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さしのべる 手にあたたかい おもいやりさしのべる 手にあたたかい おもいやりさしのべる 手にあたたかい おもいやり

焼津市成年後見支援センター
がオープンしました！

　このたび、『焼津市成年後見支援センター』を焼津市総合福祉
会館内に設置し、その運営を焼津市社会福祉協議会で行うこと
となりました。
　成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由
で判断すること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。
　市民のみなさまが、いつまでも住み慣れた焼津で安心して暮
らすことができるよう、成年後見制度の利用を促進してまいります。

5 月 18 日に開所式が行われました！
焼津市成年後見支援センターで行うこと

【相談】

【普及啓発活動】
【市民後見人の養成・活動支援】

ご本人やご家族、関係機関の方などから成年後見制度に関する
相談をお受けします。

セミナーや出前講座により、制度の周知・広報を行います。

市民後見人養成講座の開催や活動の支援を行います。
（※市民後見人とは、同じ市民の立場からきめ細かい支援が期待される後見人のことです）

ご相談・お問い合わせは…
【開設日】
【時　間】
【場　所】
【問合せ】お気軽にご相談ください！

月曜日～金曜日（祝日および年末年始を除く）
8：30 ～ 17：15
総合福祉会館（ウェルシップやいづ）　１階
生活相談支援係　TEL 621-2941 FAX 626-0573

焼津市成年後見支援センター
がオープンしました！

焼津市成年後見支援センター
がオープンしました！
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みなさまからの会費で支えられています
　焼津市社会福祉協議会（焼津市社協）は、地域のみなさまに支えられた民間の福祉団体です。

誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを目指し、地域の福祉推進に取り組んでいます。

　焼津市社協は、行政の福祉施策とは違った住民主体の地域福祉活動の実施のため、住民のみ

なさまを対象とした会員制度を採っています。

社協会員は社協のサポーター　社協会費にご協力ください
　焼津市社協は、行政からの補助金や委託金を大きな

財源としていますが、このほかにも共同募金の配分金

や介護福祉サービス事業などを実施し、活動財源の確

保に努めています。 地域で暮らす住民のみなさまが主

体の民間団体である社協は、事業の自主性を高めるた

めに、特に社協会費や寄付金などの自主財源の確保が

重要となっています。

400 円

1,000 円

2,000 円

一世帯年額

一口

一口　

普通会費

特別会費

施設団体会費

普通会費

特別会費

施設団体会費

合計

46,310戸

1,210件

15施設 ・ 9団体

18,517,500 円

1,888,000 円

355,000 円

20,760,500 円

昨年度実績

ご協力よろしくおねがいします。

災害ボランティア活動用資機材倉庫に
追加資機材を設置しました！

　静岡県共同募金会から赤い羽根共同募金の助成金をいただきました。今年度は、市内３か所にあ

る災害ボランティア活動用の資機材倉庫に追加の資機材を設置いたしました。この資機材は、実際

に災害が発生した際や災害を想定した訓練等に活用します。

　赤い羽根共同募金にご寄附をいただきましたみなさまに厚く御礼申し上げます。

社会福祉法人春風寮 

児童家庭支援センターはるかぜ

社会福祉法人 嬰育会

特別養護老人ホーム福聚荘

社会福祉法人東益津福祉会

特別養護老人ホーム高麓

　災害用資機材倉庫は、上記 3 施設に設置してあります。イザ！という時のための資機材です。災

害はいつ起こるかわかりません。そのための備えとして、また、国内各地の災害発生時に、有効に

活用させていただきます。
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ほほえみ夏祭り、ふれあい広場中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症に係る諸状況を考慮し、感染拡大防止のため、8 月に開催を予定してい

