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社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

あなたのお悩み解決のお手伝いをします
相談日のお知らせ

　「福祉のまちづくりセンター」では、地域におけるさまざまな相
談を受け止め、地域の皆さまと連携・協働しながら、誰もが安心
して暮らせる福祉のまちづくりを推進しています。

  ★こんな相談を受け付けています
・居場所を作りたい ・ボランティアをしたい
・介護のことで相談したい ・無職のため生活が苦しい
・困っている人のためにお米を寄付したい　など

この広報や島田市社協についてご意見をお聞かせください。お名前、ご連絡先をいただいたものについては個別にお答えさせていただきます。
※点字版『みんなのふくしだより』があります。下記までお問合せください。

自立相談支援事業
◎生活や仕事などの問題によって経済的にお困りの方の相談を

お聞きし、関係機関と連携しながら問題解決の方法を共に考
えてサポートをしていきます。

◎あなたのまわりで困っている方やご心配な方がいましたら、
お知らせください。

《ひとりで悩まず　まずは　ご相談ください。》

9 月１日～ 12 月 31 日までの相談日
内容

○福祉総合相談
　午前８時30分～午後５時

○司法書士による
　権利擁護相談【要予約】
　午後１時30分～午後４時30分

会場

島田市社協
本所

相談日
月～金曜日

※土日祝日を除く

【寄 附 金】 島田市文化協会・㈱まちづくり島田　様
 島田市文化協会　様
 大塚靖郎　様
 ユニー株式会社アピタ島田店　様
 明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
 匿名　６件
【寄附物品】 静岡トヨタ自動車㈱　様
 ㈱パントーネシステム　様
 川根茶業青年団　様
 日赤奉仕団 川根分団　様
 ユニー株式会社アピタ島田店　様
 明るい社会づくり運動島田地区協議会　様

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（令和３年６月１日～８月31日）

 ◎Facebook ◎LINE ◎Instagram ◎Youtube
↓島田市社協のSNS・動画配信 は、こちらから！↓

高校生も活躍！赤い羽根共同募金

だより

  9 月 27 日（月）
10 月 25 日（月）
11 月 25 日（木）
12 月 27 日（月）

　介護保険による住宅改修をご存知ですか？
　移動時の転倒防止の為に廊下、便所、浴室、玄関等に
手すりを付けたり、居室や玄関先の段差や傾斜の解消、
ドアから引き戸へ変えたりする事もできます。
　転倒により楽しみにしていたデイサービスに行けなく
なるなんてつまらないですよね。詳しくは担当のケアマ
ネジャーへご相談ください。

災害義援金のご報告
　この度の「令和３年７月大雨災害」により、被害を受
けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。島田
市社会福祉協議会では、被害を受けられた方々を支援す
るため、義援金の募金活動を行っています。
　皆様からお寄せいただいた義援金は616,779円（8月
31日現在）となりました。皆様の温かいご支援・ご協
力に心からお礼申し上げます。
　お寄せいただいた義援金は、静岡県共同募金会を通じ
て被災地に届けられます。

フードドライブにご協力ください
ご家庭で眠っている食品をお持ちください。
寄贈された食品は、食の支援を望む人に提供されます。
実施期間：令和3年10月1日(金)～10月31日(日)
回収場所：川根支所、金谷南支所、島田市役所本庁１階、
　　　　　初倉公民館、六合公民館
希望食品：乾麺、米、インスタント食品、レトルト、
　　　　　瓶詰、缶詰（保存食品）など

☆期限が明記されている未開封のもの
　賞味期限が2ヶ月以上あるもの

問合せ先：島田市役所福祉課　℡36-7158

介護の豆知識
～自宅での転倒防止のために！～

　島田工業高等学校の生徒が、赤い羽根共同募金の募金箱を作製してい
ます。
　「工業高校で学んだ知識を活かして、高校生でもここまでできることを
みてもらい、多くの方に募金をしてほしい！」という思いを込めて、
みなさんが募金したくなる工夫を凝らしながら、募金箱作製に挑戦して
います。
　赤い羽根共同募金の詳細については、中のチラシをご覧ください！

完成した募金箱は
市内商業施設、観光施設等に

設置予定です !!

（　　　　　　）詳細は完成後ホームページ、
SNS にてお伝えします



　島田市社会福祉協議会が令和２年度に実施した主な事業について報告します。
　新型コロナウイルス感染症の流行終息の見通しが立たず、各種事業の内容変更が求められ、その
対応が続く１年でした。そのような状況の中、各事業において、感染症対策等の工夫をしながら、
事業の継続、地域福祉活動の発展のために取り組みました。

令和２年度　事業報告

　福祉への関心を深めるため、あらゆる媒体を活
用し、幅広い世代に向けた情報発信を開始し、情
報の集約や分析結果を事業へ活かすためにICTの
導入にも取り組みました。
・広報紙やSNSによる福祉情報の発信、福祉啓発
の実施　　

・社会福祉大会において「子どもの“ふくし”の心を
育む」をテーマとしたミニシンポジウムの開催

・動画配信を活用した福祉出前講座の実施

・コロナ禍でもできるボランティア活動の情報発信

・ICTを活用
した災害ボ
ランティア
センター立
上げ訓練の
実施　など

広報育成活動の推進

　地域のつながりを絶やさないように、地域で活
動される方々の相談に応じ、今だからこそできる
ことについて共に検討し、取り組みました。
・地区社協間の連携強化のための連絡会の開催や
地域におけるコロナ対応の情報交換会の実施

