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次回の発行は…　平成26年９月18日（木）

友達や家族と一緒に、
聞いて、感じて、体験しよう！

焼津市には、まだ知らないことがたくさんあるよ。

日　　時 内　　容 会　　場　 対　象／定　員

Ａ ８月７日（木）
10：00～11：30 はじめての点字 総合福祉会館３階大会議室 小学生～一般

30人

Ｂ ８月７日（木）
13：30～15：00

看護学校ってどんなところ？
～いのちの大切さを学ぼう～ 静岡県中部看護専門学校 小学生～中学生

20人

Ｃ ８月８日（金）
9：30～11：00

福祉大ってどんなところ？
～らくらく移動 車いす・リフト体験～ 静岡福祉大学 小学生 親子

10組

Ｄ ８月８日（金）
13：30～15：00

聞こえないってどんなこと？
～ミニ手話講座～ 総合福祉会館３階多目的ホール 小学生20人

【参加費】無料
【持ち物】筆記用具、水筒　※Cのみ上履き
【申込み】お電話、または申込用紙に必要事項を
　　　　　ご記入後、提出してください。（ＦＡＸ可）

 焼津市社会福祉協議会
ＴＥＬ ６２１－２９４１
ＦＡＸ ６２６－０５７３

楽しく学ぶ！
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【場　　所】大井川福祉センター　ほほえみ　せせらぎ広場 
　　　　　　（雨天：大井川福祉センター内）
【出演予定】�大井川保育園園児、芙蓉会、大井川太鼓保存会、NAOMASA（上小杉出身）

その他出演交渉中！　
【出店予定】やきとり、やきそば、わたがし、金魚すくい、ポップコーン、ヨーヨーつり、
　　　　　　おもちゃ、ちびっこコーナー（輪投げ・フライングディスク）など
　　　　　　※出演、出店の予定は変更する場合があります。

大好評のパート１に続
く、第２弾！！
空から降った食べ物がお
かしな動物になっちゃっ
た！
フード・アニマル誕生の
秘密を観に行こう！

第11回ほほえみ夏まつり

【日　時】８月６日（水）
　　　　 〈午前の部〉10：00～11：40
　　　　 〈午後の部〉13：30～15：10
　　　　 ※１日２回上映　開場は30分前
【場　所】大井川福祉センター２階 大広間
【入　場】無料 各回200人（先着順）
【問合せ】６６２－０６１０

米アカデミー賞２冠に輝いた大ヒット映画。
王家の美しい姉妹を主人公に、雪の女王となってし
まった姉エルサと王国を救うために冒険の旅に出た
妹アナの運命を描いた物語です。…お楽しみくださ
い。

【日　時】８月21日（木）
　　　　 〈午前の部〉10：00～11：45
　　　　 〈午後の部〉13：30～15：15
　　　　 ※１日２回上映　開場は30分前
【場　所】総合福祉会館３階　多目的ホール
【入　場】無料
　　　　 整理券をお持ちの方各回320人
【申　込】８月４日（月）より整理券を配布
　　　　 直接総合福祉会館までお越しください。
【問合せ】６２７－２１１１
　　　　 ※ 駐車場は僅かしかありませんので、

公共交通機関のご利用をお願いします。

ウェルシップ映画会 ほほえみ映画会

アナと雪の女王 くもりときどき
ミートボール２

くもりときどきミートボール２　フード・アニマル誕生の秘密
(c) 2013 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

８月23日（土）17：00～20：00

※どなたでもご覧いただけます。ご家族・お友だちを誘ってみんなで見に来てください。
※お家にある書き損じはがきや、使用済み切手をお持ちいただき、福祉活動にご協力ください。

大抽選会を予定！
お楽しみに！

ありの
ままの～♪
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　社会福祉協議会（通称「社協」）は社会福祉法に基づき設置されており
「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」の実現をめざし
ています。市民の皆様や福祉関係団体･施設、行政の参加と協力によって
地域福祉を進める民間の福祉団体です。

焼津市社協はこんなことをしています焼津市社協はこんなことをしています

地域福祉の充実強化と活動推進

　

■ ふれあいネット活動の充実

　

■ ミニデイサービス活動支援

■ 日常生活自立支援事業

■ 放課後児童クラブの運営

■ ハンディキャブ貸出事業

　　ひとり暮らしの「高齢者」や「障がい者」の不安を
解消するため、日常生活の中で、隣近所の方に「見守
り員」として協力をお願いし、組織的に見守り援助を
しています。

　家庭に閉じこもりがちな高齢者や障がい者に「仲間
づくり」「元気になってもらう」ことを目的に、地域
のボランティアによるふれあいサロン活動（ミニデイ
サービス）の支援をしています。

