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ケータイからでも
ホームページにGO!

本　所 大井川支所

次回の発行は…令和4年7月21日（木）

編集・発行／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-shakyo.or. jp

〒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

〒421-0205 焼津市宗高572-1
TEL 662－0610／FAX 662－0034
メール　oigawa@yaizu-shakyo.or.jp

大富地区に２か所の居場所がオープンしました !!

ひょうたんの会（４月１９日開所）
会　場　大富第１９自治会 森田様宅
開催日　毎月第３火曜日　 10：00 ～ 12：30
内　容　健康体操、おしゃべり、ゲーム等

コミュニティ５（４月１０日開所）
会　場　大富第１９自治会第５町内会集会所
　　　　（コミュニティ５）
開催日　毎月第２日曜日　 9：30 ～ 11：30
内　容　焼津ころばん体操、おしゃべり等
参加費　２００円

問い合わせ　地域福祉係 TEL６２１-２９４１

　居場所とは、地域の住民が主体となって
運営し、誰もが気軽にふれあえる地域交流
の場です。
　開所した２ヵ所の居場所に参加した方た
ちは、体操やマッサージ、そして何よりお
しゃべりをして笑顔いっぱいのひとときを
過ごされました。

生活支援体制整備事業 ( 焼津市委託 )

コミュニティ５

ひょうたんの会
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、私たちの日常生活には大きな変化が起こっています。
人との接触を避けることが感染予防となり、人と人とのつながりが薄れ、社会的なつながりが改め
て問われています。一人ひとりが日頃から人と人との絆を大切にしながら、互いに支え合い、助け
あっていくことが大切です。
　このような時代だからこそ、みんなで地域のつながりを大切に、誰もが住み慣れた地域で安心し
て暮らしていける「福祉のまちづくり」を進めることが必要です。
　令和４年度は、焼津市と一体的に策定した第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画（令和３年度
～令和８年度）に基づいた事業を展開し、地域共生社会の実現に向けた取り組みや包括的な支援体
制を進めるため、住民の互助活動や地域参加を積極的に支援していきます。
　先の見えないコロナ禍の中、すべての事業活動で、新型コロナウイルス感染防止に取り組みなが
ら、各種事業活動を行っていきます。

基本目標１ 共生の意識づくり・人づくり

基本目標２ 地域のきずなづくり

（１）福祉教育の推進
　　①学校における福祉教育の推進
　　　福祉教育実践校連絡会事業
　　②地域における福祉教育の推進
　　　楽しく学ぶ「ふくしのススメ」開催事業
　　　出前講座事業

（２）互助意識の醸成
　　①意識啓発・交流活動の推進
　　　社会福祉大会の開催
　　　権利擁護制度の利用推進・周知
　　　焼津市「福祉を育てる市民運動」推進協議会
　　　主催事業

（３）人材育成（地域の担い手、ボランティアなど）
　　①地域活動、ボランティア活動に関する啓発
　　　広報紙、チラシを使った啓発活動の充実
　　　ボランティア養成講座の開催
　　②ボランティア活動への場の支援
　　　ふくしの広場ボランティアビューローの機能
　　　の充実
　　③地域福祉活動に参加する人材の育成
　　　ボランティア相談事業

（１）小地域福祉活動への支援・活性化
　　①小地域福祉活動の充実
　　　地域福祉推進委員会の支援
　　　職員の地区担当制
　　②地域における見守りネットワークの充実
　　　ふれあいネット事業
　　③助成金の交付
　　　赤い羽根みんなのしあわせ助成事業
　　　歳末たすけあい募金助成金事業
　　　　（在宅助成・地域福祉活動助成）

（２）地域ネットワークの構築と周知
　　①社会資源のコーディネート機能の充実
　　　生活支援体制整備事業
　　②社会福祉法人等の連携推進
　　　社会福祉法人等のネットワーク化による
　　　協働推進事業
　

