さしのべる 手にあたたかい おもいやり

165

第

号

平成28年5月19日

8 年 4 月より開設しました!
2
成
平
!
焼津市社会福祉協議会

権利擁護センター
認知症や知的障害、精神障害などの理由で、さまざまな判断が難しくなった方が
安心して地域で暮らせるように「成年後見制度」の活用をお手伝いします。
成年後見制度とはどんな制度？
認知症や知的障害、精神障害などの理由でさまざまな判断が難しくなった方について
家庭裁判所が選任した援助者（成年後見人等）が法律的にご本人の権利を守り支援する
制度です。
相

談

●電話や窓口で、成年後見制度に関する相談をお受けします。
●成年後見制度を利用するための手続きや申し立てに関する支援を行います。
●相談は無料です。
●場
所：総合福祉会館 焼津市大覚寺３丁目２－２
●受付日時：月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前８時３０分～午後５時
普及啓発活動
成年後見制度の理解を深め活用していただける
よう、市民の皆さんや関係機関の方に情報を発
信していきます。
法人後見
法人として成年後見人等の受任を行います。

困りごとはありませんか？お気軽にご相談ください。

生活相談支援係
編集・発行／

６２６－０５５５

社会福祉法人 焼津市社会福祉協議会

ホームページ http://www.yaizu-s hakyo.or.jp
本

所

〒425-0088 焼津市大覚寺3丁目2-2
TEL 621-2941／FAX 626-0573
メール soumu@yaizu-shakyo.or.jp

次回の発行は…平成28年7月21日（木）

大井川支所
〒421-0205 焼津市宗高572-1

TEL 662-0610／FAX 662-0034
メール oigawa-syakyo@ka.tnc.ne.jp

この広報紙は、
共同募金の
助成により発行しています。

ケ ータイからでも
ホームページにGO!

・・・市民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために・・・

第３次焼津市地域福祉計画・地域福祉活動計画 策定
計画期間：平成 28 年度～平成 32 年度
地域で助け合い、支え合うまちづくりを推進するため、そのしくみや支援策を示した「地域
福祉計画」と具体的な取り組みを進める社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」を平成 27 年
度、焼津市役所と焼津市社会福祉協議会が協働し一体化した「第 3 次焼津市地域福祉計画・地
域福祉活動計画」を策定いたしました。
この計画は、市と社協が同じ << 基本理念 >> のもと連携を更に強化し、市民皆さまの協力を得
ながら焼津市の地域福祉を推進するという大きな意義があります。

<< 基本理念 >>

地域で育てる

ふ

だんの

く

支え合う

らしの

し

あわせづくり

基本理念には、市民誰もが地域で助け合い、支え合い
ながら、安心してその人らしく普段の暮らしができる
ように、安心というしあわせにあふれた焼津市にして
いきましょう・・・という思いを込めています。

１
人創り

基本目標
基本理念実現のため、４つの目標を立てました。
それぞれの目標には、創り（づくり）と言う字
を使っています。焼津市の現状に合わせてよい
ものを積極的に取り入れ、独自の発想で、新し
い地域福祉を築いていこう・・・という思いを
込めています。

地域を支える
人づくりの推進

３
しくみ創り
基本目標

支援が必要な人を
支える体制の整備
と強化

２
環境創り

基本目標

地域福祉活動の
推進

４
基盤創り

基本目標

地域福祉を進める
協働・連携と基盤
強化

策定にあたって、市民への福祉意識アンケートや福
祉団体へのヒアリング等、ニーズ調査にご協力いただ
き「同策定委員会」が、審議を重ね今回の策定となり
ました。3 月 24 日（木）には、策定委員を代表して、
清水委員長と釜田副委員長が、中野焼津市長・永田焼
津市社協会長に完成の報告を行いました。（写真）

2

焼津市社会福祉協議会
基本理念

平成 28 年度事業計画

地域で育てる、支え合う ふ だんの く らしの し あわせづくり

市民のだれもが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、隣近所や地域の中で助け
合い、支え合えるまちづくりを進めることが必要です。
本年度は、そのしくみや支援策を示した市の「地域福祉計画」と、具体的な取組みを進める
社会福祉協議会（社協）の「地域福祉活動計画」を一体化して策定した計画を元に、市と社協
がより強力な連携をとり、市民の協力を得ながら焼津市の地域福祉を推進してまいります。
基本目標１ 人創り 地域を支える人創りの推進

基本目標２ 環境創り 地域福祉活動の推進

(1) 福祉教育の充実
(2) 共助意識の醸成
(3) 人財育成（地域の担い手、コーディネー
ター、リーダー、ボランティアなど）
※
〈財〉
は、
人は地域福祉を推進するうえでの財産であるという思いを込めています。

(1) 小地域福祉活動への支援・活性化
(2) 地域ネットワークの構築と周知
(3) 場や拠点づくりの支援と周知
(4) 防災・防犯活動の促進
(5) 福祉団体、市民グループの活動の推進

