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Facebookホームページ
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

Ｍｙ ラボ
令和4年度 4 月より、掛川市の委託を受けて居場所を開設しました♪

月曜日　どなたでも
火曜日　なでしこ会（女性限定）

水曜日　どなたでも 
木曜日　ふらっと
　　　　　（発達障がいの相談など登録制）

金曜日　どなたでも

問合せ：地域支援係
Tel ／ 22-1294
Mail／ my-lab@kakegawa-syakyo.or.jp

OPEN ／月～金（祝祭日は除く）
 13:30～16:30（いつ来ても、いつ帰ってもOK）

対 象／義務教育終了後の自分の居場所が
 見つからない方やひきこもりがちな方
場 所／掛川市総合福祉センター
 1 階西側（掛川市掛川 910-1）

義務教育終了後、家庭にひきこもりがちな方や生きづらさを
感じている方、自分の居場所が見つからない方、話をしたい方
など、自分の思う過ごし方ができるちょっとした居場所です。
プログラムはありません。ぜひ、のぞきに来てみてください。
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1）ふれあい交流活動
 ・かけがわハピネスフォトコンテスト(30点)

福祉を伝える啓発・
情報提供活動

1）社会福祉協議会の運営
 ・四役会・理事会・評議員会の開催
 ・研修会の実施(職員・CSW)
 ・経営強化委員会の開催
 ・会費の充実(一般会費・賛助会費)

社会福祉協議会の
運営と組織強化 

1）共同募金活動への協力
 ・静岡県共同募金会掛川市共同募金委員会
 運営委員会の開催
 ・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

2）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(14件)
 ・赤い羽根地域福祉促進事業の実施(11件)

3）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

共同募金運動の推進

1）地域包括ケアシステムの充実
 ・CSW事業の推進（受託）
 ・生活支援事業受託
 ・社会資源の発掘と活用

2）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
 ・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
 (2回・延28施設)

3）地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進
 ・地域福祉計画と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

第4 福祉基盤を強化する
体制・組織づくり

福祉を勧める
体制を強化する事業

2）地域ぐるみの学びの場づくり
 ・市民地域福祉セミナー(52人)
 ・サマーショートボランティア講座への協力支援
 ・中学生・高校生福祉ふれあい交流(20人)
 ・高校生ボランティアの育成(16人)

2）市民啓発活動
 ・社会福祉大会の開催(中止)(被表彰者数69)

3）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(年2回)
 ・社協ホームページによる情報発信
 ・インターネット活用による地区福祉協議会
 活動の情報提供
 ・特技ボランティアリストの改定(登録者43人)

 ・かけがわハピネスフォトコンテスト写真展

1）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(2回・延70人)

福祉の心を育てる
福祉教育活動

1）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）

2）地区福祉協議会活動の充実
 ・地区福祉協議会活動支援(35地区)
 ・地区福祉協議会新任役員研修会
 ・地区福祉協議会助成事業(35地区)
 ・地域福祉特別活動助成事業(30地区・88事業)
 ・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
 ・小地域福祉ネットワーク活動の立ち上げ、活動支援
 ・地域における家事支援の体制づくり
 ・ふだんのくらしのしあわせ展
 ・認知症の人の見守り・支え合いネットワークの推進

3）地域福祉活動支援の充実
 ・お助け用品貸し出し(604件)

地域を育てる
地域活動支援事業

1）ボランティアの開拓・養成
 ・ボランティア養成講座(9人)
 ・青年ボランティアの育成

2）ボランティア活動支援
 ・ボランティアセンターの運営
 ・ボランティア連絡協議会への支援(事務局)

3）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

第3 市民参加の
まちづくり

市民を育てるボランティア
活動推進事業

令和3年度の主な特徴
●第四次地域福祉計画・地域福祉活動計画「スマイルプランか
けがわ２１」の初年度に当たり、コロナ禍で十分な推進を図る
ことはできませんでしたが、地域への啓発や働きかけを可能
な範囲でおこないました。

●コロナ感染の影響の長期化により、終了予定であった国の制
度である生活福祉資金特例貸付制度は期間延長を繰り返しま
した。相談実績は感染拡大に伴い新規利用者が増え、さらに
制度を使い切っても生活再建に至らない重度の困窮者の対応
など、新たな課題が表面化しました。