（３）住民活動の支援
　　①「顔の見える地域づくり」の実践
　　　「居場所づくり」の推進
　　②地域における交流の場・拠点づくりへの支援
　　　地域ふれあいサロン（ミニデイ・居場所・
　　　子育てサロン）推進事業
　　　おもちゃ図書館運営支援

（４）防災・防犯活動の促進
　　①防災・防犯の地域づくりの促進
　　　災害ボランティア本部開設と運営
　　　志太榛原地区社会福祉協議会との連携事業

（５）福祉団体、市民グループの活動の促進
　　①団体活動（市民活動団体、福祉関係団体等）
　　　への支援の充実
　　　福祉関係団体への活動助成事業
　　②ボランティア活動促進のための支援
　　　ボランティア連絡協議会運営支援

基本目標３ 地域福祉のしくみづくり

（１）福祉施策実施体制の充実
　　①組織内連携、組織間連携の充実強化
　　　包括的な支援体制の構築

　　　②緊急措置対応
　　　貸付事業（生活福祉資金・小口福祉資金）
　　　援護事業（旅費欠援護、火事罹災者援護）

基本理念　　 地域で育てる、支え合う　　だんの らしの あわせづくり　　 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

地域住民が主体となって行う支え合い活動やボランティア活動を支援し、「地域のきずなづくり」を推進

します。また、住民同士の交流の拠点としての居場所づくりや住民が地域力を発揮できるための支援を進

めていきます。

学校や地域における福祉教育や各種講座における啓発・ボランティア育成等、幼少期から高齢期に至る

まで、各ライフステージに応じた福祉教育の機会を提供し、「共生の意識づくり・人づくり」を推進します。

包括的な相談支援体制を推進することにより、様々な相談を受けても支援につなげられるよう、関係機関

との連携の拡充・強化を進め、「地域福祉のしくみづくり」を推進します。

焼津市社会福祉協議会 令和４年度事業計画焼津市社会福祉協議会 令和４年度事業計画
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（２）包括的な相談支援体制の充実

　①相談体制の充実

　　ふくしなんでも相談事業

　　地域包括支援センターによる高齢者の総合相談

　　権利擁護センター・成年後見支援センター

　　障害者等相談支援事業

（３）福祉サービスの充実

　　①福祉サービスの充実に向けた支援

　　　会食型給食サービス事業

　　　生きがい活動支援通所事業

　　　放課後児童健全育成事業

　　　地域包括支援センターによる支援

　　　障害福祉サービスの提供

　　　高齢者福祉サービスの提供

　　　日常生活自立支援事業

　　

