さしのべる 手にあたたかい おもいやり
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げ

う

の心！ ふれあいキャン

※事前研修があります。
［日程］8 月 12（月）9：30 ～ 16：30 ［会場］総合福祉会館
［内容］障害について考えよう。グループ分けや本研修のレク
リエーション内容を決めよう！

を作

ろ

中高生を対象に、障害のあるなしにかかわら
ず交流を行うことで、障害についての理解を
深めるキャンプです。同年代の障害を持つ方
と一緒にキャンプを通して互いに共感する気
持ちを育み、ふくしや障害について理解を深
めよう！

程】 8 月 16 日（金）～ 17 日（土）
1 泊 2 日（焼津青少年の家宿泊）
事前研修があります。
【参加対象】 中学・高校生（焼津市在住、または在学）
【募集人数】 30 人程度（定員になり次第締め切り）
【参 加 費】 3,000 円（宿泊費、食費、保険料ほか）
【主
催】 焼津市社会福祉協議会
＜申込み・問合せ＞
焼津市社会福祉協議会
電話 ６２１－２９４１ ＦＡＸ ６２６－０５７３
申込書をご記入のうえ、来所・ＦＡＸで申込みください。
＜申込み締め切り＞ ７月１１日（木）

本事業は、静岡県青少年指導者初級認定取得事
※
業です。全課程を終了した参加者には、静岡県
教育委員会より初級認定証が発行されます。

【日

プで夏
の思
い出

う

ふれあいキャンプ
参加者募集

広

よ

感

と思いやり
気 持ち
の
謝

!!

ボランティアスタッフ 募集 !!

ふれあいキャンプをお手伝いしていただくスタッフを
募集します。主な役割は中高生参加者のお兄さん・お姉
［対象］18 歳以上（高校生不可）［参加費］無料 さん役としてサポートをお願いします。

み～んなで野良菜園

4 月 20 日（土）に開園式を予定していましたが、苗の発育状況等の諸事情の
ため、延期となりました。変更後の日程は下記のとおりです。

たくさんの善意を
ありがとうございました

みなさまから寄せられた寄附金は、
焼津市の福祉の充実のために
活用いたします。
敬称略、
順不同
（平成25年3月1日～平成25年4月23日）

●寄附金でのご協力

ほほえみ号利用者の会、飯淵不動山、
静岡銀行 焼津黒潮会、フランス総合医療㈱、和田公民館 女性講座、
医療法人社団駿甲会 コミュニティホスピタル甲賀病院、宇都木稔、
島田商業第２９回卒業生同期会、士、静岡県立焼津青少年の家、
和田公民館 リフォーム教室、和田公民館 さわやか学級、
見崎平八、黒澤賢次、ピアゴ大覚寺店、タイムポケット、匿名６件
●物品でのご協力 ㈱日宏食品、天野价右、㈱田子重、見崎孔子、
佐藤みわ、岡村勢、大井川西幼稚園、芹澤勝子、日比谷総合設備㈱、
大石侑子、小長谷笙・奏人、有働美佐子、石山あや乃、焼津高校、
増田はるか、増田ほのか、増田るい、木村裕迪、焼津第 2 地区民協、
増田りんな、民生委員児童委員協議会、影田町内会女子中老、匿名５件

焼津高校から非常用保存食をいただきました。
災害時のために非常用保存食を備蓄している焼津高校から
毎年の入れ替えに伴い、福祉に活用していただきたいと、
ご提供がありました。保存食は、平成２４年度から毎年入
れ替え時にご寄付いただきます。
○マジックライス
○飲料水（２Ｌ）

１４０食
９６本

いただいた保存食は、災害時の
ほか支援を必要とされている方
タオル、エコキャップ、プルタブ、尿とりパット、漏れ防止吸水
シート、アルミ缶、使用済み切手、書き損じハガキ、未使用切手、 や災害時のボランティア育成の
ために活用させていただきます。
未使用テレカ、その他

物品内容………………………………………………………………………………………………………

●東日本大震災義援金
（本会受付分：平成25年4月23日現在）

373件 7,396,034円
※本会で受付けました義援金は、全額、静
岡県共同募金会へ送金しています。

業務内容
勤務時間
休日
勤務地
資 格

焼津高校生徒による寄付の様子

【本
所】 下記の連絡先は TEL 626-0555
＊ふくしなんでも相談…… 毎週月曜～金曜日（9：00～16：00）
【大井川支所】
＊福祉心配ごと相談 …… 第2・4木曜日（13：00～15：30）
【アトレ庁舎】
＊福祉心配ごと相談 …… 第1・3・5木曜日（9：00～15：00）

相談室の
︵ご
祝
日案
を内
除
く
︶

焼津市社会福祉協議会 職員募集!!