ました「ほほえみ夏祭り」と１０月開催を予定していました「ふれあい広場」の開催中止を決定しま

した。開催を楽しみにしていたみなさま、開催に関わる全てのみなさまにとって、残念なお知らせと

なりますが、安全を優先した決定に、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

問合せ　ふれあい広場　　　　　地域福祉係　　　TEL621-2941
　　　　ほほえみ夏祭り、浴室　地域福祉会館係　TEL662-0610

大井川福祉センター 「ほほえみ」 浴室休業のお知らせ
　焼津市による浴室天井工事が６月から８月までの予定で行われております。工事期間中は浴室を

ご利用いただくことが出来ません。日頃からご利用頂いておりますご利用者様には感染症拡大防止

対策による休業から引き続きの休業となり、多大なご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

　ご理解・ご協力をお願い致します。

＼参加者募集／
　夏休みの課題・自由研究等に、焼津市総合福
祉会館（ウェルシップやいづ）を見学し、ユニ
バーサルデザインやふくしについて学ぼう！！

８月 17 日（月）
８月 21 日（金）
※両日とも同じ内容
総合福祉会館
小学生以上（保護者同伴可）
２０人程度（先着順）
無料
どちらかの日程をお選びください。
来所または電話にてお申込みください。
定員に達し次第締め切りとなります。
総合福祉会館　TEL６２７－２１１１

日　時

会　場
対　象
定　員
料　金
申込み

問合せ

みんなで
ウェルシップやいづを
探検しよう！

みんなの挑戦を

待ってるぜ！

地図を頼りに
キーワードを
探そう！

楽しく学ぶ
!!

　夏休みは子供たちにとって、日頃とは異なる体験ができる絶好の機会です。地域に住む方たち

が講師になって教えてくれます。この機会に体験してみませんか？

対　象：小学生

会　場：総合福祉会館　３階大会議室

　　　　　　〃 　　　　多目的ホール

持ち物：筆記用具、水筒、タオル、マスク

申込み：電話で申し込みいただくか、申込み

　　　　用紙に必要事項を記入いただき提出

　　　　してください。（FAX 可）

問合せ：地域福祉係　TEL621-2941

※上記イベントは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願い致します。状況により、中止になる場合があります。

日　時 内　容 定員
8 月 19 日（水）

10：00 ～

8 月 20 日（木）

10：00 ～

聞こえないってどんなこと？

手話を覚えてみよう！

3０名

2０名

初めての点字に挑戦！ 

オリジナルしおりを作ろう

小学生集まれ～‼

13：30 ～ 15：00｝



　令和元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

を展開してまいりましたので、その概要について次のとおり報告いたします。

会員数および会費
普通会費 

　46,310 戸

特別会費　

　1,210 件

施設団体会費　15 施設・9 団体

 

