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ホームページ
https://www.makinohara-shakyo.jp

① 相良事務所
〒421-0524　牧之原市須々木140番地
（牧之原市相良総合センターい～ら内）
☎0548-52-3500　FAX0548-52-5585
E-mail:houjin@makinohara-shakyo.jp

② 榛原事務所
〒421-0422　牧之原市静波172番地1
（牧之原市老人福祉センター龍眼荘内）
☎0548-22-5187　FAX0548-24-1166

⑦ 社協陽だまり････････････････････☎ 22-4419

⑧ 牧之原市社協ホームヘルプサービス ･･･☎ 24-1165

⑨ 牧之原市社協ケアプランセンター ･･･☎ 22-6520

③ 相良デイサービスセンター･････････☎ 52-5553

④ 地域包括支援センターさがら ･･････☎ 53-1900

⑤ 生活支援センターつばさ ･･････････☎ 53-2610

⑥ 生きがいデイあしたか ････････････☎ 52-5768

募集人数
応募方法
受付期間
試　　験
試 験 日
詳　　細
問 合 せ

（令和２年６月15日　現在）

・相良清風園 様 ･･･････････････････ 食糧品等　　
・匿名 様 ･･････････････････････････ 食糧品、紙おむつ等　　
・匿名 様 ･････････････････････････ マスク、消毒液　　
・匿名 様 ･････････････････････････ 282,467円、食糧品、紙おむつ等

法律、心配ごと相談

社協職員採用試験（令和3年4月1日採用）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、当日検温をさせて頂いております。
発熱している場合は相談を受けられないためご了承ください。

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】8月5日㈬、19日㈬、9月2日㈬、16日㈬
【時　間】10:00～15:00

※当日8:30より電話予約を先着8名様まで受け
　付けております。

法律相談（弁護士･行政相談員･人権擁護委員）
【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】8月12日㈬、26日㈬、9月9日㈬、23日㈬
【時　間】9:00～11:30

※事前予約を受け付けております。
　詳しくはお問い合わせ下さい。

心配ごと相談（司法書士）

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」）

ふくしだより 令和2年7月発行
第157号

牧之原
ふくしだよりはみなさまからいただいた会費と赤い羽根共同募金で発行しています（再生紙） 最新情報更新中

総合職　1～2名
所定の申込書を郵送または持参
7月27日（月）～8月31日（月）必着
筆記試験（教養問題）・作文・面接
9月14日（月）
受験について年齢や資格要件等があります。当法人ホームページをご覧ください
相良事務所　52-3500

令和2年度牧之原市社会福祉大会中止について
今年度11月に開催する予定でありました令和2年度牧之原市社会福祉大会は、新型コロナウイ
ルスの影響により中止とさせていただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。

政府が配布する布マスクについて

【BOX設置場所】
●相良総合センターい～ら
●老人福祉センター龍眼荘
●牧之原市役所相良庁舎　相良窓口係
●牧之原市役所榛原庁舎　榛原窓口係
●総合健康福祉センターさざんか

詳しくは２ページに掲載しています！

政府からの布マスクについて、
ご家庭ですでに十分な枚数の
マスクを用意されており、お気
持ちとしてご寄付いただける
ものがありましたら、市内の福
祉施設等で有効活用させてい
ただきます。



コロナウイルス蔓延で全国的にマスクが不足している…。
自分たちに何かできることはない？と、様々な場所で“自分にできること”を持ち寄り、

活動されていた方々を紹介します。

6月22日（月）に、ワークセンターやまばとの皆様と一緒に避難所体験を行いました。コロナウイ
ルスの対策を行った形での開催となりましたが、体験を交え『ふだんの時から備えることの大切
さ』についてお伝えしました。皆様、積極的に体験して下さり、また講話もしっかりと聴いて下さ
り、「参考になりました。」とのお言葉をいただきました。また様々な形で、皆様と一緒に災害に
ついて考えていきたいと思います。

寄付していただいたマスクは、必要な方々に配布させていただきました！　ありがとうございました。

サロンのお仲間で声を掛け合い、布を持ち寄って手作りマスクを作成。児童クラブや介護施設、
福祉団体や企業へ寄付されています。

“高齢者の病院受診など外出の手助け
になれば”と、相良高等学校の先生や生
徒の皆さんから約50枚の手作りマスク

を寄付していただきました。

“調理ボランティアあい♡クックや、市内
でマスクが手に入りにくい方”のために、
手芸ボランティア“ちくちくぬいぬい”の
　　　皆さんに手作りマスクを
　　　作っていただきました。