　判断能力が不十分な方が、地域において自立した生
活が送れるよう、支援員による福祉サービスの利用援
助や日常的な金銭管理の支援をしています。

　就労等により保護者が日中家庭にいない小学生を対
象として、授業が終わった後や夏休みなどの長期休み
のときに、遊びや生活の場を提供し、健全な児童育成
を図っています。

　市内の身体障がい者や寝たきりの方などの生活圏の
拡大及び社会参加を促進するため車イス対応の福祉車
両の無料貸出をしています。

相談事業・援護事業の推進 
■ ふくしなんでも相談の実施

■ 貸付事業の実施（小口福祉資金・生活福祉資金）
　生活に困窮している方に対し資金の貸付事業を実
施しています。

　日常生活で抱えている困りごとや家庭の問題など
相談員が親身になって相談に応じています。

　

　
在宅福祉の充実・高齢者福祉活動の推進 
■ 高齢者福祉サービス事業

■ 障がい者福祉サービス事業
　訪問介護・訪問入浴・移動支援

■ 地域包括支援センター事業

　訪問介護・訪問入浴・居宅介護支援・デイサービスセ
ンターやすら樹・生きがいデイサービス（かもめ・ぬく森）

　（焼津市北部地区・大井川地区）
　高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活していただ
くための相談や支援を行います。

　
市民の福祉活動拠点の充実 

■ 　焼津市総合福祉会館（ウェルシップやいづ）の運営

■ 　焼津市大井川福祉センター（ほほえみ）の運営

■ 　焼津市福祉老人センターの運営

～事業の一部を紹介します～

～に？～に？社協社協 なぁなぁってって

　

　

ボランティア活動の振興育成
福祉教育活動の推進

　

■ 各種ボランティア講座・講演会の開催

　

「災害時ボランティアコーディネーター養成講座」で
は、大規模災害が発生した際に支援に来てくれるボラ
ンティアの連絡調整役を養成し、想定される災害に備
えています。
「傾聴ボランティア養成講座」ではひとり暮らしで寂
しい方や、施設に入所したが話し相手がいない方など
に対して、安心して話を聞いてくれるボランティアを
養成しています。

■ 福祉教育の推進
「福祉教育実践校事業」では、市内全ての小中高等学
校に対し、学校で実施する福祉体験学習のお手伝いや
福祉に対する理解促進の支援をしています。
「ふくしのススメ」では、市民が講義や体験学習を通
じ、福祉について考え、安心して暮らせるまちづくり
を学ぶ機会となっています。

調査研究・啓発活動の充実
■ 広報紙の発行（点字、声の広報）

ホームページの充実

■ ほほえみ夏祭り・福祉まつりふれあい広場の開催

「社協やいづ」を全市民に配布し、社協の活動提供をし
ています。　また、視覚障がいの方には、市の広報紙を
点訳と録音により情報提供しています。
　さらに、社協のホームページを充実し、新しい情報を
すぐに発信しています。

「ほほえみ夏祭り」・「福祉まつりふれあい広場」では
市内の福祉施設やボランティアの
協力により、子供から大人までの
だれもが楽しみながら福祉を感じ
るお祭りとなっています。

現代版

3第154号

X4_社協やいづ 第154号.indd   3 2014/07/04   19:27:43



事 業 報 告 平成２５年度
～　「福祉のまちづくり」を目指し、各事業を行いました　～

　平成25年度の事業計画に基づき、会員（市民）の深い理解と協力を得るとともに、関係機関や
各種団体との連携を深め福祉のまちづくり推進のため、地域福祉・在宅福祉活動を中心に各種事業
を展開しましたので、事業報告・決算報告をします。

14　大井川福祉センター
　　 管理運営

１　会員数及び会費
普通会費� 46,028戸 18,296,925円
特別会費�� 1,734件　2,701,800円
施設団体費　23施設９団体
� 371,000円
合計� 21,369,725円

９　調査・啓発活動

・広報紙の発行事業
　社協やいづ年６回発行（全戸配布）
　�社協つうしん月１回発行（関係者向け）
・ホームページの更新
・�第43回焼津市社会福祉大会を２
月４日に開催
・�第32回福祉まつり「ふれあい広
場」を10月20日に開催
・�第10回ほほえみ夏まつりを８月
24日に開催