　　②移動に関する支援

　　　外出時の移動支援事業（重度身体障害者移動

　　　支援）

　　　福祉車両（ハンディキャブ）貸出事業

（４）情報提供の充実

　　①制度やサービスに関する情報の提供

　　　『社協やいづ』発行事業

　　　社会福祉協議会ホームページの充実

　　点字広報・声の広報発行事業

社会福祉協議会基盤強化
第４次焼津市地域福祉活動計画を推し進める体制や、施設の運営と事業の実施を目指し、社協の理念で

ある「誰もが安心して暮らすことのできる　福祉のまちづくり」を推進していきます。

　　①  拠点施設の管理・運営

　　②  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

　　③  職員体制の強化

予備費支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

事務費支出支出内訳
人件費支出
4億3,332万8千円

事業費支出
1億7,999万6千円

2,656万3千円
貸付事業支出10万円
助成金支出2,266万円 負担金支出 125万7千円

50万2千円
50万円

当期末支払
資金残高
1億641万2千円

354万9千円

令和４年度資金収支当初予算
予算総額 7 億 7,131 万 8 千円 会費収入 寄附金収入

経常経費補助金収入

事業収入

介護保険事業収入

2,038万2千円 212万7千円

6,060万2千円

受託金収入
2億3,207万3千円

1億6,890万7千円

保育事業収入
6,017万9千円

障害福祉サービス等事業収入
4,502万2千円

受取利息配当金収入
137万2千円

その他の収入
86万5千円

前期末支払資金残高
1億6,326万2千円

収入の部

法人運営拠点区分
1億8,102万4千円

介護保険事業等（焼津）
拠点区分
1億6,131万5千円

介護保険事業等（大井川）
拠点区分
1億7,622万3千円

放課後児童クラブ事業
拠点区分
8,602万円

会館管理運営事業
拠点区分
1億6,673万6千円

支出の部

積立金取崩収入
1,297万8千円

広報紙 ホームページ



　小川地区地域ささえあい協議体 (※) では、歩いて
ミニデイへ行くことが大変になってきた方に対して、
自宅と会場間を車で送迎する外出支援活動について
話し合いを行ってきました。　
　令和４年４月に、二つのミニデイで活動が始まり
ましたのでご紹介します。

※地域ささえあい協議体…自治会・ボランティア・民生委員等の皆さんがメンバーと
　なり、誰もがいくつになっても住み慣れた地域で暮らせるよう、その地域の困りご
　とを調べ、どんな支えあいがあると良いかを話し合う場です。

４月１８日 会下之島ミニデイサービス
　会下之島ミニデイでは、同じ地域の岡本石井病院様
より、車両とドライバーのご協力をいただき、支援活
動が始まりました。
　令和３年度中に打ち合わせを重ね、お試し運行を実
施し、４月の正式運行では４名の方を送迎しました。

４月２２日

　芝原ミニデイでは、地域にお住まいの３名の方に運
転ボランティアとしてご協力いただき、支援活動が始
まりました。
　３台の車で計１２名の方の送迎を行いました。まず
はミニデイへの送迎からスタートさせ、買い物などへ
の外出支援の発展についても検討していきます。

芝原ミニデイサービス
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　デイサービスやすら樹では、新規利用者を募集しております。

　広々としたデイルームで、様々なレクリエーションや、隣接

する調理室で作った出来立てのお昼ごはんをお楽しみいただけ

ます。窓の外に広がる庭園では四季折々の風景を楽しみながら、

天気のいい日にはお庭のお散歩もしていただけます。

問い合わせ
大井川福祉サービスセンター通所介護
デイサービスやすら樹 担当：鈴木
TEL６６２-０６１０

無料一日体験も受け付けています。
　　※送迎、入浴、昼食付き

利用者大募集

デイサービスやすら樹

第２報

外出支援活動
生活支援体制整備事業（焼津市委託）
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※４・８・１２・１月は除く。
　日程は変更になる場合があります。

あじさいの会に参加するには

対      象：市内在住の７０歳以上の一人暮ら
               しの方。自分で会場まで来ること
               ができ、食事を取ることができる方。
申込方法：民生委員さんを通じて社会福祉協議
               会へ申請していただきます。

◇利用者◇

昼食づくりや、利用者の方々と楽しく
交流してくださる方を募集しています。

◇ボランティア◇

地  区 会食会場および開催日 

焼津南地区 焼津公民館（第２水曜日） 

豊田地区 豊田公民館、第 8 自治会公会堂（第３水曜日） 

小川地区 小川公民館（第２金曜日） 

大富地区 大富公民館（第２金曜日） 

港地区 港公民館（第２水曜日） 

和田地区 和田公民館（第２火曜日） 

東益津地区 東益津公民館（第３金曜日） 

大井川地区 大井川公民館（第２木曜日） 

大村地区 大村公民館（第２木曜日） 

問い合わせ
地域福祉係　TEL６２１-２９４１

　あじさいの会は、昭和５７年７月から開始し、この
たび４０周年を迎えることとなりました。現在、市内
９地区でボランティア８３名、利用者１４５名が参加
しています。２月には、１５年以上活動してるボラン
ティア１１名に対して、あじさいの会から記念品が贈
られました。