合　計

１８,５１７,５００円

１,８８８,０００円

３５５,０００円

２０,７６０,５００円

社協運営事業
三役会、評議員会、支部長会をそれ

ぞれ 4 回開催。理事会を７回開催。

地域福祉の充実強化と
活動推進

○ふれあいネット推進活動の充実

○地域ふれあいサロン活動支援

○第３次焼津市地域福祉計画・地域

福祉活動計画の進行管理

○地域福祉推進地区の活動援助

○出張福祉講座研修会開催事業

○日常生活自立支援事業

○生活困窮者自立相談支援事業

○家計改善支援事業

○福祉教育実践指定校の活動援助

○夏休み福祉体験学習及び世代間交

　流の開催

○福祉器具機材の貸出

○地域福祉促進助成事業

○生活支援体制整備事業

在宅福祉の充実・
高齢者福祉活動の推進

○身体障害者訪問入浴サービス事業

○身体障害者移動支援サービス事業

○地域包括支援センター事業

　・北部地域包括支援センター

　・大井川地域包括支援センター

○生きがい活動支援通所事業

○会食サービス事業（あじさいの会）

ボランティア活動の振興育成 善意銀行の運営
○ボランティアビューローの運営

○焼津市ボランティア連絡協議会の

　運営支援

　構成グループ 23 団体（680 人）

○企業の社会貢献活動研究会の運営

　参加企業　　10 企業・団体

○精神保健福祉への取組み

○ボランティア活動保険の加入

○災害時ボランティア支援事業

○傾聴ボランティア支援事業

相談事業・援護事業
○ふくしなんでも相談

　取扱件数　延べ 381 件

○貸付事業

○援護事業

　火災罹災者援護　3 件

　旅費欠乏者援護　69 人

○権利擁護センターの運営

　相談件数　延べ 52 件

○権利擁護普及啓発事業

　・講演会の開催　参加者 92 人

障害・児童・母子福祉活動
○福祉関係団体への活動援助

○ハンディキャブ（福祉車両）貸出

　事業　延べ 392 件

○おもちゃ図書館運営支援

○点字広報・声の広報発行事業

○放課後児童クラブ事業

調査研究・啓発活動
○広報紙の発行

　社協やいづ年６回発行（全戸配布）

　社協つうしん毎月発行（関係者）

○第 49 回焼津市社会福祉大会の開催

○静岡県健康福祉大会

　社会福祉功労表彰　16 人・１団体

　募金ボランティア　3 人

○第 38 回福祉まつり「ふれあい広場」

○第 16 回ほほえみ夏祭り

　

○社会福祉活動寄付金

　118 件　２,４０３,５１７円

○物品預託

　使用済み切手ほか　３８５件

共同募金事業
○赤い羽根共同募金募金運動

○歳末たすけあい運動

　在宅助成　５,５０５,０００円

　地域助成　３,６２８,０００円

○低所得世帯児童・生徒援護金

　祝金　　　　２１０,０００円

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

○介護予防訪問介護事業

○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

障害者自立支援事業
○焼津福祉サービスセンター

○大井川福祉サービスセンター

施設管理運営
○総合福祉会館

　325 日　利用者 88,342 人

○大井川福祉センター

　325 日　利用者 70,609 人

令和元年度事業報告令和元年度事業報告令和元年度事業報告

社会福祉充実計画
○職員育成事業

○職員処遇充実事業

4
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令和元年度決算報告令和元年度決算報告令和元年度決算報告

事　

業　
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動　
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そ
の
他
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活
動

に
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る
収
支

支
出

収
入

支
出

勘定科目 決算額 （単位：円）資金収支
計算書

貸借対照表

流動負債
　　事業未払金
　　１年以内返済予定リース債務
　　職員預り金
　　賞与引当金
固定負債
　　リース債務
　　退職給付引当金
負債の部合計
　　　　　　　　　純資産の部
基金
　　社会福祉振興基金
　　ボランティア基金
　　小口資金貸付事業基金
国庫補助金等特別積立金
　　国庫補助金等特別積立金
その他の積立金 
　　財政調整積立金 
次期繰越活動増減差額
　　（うち当期活動増減差額）
　　純資産の部合計 
負債及び純資産の部合計

流動資産
　　現金預金
　　事業未収金
　　未収金
　　未収補助金
　　立替金
固定資産
　　基本財産
 　定期預金
　　その他の固定資産
 　車両運搬具
 　器具及び備品
 　有形リース資産
 　権利
 　長期貸付金
 　退職給付引当資産
 　社会福祉振興基金積立資産
 　ボランティア基金積立資産
 　財政調整積立資産
  
  
資産の部合計

資産の部 負債の部

（単位：円）

収入

※ホームページに事業報告・決算報告の詳細を掲載しています。ご覧ください。

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額 (３)=(１)-(２)
施設整備等収入計 (４)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (５)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
その他の活動収入計（7）
積立資産積立支出
その他の活動支出計（８）
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高 (12)
当期末支払資金残高 (11)+(12)
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20,760,500
2,437,517
63,536,392
239,887,537
2,741,300