基本目標３ しくみ創り 支援が必要な人を支え
る体制の整備と強化

基本目標４ 地域福祉を進める協働・連携
と基盤強化
(1) 情報提供の充実

(1) 相談体制の充実
(2) 避難行動要支援者対策の体制づくりと強化
(3) 権利擁護事業の推進
(4) 自立支援活動の促進
(5) 重層的なセーフティネットの構築と周知強化

(2) 福祉サービスの充実
(3) バリアフリー、ユニバーサルデザインの推進
(4) 企業や団体との協働基盤の整備
(5) 市・社協の連携基盤の整備と強化
(6) 社会福祉協議会（社協）活動の基盤強化

支出の部

平成 28 年度資金収支当初予算
予算総額 5 億 9,938 万 3 千円
その他の収入
受取利息
配当金収入
173万5千円

放課後児童クラブ
事業拠点区分
5,220万9千円

会館管理運営事業
拠点区分
1億2,609万円

介護保険事業等
（大井川）拠点区分
1億5,186万円

333 万3 千円 前期末支払

資金残高
352万6千円 会費収入
2,106万円

障害福祉サービス等
事業収入
2,391万9千円

介護保険事業等
（焼津）拠点区分
1億1,955万8千円

寄附金収入
339 万2 千円

児童福祉
事業収入
5,302万2千円

法人運営事業
拠点区分
1億4,966万6千円

介護保険事業収入
1 億8,743 万9 千円

経常経費
補助金収入
6,940 万2 千円

受託金収入
2 億2,979 万5 千円

事業収入

支出内訳

人件費支出
3億7,950万1千円

収入の部

貸付事業収入

246 万円

30 万円

助成金支出 2,489万5千円
貸付事業支出 30万円
事務費支出 2,580万1千円

負担金支出
110万8千円
事業費支出

1億6,659万6千円
固定資産取得支出 12万円
ファイナンス・リース債務の返済支出 56万2千円
予備費支出 50万円
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ふれあいキャンプ参加者募集！
中学生・高校生を対象に、障害の有無に関わらず、宿泊を共にし交流する中で、互いに
共感する気持ちを育み、福祉や障害について理解を深めるキャンプです。
みんなで夏の熱い思い出を作りましょう！
日

時

会

【事前研修】
８月４日（木）９：３０～１６：００
【キャンプ当日】
８月８日（月）９：３０～ 1 泊 2 日
●
●
●
●

場

内

焼津市総合福祉会館
島田市 山の家

容（予定）

・障害について考えよう
・レクリエーション
・キャンプファイヤー
・わいわいバーベキュー など

参加対象：中学・高校生（焼津市在住、または通学）
募集人数：30 人程度（定員になりしだい締め切り）
参 加 費：3,500 円（宿泊費、食費、保険料ほか）
申 込 み：申込書に記入のうえ、来所・ＦＡＸでお申
込みください。
地域福祉係 TEL ６２１－２９４１

FAX ６２６－０５７３
● 申込み締め切り ７月１９日（火）
★本事業は、静岡県青少年指導者初級認定取得事業です。
全課程を修了した参加者には、静岡県教育委員会から
認定証が発行されます。（高校生以上は中級も取得可）

助成金情報

赤い羽根

地域福祉促進助成事業

焼津市内の地域福祉の促進を図るために行う必要な事業や機器整備費に助成します。
◇みなさまから寄せられた“赤い羽根共同募金”の助成金を活用して社協が行う事業です。
項

目

対象団体

助成額
受付期間

内

容

地域福祉向上のために継続的に取り組んでい
る福祉団体
（例）小地域活動団体、ボランティアグループ
自治会、町内会等
※営利を目的とする団体、法人格を有する団
体（ＮＰＯ法人、放課後児童クラブ、障害
児放課後等デイサービスは除く）は対象外
1 団体につき限度額１０万円まで（助成率 80％）
6 月 1 日～ 7 月 7 日（必着）

●要綱、申請書は焼津市社会福祉協議会本所、
大井川支所、ホームページから取得できます。
※問合せ：地域福祉係 TEL ６２１－２９４１
4

〈助成例〉
○一人暮しの高齢者訪問事業
○福祉関連講座の開催
○子育てサロン遊具整備
○地域ふれあいサロン座いす整備
○車イス整備
○防災資機材整備
・発電機、携帯型拡声器、簡易ト
イレ、ヘルメット、非常食等

生活に困った…

経済的に苦しい…

そんなとき、ご相談ください
社会福祉協議会では、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業を行っています。
自立相談支援事業
生活や仕事に不安や困りごとを抱える人に対し、地域において自立した生活ができるよう
相談支援員が情報提供や各種機関等へのつなぎ、支援プランの作成等を行います。
また、地域の関係者と協力しながら困窮者支援を通じた地域づくりを行います。
働きたいが、仕事に
就けない
家計管理・
やりくりが不安

