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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）

マッキーちゃん

最新情報更新中

ふくしだより
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自然災害発生時自然災害発生時における
災害ボランティアセンター支援災害ボランティアセンター支援に関する
連携協定 調印式を行いました。　

　先日、榛南ライオンズクラブ様と災害ボランティアセ
ンター支援に関する連携協定を結びました。
　災害ボランティアセンターとは、災害時に設置される
被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための拠点
です。主にボランティアの受け入れや家屋の泥だし等福
祉ニーズの把握を行います。
　このたび、ライオンズクラブ鈴木会長から「我々のモッ
トーは “奉仕 ”。多種多様な会員がいるため、会員の専門性を活かした協力、支援が出来れば
と思っている。」とのお言葉をいただき、とても心強く感じると共に協力できる体制づくりが
実現できたことを、とても嬉しく思っています。
　今後、有事の際には、必要に応じて適切に動ける体制づくりを社協内でも進めていきたいと
思います。



　日頃より新型コロナウイルス感染症拡大防止に尽
力している福祉業界の皆さんに何かご協力できるこ
とはないかと考えてくださり、加湿空気清浄機を社
協へ寄贈していただきました。
　事業所内にて大切に使用させていただきます。
　ありがとうございました。

・正廉会　海山荘　様
・相燦会　たきび塾　様
・一羊会　つくしホーム　様
・花草会　うたしあデイサービスセンター　様
・牧ノ原やまばと学園　グレイス　様、
　デイサービスセンター真菜　様
・賛育会　相良清風園　様

静岡トヨタ自動車株式会社 様 生活困窮者の食糧支援についてご賛同
いただいている社会福祉法人 様

　榛南ライオンズクラブ創立50周年記念事業の一
環として、会員の皆様が5年間に渡り積み立てた会
費にて車輌を購入し、社協へ寄贈していただきまし
た。
　車輌はさらなる地域福祉推進のため、大切に使用
させていただきます。ありがとうございました。

　4月30日に小糸製作所労働組合相良支部ワークレ
ディースクラブ、ヤングクラブの皆さん計10名で
9:00 ～ 11:30まで相良海岸駐車場含む、海岸全体
のごみ拾いを行いました。
　拾ったものは、空き缶、ペットボトル、空き瓶、
発砲スチロール、花火のごみ、吸い殻、弁当の容器
などが多く、この活動が少しでも環境のために役立
てられればと思います。

企業企業の皆さんによる社会貢献活動社会貢献活動
ありがとうございます !!

榛南ライオンズクラブ 様 小糸製作所労働組合 様

私たちもこんな活動をしています！という企業さんがありましたら、
是非ご紹介ください。取材にお伺いさせていただきます！



開催日時

相良事務所

☎52-3500

フードドライブへご協力お願いします

誰が来ても、何をして過ごしてもOK

時間内であればいつ来ても、いつ帰ってもOK

どころ
かぜ

８月13 日㈮、９月15 日㈬、10 月14 日㈭
10時15分～11時30分まで

元気なボランティアが皆さんを笑顔でお迎えします！！

どんなところなの？

「新」開催場所「旧」開催場所
牧之原市商工会 図書交流館いこっと

【回収している食料】
賞味期限が2ヶ月以上ある常温保存ができる未開封の
もの
【回収できない食料】
・賞味期限が記載されていないもの
・アルコール分を含む飲料や食料品
・サプリメント　・介護食品・健康食品

【喜ばれる食料】
・缶詰　・レトルト食品　・カップ麺　・即席ラーメン
・スープ　・即席みそ汁　・お菓子　・ふりかけ
・ベビーフード
【回収場所】
＜榛原地区＞老人福祉センター内　榛原事務所
＜相良地区＞相良総合センターい～ら内　相良事務所

　8月1日～ 8月31日の期間で実施します。集まった食料品はフードバンクふじのくにへ送ら
せていただき、生活困窮者の方々への支援物資として活用させていただきます。

何かをしなければならないところでは
なく、おしゃべりするなど誰にも気兼
ねなくのんびり過ごせる場所です。
皆さんの大切な「居場所」のひとつ
になりますように☺

開催場所が変わります！開催場所が変わります！

散歩のついでにいこっと！
　買い物のついでにいこっと！

ここに来ればおしゃべり
できて楽しいよ！

地域の人と知り合い

になれて楽しいよ！

風風

問い合わせ先

※マスクを着用の上
お越しください
水分補給できるものも
お忘れなく！



令和 22 年度

牧之原市社協事業報告

・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（新型コロナウイルスの影響により中止）

・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（2回／参加者 26名）
・サロン事業連絡会（新型コロナウイルスへの感染防止のため中止）
・サロンステップアップ研修の実施（2回／ 74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 20団体）

・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（新型コロナウイルスの影響により、今後様子を見て実施を検討）
・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

・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／ 23回）
・夏休み小学生福祉講座の実施（1回／参加者 29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／ 74名）