・外出支援を普及するため、市内3団体の取り組み
を紹介

・各活動団体の運営支援、活動支援のための補助
金の交付　　　　　　　　　　　　　　など

地域福祉活動の推進

　生活の困りごとなど複合的な課題に対し、関
係機関と連携を図りながら問題解決に向けた取
り組みを行いました。また、福祉サービスを必要
とする方が自らの判断で適切なサービスが受けら
れるよう権利擁護を推進しました。
・生活のしづらさを抱えた人のあらゆる相談対応
・コロナウイルス感染症の影響を受けて収入減と
なった世帯への相談対応及び資金貸付の手続き
支援

・夏休み子ども食糧支援事業の実施
・高齢者や障がいのある人で判断能力が不十分な
人への相談対応　

・市民としてきめ細やかな後見活動を行うことが
できる人材を育成す
るための市民後見人
養成講座の実施

など

生活支援・権利擁護支援の実施

　住み慣れた地域で、安心して生活を継続できる
よう、地域包括支援センターなどの関係機関と
連携し、サービスの提供を行いました。
・ケアマネジャーによる相談及びサービス計画の
作成

・ホームヘルパーによる身体介護、生活援助のサー
ビス提供

・入浴や食事の提供、機能訓練やレクリエーショ
ン等のデイサービスの提供

・高齢者の総合相談窓口である地域包括支援セン
ターの受託　　　　　　　　　　　　　など

在宅介護の支援

コロナ禍での取り組み
◆自宅にいながらできるボランティア活動
　【おうちdeちょこボラセット】を企画・実施しました。

◆社協を広く知っていただくことや学校・地域での福祉教育を推
進するため、ぷち福祉出前講座の動画を作成し、配信しました。
また福祉定期セミナーとして「新型コロナウイルスの基礎知識
と感染予防対策について」の動画を公開し、地域での福祉活
動における感染予防を啓発しました。

◆新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困っている人の
相談対応や日常生活の困りごと等の相談、生活費の貸付を行
いました。

令和２年度決算報告
事業費の内訳 金額

社協会費 5,711,384 円

寄附金 2,203,484 円

補助金（静岡県、島田市） 74,251,035 円

共同募金配分金 11,244,068 円

受託金（島田市、県社協） 121,053,334 円

介護保険事業 224,023,581 円

障害福祉サービス等事業 17,004,172 円

駐車場貸出事業 1,160,460 円 詳細はホームページに掲載しています。

市民の皆様からいただいた会費や共同
募金、寄附金は上記の各事業に使わせ
ていただきました。
ご協力ありがとうございます。
※事業報告、決算報告の詳細は社協ホームペー
ジでご覧いただけます。
また、社会福祉協議会の本所、金谷支所、川
根支所にも備え置いておりますので、閲覧を
される場合は職員へお声掛けください。
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ン等のデイサービスの提供

・高齢者の総合相談窓口である地域包括支援セン
ターの受託　　　　　　　　　　　　　など

在宅介護の支援

コロナ禍での取り組み
◆自宅にいながらできるボランティア活動
　【おうちdeちょこボラセット】を企画・実施しました。

◆社協を広く知っていただくことや学校・地域での福祉教育を推
進するため、ぷち福祉出前講座の動画を作成し、配信しました。
また福祉定期セミナーとして「新型コロナウイルスの基礎知識
と感染予防対策について」の動画を公開し、地域での福祉活
動における感染予防を啓発しました。

◆新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困っている人の
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3 島田市 社 会福祉 協 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
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住民のみなさまからお寄せいただく歳末たすけあい募金から、新たな年を迎える時期に
支援を必要とする世帯が地域で安心して暮らせるよう「年越し支援金」を贈呈します。

令和３年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」のご案内

☎0547-35-6244
お問い合わせ・申請先

●受付時間：午前８時30分～午後５時15分【土日・祝日は除く】
島田市社会福祉協議会

〒４２７-００５６  島田市大津通２番の１

FAX 0547-34-3261

１  対象となる世帯について （在宅で生活されており、　   ～　   のいずれかに該当する世帯）
【生活保護世帯は除く】

①住居や家計を共にする人たち（例：夫婦・親子・きょうだい・親族同士）
②独立して住居を維持する単身者（例：ひとり暮らし）
③住民票が別々であっても生計を同じくする人の世帯

★世帯とは…

1 3

２  支援金額について
（1） 基本金額　一世帯7,000円 （ただし、募金実績等により金額の増減があります。）
（2） 加 算 額 児童扶養手当全部支給の対象世帯で、令和４年度小学校新入学１年生がいる世帯に

は、入学祝金を加算します。

4  その他
・対象要件の確認等、市担当課への問い合わせはお控えください。
・身体が不自由などの理由で、ご自分で申請することが困難な場合は、島田市社会福祉協議会へご相
談ください。

・虚偽の記載内容があった場合には、支援金の返還を求める場合があります。
・申請書に記入いただいた内容は、本事業と本会の関連する事業以外の目的には使用いたしません。