関係機関の情報提供、紹介、同行など
●ハローワーク
●福祉事務所
●各種法律相談・法テラス等
●地域包括支援センター
●障害者相談支援事業所 など…

自立相談支援窓口

借金があって
生活が苦しい

相談
家賃が払えない

支援プランの作成・実施
●就活中の家賃相当額補助（住居確保給付金）
●緊急時の衣食住の確保（一時生活支援事業）
●金銭管理のアドバイス（家計相談支援事業）※
など…

引きこもっている
家族の相談をしたい

※家計相談支援事業…収支のやりくりの不安や借金を抱える人に対し、家計相談支援員が、家計の
『見える化』等の支援を行うことにより、家計の安定をめざします。
【営業日・時間】 月曜日～金曜日（祝日除く） ８：３０～１７：１５
【相 談 窓 口】 ●総合福祉会館１階 社会福祉協議会
TEL 621-2941
●市役所アトレ庁舎１階 地域福祉課
TEL 626-1127
事前にお時間をご連絡ください！

社協会費のお願い

社会福祉協議会（社協）では、

「誰もが住み慣れたまち、この焼

津で、安心して過ごせる地域福祉

のまちづくり」をめざし、焼津市

にお住まいの皆さまの支援をいた

だき、皆さまとともに地域福祉の

向上に取り組んでおります。

地域福祉活動を推進するために

皆さまからご協力いただく「会費」

が必要です。

焼津市にお住まいの皆さま及び

法人・団体等の皆さまには、社協

活動や地域福祉活動にご賛同いた

だき、ぜひ会員になっていただき

ますとともに、住民同士の支え合

い活動をますます発展・活性化し

ていくための会費納入に、ご協力

くださいますようお願い致します。

１世帯年額
400 円
１口
特別会費
1,000 円
施設団体 １口
会
費
2,000 円
普通会費
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たくさんの善意を
ありがとうございました

皆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28年3月1日～平成28年4月30日）

●寄附金でのご協力
ほほえみ号利用者の会、静岡銀行焼津黒潮会、スーパー田子重登呂田店、スーパー田子重小川店、スーパー田子重西焼津店、豊田地区
士 、スーパー田子重田尻
民生委員児童委員協議会、大井川舞の会、鶯友会、フランス総合医療株式会社、お茶の丸玉園、飯淵不動山、○
店、鈴木久子、丸玉園チャリティバザー神尾・宮下・佐分・増田、自主講座フェルデンクライス、黒澤賢次、見崎平八、匿名８件

●物品でのご協力
大井川ほほえみ来館者一同、行政書士会志太支部、焼津豊田幼稚園、焼津市ボラ
ンティア連絡協議会、第5コミュニティ防災センター、ウエルシップ映画会来場
者一同、一色地区元気はつらつの会、株式会社シーラック、共和食品株式会社、
影田町女子中老会、「家庭倫理の会」焼津支部、小長谷笙・奏人、原川鑛太郎、
あじさいの会、大富地区民生児童委員協議会、匿名３０件

物品内容 ……………………………………………………………………………………

居場所「スマイル八町館」オープン！
誰でも気軽に立ち寄れる地域の居場
所です。

使用済み・未使用切手、はがき、ベルマーク、タオル、毛糸、ティッシュ空箱、
プルタブ、紙おむつ、鉛筆、テレフォンカード、寝具 他

◆ふくしなんでも相談 TEL ６２６－０５５５
毎週月曜～金曜日 ８:３０～１７:００（祝日除く）
◆司法書士による権利擁護相談 TEL ６２１－２９４１
毎月第２水曜日 １３:３０～１６:３０（要予約）
◆電話傾聴活動 TEL ６２９－０９００
毎週木曜日 １３:３０～１５:３０（第５木曜日、祝日除く）

実施日：毎月第１・３火曜日
9：00 ～ 12：00
会 場：焼津市大島４１８－１
（旧三輪邸）
参加費：100 円（お茶・保険代等）
申込み：不要。どなたでもお越しく
ださい。
事務局：624-8524（尾崎）

広告に関する一切の責任は、
※
広告主に帰属します。

あなたのカーライフに使い道いろいろ

カーライフプラン
お使いみち⇒新車・中古車購入、免許取得、車検、
修理費など
―詳しくは各店へ―
本部
総合相談センター
本店営業部
中央支店
小川支店
石津支店
焼津西支店
焼津北支店

０５４－６２９－１１２１
０５４－６２３－１１２３
０５４－６２８－８１７１
０５４－６２８－３１５１
０５４－６２８－３１６８
０５４－６２４－２１０１
０５４－６２７－０１７８
０５４－６２９－１５５１

大富支店
大井川支店
豊田支店
さかなセンター支店
西小川支店
大島支店
大住支店
田尻支店

０５４－６２３－０１１１
０５４－６２２－３５１１
０５４－６２９－１１２０
０５４－６２８－５１４１
０５４－６２８－９１１１
０５４－６２３－５５００
０５４－６２３－６６００
０５４－６２５－０３１１
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