
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

　生きがいデイサービスは、高齢者の介護予防を目的とし介護保険を利用されていない方を対象に
生きがいを持ち健康づくりを推進できる活動をおこなっています。頭を使った脳トレや指先を使っ
た折り紙、室内ゲーム、歌、軽い体操など楽しみつつ生き生きと活動しています。休憩時間には、
情報交換を兼ねたおしゃべりも楽しみのひとつです。詳しくは、今月号5ページをご覧ください。

みんな楽しい
生きがいデイサービス

ゲームは
賑やか！！

防災訓練は
真剣に！！

お花畑
完成

――――  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 ――――

７月号

No.190



令和２年度の主な特徴
・第三次地域福祉計画・地域福祉活動計画「スマイルプランかけがわ21」の最終年度にあた
り、令和３年度から始まる第四次計画の策定をおこないました。

・市民後見人養成のため、掛川市・菊川市・御前崎市共同で養成講座を実施し、第一期生か
ら１名が後見人として登録されました。

・ひきこもり者支援は、掛川市が「ひきこもり対策協議会」を12月に設置し、当会はこれま
での実績が評価され、「指定支援機関」として参画することとなりました。

・コロナ禍による生活困窮支援のための生活福祉資金特例貸付が国で設置されたことに伴い、
多数の方に貸付支援をおこない、年間実績として約850世帯、1億7,000万円を超える貸
し付けをおこないました。
・指定管理施設である老人福祉センター山王荘、大須賀老人福祉センター、大東児童館、大
須賀児童館に併せ、受託施設である掛川児童交流館の運営から手を引き、民間事業者に移
管しました。

・横須賀小学童保育所が「ほほえみ学童保育所」と統合することを受け、社協運
営から離れることとなりました。

・放課後等デイサービスセンター「かざぐるま」を終了し、令和３年度から「は
るかぜ」「みなみかぜ」の２施設運営に体制変更しました。

詳細については、お気軽にお問合せください。
⑫ボランティアのまちづくり
・ボランティア連絡協議会への支援
・ボランティア保険への加入促進
・ボランティアセンター運営
・企業の社会貢献・支援事業
・市民交流センター・活動団体との連携
・NPO団体等との連携
・ボランティア養成講座の実施
運転ボランティア養成講座（22人）

⑬地域福祉推進体制の強化
・地域健康医療支援センターへの参画
・地域包括支援センターとの連携
・子育て支援センターとの連携
・社会資源の発掘と活用
・役員体制の強化
・経営強化委員会の設置
・職員体制の見直しと強化

⑭地域福祉の推進と評価
・地域福祉推進体制の確立
・地域福祉評価体制の確立

⑮共同募金運動の推進
・一般募金への協力
・歳末たすけあい募金への協力
・助成金活用事業（21件）
・歳末たすけあい援護金贈呈事業（169世帯）
・歳末福祉事業助成事業（60団体）
・赤い羽根地域福祉促進助成事業（8件）

収 入 支 出
項　　　目 金　　額 割合

会 費・賛 助 会 費 18,505,598 2.4％
寄 付 金 3,047,090 0.4％
県・市他補助金・受託金・助成金 396,495,722 53.3％
共 同 募 金 配 分 金 13,837,989 1.9％
自 立 支 援 費 等 収 入 54,695,444 7.4％
そ の 他 の 収 入 78,290,210 10.5％
前年度からの繰越金 179,001,505 24.1％

計 743,873,558 100％

項　　　目 金　　額 割合
法人運営に関する事業 178,202,426 24.0％
高齢者の方に関する事業 59,543,607 8.0％
障がいをもつ方に関する事業 80,881,361 10.9％
子ども・青少年に関する事業 127,287,636 17.1％
地域福祉に関する事業 94,739,881 12.7％
生活支援に関する事業 60,059,347 8.1％
ボランティア等に関する事業 13,492,411 1.8％
翌 年 度 へ の 繰 越 金 129,666,889 17.4％

計 743,873,558 100％

令和２年度　事業別決算報告 単位：円

事 業 報 告
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令和２年度、掛川市社会福祉協議会は、以下の事業に取り組みました。
①安心をつなぐ
・災害ボランティアセンター運営
　マニュアルの検証と体制整備
・災害ボランティアグループとの連携

②地域をつなぐ
・相談事業、在宅福祉活動によるニーズ
の把握

・小地域福祉ネットワークの活動の立ち
上げ、活動継続の支援

③情報をつなぐ
・各種相談事業の実施

福祉総合相談（6,588件）
心配ごと相談（47件）
結婚相談（277件・結婚成立5件）
ボランティア相談（65件）

・児童発達相談員派遣事業受託（延282回）
おやこ教室たけのこ（延630人）
養育支援訪問（31回）
子育て相談（26件）

・善意銀行貸付事業（29件）
・生活福祉資金貸付事業（806件）
・生活困窮者自立支援事業

困窮支援対応（965世帯・1,844人）
・生活困窮者家計相談支援事業

困窮支援対応（212世帯・363人）
フード支援（103件）

・社協だよりの発行（毎月）
・ボランティア情報の提供
・児童館・児童交流館だよりの発行
・社協ホームページによる福祉情報発信
・社協Facebookによる情報発信
・日常生活自立支援事業受託