3  申請書の提出について
申請書に必要事項を記入の上、対象要件を確認できる証明書類（児童扶養手当全部
支給証明、身体障害者手帳等のコピー）を必ず添付してください。
なお、記入漏れがある場合には審査ができません。
市民税非課税要件については、市担当課に照会をするため不要です。
島田市社会福祉協議会へ直接持参するか郵送してください。
令和３年10月1日（金）～令和３年11月2６日（金）
申請内容を確認した上で、贈呈の可否や贈呈方法を通知します。

（1） 申請方法

（2） 提出方法
（3） 受付期間
（４） 決定・贈呈

3 市内在住で区分 １・２ 以外の経済的に困窮している世帯

①ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、児童
扶養手当全部支給に該当する世帯

②障害児・者のいる世帯のうち、( ア ) 身体障害者手帳１・
２級、( イ ) 療育手帳Ａ・Ｂ、( ウ ) 精神障害者保健福祉手
帳１・２級のいずれかに該当する世帯

③満 75 歳以上の高齢者のみの世帯

1
令和2年度、３年度交通遺児育英奨学金認定者が
いる世帯

2 市内在住で令和３年10月1日現
在、次に該当する世帯

市内在住で世帯員全員が市民税非課税
であり、令和3年10月1日現在、次のいず
れかに該当する世帯

令和３年度社会福祉協議会会費加入実績 令和３年8月31日現在

会費区分
一般会費

賛助会費

施設会費
団体会費
特別会費
合　　計

協力先
市民の皆様

篤志家
民生・児童委員

市役所･社協役職員等
施　設
団　体
企　業

協力数 金　　額
25,082世帯

473名

39施設
99団体
133社

7,539,720円

829,000円

210,000円
203,000円
615,000円

　　　9,396,720円

  各自治会、町内会の皆様、社協活動に
ご賛同いただいた篤志家の皆様をはじ
め、施設、団体、市内外企業の皆様にご
理解、ご協力をいただきましたことに、
心よりお礼申し上げます。
　皆様からいただきました会費をもと
に、小地域福祉活動の推進を通して地
域住民の支え合いの強化、福祉活動の
担い手の育成、相談体制の充実を図って
まいります。

社協会費へのご協力ありがとうございます

令和３年度　特別会費　協力企業・商店 （敬称略・順不同）

㈱小桜建設工業　㈲萩原自動車　㈲和光商会　㈱北河製品所　永井興業㈱　㈲平和商会
島田タクシー㈲　おおるり眼科クリニック　ユニー㈱アピタ島田店　旅の素プラザ
杉浦カメラ㈲島田カラーサービス　税理士法人サクライ・スズキパートナーズ会計事務所
島田商工会議所　㈱大井川不動産　(一社）島田青年会議所　島田榛北勤労者福祉共済会
日本連合警備㈱　㈲マルダイ化成　濱田行二税理士事務所　ハラダ製茶㈱
しのはら産科婦人科医院　㈱島田自動車学校　鈴木内科医院　サカイ産業㈱　㈱富士塗料商会
㈱大塚　㈱エーピーアイ　㈱ベルスター・スズキ　㈱あじかん静岡工場　日本クッカリー㈱島田工場
藤本外科医院　㈱ミヤムラ　神座自動車工業㈲　㈱アーク東海　大井川農業協同組合島田支店　
ケージーケー㈱　矢崎計器㈱島田製作所　望月運輸㈱　㈱共栄社　島田掛川信用金庫　龍月堂　
大河原建設㈱　清水銀行島田支店　新東海製紙㈱　島田不動産㈱　㈱中林建設　櫻井資源㈱　
島田防災設備㈱　㈱北川建具　㈲高雄　㈱落合自動車　丸尾興商㈱島田支社　広住自動車㈱
㈱サワムラ事務器　㈱成岡工業　エースクリーニング㈱　㈱清水屋　㈲平和タクシー　㈲五平　
㈲堺ボデ－　よしとみクリニック　まごころ弁当島田店　髙橋電気工業㈱　あかり㈱
静岡県労働金庫島田支店　トヨタユナイテッド静岡㈱カローラ東海島田店　㈱島田電機舎
新東海ロジスティクス㈱　㈱丸紅　㈱アキタファインブランキング　㈱紀文食品静岡工場
㈱ナガサワ　味の素食品㈱静岡工場　山岸運送㈱　乾モーター㈱　㈱塚本工務店　
㈱大鉄アドバンス　㈱増商　東京医薬紙器㈱　大井川農業協同組合五和支店
まるよん製茶㈱　㈲金谷環境　ナカダ産業㈱　サンエムパッケージ㈱　シミックCMO㈱
㈱金谷工務店　㈱宮村鐵工所　アクトホーム㈱　㈱中部衛生検査センター　静和工業㈱
㈱オーイシ　㈱尾坂工務店　西東石油㈱　㈱特種東海フォレスト　沼津熔銅㈱
㈲齋藤技研　㈲北川商会　㈱朝日園　大井建設㈱　㈱大井川電機製作所　㈱河徳商店
川根ガス㈱　白瀧製茶㈱　森林組合おおいがわ　医療法人社団家山鈴木医院　高橋建設㈱
又平歯科医院　㈱松井測量設計事務所　㈲明工電気　㈲大和ガス商会　イエモク建成工業㈱
たばこや食堂　三村建設㈱　㈱原小組　㈱三浦製菓　医療法人社団桜愛会高木医院
㈱田崎組　㈱アルファ　㈱川根町温泉　㈲駿遠モータース商会　㈱ナカヤ　㈲八木製作所
大井川農業協同組合川根南支店　㈱オカムラ　㈱共立アイコム　㈱食鮮館タイヨー　
ダイドービバレッジサービス㈱静岡第三営業所　㈱トヨタレンタリース静岡　松本印刷㈱
大井川重機㈲　㈱あがた造作所　㈱エクノスワタナベ
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住民のみなさまからお寄せいただく歳末たすけあい募金から、新たな年を迎える時期に
支援を必要とする世帯が地域で安心して暮らせるよう「年越し支援金」を贈呈します。