6月11日（木）に萩間小学校を皮切りに福祉
教育が再開されています。
○だんの○らしの○あわせについて学び、
「ありがとう」の言葉から生まれる気持ちや
行動について意見を出し合いました。

“自分にできそうなことがある”けど活動に移せない方、ご連絡ください。　相良事務所　52-3500　横山・小川

―

みんなで元気に授業をしました！ ――

みんなで元気に授業をしました！ ―
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マスクの少ない時期
だったので

喜んでもらえました　

牧之原市への寄付
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令和元年度

牧之原市社協事業報告

一般会計決算報告 【資金収支計算書】（事業活動のみ）

・　ふくしだよりの発行（年６回）
・　ホームページの充実
・　ボランティア情報紙の発行（1回）
・　社会福祉大会の開催

施策１　地域福祉に関する情報提供

基本目標1　助け合いの「心」を育てる

・　福祉教育学校連絡会を開催（1回）
・　福祉教育ハンドブックの改正
・　市内小・中・高校福祉体験学習出前講座の実施（5小学校、1高校／21回）
・　夏休み小学生福祉講座の実施（1回／参加者22名）
・　自立支援ネットワーク等の会議への参加
・　大人のふくし寺子屋の実施（3回／参加者10名）

施策２　地域や学校における福祉教育の推進

施策１　地域活動の推進

基本目標３　地域で助け合う「仕組」を育てる

施策１　福祉支援の充実

基本目標４　幸せあふれる「環境」をつくる

施策１　地域活動への参加の促進

・　地域支え合い活動協議体の実施及び地域活動への支援
　　（全体会1回／相良地区11回／榛原地区11回）
・　らいふサポーター養成講座の実施（前期･後期延べ12回／参加者6名）
・　らいふサポーターフォローアップ講座（1回／参加者10名）
・　サポーター派遣事業「あるたす」の実施（利用者11名／派遣回数235回）

・　地区社協活性化事業
・　地区社協立ち上げ事業
・　地区代表者連絡会の実施（1回／参加者78名）
・　サロン活動助成金の交付及び支援
・　福祉団体補助金の交付及び支援
・　地域福祉活動補助金の交付及び支援

施策２　防災・防犯活動の推進・充実
・　行政や県社会福祉協議会、県ボランティア協会等との災害時ネットワークの充実
・　松川町社会福祉協議会（長野県）との災害時相互応援事業
・　県主催災害図上訓練への参加
・　災害ボランティアコーディネーターとの防災対策等連絡会の開催
・　災害対策マニュアル及び災害ボランティアセンターマニュアルの定期的な見直し
・　災害ボランティアコーディネーター養成講座の実施（1回／参加者3名）
・　災害時ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施
・　高齢者の集いの場で防犯意識の向上を図る（1回／参加者14名）

施策２　新たなリーダーの育成

基本目標２　助け合う「人」を育てる

収 入（単位：円） 支 出（単位：円）❶会費収入 4,498,220

❷寄附金収入 1,263,675

❸経常経費補助金収入 68,574,438

❹受託金収入 130,560,502

❺貸付事業収入 323,000

❻事業収入 1,109,029

❼負担金収入 381,991

❽介護保険事業収入 231,353,631

❾障害福祉サービス等事業収入 31,162,658

受取利息配当金収入 104,740

その他の収入 10,714,933

❶法人運営費 76,308,703

❷地域福祉事業費 54,780,982

❸共同募金配分金事業費 4,154,510

❹相良総合センター管理事業費 8,155,049

❺ホームヘルプ事業費 66,585,299

❻ケアプランセンター事業費 28,470,152

❼デイサービスセンター事業費 142,278,528

❽生活支援センター事業費 21,030,163

❾包括支援センター事業費 51,123,828

生きがいデイあしたか事業費 15,110,488

その他事業費 40,139

収入合計 480,046,817円 支出合計 468,037,841円

❶
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❺

❻

❼

❽

❾
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・　サロン協力員へのアンケート調査の実施
・　相談業務や地域の懇談会でのニーズ把握の実施
・　サロンサロンの実施（4回／参加者147名）
・　サロン事業連絡会の実施（18団体）
・　サロンステップアップ研修の実施（1回／参加者29名）
・　サマーショートボランティア（県ボランティア協会主催）への支援
・　「ちくちくぬいぬいボランティア」活動の推進
・　ボランティア連絡会への支援（団体登録21団体）