相談件数（3,526件）
契約件数（36件）
支援・調査回数（619回）
成年後見相談件数（20回）
成年後見移行件数（1回）

・市民後見人養成講座第三期開催

④人がつながる
・青年学級「この指とまれ」（延275人）
　　　　　 「四つ葉の会」（延332人）
・精神障がい者サロン「ほっとほっとサロン」

つくし会館（延117人）
大須賀中央公民館（延45人）

・在宅介護者の会育成支援（本部・支部）
・認知症家族介護者交流事業

笑顔のつどい北部会場（延110人）
笑顔のつどい南部会場（延51人）

・かけがわハピネスフォトコンテスト

・放課後児童健全育成事業
� （学童保育13箇所・受託61,302人）
�・放課後等デイサービス事業
「はるかぜ」　 （2,992人）
「かざぐるま」（653人）
「みなみかぜ」（2,213人）

⑦地域の財産を活かす
・地域実践活動の支援

⑧生活を潤す
・障害福祉サービス事業（延3,010人）
・移動支援事業（延44人）
・ひきこもり者支援
ひきこもり啓発講演会（16人）
家族学習会サロン・おしゃべり会
グループカウンセリング（延84人）
本人の居場所フリースペース（延37人）

⑨環境を見直す
・車いす貸出事業（388件）
・福祉車輌の貸出事業（632件）
・ユニバーサルデザインの普及推進

⑩地域活動をささえる
・地域における活動への支援
地区福祉協議会活動（35地区）

・特別活動助成事業（31地区・102事業）
・地域福祉協議会連絡会（10回・延142人）
・ふだんのくらしのしあわせ展（3か所）
・お助け用品貸出事業（462件）

⑪生涯学習を進める
・福祉教育実践校指定（小中高35校）
・福祉教育実践校連絡会（1回・33人）
・小学生ふれあい交流事業（14人）
・中・高生ふれあい交流事業（10人）
・第16回社会福祉大会（38人）

⑤老いが活きる
・高齢者ふれあい・いきいきサロンの普及
・高齢者サロン71会場・複合サロン16会場
・老人福祉センターの管理運営（指定管理）

老人福祉センター山王荘
　利用者数（延6,210人）
　趣味クラブ活動
　　（20クラブのうち17クラブ活動・延2,679人）
　山王荘作品展の開催（92人）
大須賀老人福祉センター
　利用者数（延7,437人）
　趣味クラブ活動
　　（12クラブ・延1,528人）

・高齢者の生きがい活動拠点事業（受託）
利用者数（たまり～な・延6,586人）
趣味クラブ活動（37クラブ・延5,192人）

・シニアクラブ連合会活動支援（本部・支部）
　＊�４、５月　新型コロナウイルス感染

症拡大防止の為、老人福祉センター
山王荘、大須賀老人福祉センター　
たまり～な　休館

・生きがい活動支援通所事業（受託）
掛川区域生きがいデイサービスセンター
� （18コース・延3,892人）
大東区域生きがいデイサービスセンター
� （11コース・延1,685人）
大須賀区域生きがいデイサービスセンター
� （4コース・延1,407人）

　＊�４～６月　新型コロナウイルス感染
症拡大防止の為、休止

　＊７月は７日間大雨警報の為、休止

⑥子どもが躍る
・おもちゃ図書館（175人）
・児童館管理運営（指定管理）

大東児童館（延4,554人）
　各種事業（6事業・延1,025人）
大須賀児童館（延5,055人）
　各種事業（11事業・延1,058人）

・掛川児童交流館事業受託
掛川児童交流館（延13,036人）
　各種事業（8事業・延2,365人）

・子ども会連合会育成援助
� （大東・大須賀地区）

令和２年度
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～賛助会費加入のお願い～
　新規賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける方は、お手数ですが事務局まで
ご連絡いただければ幸いに存じます。会員・会費の増加は社協活動の基盤強化となります。ご
理解・ご賛同の輪が広がるよう、あわせてお願い申し上げます。

前年度も多くの皆さまにご協力いただきました。
� ありがとうございました。

市民の
皆さまへ

よりよい地域福祉活動のため
ご協力をお願いします。

　掛川市社会福祉協議会は、「みんなの幸せをつなぐ福祉のまちづくり」を目指して、各
地域における地区福祉協議会の育成・支援や、福祉教育・ボランティア活動の推進など
各種福祉活動を実施し、地域福祉の推進に努めています。これらの活動は、市民の皆さ
まから寄せられた会費、寄付金や市からの補助金、共同募金助成金などを財源としてお
ります。今年度も行政と協働し、地域の「福祉力」が向上するための活動を職員一丸と
なって取り組んでまいります。皆さまのご理解と、ご協力をお願いいたします。