令和３年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」のご案内

☎0547-35-6244
お問い合わせ・申請先

●受付時間：午前８時30分～午後５時15分【土日・祝日は除く】
島田市社会福祉協議会

〒４２７-００５６  島田市大津通２番の１

FAX 0547-34-3261

１  対象となる世帯について （在宅で生活されており、　   ～　   のいずれかに該当する世帯）
【生活保護世帯は除く】

①住居や家計を共にする人たち（例：夫婦・親子・きょうだい・親族同士）
②独立して住居を維持する単身者（例：ひとり暮らし）
③住民票が別々であっても生計を同じくする人の世帯

★世帯とは…

1 3

２  支援金額について
（1） 基本金額　一世帯7,000円 （ただし、募金実績等により金額の増減があります。）
（2） 加 算 額 児童扶養手当全部支給の対象世帯で、令和４年度小学校新入学１年生がいる世帯に

は、入学祝金を加算します。

4  その他
・対象要件の確認等、市担当課への問い合わせはお控えください。
・身体が不自由などの理由で、ご自分で申請することが困難な場合は、島田市社会福祉協議会へご相
談ください。

・虚偽の記載内容があった場合には、支援金の返還を求める場合があります。
・申請書に記入いただいた内容は、本事業と本会の関連する事業以外の目的には使用いたしません。

3  申請書の提出について
申請書に必要事項を記入の上、対象要件を確認できる証明書類（児童扶養手当全部
支給証明、身体障害者手帳等のコピー）を必ず添付してください。
なお、記入漏れがある場合には審査ができません。
市民税非課税要件については、市担当課に照会をするため不要です。
島田市社会福祉協議会へ直接持参するか郵送してください。
令和３年10月1日（金）～令和３年11月2６日（金）
申請内容を確認した上で、贈呈の可否や贈呈方法を通知します。

（1） 申請方法

（2） 提出方法
（3） 受付期間
（４） 決定・贈呈

3 市内在住で区分 １・２ 以外の経済的に困窮している世帯

①ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、児童
扶養手当全部支給に該当する世帯

②障害児・者のいる世帯のうち、( ア ) 身体障害者手帳１・
２級、( イ ) 療育手帳Ａ・Ｂ、( ウ ) 精神障害者保健福祉手
帳１・２級のいずれかに該当する世帯

③満 75 歳以上の高齢者のみの世帯

1
令和2年度、３年度交通遺児育英奨学金認定者が
いる世帯

2 市内在住で令和３年10月1日現
在、次に該当する世帯

市内在住で世帯員全員が市民税非課税
であり、令和3年10月1日現在、次のいず
れかに該当する世帯

令和３年度社会福祉協議会会費加入実績 令和３年8月31日現在

会費区分
一般会費

賛助会費

施設会費
団体会費
特別会費
合　　計

協力先
市民の皆様

篤志家
民生・児童委員

市役所･社協役職員等
施　設
団　体
企　業

協力数 金　　額
25,082世帯

473名

39施設
99団体
133社

7,539,720円

829,000円

210,000円
203,000円
615,000円

　　　9,396,720円

  各自治会、町内会の皆様、社協活動に
ご賛同いただいた篤志家の皆様をはじ
め、施設、団体、市内外企業の皆様にご
理解、ご協力をいただきましたことに、
心よりお礼申し上げます。
　皆様からいただきました会費をもと
に、小地域福祉活動の推進を通して地
域住民の支え合いの強化、福祉活動の
担い手の育成、相談体制の充実を図って
まいります。