８　善意銀行の運営

・善意銀行の運営
　社会福祉活動寄附金（226件）
� 5,086,638円
・物品寄付
　使用済切手・書損じハガキほか

10　共同募金助成

・赤い羽根共同募金
・歳末たすけあい募金運動
・低所得世帯への助成
・地域福祉活動事業への助成
・低所得世帯児童生徒援護金
　（入進学・卒業祝金）

11　介護保険事業

【焼津福祉サービスセンター】
・居宅介護支援事業
・訪問介護事業
・訪問入浴事業
【大井川福祉サービスセンター】
・居宅介護支援事業
・訪問介護事業
・介護予防訪問介護事業
・通所介護事業　　 （やすら樹）
・介護予防通所事業（やすら樹）

３　地域福祉の充実強化と
　　活動推進
・ふれあいネット推進事業
・ミニデイサービス活動支援事業
　（59ヵ所で開催�）
　（連絡会を２回開催）
・地域福祉推進地区活動援助
・日常生活自立支援事業
・福祉教育実践校の活動援助
　市社協フォローアップ25校
・ふくしのススメ（参加者165人）
・地域福祉促進助成事業
　14事業に助成額962,000円

５　ボランティア活動の
　　振興育成
・ボランティアビューローの運営
　（利用団体67団体）
・ボランティア連絡協議会への支援
・�企業の社会貢献活動研究会への支援
・ふれあい広場でＰＲ活動
・み～んなで野良菜園の開催
・精神保健福祉ボランティアの
　活動支援
・ボランティアステップＵＰ講座
・ふれあいキャンプの開催
・ボランティア保険の加入促進
・災害時ボランティア支援
・傾聴ボランティア養成事業
　�新規４グループ、23人が活動開始
・いきいきボランティア体操

４　在宅福祉の充実・
　　高齢者福祉活動の推進

・生活管理指導員派遣事業
・障害者自立支援事業
・北部地域包括支援センター事業
・大井川地域包括支援センター事業
・高齢者生きがい活動支援通所事業
　（かもめデイサービス）
　（ぬく森デイサービス）
・会食給食サービス事業
・配食給食サービス事業
・介護用具展示事業
・介護器具貸出事業
・福祉老人センター管理運営

２　社協運営事業
・�三役会７回・理事会６回・評議
員会６回・支部長会４回を開催
※元職員による不祥事のため
　臨時会議をそれぞれ１回開催

６　相談事業・援護事業
・ふれあい福祉センター
　��（心配ごと相談・ふくしなんでも
相談）の運営
・であいｄｅパーティーの開催
・�貸付事業（小口資金・生活福祉資
金の貸付及び償還指導）
・援護事業
・火災罹災者援護（１件）
・旅費欠乏者援護（170件）

７　障害・児童・母子活動
・福祉関係団体(13団体)の活動援助
・ハンディキャブ（福祉車両）の
　貸出事業（延べ365件）
・おもちゃ図書館運営支援
・点字・声の広報発行事業
・放課後児童クラブ事業
　（おおとみキッズ・大井川東・西・南）
・ふれあいツアー（参加者48名）

12　改革検証特別委員会
・�元職員の事件を受け外部の有識者
による委員会を６回開催

13　総合福祉会館管理運営
・開館10周年記念イベントの開催

15　東日本大震災復興支援
・義援金28件� 137,091円
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平成２５年度 決 算 報 告

収支差引残高2,308,748円は次年度へ繰越

一般会計　資金収支計算書
収　入 （単位：円） （単位：円）

収支差引残高31,001,548円は次年度へ繰越

支　出
勘　定　科　目 決 算 額

会費収入 21,369,725
寄附金収入 5,128,786
経常経費補助金収入 45,087,000
受託金収入 92,039,365
事業収入 2,720,528
貸付事業等収入 169,600
共同募金配分金収入 21,656,789
負担金収入 19,033,627
介護保険収入 149,861,178
自立支援費等収入 13,460,006
利用料収入 802,924
雑収入 3,244,219
受取利息配当金収入 1,426,951
会計単位間繰入金収入 4,097,000
経理区分間繰入金収入 4,861,000
積立金取崩収入 18,644,796

収 入 合 計 403,603,494

経　理　区　分 決 算 額
法人運営事業 66,385,339
調査啓発事業 3,887,270
企画助成事業 5,006,056
地域福祉推進事業 5,212,983
ボランティア活動事業 9,021,751
共同募金配分金事業 25,537,560
資金貸付金事業 154,000
福祉老人センター事業 21,884,346
高齢者生きがい活動支援通所事業 25,854,183
居宅介護支援事業 38,743,641
老人居宅介護等事業 37,883,189
移動支援事業 1,129,294
居宅介護等事業 20,800,399
老人デイサービスセンター事業 56,415,745
放課後児童クラブ事業 33,884,568
福祉サービス利用援助事業 2,949,906
積立金積立支出 17,851,716