・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 3回／榛原地区 6回）
・らいふサポーターフォローアップ講座（3回／参加者 78名）
・サポーター派遣事業「あるたす」の実施（利用者 12名／派遣回数 266 回）

・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
・災害時ボランティアセンター養成講座の実施（新型コロナウイルス感染防止のため中止）
・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（新型コロナウイルスの影響により、今後様子を見て実施を検討）

助け合いの「心」を育てる

助け合う「人」を育てる

地域で助け合う「仕組」を育てる

地域福祉に関する情報提供

地域活動への参加の促進

地域活動の推進

地域や学校における福祉教育の推進

新たなリーダー

防災・防犯活動の推進・充実

基本目標1

基本目標2

基本目標3

施策 1

施策 1

施策 1

施策 1

施策 2

施策 2

施策 2



・日常介護用具総合貸与事業
・マイクロバス利用事業（36回／利用者延べ 637 名）
・福祉車輌貸出事業（4台／利用者延べ 202 名）
・心身障がい児（者）通園費補助事業（226 名）
・ふれあい食事会（6回／参加者延べ 69名）
・ふれあい運動会（新型コロナウイルス感染防止のため中止）
・エコキャップ運動（回収総重量 1,882．5kg）
・児童館まつりに参加（新型コロナウイルス感染防止のため中止）
・福祉施設交流会（新型コロナウイルス感染防止のため中止）
・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（39サロン／対象延べ 8,709 名・協力員延べ 2,377 名）
・居場所づくり事業（2ヶ所／延べ 294 回）
・ちょっくら処～しずなみ活動についての話し合い（10回）
・給食サービス事業（相良地区 19回／食数延べ 362 食、榛原地区 19回／食数延べ 80食）
・おせちセット配布事業（320 名）
・歳末慰問金贈呈事業（33名）
・見守りネットワーク事業

・福祉総合相談（907 件）
・心配ごと相談（毎月第 2、第 4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（411 回／利用者 22名）
・生活困窮者自立相談支援事業（相談受付状況 101 件／事業申込件数 41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
・生活困窮者特別支援事業（58回／利用者 24名）

・法人成年後見受任事業（5件）
・市民後見人養成講座（修了者 4名）
・専門家（司法書士・社会福祉士等）との連携強化

幸せあふれる「環境」をつくる

一般会計決算報告【資金収支計算書】（事業活動のみ）

福祉支援の充実

多様な福祉問題を抱える人に対する支援

権利擁護のための体制の強化

基本目標4
施策 1

施策 2

施策 3

経常経費
補助金収入
66,151,918 円

受託金収入
129,919,266 円

貸付事業収入
799,801 円
事業収入（利用料）
959,091 円

負担金収入
266,215 円

介護保険事業収入
228,382,638 円

収　入
466,002,317円

障害福祉サービス等
事業収入
28,651,594 円

法人後見収入 244,000 円
受取利息配当金収入 9,779 円

その他の収入 4,577,641 円
会費収入 4,413,020 円

寄附金収入
   1,627,354 円

地域福祉事業費
60,025,421 円

ホームヘルプ
事業費 
64,886,938 円

ケアプランセンター
事業費
30,852,164 円

デイサービスセンター
事業費
133,187,865 円

支　出
462,084,423円

生活支援センター
事業費
22,668,923 円

包括支援センター事業費
45,688,798 円

生きがいデイあしたか
事業費 15,142,785 円

法人運営費
77,422,689 円

その他事業費 103,182 円

共同募金配分金
事業費
3,701,323 円

相良総合センター
管理事業費
8,404,335 円



法律相談（弁護士･行政相談員･人権擁護委員）

●相良中学校昭和34年度卒3年4組同級会　様　寄附金5,900円　●松下雄二　様　パッド
●相良清風園　様　食糧品　生活用品　●静岡トヨタ自動車株式会社　様　加湿空気清浄機
●うたしあ　様　食糧品　●社会福祉法人正廉会　様　食糧品　●匿名　様　寄附金3,520円
●匿名　様　布マスク756枚　●匿名　様　お米30kg×4袋

善意のご寄付をいただきありがとうございました。（R3.6.17現在）ご 寄 付ご 寄 付

突風被害について

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。

心配ごと相談（司法書士）
会　場　市民相談センター（23-0088）
期　日　8月4日(水)、18日(水)、9月1日(水)、15日(水）
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。
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〒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

〒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

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

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

① 相良事務所 ② 榛原事務所

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

会　場　市民相談センター（23-0088）
期　日　�8月11日(水)、25日(水)、9月8日(水)、22日(水)
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。

　5月1日に発生しました突風被害について、被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
　発災後、地域の方々をはじめ多くの皆様のご支援により、迅速に片付け等ができましたことに感謝申し上げます。
改めて、日頃からの地域のつながり（絆）の大切さを痛感いたしました。
　なお、今回は災害ボランティアセンター立ち上げまでには至りませんでしたが、全国の多くの皆
様から励ましのお言葉をいただきました。有難うございました。

法律、心配ごと相談


