
社会福祉法人　掛川市社会福祉協議会
掛川市掛川910-1　総合福祉センター（あいり～な）２階
TEL 22-1294　FAX 23-3319

ホームページ Facebook

放課後児童クラブは、放課後や学校休業日に適切な遊び、
生活の場を作り、児童の健全な育成及び保護者の就労と子
育ての両立を支援することを目的として運営しています。

放課後児童クラブの取り組み
～土方小放課後児童クラブの活動の様子～

――――  この社協だよりは赤い羽根共同募金の助成金で発行しています ――――

５月号

No.188



８　貸出事業
★外出支援の充実
・車いす貸出事業の実施
・福祉車輌貸出事業の実施
★地域福祉活動の充実
・お助け用品貸出事業の実施

９　啓発・情報提供活動
★ふれあい交流活動
・ふれあい広場の開催
★市民啓発活動
・社会福祉大会の開催
★情報提供活動
・社協だよりの発行（毎月）
・ボランティア情報の提供
・介護者だよりの発行
・社協ホームページによる情報発信
・特技ボランティアリストの活用

10　福祉教育事業
★学校発の福祉教育の充実
・福祉教育実践校事業の推進・活動支援（小・中・高35校）
・福祉教育実践校連絡会の実施（2回）

★地域ぐるみの学びの場づくり
・地域出前講座の実施
・市民地域福祉セミナーの実施
・精神保健福祉講演会の実施
・サマーショートボランティアの講座への協力支援
・小学生・中学生ふれあい交流事業の実施
・高校生ボランティアの育成

11　ボランティア活動推進事業
★ボランティアの開拓・養成
・ボランティア養成講座の実施
・青年ボランティアの育成
★ボランティア活動支援
・ボランティアセンターの運営
・ボランティアセンター運営会議の設置
・ボランティア連絡協議会への支援（事務局）
★多様な担い手との連携
・市民交流センター等の活動団体との連携
・NPO団体との連携
・企業の社会貢献啓発・支援事業

12　災害時対応支援事業
★緊急時・災害時支援体制の確立
・災害ボランティアセンター設置運営マニュアルの検証体制整備
・災害ボランティアグループとの連携
・災害ボランティア講座の実施
・災害時協定に基づく被災地への職員派遣

13　地域福祉推進体制強化事業
★地域包括ケアシステムの充実
・CSW事業の推進（受託）
・生活支援事業の実施（受託）
★福祉関係機関との連携強化
・地域健康医療支援センターへの参画（5箇所）
・福祉関係機関・専門機関との連携
・社会福祉法人との連携
・社会福祉法人等社会貢献研究会の開催
★地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進
・地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進
・地域福祉計画・活動計画推進等委員会の開催
・地域福祉活動計画の評価・見直し

14　組織基盤の強化
★社会福祉協議会の基盤強化
・四役会・理事会・評議員会の開催
・研修会の実施（役員・職員）
・社会福祉協議会経営強化委員会の開催
・職員体制の見直しと強化
・会費の充実（一般会費・賛助会費・施設会費）

15　共同募金運動の推進
★共同募金活動への協力
・共同募金（一般募金）への協力
・歳末たすけあい募金への協力
・災害義援金への協力
★共同募金助成事業の実施
・助成金による地域福祉事業の充実
・赤い羽根地域福祉促進事業の実施
★歳末たすけあい助成事業の実施
・歳末たすけあい見舞金助成事業の実施
・歳末たすけあい福祉事業の実施

こんな活動をします!
ちづくり」を目指してまいります
一般会計予算

支出総額　562,156 千円
単位：千円

項　　目 金額
❶法人運営に関する事業 50,940
❷高齢者の方に関する事業 61,884
❸障がいをもつ方に関する事業 73,082
❹子ども・青少年に関する事業 106,612
❺地域福祉に関する事業 116,600
❻生活支援に関する事業 43,439
❼ボランティア等に関する事業 11,589
❽その他（運転資金） 98,010