社協会費へのご協力ありがとうございます

令和３年度　特別会費　協力企業・商店 （敬称略・順不同）

㈱小桜建設工業　㈲萩原自動車　㈲和光商会　㈱北河製品所　永井興業㈱　㈲平和商会
島田タクシー㈲　おおるり眼科クリニック　ユニー㈱アピタ島田店　旅の素プラザ
杉浦カメラ㈲島田カラーサービス　税理士法人サクライ・スズキパートナーズ会計事務所
島田商工会議所　㈱大井川不動産　(一社）島田青年会議所　島田榛北勤労者福祉共済会
日本連合警備㈱　㈲マルダイ化成　濱田行二税理士事務所　ハラダ製茶㈱
しのはら産科婦人科医院　㈱島田自動車学校　鈴木内科医院　サカイ産業㈱　㈱富士塗料商会
㈱大塚　㈱エーピーアイ　㈱ベルスター・スズキ　㈱あじかん静岡工場　日本クッカリー㈱島田工場
藤本外科医院　㈱ミヤムラ　神座自動車工業㈲　㈱アーク東海　大井川農業協同組合島田支店　
ケージーケー㈱　矢崎計器㈱島田製作所　望月運輸㈱　㈱共栄社　島田掛川信用金庫　龍月堂　
大河原建設㈱　清水銀行島田支店　新東海製紙㈱　島田不動産㈱　㈱中林建設　櫻井資源㈱　
島田防災設備㈱　㈱北川建具　㈲高雄　㈱落合自動車　丸尾興商㈱島田支社　広住自動車㈱
㈱サワムラ事務器　㈱成岡工業　エースクリーニング㈱　㈱清水屋　㈲平和タクシー　㈲五平　
㈲堺ボデ－　よしとみクリニック　まごころ弁当島田店　髙橋電気工業㈱　あかり㈱
静岡県労働金庫島田支店　トヨタユナイテッド静岡㈱カローラ東海島田店　㈱島田電機舎
新東海ロジスティクス㈱　㈱丸紅　㈱アキタファインブランキング　㈱紀文食品静岡工場
㈱ナガサワ　味の素食品㈱静岡工場　山岸運送㈱　乾モーター㈱　㈱塚本工務店　
㈱大鉄アドバンス　㈱増商　東京医薬紙器㈱　大井川農業協同組合五和支店
まるよん製茶㈱　㈲金谷環境　ナカダ産業㈱　サンエムパッケージ㈱　シミックCMO㈱
㈱金谷工務店　㈱宮村鐵工所　アクトホーム㈱　㈱中部衛生検査センター　静和工業㈱
㈱オーイシ　㈱尾坂工務店　西東石油㈱　㈱特種東海フォレスト　沼津熔銅㈱
㈲齋藤技研　㈲北川商会　㈱朝日園　大井建設㈱　㈱大井川電機製作所　㈱河徳商店
川根ガス㈱　白瀧製茶㈱　森林組合おおいがわ　医療法人社団家山鈴木医院　高橋建設㈱
又平歯科医院　㈱松井測量設計事務所　㈲明工電気　㈲大和ガス商会　イエモク建成工業㈱
たばこや食堂　三村建設㈱　㈱原小組　㈱三浦製菓　医療法人社団桜愛会高木医院
㈱田崎組　㈱アルファ　㈱川根町温泉　㈲駿遠モータース商会　㈱ナカヤ　㈲八木製作所
大井川農業協同組合川根南支店　㈱オカムラ　㈱共立アイコム　㈱食鮮館タイヨー　
ダイドービバレッジサービス㈱静岡第三営業所　㈱トヨタレンタリース静岡　松本印刷㈱
大井川重機㈲　㈱あがた造作所　㈱エクノスワタナベ

5 島田市 社 会福祉 協 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



災害ボランティアコーディネータースキルアップ講座
災害ボランティアコーディネートを行う際に、コロナ禍
でのボランティアセンターの運営やあり方を学び、今後
の活動に活かしていきましょう。

【開催日】令和３年12月5日（日）
【時　間】午前9時30分から11時30分まで（予定）
【場　所】島田市社協　本所3階　多目的室
【内　容】講演：コロナ禍でのボランティアセンターの運営と在り方
　　　　体験：密にならないボランティア受付方法の体験

【対象者】災害ボランティアコーディネーター、災害ボラン
ティアに関心のある方（※島田市内在住）

【定　員】15名（先着順）
※詳細はホームページ、SNS等でお知らせします

ふくし標語コンテスト
ふくし標語コンテスト開催！

「夢」をテーマにしたふくし標語を募集します。
あなたの描く「ふくしのまち」「こんなまちにしたい」などの
夢や希望を標語にしてご応募ください。

【募集期間】令和3年9月15日（水）から11月19日（金）まで
【内　　容】「ふくし標語」の募集
　　　　　テーマ：「夢」

【対 象 者】島田市内在住の方
【応募方法】ホームページ掲載のチラシの応募用紙を提出

または下記QRコードより申込（郵送の場合は
11月19日必着）

令和３年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」申請書

令和３年 　　月 　　日

島田市社会福祉協議会　会長　様

歳末たすけあい事業の対象世帯に該当するので、関係書類を添えて申請します。なお、記載事項については、相違ありません。

窓口に申請書を
持ってきた方

氏　　名     （世帯主との関係    ）

電話番号

申請する人
（世帯主）

ふりがな

氏　名 生年月日

電　　話

明治・大正・昭和・平成

年　　 月　　 日㊞　

住　所 島田市

（町内会・組　　　　　　　）

棟・部屋番号まで記入すること 日中連絡がつく番号を記入すること

氏　　名 続 柄

世帯主

生年月日 職業又は
学校学年

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

円

円

円

円

円

収入（平均月額）
※必ず記入年齢

《世帯構成等》
同
意
欄

※下記「同意書」の内容に同意する場合は各々押印する ↑

収　入　源
※該当するものに全て○

同　　意　　書
　私は、本申請に係る審査において、島田市社会福祉協議会が次の内容を島田市役所へ照会し、情報を収集することに同意します。

・島田市課税課　…　市民税が課税か非課税であるかの照会　　　・島田市福祉課　…　生活保護受給世帯であるかの照会
　また、年越し支援金事業贈呈に関し、必要に応じて私の住所、氏名等を地区担当の民生委員児童委員に開示することに同意します。

