予定）

７月16日(木)
居場所とは
講師：静岡英和学院大学人間社会学部

コミュニティ福祉学科　岡部真智子氏

福祉定期セミナー
対 象 者　興味・関心のある方はどなたでも！
会 場　プラザおおるり３階　第３多目的室
時 間　13:30～15:30　参 加 費　無料

日　程 内　容（予定）
８月29日(土) 講演：ひきこもりについて

（定員70名）

家族介護者交流事業
ご家族を介護されているみなさんへ

〈介護者のつどい〉
対 象 者　市内在住で65歳以上の方を介護されている方
会 場　プラザおおるり第一会議室・第一多目的室
時 間　10:00～11:30　参 加 費　無料

日　程 内　　　容

６月18日(木) 介護者の口腔ケアについて
講師：榊原富美江氏

８月20日(木) ミニバス旅行
（県庁見学を予定しております。）

９月17日(木) レクリエーション

〈家族介護教室〉
対 象 者　市内在住で65歳以上の方を介護されている方
会 場　プラザおおるり第一会議室・栄養指導室
時 間　9:30～ 11:30　参 加 費　無料

日　程 内　　　容

７月７日(火)
介護機器の紹介と活用方法及び
介護技術について
講師：福祉用具貸与事業所 アイエル職員

７月21日(火) 要介護者のための栄養指導
講師：塩澤春美氏

ボランティア入門講座
対 象 者　これからボランティアを始めようと考えてい

る方、ボランティアに興味・関心のある方
会 場　プラザおおるり 視聴覚室、栄養指導室 他
開催日時　10:00～ 11:30　参 加 費　無料

日　程 内　　　容

６月～７月 【個人演習】ボランティア活動への
参加（希望する活動を調整します。）

８月22日(土) ６～７月のボランティア活動のふりかえり
10月10日(土) 社協ふれあい広場でのボランティア活動

（定員20名）

5 会福祉 議会は、地域のみなさまと一緒に地域福祉を推進する社会福祉法人です。社 協島田市
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おしらせひろば

社会福祉法人 島田市社会福祉協議会
ホームページ
 http://www.shimada-shakyo.jp
Facebook https://www.facebook.com/shimada.shakyo.jp
メール fureai@shimada-shakyo.jp

〒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）
℡ 0547-35-6244　Fax 0547-34-3261

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

６月１日～８月31日までの相談日

内　容 会　場 相　談　日

●福祉総合相談
午前８時半
　　　～午後５時

社協事務局 月～金曜日

●弁護士相談 要予約
午前10時
　　　～午後３時

おおるり
第６会議室

６月25日（木）
７月27日（月）
８月25日（火）

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

あたたかい善意をありがとうございました。

ご寄附の報告（４月１日～５月31日）
〈寄附金〉昭和30年度五和中学校卒業生同期会一同　様
　　　　 匿名　２件
〈寄附物品〉坪井つたゑ　様
　　　　　 明るい社会づくり運動島田地区協議会　様

静岡県JICAシニア海外ボランティア協会シンポジウム

～途上国における福祉の実状と日本を考える～

日 程：平成27年９月19日（土）
時 間：午後１時30分～午後４時40分
会 場：島田市民総合施設プラザおおるり
　　　　　第３多目的室
主 催：静岡県JICAシニア海外ボランティア協会
問 合 せ：☎0547－36－0434（会長　永江）

 http://www.shimada-shakyo.jp
島田市社協

窓口・お電話・FAX・メールにてご相談ください。

◆相談専用電話  ℡ 0547－35－6247

開 催 日：平成27年８月16日（日）
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
　　　　　☎0547-46-0240（大村）

精霊盆棚供養

「ふれあい広場」の開催に伴い、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。
開催日時：平成27年10月10日（土）　10:00～ 14:00
会　　場：島田市民総合施設プラザおおるり（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27年７月10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。

ふれあい広場　参加団体募集

看護職員(訪問入浴／北部デイサービスセンター)募集

仕 事

①訪問入浴看護職員
利用者の健康チェック及び入浴の介助　
など　※3人１組で訪問
②北部デイサービスセンター看護職員
利用者の健康チェック及び看護業務など

身 分 実働契約職員　(パート)
必要な資格 看護師又は准看護師／要普通免許
人 数 若干名
採 用 時 期 随時

勤 務 場 所
①しまだ事業所
※島田市内（川根地区を除く）のご利用者宅
②北部デイサービスセンター

勤 務 日 週１日から応相談
勤 務 時 間 ３時間から応相談

給 与
①時間額（訪問時）　1,600円～ 1,700円
（同行研修中　時間額1,100円～ 1,200円）
②時間額　1,300円～ 1,400円

手 当 精勤手当(年２回)　
通勤手当（勤務日数に応じて支給）

応 募 資 格 不問

応 募 方 法 履歴書（写真添付）を介護事業課へ郵送ま
たは持参をしてください。

問い合わせ先 介護事業課庶務係　34－3231
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