158,390,511
60,186,639
40,103,888
1,410,933
1,272,979

590,728,196
409,732,720
159,285,566
24,986,546
22,880,851

877,697
617,763,380

△ 27,035,184
0

5,538,278
1,063,200
6,601,478

△ 6,601,478
12,410,759
12,410,759
11,534,755
11,534,755

876,004
0

△ 32,760,658
303,905,102
271,144,444

294,210,727
226,243,399
58,934,940

30,388
8,904,000

98,000
495,328,938
4,000,000
4,000,000

491,328,938
6,271,950
6,495,670
2,885,600
375,000
40,000

81,819,815
270,275,051
10,577,000
112,588,852

789,539,665

48,335,483
22,997,042
1,063,200

69,241
24,206,000
83,642,215
1,822,400
81,819,815
131,977,698

282,286,395
270,275,051
10,577,000
1,434,344
2,248,950
2,248,950

112,588,852
112,588,852
260,437,770

△ 32,949,897
657,561,967
789,539,665
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●寄附金でのご協力
●物品でのご協力

物品内容……

敬称略、順不同（令和2年5月1日～令和2年6月30日）

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。

たくさんの善意を
ありがとうございました

株式会社日消機械工業、株式会社チューサイ、渡辺明子、ボートレースチケットショップ焼津、四ノ宮政代、
榑林真由美、ほうたる、岡村建設工業株式会社、Okamura安全協力会いちいの会、稲森百合子、焼津第一一照会、みどり野ミニディ豊田、
下原貴史、宮崎直美、小長谷笙・奏人、芝田知恵子、大富地区民生委員児童委員協議会、ふれあいサロンおしゃべり会、増田ムツ子、
井林たつのり事務所、第一生命保険株式会社焼津営業オフィス、市川美晴・佳奈・真子、堀易江・和明・秀幸、ちょっくら会奥野圭子、
有限会社ナオキ産業、福與京二、匿名45件

除菌電解水給水器、使用済み切手、書き損じはがき、未使用はがき、ベルマーク、ティッシュ空箱、タオル、毛糸、
大人用紙おむつ、手作りマスク、シーツ、キーボード、お菓子、不織布マスク、布マスク、除菌剤、粉ミルク、
手作りエコバッグ、その他

※

広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
︑
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
︒
☎

手編みの会、士 、見崎平八、大富公民館オカリナ講座、匿名14件

●ふくしなんでも相談　　TEL ６２６－０５５５　　毎週月曜～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ９：００～１７：００
●社協権利擁護センター　TEL ６２６－０５５５　　毎週月曜～金曜日（祝日・年末年始を除く）　
●成年後見支援センター　　　　　　　　　　　　　 ８：３０～１７：００

ご
相
談
は
こ
ち
ら
ま
で

●司法書士による権利擁護相談   TEL ６２１－２９４１　　毎月第 2 水曜日（要予約）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １３：３０～１６：３０
●法律・福祉相談会　　　TEL ６２１－２９４１　　毎月第２、第４金曜日（要予約）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１３：３０～１５：３０

　株式会社日消機械工業様より、除

菌電解水給水器のご寄付をいただき

ました。この２台は、焼津市総合福

祉会館 1 階中央のトイレに設置しま

した。

　株式会社チューサイ様より、マス

ク１万枚のご寄付をいただきました。

感染症予防や拡大防止に有効に活用

させていただきます。

　岡村建設工業株式会社様、Okamu

ra 安全協力会いちいの会様より、除

菌剤のご寄付をいただきました。株

式会社ラジカルラボ様製の、除菌剤

「キエルキン」100 セットです。

寄付を受け取る会長 寄付を受け取る会長、常務理事 寄付を受け取る会長

除菌電解水給水器、除菌剤、マスクのご寄付をいただきました。

フードドライブを実施します。   令和２年８月１日～８月３１日
家庭に眠っている食品を集めて、フードバンクに寄付する食品寄付運動です。集まった食品は、食べ
るものがなく困っている人にお渡しします。ご協力をお願いいたします。

【実施場所】総合福祉会館１階（大覚寺３丁目２－２）、大井川福祉センターほほえみ（宗高５７２－１）
【問合せ】総務管理係　TEL621-2941