法人運営の事務作業の補助（臨時職員）
8:30～17:15
土曜･日曜日･祝日･12月29日～1月3日
焼津市大覚寺三丁目2-2(総合福祉会館内)
高卒以上、普通自動車免許
簡単なワード･エクセルのできる方

業務内容 放課後児童クラブ指導員（パート職員）
勤務時間 (1)平日12:30～18:30の内5時間(休憩無)
(2)土曜日月2回程度7:30～18:30の内
8時間程度（休憩60分)
(3)春夏冬休み中の7:30～18:30の内
8時間程度（休憩60分）
週5日程度
休日
日曜日･祝日･12月29日～1月3日

給 与
募集人数
申込締切
申込方法
その他

日給６,２４０円（通勤手当あり）
１名
６月１４日（金）当日消印有効
履歴書を１部提出して下さい。
申込締切後、面接を行います。
（面接日は後日連絡します）
お問合せ 本所 TEL 621-2941
勤務地
学歴等
資 格

焼津市立大富小学校内学童保育所
高卒以上、経験があれば尚可
小学校教諭、幼稚園教諭、保育士、学童指導
員免許あれば尚可
給 与
時給９５０円（通勤手当、資格手当あり）
募集人数 １名
お問合せ 大井川支所 TEL 662-0610

※広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。

＜＜日程変更のお知らせ＞＞

○開園式・植付け 5 月 18 日（土）9:30 ～ 12:00 ※定員には余裕があります。

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

編集・発行／

ホームページ

http://www.yaizu-shakyo. o r . jp
本

所

大井川支所

〒425-0088 焼津市大覚寺3丁目2-2 〒421-0205 焼津市宗高572-1
TEL 662－0610／FAX 662－0034
TEL 621－2941／FAX 626－0573
この広報紙は、共同募金の
メール soumu@yaizu-shakyo.or.jp メール oigawa-syakyo@ka.tnc.ne.jp 助成により発行しています。
次回の発行は…平成25年 7月18日
（木）

ケータイからでも
ホームページにGO!
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平成２５年度

事業計画

予

『ふだんのくらしのしあわせ』を基本理念に地域の皆様とともに、誰もが安心して暮らせるコミュニティの

支

創設を目指し各事業に取り組んでまいります。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
地域福祉の充実強化と活動推進

・福祉関係団体への活動援助
・ハンディキャブ車輛の貸出
・ふれあいツアーの実施
・広報やいづ「点字・声の広報」発行事業
・低所得世帯の小中学校児童・生徒への援助（入進学・卒業）
・放課後児童クラブの受託（大富小学校区・大井川地区）

在宅福祉の充実・高齢者福祉活動の推進

ボランティア活動の振興育成・福祉教育活動の推進

・介護保険事業の実施
・障害者自立支援制度事業の実施
・障害者訪問入浴サービス事業の受託
・地域包括支援センターの受託
・生きがい活動支援通所事業の受託
・会食方式給食サービス事業の実施
・福祉老人センターの管理・経営

・ボランティア活動参加者の拡大及び連絡調整
・各種ボランティア講座・講演会の開催
・企業の社会貢献活動研究会運営の推進
・福祉教育実践指定校の活動援助
・青少年ふれあい交流事業の実施
・世代間ふれあい交流事業の実施