支出

❶法人運営に
　関する事業 9.1％

❷高齢者の方に
　関する事業 11.0％

❸障がいをもつ方に
　関する事業 13.0％

❹子ども・青少年に関する
　事業 19.0％

❺地域福祉に
　関する事業 20.7％

❻生活支援に関する
　事業 7.7％

❼ボランティア等に
　関する事業 2.1％

❽その他（運転資金） 17.4％
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1　相談支援事業
★各種相談支援体制の強化
・福祉総合相談事業の実施（月～金）
・心配ごと相談事業の実施（掛川区域第1.3.5金曜日
　大東区域第2金曜日、大須賀区域第4金曜日）
・結婚相談事業の実施（第1.2.3日曜日）
・ボランティア相談事業の実施（月～金）
・善意銀行貸付事業の実施
・生活福祉資金貸付事業の実施（受託）
・�生活困窮者自立生活支援事業に伴う自立相談支援事業・

家計改善支援事業の実施（受託）
・福祉なんでも相談の実施（施設連携）

２　権利擁護事業
★権利擁護体制の充実
・日常生活自立支援事業の実施（受託）
・成年後見制度の普及・推進
・法人後見業務の実施
・市民後見人の支援
・福祉サービスにおける苦情の受付・対応
・福祉サービスに関する苦情解決第三者委員会の設置

３　当事者活動支援事業
★当事者組織の活動支援
・在宅介護者の会への支援（事務局）
・在宅介護者支援事業の実施（受託）（認知症カフェ含む）
・当事者の組織化・団体への活動支援
★ひきこもり者支援事業の充実
・ひきこもり者相談・家族支援
・ひきこもり者居場所支援
・ひきこもり者支援対策協議会へ指定支援機関としての参画
★障がい児（者）との交流活動
・青年学級の実施（障がい者サロン2会場・毎月）
・ほっとほっとサロンの実施（精神障がい者サロン2会場・毎月）

4 地域活動支援事業
★地区福祉協議会のネットワーク強化
・掛川市地区福祉協議会連絡会の運営支援（事務局）
・役員会の開催／代表者・企画委員長の連絡会の開催
★地区福祉協議会活動の充実
・地区福祉協議会支援（活動支援・基盤強化支援）
・地区福祉協議会新任役員研修の実施
・地域ボランティア養成講座の実施
・地区福祉協議会助成事業の実施
・地域福祉特別活動助成事業の実施
・�見守り・サロン（居場所）・家事支援活動の立ち上げ 

活動支援、研修会の実施
・認知症の人の見守り・支え合いネットワークの推進

５　高齢者支援事業
★高齢者の社会参加促進
・高齢者サロンの推進・活動支援
・高齢者サロンボランティア情報交換会の実施
・高齢者生きがい活動拠点事業の実施（受託）
　（22世紀の丘公園コミュニティセンターたまり～な）
・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業の実施
・掛川市シニアクラブ連合会・各支部への支援（事務局）

★生きがい活動支援
・生きがい活動支援通所事業の実施（受託）
　（掛川区域3箇所　大東区域11箇所　大須賀区域4箇所）

６　子ども・子育て支援事業
★子ども支援活動
・おもちゃ図書館の開館　毎月第3日曜日
・「おやこたけのこ教室」の実施
・子どもの居場所づくり活動の支援
★子育て支援活動
・放課後児童健全育成事業（学童保育所）の実施（受託）
　（中央小・西山口小・第二小・大坂小・土方小・千浜小・佐束小・大渕小）
・放課後等デイサービスの運営（はるかぜ・みなみかぜ）
・児童発達相談員派遣事業の実施（受託）
・子育てサロン・サークルの活動支援
・子育てサロン・サークル情報交換会の実施

７　在宅サービス事業
★生活支援サービスの充実
・障がい児・者福祉サービス事業の実施
　（居宅介護・重度訪問介護・同行援護）
・難病患者訪問介護事業の実施（受託）
・移動支援事業の実施（受託）

2021年度　社協は
「みんなの幸せをつなぐ福祉のま

2021年度

収入総額　562,156 千円
単位：千円

項　　目 金額
❶会費・賛助会費 19,000
❷市補助金 56,260
❸県社協・市受託金 282,309
❹共同募金配分金 18,550
❺寄付金 2,581
❻自立支援費等収入 57,327
❼その他収入 10,125
❽繰越金 116,004