添付書類の確認
※必ず添付

※民生・児童委員経由の場合、民生・児童委員の署名
（署名がある場合は①～③のコピー添付不要）

①□児童扶養手当全部支給であることがわかる書類のコピー
②□障害者手帳のコピー
③□交通遺児に認定されていることがわかる書類のコピー  
④□振込口座（通帳の表紙、表紙裏見開き）のコピー

世帯全員が市民税非課税であり、次のいずれかに該当

１．ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、児童扶養手当全部支給に該当する世帯

２．障害児・者のいる世帯

３．満75歳以上の高齢者のみの世帯

４．令和２年度、令和３年度交通遺児育英奨学金認定者がいる世帯

５．上記１～4以外で、市内在住で経済的に困窮している世帯　※事務局審査で支援対象か決定します。

1

2

3

《申請区分》

〇

〇
〇
〇
〇

イ．療育手帳Ａ・Ｂ ウ．精神障害者保健福祉手帳１級・２級〇 〇

金融機関名

口 座 番 号

銀行　信用金庫　　　　　　　  本店　支店
農協　労働金庫　　　　　　　  支所　出張所 口座種類 普通　　当座　　貯蓄

フリガナ

口座名義

《振込先情報》 ※必ず通帳のコピーを提出してください。

令和3年度社会福祉大会

　新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載している事業の開催や募集に変更
が生じる場合があります。最新の情報はホームページをご確認くださるようお願い
いたします。 問い合わせ先：35-6244

第２回定期セミナー
　新しいことにチャレンジしてみよう‼「LINE講座」
　LINEについて一緒に学びませんか？

【開催日】令和３年10月13日（水）
【時　間】午後１時30から午後３時30分まで
【場　所】プラザおおるり３階　第３多目的室
【内　容】LINEの基礎を学ぼう！
【対象者】LINEを始めたい方
　　　　　LINEについて詳しく知りたい方

【定　員】20名※先着順
【費　用】無料
【持ち物】PC、タブレット、スマートフォン

介護者のつどい
日頃介護をするなかで感じたこと、困ったことなど何で
も気軽に話し合いませんか。おしゃべりやレクリエーショ
ンを通してリフレッシュしましょう。

【対象者】島田市内在住で65歳以上の要支援・要介護認定
を受けている方を在宅で介護されている方

【時　間】午前10時から午前1１時30分まで
【会　場】島田市社会福祉協議会　本所3階多目的室

令和3年10月20日（水）
12月15日（水）

令和4年  1月11日（火）
1月21日（金）
2月21日（月）

指ヨガ
フラワーアレンジメント
感染予防について
栄養について
笑いヨガ

外出支援普及啓発講座
地域での支えあいによる外出支援の取り組みについて、
事例を交えて紹介をしていきます。

【開催日】令和３年10月８日（金）
【時　間】午後１時30から午後３時まで
【場　所】プラザおおるり１階　第１多目的室
【内　容】生活支援サービス「応援隊」による外出支援など
【定　員】20名（先着順）※WEB配信も予定しています。
【申込み】10月５日(火)までに下記ＱＲコード、または電話

でお申込みください。
【費　用】無料

福祉活動を行う団体や個人の表彰式とミニシンポジウ
ムを本年度も行う予定です。詳細については今後、
ホームページやSNSでお伝えします。

【開催日】令和３年11月26日（金）
【時　間】午後１時30分から３時30分まで
【場　所】プラザおおるり　３階大会議室
　　　　　　　　　　　  第三多目的室

【内　容】島田市社会福祉協議会会長表彰
　　　　ミニシンポジウム

「子ども・子育て世代を地
域で支える～つながりから
うまれるみんなの居場所づ
くり～（仮）」

ア．身体障害者手帳１級・２級
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災害ボランティアコーディネータースキルアップ講座
災害ボランティアコーディネートを行う際に、コロナ禍
でのボランティアセンターの運営やあり方を学び、今後
の活動に活かしていきましょう。

【開催日】令和３年12月5日（日）
【時　間】午前9時30分から11時30分まで（予定）
【場　所】島田市社協　本所3階　多目的室
【内　容】講演：コロナ禍でのボランティアセンターの運営と在り方
　　　　体験：密にならないボランティア受付方法の体験