相談事業・援護事業の推進
調査研究・啓発活動

・心配ごと 、福祉なんでも相談の実施
・であいｄｅパーティーの実施
・小口資金・生活福祉資金の貸付
・援護事業（火事見舞い等）の実施

・広報紙「社協やいづ」
「社協つうしん」の発行
・焼津市社会福祉大会の開催
・ふれあい広場・ほほえみ夏祭りの開催
・地域福祉講演会の開催

・自主財源確保と公的援助による安定的な財政基盤の確立
・基金等の適正な監理運用と監理体制の強化

・総合福祉会館・大井川福祉センターの管理、経営
・総合福祉会館・大井川福祉センターを拠点とした福祉活動の
推進

今年度の主な行事予定
ふれあいツアー
傾聴ボランティア養成講座
み～んなで野良菜園 開園式と植付け
社協やいづ第１４７号発行
チャリティー・フリーマーケット

12 月

み～んなで野良菜園 手入会
社協やいづ第１４８号発行
であい de パーティー

社協やいづ第１４９号発行

10 月

3

ふれあいキャンプ
ふくしのススメ
ほほえみ夏祭り

赤い羽根共同募金運動
福祉まつり「ふれあい広場」
み～んなで野良菜園 収穫祭

１月
２月

金額（千円） パーセント

社協やいづ第１５１号発行
であい de パーティー

ふくしのススメ
社協やいづ第１５２号発行

収

入

法人運営事業

67,861

18.8%

介護保険収入

老人デイサービスセンター事業

45,534

12.6%

老人居宅介護等事業

40,552

居宅介護支援事業

金額（千円） パーセント
120,206

33.3%

受託金収入

91,824

25.4%

11.2%

経常経費補助金収入

45,719

12.7%

36,484

10.1%

共同募金配分金収入

24,602

6.8%

放課後児童クラブ事業

36,243

10.0%

会費収入

21,370

5.9%

共同募金配分金事業

29,234

8.1%

負担金収入

20,299

5.6%

高齢者生きがい活動支援通所事業

27,009

7.5%

自立支援費等収入

15,187

4.2%

福祉老人センター事業

25,391

7.0%

経理区分間繰入金収入

4,861

1.3%

居宅介護等事業

23,025

6.4%

会計単位間繰入金収入

4,097

1.1%

ボランティア活動事業

9,767

2.7%

寄附金収入

4,005

1.1%

地域福祉推進事業

6,235

1.7%

事業収入

3,237

0.9%

企画助成事業

5,401

1.5%

雑収入

2,410

0.7%

調査啓発事業

3,568

1.0%

受取利息配当金収入

1,431

0.4%

福祉サービス利用支援事業

2,985

0.8%

利用料収

982

0.3%

移動支援事業

801

0.2%

入貸付事業等収入

600

0.2%

資金貸付金事業

600

0.2%

財務収入

360

0.1%

予備費

500

0.1%

361,190

100%

361,190

100%

合

計

支
支

出

合

計

特別会計

出

収

金額（千円） パーセント

収

入

入
金額（千円） パーセント

地域包括支援センター事業

74,490

38.6%

市受託金収入

178,604

92.626%

総合福祉会館事業

73,295

38.0%

介護保険収入

14,083

7.304%

大井川福祉センター事業

45,037

23.4%

雑収入

114

0.059%

15

0.008%

6

0.003%

192,822

100%

事業収入
受取利息配当金収入
合

計

192,822

歳末たすけあい運動
企業の社会貢献活動研究会
ふくしのススメ

焼津市社会福祉大会
精神保健ボランティア養成講座
災害ボランティアコーディネーター・ステップアップ講座

３月

出

普通会費
特別会費
施設団体

一世帯年額

400円
一口

1,000円
一口

100%

合

計

社協会費のお願い

９月

11 月

傾聴ボランティア・スキルアップ講座
ボランティア・ステップアップ講座
社協やいづ第１５０号発行
であい de パーティー

企業の社会貢献活動研究会

８月

入

社会福祉協議会（社協）で
は、「誰もが安心して暮らせ
るまちづくり」をめざし、市
民の皆様とともに地域福祉・
在宅福祉の向上に取り組んで
おります。
その財源は、主に社協会費
や行政からの補助金、共同募
金配分金、介護保険事業収入
費そして、寄附金で賄われて
おります。
社協会費は、本会の事業推
進に大変貴重なものであると
ともに、会費を納入すること
によって市民の皆様に社会福
祉事業に参加していただくと
いう意味があります。
どうぞ社協の主旨、目的を
ご理解いただき、ご協力をよ
ろしくお願いいたします。

７月

支

総合福祉会館・大井川福祉センターの管理・経営

財政基盤の安定強化

６月

収

障害者・児童・母子福祉活動の推進

・ふれあいネット活動の充実
・ミニデイサービスの活動支援
・地域福祉推進地区の活動援助
・日常生活自立支援事業
・共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）
・地域福祉活動計画の進捗管理

５月

一般会計

出

算

2,000円
第147号 2

会長就任のごあいさつ

中野弘道

社会福祉法人
焼津市社会福祉協議会

会長

このたび、会長に就任いたしまし
た中野弘道で ございます 。
社会福祉協議会は、市民や 企業、
関係団体の皆様や 焼津市の支援の下
地域福祉事業の中心的組織と して 活
動を して まいりました。
しかしながら、本年３月に発覚し
た本会元職員の不祥事により、市民
の皆様を始め、多くの関係者の皆様
のご期待やご信頼を 裏切ることとな
りましたこと に、深 くお詫び申し上
げます。
事件の対応につき まして は、理事
会、評議員会において 協議し、再発
防止策を 立ててき たとこ ろで ありま
すが、原因をしっかりと追求し、市
民の皆様のご意見をいただきながら
大幅な組織改編など、その対策を更
に的確に実施して 参る決意で ありま
す。
今後は、従来に増して 職員全員が
事業実施に全力を投入し、又、焼津
市及び社協一丸となり信頼の回復に
努めて まいります 。
何とぞ、市民の皆様のご支援、ご
協力を賜りますようお願いいたしま
す。

予告

ふくしの ススメ

参加者募集 !!