●コロナ感染拡大のため、「ふれあい広場」を2年連続中止と
し、令和3年度は「社会福祉大会」も中止となりました。

●ひきこもり支援については、市の設置する「ひきこもり対策協
議会」の「指定支援機関」として協働して事業を推進しました。

●シニアクラブの活性化と新たな支援を考えていくための
「シニアクラブあり方検討会」に、シニアクラブ
や行政と共に社協も参画し、検討を開始しました。

●指定管理4施設及び受託施設1施設を民間事業
者に移管したことにより、組織体制を変更し、
社協としてあらたな地域福祉推進体制を構築
しました。



掛川市社会福祉協議会は令和3年度、以下の事業に取り組みました。
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1）各種相談支援事業の実施
 ・福祉総合相談(6,046件)
 ・心配ごと相談(25件)
 ・結婚相談(141件)
 ・ボランティア相談(95件)
 ・善意銀行貸付事業(13件)
 ・生活福祉資金貸付事業(312件)
 ・生活困窮者自立相談支援事業(2,228件)
 ・生活困窮者家計改善支援事業(330件)
 ・福祉なんでも相談(29施設・36件)

第１ 安心して暮らせる
まちづくり

安心につながる
相談支援事業

1）権利擁護体制の充実
 ・日常生活自立支援事業受託(3,175件)
 ・成年後見制度の普及促進(相談56件)
 ・福祉サービスにおける苦情の受付・対応(5件)

人権を守る
権利擁護事業

1）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
マニュアルの検証と体制整備

 ・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(7人)
 ・被災地への職員派遣(派遣2回・人数2人)
 ・災害協定の締結(締結先：掛川市)

安心を支える
災害時対応支援事業

1）生活支援サービスの充実
 ・障がい福祉サービス事業(延477人)
 ・移動支援事業(延51人)

2）外出支援の充実
 ・車いす貸出事業(704件)
 ・福祉車輌貸出事業(545件)

生活を守る
在宅サービスの充実

1）当事者組織の活動支援
 ・在宅介護者の会への支援(会員数17人)
 ・在宅介護者支援事業受託
 ・介護継続支援事業「笑顔のつどい」(延168人)
 ・認知症家族介護継続支援事業
 「茶のみやカフェ」(延187人)
 ・認知症介護家族の組織化への支援
 ・当事者団体への活動支援

2）ひきこもり支援事業
 ・ひきこもり者相談・家族支援学習会サロン・
 おしゃべり会・グループカウンセリング
 (延77人)個別相談(283件)
 ・ひきこもりに関する普及啓発・情報発信
 ひきこもり者支援啓発講演会(12人)
 ・居場所支援(フリースペース延31人／
 ふらっとスペース延105人)
 ・ひきこもり対策協議会への参画常設型居場所の検討

3）障がい児（者）との交流活動
 ・ほっとほっとサロン (延174人)

第2 ともに支える
まちづくり

居場所とつながりをつくる
当事者活動支援事業

1）子ども支援活動
 ・おもちゃ図書館(延262人)
 ・おやこたけのこ教室(延695人)

2）子育て支援活動
 ・放課後児童健全育成事業(学童保育所)
 受託(12箇所・延63,884人)
 ・放課後等デイサービス
 「はるかぜ」(延4,290人)「みなみかぜ」(延1,962人)
 ・児童発達相談員派遣事業受託(延訪問262回)
 ・養育支援訪問事業受託(延訪問97回)
 ・子育て相談(28件)
 ・子育てサロン・サークルの活動支援

子どもの成長と
子育てを支援する事業

1）高齢者の社会参加促進
 ・高齢者ふれあい・いきいきサロンの普及・推進
 支援(高齢者サロン66会場／複合サロン16会場)
 ・サロンボランティア情報交換会(27人)
 ・高齢者生きがい活動拠点事業受託 たまり
 ～な利用者延人数7,792人(内 高齢者の
 教室・自主クラブ参加延人数5,198人)
 ・掛川市シニアクラブ連合会への支援

2）生きがい活動支援
 ・生きがい活動支援通所事業受託(利用者延7,215人)

