
裾野市社会福祉協議会 令和4年 (2022年 )8月 1日 (月 曜日)第 00143号 この広報紙は皆様 ;

積立預金取崩
寄付金鎖

‐０２
７

974

経常経費補助金
16,800

金沢いきいきホーム拠点
22,637

餡 蒻

法人運営拠点
52,010

計]事
業、ふ|■

颯炒、B議量♂2●量蝿亀鶉          
‐・

その他の収入内訳 (単位 :千円)

すやまホーム拠点
28,344

いずみ荘拠点
55,481

事業収入 77Z

ヨ担金収入 29(

受取利息配当金収入

その他の収入

介護保険事業
165,004

支出科

●膠鰈儡釉鰊鯰眩鸞
発行 :(福)裾野市社会福祉協議会
〒410-1117裾 野市石脇524… 1福祉保健会館2F
電話 (055〉 992-5750/FAX(055〉 993¨ 5909
E‐maii nfo@syakyO‐ susono orjp・ http:〃 www syakyo susono orip/

隆又仄隆齢彰疵躇饉趙蜻輩挽淮庸ヘ
生活福祉資金特例貸付のご案内

厚生労働省生活支援特設HP
鰐攣貯移ブ/ξ。「O裁議‐懲議貯舞器鰤‡・幾鶴な書 `轟 機̀鬱 り/‡魏綴ex,甕ξ鶴饉

個人向け緊急小□資金・総合支援資金  コールセンター

軍駐な:撥 棧薩O‐ 4轟囃警鬱9 量彎 ;惨鋳´ヽ́癬霧醸華 (壼 臨寵颯:)

介護保険事業拠点



)ヽ らの会費によって発行 しています

‐・颯1炒誦|‐

裾野市社会福祉協議会
会長 杉山 千悪|‐

貯
‐

:

電子ブックで開発できます

https:〃 www.print― fon⊂ om/susonosidai5jikatudoukeikaku

福祉保健会館2Fにて閲覧できます

〒410-1117拒響予i市石脇524-l TttL055-992-5750

亀

‐守



(2) 裾野市社会福祉協議会 令和4年(2022年 )8月 1日 (月 曜日)第 00143号 この広報紙は皆様

1 地域福祉活動事業
各種福祉団体と連携し、様々な制度、事業を利用して必要な支援を行い、総合的な

地域福祉活動を展開します。

(1)広報活動事業 (「すその社協だより」情報誌「ぼらんてぃあ」発行、Facebook,HP)

(2)社会福祉大会事業 (功労者顕彰)

(3)福祉団体事業 (民児協、身障者福社会、精神障害者団体への助成)

(4)生活福祉資金貸付事業 (緊急小□、教育支援資金など)

(5)ボランティア推進事業 (ボランティア養成、交流会、ボラ連支援、災害VC)
(6)日常生活自立支援事業 (判断能力不十分者の金銭管理、福祉サービス利用援助)

(7)住民参加型在宅福祉サービス事業 (会員制の支え会い「お互いさまサービス」)

(8)フードドライブ事業 (生活困窮世帯への食品寄贈事業)

(9)子供の居場所応援隊事業 (生活困窮世帯児童の夏休み学習等思い出作り事業)

(10)みんなの家事業 (こ ども食堂 or配食一月 2回 )

社協     社協
HP       Facebook

3 共同募金配分金事業
赤い羽根共同募金や歳末たすけあい募金を原資に、高齢者・障害者の活動事業の助成

や福祉育成活動および生活困窮者への歳末義捐金配分を行います。

(1)老人福祉活動 (サ ロン運営支援、ゲートボール場整備助成、活動事業助成)

(2)障害児者福祉活動 (障害者健康増進事業、活動事業助成)

(3)児童 。青少年福祉活動 (母子父子家庭入学祝い 。児童遊園地遊具維持設置助成)

(4)福祉育成・援助活動 (ふれあい広場 11/20)

(5)生活課題解決支援事業 (災害見舞金事業、食料支援事業)

(6)歳末たすけあい配分事業 (低所得世帯、施設入所者へ配分)

(7)学生服リユース事業 (不要な中学校の制服等の寄付を募り必要な方に配布)

裾野市が行う地域福祉、在宅福祉事業について、市の施策、計画に基づき業務を受託しています。

(1)災害時要援護者避難支援計画作成事業 (避難に他者の支援を必要とする方)

(2)福祉総合相談「なんでも相談」事業 ぐ脳み事 。心配事、弁護士の専門相談)

(3)手話通訳者派遣事業 (手話講習会、要約筆記者派遣含む)

(4)家族介護者交流事業 (請演会、交流会、勉強会、見学会、介護だより発行など)

(5)介護予防事業 (地区サロンや老クでの健康維持活動、介護予防ボランティア講座、

介護予防 。日常生活支援総合事業での協議体支援)