楽 しく
学ぶ！

地域の方たちに学ぶ「ふくしのススメ」を８月か
らの予定で開催します。盲導犬のお話、手話・点字
体験など、親子・お友達とみんなで参加していただ
ける様々なメニューを計画中です。次号の社協やい
づ (7 月 18 日発行）でご確認ください。夏休みに福
祉体験してみませんか？
ご参加お待ちしています。

「焼津市社会福祉協議会元職員による横領事件」について
経理担当の男性職員
41,494,000 円
介護保険収入の普通預金口座
（平成 22 年 7 月から平成 23 年 12 月までの間に不正な現金を出金）

２ 横領の要因
(1) 出納印及び預金通帳の管理が適正でなかった。
(2) 一人で経理を担当しており、チェック体制ができていなかった。
(3) 証券管理が適正でなかった。
(4) 休日勤務の執行体制が十分でなかった。
３ 損害額の弁済
本人より 3 月 27 日までに横領金額 41,494,000 円及び損害金 4,881,813 円を
合せて 46,375,813 円が弁済されました。
４ 被害への対応
4 月 10 日に焼津警察署へ業務上横領により被害届を提出
５ 再発防止策等
(1) 不定期による預金通帳や定期預金証書の預金残高と帳簿残高の照合及び証書の適正な管理
(2) 小口現金以外の金融機関からの出金を原則禁止
(3) 一人での残業や土日出勤での業務執行の原則禁止
(4) 外部監査の実施
(5) 社会福祉協議会改革検証特別委員会の設置
(6) コンプライアンス研修会の実施
(7) 毎月末での出納検査の実施
(8) 金銭管理の適正化
(11) 金銭管理マニュアルの作成
(9) 経理と出納の分離
(12) 貸金庫の活用
(10) 印鑑及び通帳の管理の適正化
(13) 経費の見直し
６ 処分
当該職員を平成 25 年 3 月 29 日付けで懲戒解雇処分
７ 関係者の責任
会長 4 月 22 日付け辞任
常務理事兼事務局長 3 月 27 日会長より口頭注意
事務局長として退職による退職金を受領辞退

素敵な「で・あ・い」探し♪♪
ちょっとドキドキ・ちょこっとワクワク
そんなときめきのひとときをすごしませんか？
日

時

会

場

参加資格

定

お詫びとご報告
１ 横領の概要
(1) 横領を行った職員
(2) 横領額
(3) 横領行為の概要

であい de パーティー

員

会
費
申込期間
申込方法

このページのお申し込み / お問い合わせは、こちらへ

焼津市社会福祉協議会
〒425-0088 焼津市大覚寺３丁目２－２ 総合福祉館１階

平成 25 年 7 月 13 日（土）
17：00 ～ 20：00
『かぜんぐ』
焼津市焼津１－６－３
結婚を真剣に考えている独身の方
( 年齢は開催日を基準とする )
男性・女性とも３０～５０歳
男女各２０名
※応募者多数の場合は抽選の上、決定
５，０００円
6 月 3 日（金）～ 6 月 21 日（月）必着
申込書に必要事項を記入して提出して
下さい。直接事務局へ提出するか郵送
または FAX でお申し込みください。
申込書は、焼津市社協窓口またはホー
ムページからダウンロードできます。
参加の可否は、開催１週間前を目途に
郵送でご案内します。

TEL 621-2941 FAX 626-0573

！
！
報
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情
金
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成
成
助
助“ 赤い羽根

ウェルシップ映画会 報告

”

地域福祉促進助成事業
地域福祉の促進を図るために行う事業に必要な
事業費や機器整備費を助成します。
助成例

非常時に活用する呼子笛を各世帯へ。
防災資機材の整備。
高齢者への訪問活動等。

項目

内

容

地 域 福 祉 推 進 委 員 会 、自 治 会 、町 内 会 、

対 象 団 体 ボ ラン テ ィ ア グ ル ー プ 、 小 地 域 活 動 団 体 等
助成額

１事業につき１０万円
助成率８０％以内

受付期間

第１回〆切り ７月１９日（金）
第２回〆切り 平成２６年１月１０日（金）

※要綱・申請書は、本所・大井川支所、又は
ホームページから取得できます。
※詳細は、社協にお問い合わせください。

3 月 26 日（火）に実施したウェルシップ映画
会では、「ロラックスおじさんの秘密の種」を午
前・午後の２回上映し、520 人の方にお越しいた
だきました。
また、その際に書き損じはが
きや使用済み切手などの物品寄
付や、東日本大震災の義援金な
ど多くの温かい善意が寄せられ
ました。物品寄付は、社協の福
祉活動に、義援金は県共同募金会を通じ被災地支
援に活用させていただきます。

ウェルシップ１０周年
5 月 26 日で総合福祉会館ウェルシップやいづが
開館 10 周年を迎えます。これまで支えていただき
ました関係者の皆様、ご来館くださいました皆様
ありがとうございました。また後日、記念のイベ
ントを企画しておりますので、詳細は次号の社協
やいづ（7 月号）をご覧ください。
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