【対象者】災害ボランティアコーディネーター、災害ボラン
ティアに関心のある方（※島田市内在住）

【定　員】15名（先着順）
※詳細はホームページ、SNS等でお知らせします

ふくし標語コンテスト
ふくし標語コンテスト開催！

「夢」をテーマにしたふくし標語を募集します。
あなたの描く「ふくしのまち」「こんなまちにしたい」などの
夢や希望を標語にしてご応募ください。

【募集期間】令和3年9月15日（水）から11月19日（金）まで
【内　　容】「ふくし標語」の募集
　　　　　テーマ：「夢」

【対 象 者】島田市内在住の方
【応募方法】ホームページ掲載のチラシの応募用紙を提出

または下記QRコードより申込（郵送の場合は
11月19日必着）

令和３年度 歳末たすけあい事業「年越し支援金」申請書

令和３年 　　月 　　日

島田市社会福祉協議会　会長　様

歳末たすけあい事業の対象世帯に該当するので、関係書類を添えて申請します。なお、記載事項については、相違ありません。

窓口に申請書を
持ってきた方

氏　　名     （世帯主との関係    ）

電話番号

申請する人
（世帯主）

ふりがな

氏　名 生年月日

電　　話

明治・大正・昭和・平成

年　　 月　　 日㊞　

住　所 島田市

（町内会・組　　　　　　　）

棟・部屋番号まで記入すること 日中連絡がつく番号を記入すること

氏　　名 続 柄

世帯主

生年月日 職業又は
学校学年

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

給与・年金・手当・その他（  　　　　）

円

円

円

円

円

収入（平均月額）
※必ず記入年齢

《世帯構成等》
同
意
欄

※下記「同意書」の内容に同意する場合は各々押印する ↑

収　入　源
※該当するものに全て○

同　　意　　書
　私は、本申請に係る審査において、島田市社会福祉協議会が次の内容を島田市役所へ照会し、情報を収集することに同意します。

・島田市課税課　…　市民税が課税か非課税であるかの照会　　　・島田市福祉課　…　生活保護受給世帯であるかの照会
　また、年越し支援金事業贈呈に関し、必要に応じて私の住所、氏名等を地区担当の民生委員児童委員に開示することに同意します。

添付書類の確認
※必ず添付

※民生・児童委員経由の場合、民生・児童委員の署名
（署名がある場合は①～③のコピー添付不要）

①□児童扶養手当全部支給であることがわかる書類のコピー
②□障害者手帳のコピー
③□交通遺児に認定されていることがわかる書類のコピー  
④□振込口座（通帳の表紙、表紙裏見開き）のコピー

世帯全員が市民税非課税であり、次のいずれかに該当

１．ひとり親で中学生以下の子どもがいる世帯のうち、児童扶養手当全部支給に該当する世帯

２．障害児・者のいる世帯

３．満75歳以上の高齢者のみの世帯

４．令和２年度、令和３年度交通遺児育英奨学金認定者がいる世帯

５．上記１～4以外で、市内在住で経済的に困窮している世帯　※事務局審査で支援対象か決定します。

1

2

3

《申請区分》

〇

〇
〇
〇
〇

イ．療育手帳Ａ・Ｂ ウ．精神障害者保健福祉手帳１級・２級〇 〇

金融機関名

口 座 番 号

銀行　信用金庫　　　　　　　  本店　支店
農協　労働金庫　　　　　　　  支所　出張所 口座種類 普通　　当座　　貯蓄

フリガナ

口座名義

《振込先情報》 ※必ず通帳のコピーを提出してください。

令和3年度社会福祉大会

　新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載している事業の開催や募集に変更
が生じる場合があります。最新の情報はホームページをご確認くださるようお願い
いたします。 問い合わせ先：35-6244

第２回定期セミナー
　新しいことにチャレンジしてみよう‼「LINE講座」
　LINEについて一緒に学びませんか？

【開催日】令和３年10月13日（水）
【時　間】午後１時30から午後３時30分まで
【場　所】プラザおおるり３階　第３多目的室
【内　容】LINEの基礎を学ぼう！
【対象者】LINEを始めたい方
　　　　　LINEについて詳しく知りたい方

【定　員】20名※先着順
【費　用】無料
【持ち物】PC、タブレット、スマートフォン

介護者のつどい
日頃介護をするなかで感じたこと、困ったことなど何で
も気軽に話し合いませんか。おしゃべりやレクリエーショ
ンを通してリフレッシュしましょう。

【対象者】島田市内在住で65歳以上の要支援・要介護認定
を受けている方を在宅で介護されている方

【時　間】午前10時から午前1１時30分まで
【会　場】島田市社会福祉協議会　本所3階多目的室

令和3年10月20日（水）
12月15日（水）

令和4年  1月11日（火）
1月21日（金）
2月21日（月）

指ヨガ
フラワーアレンジメント
感染予防について
栄養について
笑いヨガ

外出支援普及啓発講座
地域での支えあいによる外出支援の取り組みについて、
事例を交えて紹介をしていきます。

【開催日】令和３年10月８日（金）
【時　間】午後１時30から午後３時まで
【場　所】プラザおおるり１階　第１多目的室
【内　容】生活支援サービス「応援隊」による外出支援など
【定　員】20名（先着順）※WEB配信も予定しています。
【申込み】10月５日(火)までに下記ＱＲコード、または電話