・　日常介護用具総合貸与事業（2件）
・　マイクロバス利用事業（122回／利用者延べ2,419名）
・　福祉車輌貸出事業（4台／利用者延べ357名）
・　心身障がい児（者）通園費補助事業（253名）
・　ふれあい食事会（2回／参加者延べ91名）
・　ふれあい運動会（1回／90名）
・　エコキャップ運動（回収総重量2,944㎏／ポリオワクチン約1,583名分相当）
・　児童館まつりに参加（2回）
・　福祉施設交流会（1回／140名(5施設)）
・　介護保険事業（5事業所）
・　受託事業（4事業）
・　ふれあい・いきいきサロン事業（41サロン／対象者延べ13,340名・協力員延べ3,603名）
・　居場所づくり事業（2か所／延べ219回）
・　ちょっくら処～しずなみ活動についての話し合い（14回）
・　給食サービス事業（相良地区19回／延べ食数444食、榛原地区19回／延べ食数123食）
・　おせちセット配布事業（330名）
・　歳末慰問金贈呈事業（33名）
・　見守りネットワーク事業

施策２　多様な福祉問題を抱える人に対する支援
・　福祉総合相談（1,241件）
・　心配ごと相談（毎月第2、第4、第5水曜日）
・　法律相談（毎月第1、第3水曜日）
・　介護相談
・　地域包括支援事業
・　障害者生活支援事業
・　家計改善支援事業
・　日常生活自立支援事業（428回／利用者18名）
・　生活困窮者自立相談支援事業（相談受付状況120件／事業申込件数60件）
・　支援調整会議の開催（24回）
・　県生活福祉資金貸付事業
・　市福祉資金貸付事業（9件）
・　生活困窮者特別支援事業（94回／利用者22名）

施策３　権利擁護のための体制の強化
・　法人成年後見受任事業（3件）
・　市民後見人養成の検討（5回）
・　専門家（司法書士・社会福祉士等）との連携強化
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・　災害時ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施
・　高齢者の集いの場で防犯意識の向上を図る（1回／参加者14名）

施策２　新たなリーダーの育成

基本目標２　助け合う「人」を育てる

収 入（単位：円） 支 出（単位：円）❶会費収入 4,498,220

❷寄附金収入 1,263,675

❸経常経費補助金収入 68,574,438

❹受託金収入 130,560,502

❺貸付事業収入 323,000

❻事業収入 1,109,029

❼負担金収入 381,991

❽介護保険事業収入 231,353,631

❾障害福祉サービス等事業収入 31,162,658

受取利息配当金収入 104,740

その他の収入 10,714,933

❶法人運営費 76,308,703

❷地域福祉事業費 54,780,982

❸共同募金配分金事業費 4,154,510

❹相良総合センター管理事業費 8,155,049

❺ホームヘルプ事業費 66,585,299

❻ケアプランセンター事業費 28,470,152

❼デイサービスセンター事業費 142,278,528

❽生活支援センター事業費 21,030,163

❾包括支援センター事業費 51,123,828

生きがいデイあしたか事業費 15,110,488

その他事業費 40,139

収入合計 480,046,817円 支出合計 468,037,841円

❶

❷

❺

❻

❼

❽

❾





❸

❹

❶ ❷

❸

❹

❺
❻

❽

❼
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・　サロン協力員へのアンケート調査の実施
・　相談業務や地域の懇談会でのニーズ把握の実施
・　サロンサロンの実施（4回／参加者147名）
・　サロン事業連絡会の実施（18団体）
・　サロンステップアップ研修の実施（1回／参加者29名）
・　サマーショートボランティア（県ボランティア協会主催）への支援
・　「ちくちくぬいぬいボランティア」活動の推進
・　ボランティア連絡会への支援（団体登録21団体）

・　日常介護用具総合貸与事業（2件）
・　マイクロバス利用事業（122回／利用者延べ2,419名）
・　福祉車輌貸出事業（4台／利用者延べ357名）
・　心身障がい児（者）通園費補助事業（253名）
・　ふれあい食事会（2回／参加者延べ91名）
・　ふれあい運動会（1回／90名）
・　エコキャップ運動（回収総重量2,944㎏／ポリオワクチン約1,583名分相当）
・　児童館まつりに参加（2回）
・　福祉施設交流会（1回／140名(5施設)）
・　介護保険事業（5事業所）
・　受託事業（4事業）
・　ふれあい・いきいきサロン事業（41サロン／対象者延べ13,340名・協力員延べ3,603名）
・　居場所づくり事業（2か所／延べ219回）
・　ちょっくら処～しずなみ活動についての話し合い（14回）
・　給食サービス事業（相良地区19回／延べ食数444食、榛原地区19回／延べ食数123食）
・　おせちセット配布事業（330名）
・　歳末慰問金贈呈事業（33名）
・　見守りネットワーク事業