支 出 合 計 372,601,946

特別会計　資金収支計算書
（単位：円） （単位：円）収　入 支　出

勘　定　科　目 決 算 額
受託金収入 177,256,000
事業収入 25,000
介護保険収入 12,705,491
雑収入 92,290
受取利息配当金収入 8,570

収 入 合 計 190,087,351

経　理　区　分 決 算 額
総合福祉会館事業 73,013,374
大井川福祉センター事業 44,110,050
地域包括支援センター事業 70,655,179

支 出 合 計 187,778,603

財産目録（一般会計・特別会計合算）
（単位：円） （単位：円）資産の部 負債の部

流動資産 241,215,523
　現　金 150,000
　預貯金 193,285,364
　未収金 47,518,949
　立替金 261,210
固定資産 546,305,359
　基本財産 4,000,000
　その他の固定資産 542,305,359

車両運搬具 1,994,416
器具及び備品 132,743
権　利 375,000
長期貸付金 655,400
退職手当積立預金 79,035,258
社会福祉振興基金積立預金 270,313,500
ボランティア基金積立預金 10,577,000
財政調整積立預金 179,222,042

資 産 合 計 787,520,882

流動負債 19,824,639
　未払金 19,431,211
　預り金 393,428
固定負債 79,035,258
　退職給与引当金 79,035,258

負 債 合 計 98,859,897

差 引 純 資 産 688,660,985
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たくさんの善意を
ありがとうございました

皆様から寄せられた善意は、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26年５月１日～平成26年６月30日）

【勤務日】週１日から応相談 土日できる方歓迎
【勤務地】焼津市内ご利用者宅
【内　容】①ご利用者宅にて介護や家事援助を行う。
　　　　　② ご利用者宅に入浴車で訪問し、入浴サービスを

行う。
【資　格】①介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）
　　　　　②看護師
【給　与】①時給　1,080円～　②時給　1,520円～
　　　　　※土日祝日割増、訪問手当、賞与年２回あり
【問合せ】焼津福祉サービスセンター　 627-0412
　　　　　担当／寺尾・吉田・久保田

① ホームヘルパー（訪問介護員）　② 看護師（訪問入浴）

皆様から寄せられた使用済み
切手や、ベルマークの整理・
仕分けを行っています。
時には１日７㎏もの切手を整
理することも！
今日も明るく元気に活動して
います！

知っていると便利な介護用品・介護食などを、
介護をしている方、関心のある方に体験・試食
をしてもらい、介護に役立てていただきたいと
思います。
リフレッシュや情報交換などもできるイベントです。
お土産もあります！気軽にお立ちより下さい！

【日　時】９月13日（土）10時～15時
【場　所】総合福祉会館３階「大・中会議室」
【問合せ】北部地域包括支援センター
　　　　　626-3219 ※事前申し込み不要

●物品でのご協力
退職公務員連盟 志太地区支部、松山、増田憲一、焼津地区保護司会、六星会 増田、
鈴木政隆、家庭倫理の会 焼津支部、焼津市身体障害者福祉協会、横山　功、大富地
区・民生児童委員協議会、影田町女子中老、大石 侑子、岡村　勢、日比谷総合設備㈱、
匿名21件

●寄附金でのご協力
株式会社田子重（スーパー田子重登呂田店）、宇都木稔、大井川舞の会、◯士、村田政次、
福祉老人センターお客様一同、見崎平八、やすもり、増田一郎、黒澤賢次、匿名９件

●物品内容� …………………
使用済み切手、未使用ハガキ、書き損
じハガキ、プルタブ、エコキャップ、
ティッシュ空ボックス、タオル、男性
用下着・衣類、毛糸、オムツ、文房具
●回収数（一部）� …………
使用済み切手･･･････ 3.6㎏
書き損じハガキ･･･1,379枚

ふくしなんでも相談　TEL 626-0555　毎週月曜～金曜日 ９：00～16：00（祝日除く）相談室のご案内
電話傾聴活動　　　　TEL 629-0900　毎週木曜日 13：30～15：30（第5木曜日、祝祭日除く）電話傾聴活動のご案内

焼津海上花火大会の開催日に、総合福祉会館の２階デッキを開放します。
※申込は不要です。（人数多数の場合はご覧いただけない場合があります。）お知らせ

焼津市社会福祉協議会 登録職員募集 焼津市家族介護教室
「介護者応援団」

えがおの活動
収集ボランティア
ハンドインハンド

（
※
広
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に
関
す
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切
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任
は
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に
帰
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し
ま
す
）
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