高齢者の社会参加を
支援する事業

令和3年度　事業別決算報告

法人運営に関する事業

高齢者の方に関する事業

障がいをもつ方に関する事業

子ども・青少年に関する事業

ボランティア等に関する事業

地域福祉に関する事業

生活支援に関する事業

翌年度への繰越金

項目 金額

会費・賛助会費

寄付金

県・市他補助金・受託金・助成金

共同募金配分金

前年度からの繰越金

計

自立支援費等収入

その他の収入

3.2％

0.5％

55.9％

2.9％

23.2％

10.1％

4.2％

72,396,693

43,168,871

80,750,710

99,971,168

10,464,008

101,552,792

50,314,491

101,139,074

計

12.9％

7.7％

14.4％

17.9％

1.9％

18.1％

9.0％

18.1％

割合

100％559,757,807

18,323,725

2,670,997

312,748,207

16,249,501

129,666,889

100％559,757,807

56,420,723

23,677,765

項目 金額 割合

収入 支出

 ・青年学級 (延555人)
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相談名

結婚相談
総合福祉センター あいり～な 東館

（23-3036）※当日のみ
※初回登録時は写真持参

8/7(日)　8/21(日)
9/4(日)　9/18(日)

13:00～16:00
15:30受付終了

【問合せ先】 社会福祉係　☎22-1294 （担当：牧野・岡本）

月～金（祝日を除く）

令和4年5月号から「相談日のご案内」と「善意をありがとう」の記事は2か月ごとに交互で掲載します。

9:00～17:00

8/5(金)　8/19(金)
9/2(金)　9/16(金)　9/30(金)

総合福祉センター あいり～な 東館
（23-3036）※当日のみ

本所（22-1309） 随時受付

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）

8/12(金)　9/9(金)

8/26(金)

市役所大東支所1F（72-1135）

市役所大須賀支所2F（48-5531）

13:00～16:00
15:30受付終了心配ごと相談

福祉総合相談
介護者相談

ボランティア相談

子育て相談

会　場 相談日 時　間
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子育てサロン・サークル紹介子育てサロン・サークル紹介
市内には地域の学習センターや公民館で活動している子育てサロン・サークル・複合サロンがあります。
コロナ感染の影響で活動が思うようにできない中、いろいろな対策や運営計画を考えながら地域の子育ての輪が継続しています。

子育てサロン
地域の様々な世代の方のボランティアで運営しています。
地域の方と交流しながら子育ての仲間づくりに、また、ゆっくり
過ごせる居場所として集える場です。

子育てサークル
地域の子育て中の親子が自主的に集まって子育ての情報交換
をしたり、子どもたちと一緒に遊んだりします。

複合サロン
高齢者世代と子育て親子が一緒に活動し交流しています。
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　新規の賛助会員・施設会員を随時受け付けています。ご協力いただける方は、お
手数ですが社協事務局までご連絡ください。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・ご賛同の輪が広がりますよう、よろしくお願い申し上げます。
　集まった会費は車椅子や福祉車輌、サロン用品の貸出しなど、福祉活動の支援に
活用されます。　※なお、会費は税法上の寄附金となり、税金控除の対象となります。

賛助会費
【1口】・・・1,000円
施設会費
【1口】・・・2,000円

社会福祉協議会の賛助会員を募集しています！社会福祉協議会の賛助会員を募集しています！

7月29日（金）13:30～15:00
あいり～な2階・教養会議室 ☆おしゃべり

■ 北部

7月 1日（金）13:30～15:00
大東市民交流センター ☆おしゃべり

■ 南部

もの忘れなどが気になるご家族を介護されている方のため
のおしゃべりサロンです。

笑顔のつどい

■ 北部

7月27日（水）13:30～15:00
大東図書館2Fフリースペース ☆おしゃべり

■ 南部

認知症の方やそのご家族、地域の方などどなたでも気軽に参
加できるつどいの場です。

茶のみやCafe

7月 4日（月）13:30～15:00
☆おでかけin家代（家代の里2丁目13-2）

　子育て中の悩みや不安を話したり聞いたりする仲間
を作ることで、育児のストレスが少しずつ解消できま
す。子育て親子の孤立を防ぐため、子育て世代を支え
る活動に地域全体で関わりましょう！
　利用希望の方やサロン・サークルに興味のある方、
お気軽にご連絡ください。

社会福祉係 ☎22-1294　　大東ふくしあ ☎72-1135　　大須賀ふくしあ ☎48-5531問合せ先