でお申込みください。
【費　用】無料

福祉活動を行う団体や個人の表彰式とミニシンポジウ
ムを本年度も行う予定です。詳細については今後、
ホームページやSNSでお伝えします。

【開催日】令和３年11月26日（金）
【時　間】午後１時30分から３時30分まで
【場　所】プラザおおるり　３階大会議室
　　　　　　　　　　　  第三多目的室

【内　容】島田市社会福祉協議会会長表彰
　　　　ミニシンポジウム

「子ども・子育て世代を地
域で支える～つながりから
うまれるみんなの居場所づ
くり～（仮）」

ア．身体障害者手帳１級・２級

7 島田市 社 会福祉 協 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



社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

令和３年９月

発行部数：34,718部

№119 みんなで架けよう幸福の橋

み ふな しくのん

はーとちゃん

各戸配布

おしらせひろば

〒427-0056　島田市大津通2番の1（市役所駐車場南側）

〇地域福祉活動推進班、広報育成班、権利擁護推進班、生活支援班
　℡0547‐35-6244／Fax0547-34-3261
◎メールアドレス　代表　fureai@shimada-shakyo.jp　
◎福祉のまちづくりセンター　
　ｆukushi-machizukuri@shimada-shakyo.jp　
◎ホームページ　http://www.shimada-shakyo.jp

〇総務班
　℡0547-35-6247

島田市社協 検索

社会福祉法人　島田市社会福祉協議会

あなたのお悩み解決のお手伝いをします
相談日のお知らせ

　「福祉のまちづくりセンター」では、地域におけるさまざまな相
談を受け止め、地域の皆さまと連携・協働しながら、誰もが安心
して暮らせる福祉のまちづくりを推進しています。

  ★こんな相談を受け付けています
・居場所を作りたい ・ボランティアをしたい
・介護のことで相談したい ・無職のため生活が苦しい
・困っている人のためにお米を寄付したい　など

この広報や島田市社協についてご意見をお聞かせください。お名前、ご連絡先をいただいたものについては個別にお答えさせていただきます。
※点字版『みんなのふくしだより』があります。下記までお問合せください。

自立相談支援事業
◎生活や仕事などの問題によって経済的にお困りの方の相談を

お聞きし、関係機関と連携しながら問題解決の方法を共に考
えてサポートをしていきます。

◎あなたのまわりで困っている方やご心配な方がいましたら、
お知らせください。

《ひとりで悩まず　まずは　ご相談ください。》

9 月１日～ 12 月 31 日までの相談日
内容

○福祉総合相談
　午前８時30分～午後５時

○司法書士による
　権利擁護相談【要予約】
　午後１時30分～午後４時30分

会場

島田市社協
本所

相談日
月～金曜日

※土日祝日を除く

【寄 附 金】 島田市文化協会・㈱まちづくり島田　様
 島田市文化協会　様
 大塚靖郎　様
 ユニー株式会社アピタ島田店　様
 明るい社会づくり運動島田地区協議会　様
 匿名　６件
【寄附物品】 静岡トヨタ自動車㈱　様
 ㈱パントーネシステム　様
 川根茶業青年団　様
 日赤奉仕団 川根分団　様
 ユニー株式会社アピタ島田店　様
 明るい社会づくり運動島田地区協議会　様

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（令和３年６月１日～８月31日）

 ◎Facebook ◎LINE ◎Instagram ◎Youtube
↓島田市社協のSNS・動画配信 は、こちらから！↓

高校生も活躍！赤い羽根共同募金

だより

  9 月 27 日（月）
10 月 25 日（月）
11 月 25 日（木）
12 月 27 日（月）

　介護保険による住宅改修をご存知ですか？
　移動時の転倒防止の為に廊下、便所、浴室、玄関等に
手すりを付けたり、居室や玄関先の段差や傾斜の解消、
ドアから引き戸へ変えたりする事もできます。
　転倒により楽しみにしていたデイサービスに行けなく
なるなんてつまらないですよね。詳しくは担当のケアマ
ネジャーへご相談ください。

災害義援金のご報告
　この度の「令和３年７月大雨災害」により、被害を受
けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。島田
市社会福祉協議会では、被害を受けられた方々を支援す
るため、義援金の募金活動を行っています。
　皆様からお寄せいただいた義援金は616,779円（8月
31日現在）となりました。皆様の温かいご支援・ご協
力に心からお礼申し上げます。
　お寄せいただいた義援金は、静岡県共同募金会を通じ
て被災地に届けられます。

フードドライブにご協力ください
ご家庭で眠っている食品をお持ちください。
寄贈された食品は、食の支援を望む人に提供されます。
実施期間：令和3年10月1日(金)～10月31日(日)
回収場所：川根支所、金谷南支所、島田市役所本庁１階、
　　　　　初倉公民館、六合公民館
希望食品：乾麺、米、インスタント食品、レトルト、
　　　　　瓶詰、缶詰（保存食品）など

☆期限が明記されている未開封のもの
　賞味期限が2ヶ月以上あるもの

問合せ先：島田市役所福祉課　℡36-7158

介護の豆知識
～自宅での転倒防止のために！～

　島田工業高等学校の生徒が、赤い羽根共同募金の募金箱を作製してい
ます。
　「工業高校で学んだ知識を活かして、高校生でもここまでできることを
みてもらい、多くの方に募金をしてほしい！」という思いを込めて、
みなさんが募金したくなる工夫を凝らしながら、募金箱作製に挑戦して
います。
　赤い羽根共同募金の詳細については、中のチラシをご覧ください！

完成した募金箱は
市内商業施設、観光施設等に

設置予定です !!

（　　　　　　）詳細は完成後ホームページ、
SNS にてお伝えします
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