18,505,598円
　令和２年度　会費収入合計　

　市内居住世帯を対象としてい
ます。会費は区長会を通じてご
協力をお願いしています。

一般会員
一世帯 500円

　社協活動に賛同していただい
た個人・事業所・企業・法人等
にご加入いただいています。

賛助会員
一口 1,000円

　社協活動に賛同していただい
た福祉施設・介護事業所等にご
加入いただいています。

施設・団体会員
一口 2,000円

令和２年度会費収入

社協運営費・その他

福祉車輌・車イス貸出
等在宅福祉事業運営費

22.14%

7.79%

地域福祉協議会助成
金・地域福祉活動推
進特別事業助成金

地域福祉事業運営費

49.14%

13.67%

一般・施設・団体・賛助会費

福祉団体活動助成金

7.26%
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　令和２年度は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受け、感
染予防のため活動の自粛を余儀なくされました。以前のようにお茶
を飲みながら話をしたりゲームをしたりということは難しいので、
何かできないかと模索し、小地区でのサロンを開催いたしました。
参加人数は多くはありませんでしたが、ビンゴゲームをしたり、ピ
ンピンコロリの冊子を見ながら話をしたりと、顔を合わせ楽しいひ
と時を過ごせました。本年度もコロナウイルス終息を願いながら、
どのように活動ができるか模索する一年となります。役員のみなら
ず、区民からもサロンの回覧を通してアイディアを募るなど、開催
に繋げていけたらと思います。
　コロナ禍で密は厳禁ですが、互いに気にかけあう心の密を届けら
れる活動ができるよう一歩ずつ前に進んでいきたいです。

～国浜区福祉委員会～

次は南郷地区の紹介です。お楽しみに♪

生きがいデイサービス の紹介
　社会福祉協議会が市から委託されている生きがいデイサービスは
桜木（桜木生きがいデイサービスセンター）　東部（東部ふくしあ）　
大東（山王荘）　大須賀（大須賀老人福祉センター）の４ヶ所を拠点
に活動しています。

参加対象者……掛川市内在住、60才以上で介護保険を利用していない方
時　　間……午前10時～（現在はコロナウイルス感染拡大防止のため午前中のみ開催）
※詳細につきましては、各拠点にお問合せください。

〈主な活動〉 
　新型コロナウイルス感染症対策を講じて活動をしています
◦脳トレ、健康体操　　　　　　　◦季節の行事
◦わなげ等の体を動かすゲーム　　◦楽しい会話
◦童謡や懐メロ鑑賞　　　　　　　◦手芸や折り紙などの
　　　　　　　　　　　　　　　　　制作物

生きデイを利用して健康寿命を伸ばしましょう！
見学もできます。お気軽にお問合せください。

問合せ先
　桜木生きデイ　☎21-1815　　東部生きデイ　　☎21-6660
　大東生きデイ　☎72-5370　　大須賀生きデイ　☎48-5965

元気な高齢者の
ための介護予防
サービス
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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。

（令和３年５月分）※順不同敬称略
善 意 を あ り が と う

～フードバンクにご協力をお願いします～
○食べ物がなくて困っている方を対象に食品の支援をおこなっています。
・賞味期限まで２カ月以上ある未開封の食品が対象です。
・生鮮食品は受付けていません。

回収場所　　掛川市役所１Ｆ　階段前
　　　　　　社協本所　大東ふくしあ　大須賀ふくしあ

期　　間　　令和３年８月２日（月）～ 31日（火）まで

◆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：７月30日（金）13:30～15:00��
　　　あいり～な２階・教養会議室
南部：７月14日（水）13:30～15:00
　　　大須賀市民交流センター

賛助会費【1口】・・・1,000円
施設会費【1口】・・・2,000円

　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させていただいています。
　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。

●寄付物品（フード）
＊匿名１件（食品）

●寄付物品
＊ザ・ビッグ大東店（イオンギフトカード）
＊静岡トヨタ自動車㈱（空気清浄機）
＊匿名２件（子ども用自転車、衣類他）

●収集物
＊匂坂光男　＊峯定治　＊髙橋春香　＊松浦英美　＊山本智津子
＊㈲平野建材　＊沖一化工㈲　＊訪問看護ステーション大東
＊かけがわ苑　＊戸塚書道教室　＊大谷町
＊第二地区民生委員児童委員協議会
＊第三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
＊第五地区民生委員児童委員協議会
＊十王いきいきクラブ　＊静岡歌謡連盟
＊匿名５件

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

※�初回登録時は写真と身分
証持参

 1（日） 13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）15（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

 6（金）
13：00
～
16：00
（ 15：30受付終了）

20（金）

市役所大東支所1F（72-1135） 13（金）

市役所大須賀支所1F（48-5531） 27（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

８
月
の
相
談
日
の
ご
案
内
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