収入

❹共同募金配分金 3.3％

❺寄付金 0.5％

❻自立支援費
　等収入 10.2％

❼その他の
　収入 1.8％

❽繰越金 20.6％

❶会費・　賛助会費 3.4％

❷市補助金 10.0％

❸県社協・市
　受託金 50.2％
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会　　　長 

総　務　係 

常務理事兼事務局長 

地域支援係 

専 務 理 事 

理事・監事 評　議　員 

企画・法人運営 

経理・庶務・労務管理 

貸出事業（車いす・福祉車輌） 

地域福祉事業 

ボランティア事業 

広報・啓発事業 

会費・共同募金 

民児協担当 

地域健康医療支援センター 

（17 箇所）

子育て支援活動 

高齢者活動支援活動 

在宅介護支援活動 

高齢者生きがい活動拠点事業 

シニアクラブ事務局 

生きがいデイサービス事業

放課後児童健全育成事業（12 箇所） 

相談事業（福祉総合・心配ごと・結婚相談） 

貸付・援護事業（善意銀行・生活福祉資金） 

日常生活自立支援事業 

成年後見事業 

生活困窮者自立相談支援事業・家計改善支援事業 

障害者福祉サービス事業（居宅介護・同行援護） 

心身障害児訪問相談事業 

移動支援事業 

放課後等デイサービス（はるかぜ・みなみかぜ） 

社協の組織編制が変わります︕ 

ボランティアセンター 

東部ふくしあ社協 

中部ふくしあ社協 
西部ふくしあ社協 

南部大東ふくしあ社協 

南部大須賀ふくしあ社協 

社会福祉係 

生活支援係 

障がい者支援係 

事務局次長 

団 体 事 務 （地域支援係）：ボランティア連絡協議会・地区福祉協連絡会 

（社会福祉係）：在宅介護者の会・シニアクラブ 

令和 3 年度から老人福祉センター、児童

館・児童交流館の運営終了に伴い、社協の

組織を変更します。今まで以上に地域の

活動や個別支援に力を注ぎ、市民の 

皆様に「見える社協」を目指して

参ります。 

～誰もがすこやかに、安心で幸せな暮らしをともにつくるまちを目指して～ 

社協の組織編成が変わります！ 社協の組織編成が変わります！ 
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次は大須賀第一地区の紹介です。お楽しみに♪

～原田地区福祉協議会～
　原田地区福祉協議会では、生活支援車「友愛はらだ号」、高齢者サロン「元気くらぶ」、子
育て支援「なかよしキッズ」を運営しています。
　生活支援車は、平成 4年度より運行を始め、今年で29年継続しています。「友愛はらだ号」
も現在使用している車輌で3代目となり、各団体より表彰を戴い
ております。長い間の運行には、数多くの運転ボランティア、地
区連絡委員、運営委員会の協力が欠かせないものでした。発足当
時から平成 30 年度までは、通院車として市内の病院への送迎を
行い、平成 31 年度からは、生活支援車として通院に火曜日と木
曜日、買い物に金曜日と週 3回運行し、福祉部の「元気くらぶ」
の送迎にも使用しています。

福祉教育への取り組み紹介 ～掛川市立第一小学校～
　４年生の総合的な学習の時間では、「みんなにやさしいまちづ
くり」をテーマにバリアフリーについて考えました。
　まず、学区内を探検しバリアフリーを探しました。掛川城や掛
川駅周辺には、音響付きの信号機や点字ブロック、スロープなど
たくさんのバリアフリーがあることに気付きました。その後、学
区外のバリアフリーを図書やインターネットで調べました。分
かったことをパワーポイントにまとめ、発表をしました。
　自分達には何ができるか考えることを通して、相手のことを考
え、思いやりをもって行動しようとする気持ちを強くすることが
できました。

～凸凹スマイルプロジェクト～ボランティア団体紹介コーナー
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個人名のご紹介につきましては、ご本人様の了承を得て掲載させていただいています。