施策２　多様な福祉問題を抱える人に対する支援
・　福祉総合相談（1,241件）
・　心配ごと相談（毎月第2、第4、第5水曜日）
・　法律相談（毎月第1、第3水曜日）
・　介護相談
・　地域包括支援事業
・　障害者生活支援事業
・　家計改善支援事業
・　日常生活自立支援事業（428回／利用者18名）
・　生活困窮者自立相談支援事業（相談受付状況120件／事業申込件数60件）
・　支援調整会議の開催（24回）
・　県生活福祉資金貸付事業
・　市福祉資金貸付事業（9件）
・　生活困窮者特別支援事業（94回／利用者22名）

施策３　権利擁護のための体制の強化
・　法人成年後見受任事業（3件）
・　市民後見人養成の検討（5回）
・　専門家（司法書士・社会福祉士等）との連携強化
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ホームページ
https://www.makinohara-shakyo.jp

① 相良事務所
〒421-0524　牧之原市須々木140番地
（牧之原市相良総合センターい～ら内）
☎0548-52-3500　FAX0548-52-5585
E-mail:houjin@makinohara-shakyo.jp

② 榛原事務所
〒421-0422　牧之原市静波172番地1
（牧之原市老人福祉センター龍眼荘内）
☎0548-22-5187　FAX0548-24-1166

⑦ 社協陽だまり････････････････････☎ 22-4419

⑧ 牧之原市社協ホームヘルプサービス ･･･☎ 24-1165

⑨ 牧之原市社協ケアプランセンター ･･･☎ 22-6520

③ 相良デイサービスセンター･････････☎ 52-5553

④ 地域包括支援センターさがら ･･････☎ 53-1900

⑤ 生活支援センターつばさ ･･････････☎ 53-2610

⑥ 生きがいデイあしたか ････････････☎ 52-5768

募集人数
応募方法
受付期間
試　　験
試 験 日
詳　　細
問 合 せ

（令和２年６月15日　現在）

・相良清風園 様 ･･･････････････････ 食糧品等　　
・匿名 様 ･･････････････････････････ 食糧品、紙おむつ等　　
・匿名 様 ･････････････････････････ マスク、消毒液　　
・匿名 様 ･････････････････････････ 282,467円、食糧品、紙おむつ等

法律、心配ごと相談

社協職員採用試験（令和3年4月1日採用）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、当日検温をさせて頂いております。
発熱している場合は相談を受けられないためご了承ください。

【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】8月5日㈬、19日㈬、9月2日㈬、16日㈬
【時　間】10:00～15:00

※当日8:30より電話予約を先着8名様まで受け
　付けております。

法律相談（弁護士･行政相談員･人権擁護委員）
【会　場】市民相談センター（☎23-0088）
【期　日】8月12日㈬、26日㈬、9月9日㈬、23日㈬
【時　間】9:00～11:30

※事前予約を受け付けております。
　詳しくはお問い合わせ下さい。

心配ごと相談（司法書士）

社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会（略称「社協」）

ふくしだより 令和2年7月発行
第157号

牧之原
ふくしだよりはみなさまからいただいた会費と赤い羽根共同募金で発行しています（再生紙） 最新情報更新中

総合職　1～2名
所定の申込書を郵送または持参
7月27日（月）～8月31日（月）必着
筆記試験（教養問題）・作文・面接
9月14日（月）
受験について年齢や資格要件等があります。当法人ホームページをご覧ください
相良事務所　52-3500

令和2年度牧之原市社会福祉大会中止について
今年度11月に開催する予定でありました令和2年度牧之原市社会福祉大会は、新型コロナウイ
ルスの影響により中止とさせていただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。

政府が配布する布マスクについて

【BOX設置場所】
●相良総合センターい～ら
●老人福祉センター龍眼荘
●牧之原市役所相良庁舎　相良窓口係
●牧之原市役所榛原庁舎　榛原窓口係
●総合健康福祉センターさざんか

詳しくは２ページに掲載しています！

政府からの布マスクについて、
ご家庭ですでに十分な枚数の
マスクを用意されており、お気
持ちとしてご寄付いただける
ものがありましたら、市内の福
祉施設等で有効活用させてい
ただきます。