(6)老人福祉センター運営事業 (施設維持管理、接客、老ク等送迎)

(7)地域包括支援センター事業 (介護予防ケアマネジメント、総合相談支援、他)

(8)サポートセンターしゃきょう事業 (障害児者相談支援、福祉サービス利用計画)

(9)障がい者自立支援協議会事務局事業 (協議会運営)

(10)成年後見制度推進事業 (市民後見人講座終了者フォローアップ 2市 2町広域実施)

5 障害福祉サービス事業
介護の必要な障害者の生活介護や、障害者や障害児に創作、生産活動等や生活能力向上のための訓練や社会との交流を

図る指導訓練を行います。

(1)放課後等デイサービス『めだか』事業 (障害児用放課後児童教室)

(2)生活介護サービス『こじか』事業 (18歳以上、障害認定3以上の生活介護訓練)

6 介護保険事業
要介護者及び要支援者に訪間介護、居宅介護支援、ヽ通所介護サービスを提供します。

(1)ホームヘルプサービスセンター (訪間介護事業)

2 在宅福祉活動事業
高齢者や障害者が在宅で安心して暮らすことができるよう、生活支援を行います。

(1)障害者福祉事業 (おもちゃ図書館一障害児童、保護者の交流の場)※ 1

(2)車椅子の貸出事業 (希望者へ最長3箇月まで貸出)

(3)福祉車両の貸出事業 (車いす対応軽自動車2台、福祉バス 1台)※ 1

(4)福祉有償運送事業 (要介護、障害認定者の登録制、低廉にて移送)

※1:共同募金配分金の対象事業です。

4

(2)居宅介護支援センター

(3)デイサービスセンター
(ケアマネジメント、プラン作成 )

(通所型介護施設 :いずみ荘、すやまホーム)

(認知症対応型通所施設 :金沢いきいきホーム)ふぁ



)ら の会費によって発行 しています

令 春□4年 度 新 規 事 業  (この事業は、共同募金配分金を活用 し実施 します)

シングルペアレント応援事業 START:

対象者
0歳から18歳未満の子供を扶養する母子、父子家庭および単身の祖父、祖母家庭で

住民税非課税世帯、またはそれに相当する収入であること。

(上記世帯は戸籍に関係なく、実態が該当する母子父子家庭等であねば可)

登録tlJ度
支援を希望する者は、社協との面談により生活実態を説明していただく必要があります。

その結果、上記支援対象者となった場合、被支援者として登録されます。

登録者の情報は個人情報ですので、守秘義務を守り、厳重に管理します。

支援内容

①食糧支援
・緊急支援 :「フードバン

します。
・通常支援 :不定期です。

じのくに」へ食糧提供の要請を行うとともに、裾野市社協が 3

② 生 活 用 品支 援  日常生活に必要ではあるが、おろそかに成りがちな物を支援する。

彦

鈍

。粉ミルク (一人 2か月分)

。生理用品 (一人 2か月分)

鸞
日分の食糧を独

食料寄付により配分できる状態になった時、登録者に案内し、支援の希望を募ります。

・紙おむつ (一人 2か月分)

。シャンプー、ボディソープ (世帯の 2か月分)

・歯ブラシ、歯磨き (世帯の 2か月分)。 キッチン洗剤、洗濯洗剤、柔軟剤 (世帯の2か月分)

以上の中で希望するものを2か月ごとに渡します。

③相談支援 (なんでも相談)

相談支援員が生活や法律に関する相談を受けます、それにより顧問弁護士による相談や、県の「ひとり親サポートセン

ター」、その他の関係機関とつなげます。例えば市や県行政と連携し、住居、就業、医療、子育て等の行政サービスによ

る支援が受けられないか検討します。

④子どもの居場所、学習支援
小学校生の夏休み、冬休みの思い出作りとして、集団遊びや学習支援を3日程度企画します。希望する家庭の小学生は

参加できます。下記「みんなの家」利用者の中にも参加する児童がいます。

⑤「みんなの家」への参力E
裾野市社協が行う子供食堂「みんなの家」は月 2回夕食の提供をしています。福祉保健会館内の老人福祉センターで食

事を提供するものですが、コロナの終息が見えないため、現在は家庭全員分の夕食弁当を配食しています。

⑥中古品リクエスト事業&逆リクエスト事業
より快適な生活のため、中古品でも欲しい品物 (電化製品、家具その他なんでも)を リクエスト登録しておけば、社協

の関係先に提供を呼びかけます。また、逆に不要となつているが捨てるのにはもつたいない物を欲しい家庭に渡す事業も

企画します。                       ｀

その他 :小中学校入学祝い金の支援、年 1回通学用スニーカーや学用品購入費としてクオカード5千円の支援を行います。

自に提供