相談名 会場 相談日 時間

結 婚 相 談

総合福祉センター東館
あいり～な

（23-3036）※当日のみ
※初回�登録時は写真持参
※第二日曜は女性優先

 6（日） 13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

13（日）

20（日）

心 配 ご と
相 談

総合福祉センター東館
あいり～な

（23-3036）※当日のみ

 4（金）
13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

18（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 11（金）
市役所大須賀支所1F（48-5531） 25（金）

相談名 会場 相談日 時間

福祉総合相談
介護者相談
ボランティア相談

本所 （22-1294）
東部ふくしあ社協（23-4720）
中部ふくしあ社協（28-8546）
西部ふくしあ社協（29-6192）
南部大東ふくしあ社協（72-1135）
南部大須賀ふくしあ社協（48-5531）
ボランティアセンター（24-6263）

月～金
（祝日を
　除く）

 9：00
～
17：00

子育て相談 本所（22-1309）
随時受付

６
月
の
相
談
日
の
ご
案
内

（令和３年3月分）※順不同敬称略
善 意 を あ り が と う

◆認知症の家族を介護されている方のためのサロン◆

「笑顔のつどい」のご案内
北部：５月28日（金）13:30～15:00
　　　あいり～な２階・教養会議室
南部：５月12日（水）13:30～15:00
　　　大東市民交流センター

　車椅子や福祉車輌、サロン用品の貸出など、
福祉活動の支援に活用しております。
　なお、税法上寄附金となり、税金の控除の
対象となります。ご協力お願いします。

賛助会費【1口】 ・・1,000円
施設会費【1口】 ・・2,000円

ガイドヘルパー募集

対象：70歳までで、同行援護一般課程修了者
　　　（ガイドヘルパー資格）
時給：1,200円～

ガイドヘルパーとは…

視覚障がいにより移動が困難な
人に外出時同行して移動の支援
を行うヘルパーのことです。
（ガイドヘルパーは資格が必要です。）

「被災後の生活や住宅を再建するための
� 支援制度を使いこなせますか？」
～カードとボードゲームで楽しく学んでみましょう～

災害啓発講座

日 時：令和3年5月21日（金）
　　　 午前10時から午前12時まで
会 場：総合福祉センター あいり～な
　　　 2階教養会議室
講 師：永野　海　弁護士

定 員：20名（先着順）　定員になり次第締切
申込み： ①住所　②氏名　③電話番号　を記入

の上下記FAXへ送信ください。

●寄付金
＊㈱三善
＊�掛川市南部心身障害児の放課後と長期
休暇を考える会
＊遊家寿々美会　＊匿名2件

●寄付物品（フード）
＊三輪純子（カップ麺他）
＊�日本郵政グループ労働組合中東遠支部
（カップ麺他）
＊匿名2件（食品）

●寄付物品
＊戸塚修夫（足踏み式消毒台）
＊弓桁久則（タオル）
＊上内田小学校（車いす）
＊匿名1件（衣類）

●収集物
＊石川泰我　＊山本澄子　＊近藤光博　＊浅岡芳男
＊齋藤　＊㈱掛川スズキ塗装　＊㈱事務機のヨシダ
＊日立Astemoビジネスソリューションズ㈱
＊沖一化工㈲　＊㈱ギャバン　＊かけがわ苑　＊くにやす苑
＊掛川市勤労者協議会　＊静岡県歌謡連盟
＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊第四地区民生委員児童委員協議会
＊十王いきいきクラブ　＊うぐいす会
＊南郷地区女性学級サザンセミナー　＊千浜会館
＊浜野会館　＊佐束幼稚園　＊大渕幼稚園PTA
＊横須賀幼稚園PTA　＊すこやかこども園PTA
＊城北小学校　＊北中学校　＊管財課　＊福祉課
＊匿名８件

募集募集

【問合せ先】障がい者支援係
　　　　　 大矢（☎ 22-1309）

【問合せ先】災害VC掛川
　　　　　 代表：榛葉（FAX：24-2256）
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