　会食サービスあじさいの会は、一人暮らしのお年寄
りの閉じこもり防止、参加者同士のふれあいを目的と
して活動しています。７０歳以上の一人暮らしの方へ、
ボランティアの皆さんが四季折々の昼食を手作りし、
会食を通して交流をしています。

あじさいの会　４０周年
会食サービス

参加費
1 回 200 円

焼津市成年後見支援センター
をご活用ください！

焼津市成年後見支援センター （焼津市総合福祉会館内）
【開設日】 月曜日～金曜日 （祝日および年末年始を除く）
【開設時間】 午前８時３０分～午後５時１５分
TEL ： ０５４-６２６-０５５５/FAX ： ０５４-６２６-０５７３

　「成年後見制度について知りたい」

　「申立て書類の書き方がわからない」

　「家族の後見人をしているけれど相談できる人がいない」

　「親亡きあとが心配…後見人って必要？」 などの

　ご相談をお受けいたします。

後見人支援 広報 ・普及啓発

相談

市民後見人養成

　焼津市社会福祉協議会では、 焼津市からの委託

を受け、 「焼津市成年後見支援センター」 を総合

福祉会館内に設置し、 運営を行っています。

ボランティア永年活動者
（１５年以上）

焼津南地区　北原たか代・服部加代子　　　　　豊田地区　高知由子・鶴橋泰代
小川地区　　青島昌子・小柳小夜子　　　　　　港地区　　友田美保子・長谷川まさ代
和田地区　　塩澤宗子・杉村美枝子・寺澤和代



●

●物品でのご協力

寄附金でのご協力

物品内容………………………………………………………………………

敬称略、順不同（令和4年3月1日～令和4年4月26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

使用済み切手、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、日用品、食料品、紙おむつ、その他

※

広
告
に
関
す
る
一
切
の
責
任
は
︑
広
告
主
に
帰
属
し
ま
す
︒
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焼津ライオンズクラブ様より をいただきました。災害ボランティア本部のぼり旗

　昨年６月に、自然災害発生時における災害ボラン

ティア本部支援に関する協定を締結しました焼津ラ

イオンズクラブ様より、災害ボランティア本部開設

時に使用する「のぼり旗」８本をいただきました。

　この「のぼり旗」は、今年度の本部開設訓練にて

お披露目します。

ご寄附をいただきました
　中配焼津会（中部電力 OB 会）の

皆様より、社会福祉活動資金寄附金

のご寄付をいただきました。いただ

きましたご寄附

は、社会福祉の

活動資金として

大切に使わせて

いただきます。

永田会長と安藤会長ほか焼津ライオンズクラブ役員の皆様

ふれあいサロン蔵小路、スーパー田子重田尻店、石津若松会、中配焼津会、士、
貞善院仏教婦人会、不動山長徳寺、社会福祉法人正生会特別養護老人ホームつ
ばさ、昭和二十年村立豊田國民学校初等科修了生、見崎平八、高橋道弘、令和
３年度大井川南地区保健委員会、大井川公民館講座「大井川大学」、大富公民
館はつらつ学級、大富第19自治会女性部、大富公民館ひまわり学級、大井川公
民館講座「おおいがわ女性講座」、匿名7件

焼津豊田幼稚園、株式会社藤原商会、ほうたる、岩﨑安次、焼津市ボランティ
ア連絡協議会、菅原静子、大富公民館、光心寺、飯島麻衣、井林たつのり事務
所、モラロジー事務所、大富地区民生委員児童委員協議会、大井川公民館、み
どり野ミニデイサービス、焼津南保育園、特別養護老人ホームつばさ、大井川
南小学校、大井川東小学校、大富第19自治会女性部、第一生命保険会社株式会
社焼津営業オフィス、焼津第一一照会、下田ナミエ、小長谷笙・奏人、焼津地
区更生保護女性の会、匿名22件


