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令和 3 年 7 月 15 日

社会福祉法人森町社会福祉協議会
〒437-0215 静岡県周智郡森町森 50-1
ホームページ http://www.mori-shakyou.com/

FAX（0538）85-1294

電話（0538）85-5769

〜犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカラ〜
令和3年７月1日 〜 ７月３１日

7月1日から全国一斉に「第71回社会を
明るくする運動」
強調月間が始まりました。

法務省が主唱するこの運動は、全ての国

民が犯罪や非行を防止し、罪を犯した人た
ちの更生について理解を深め、それぞれの

立場において力をあわせ、犯罪や非行のな
い明るい社会を築こうとする全国的な運動
で、令和3年で71回目を迎えます。

「社会を明るくする運動活動寄金」
につい
ては、1世帯当たり70円の協力金をいただ
き感謝申し上げます。この協力金を基に青
少年の非行防止に関する事業等に活用を
させていただいています。
町民の皆様の温かい御協力、誠にありが
とうございました。引き続き御協力をお願
いいたします。

就 任 あいさつ

森町社会福祉協議会

会長 鈴 木 寿 一

この度︑森町社会福祉協議会会長の重責を仰せ
つかることになりました︒もとより微力ではあり
ますが︑皆様方のご指導︑ご協力を頂きながら職
責を全うしたいと思います︒前任者同様︑変わら
ぬご支援をお願い申し上げます︒
森町社会福祉協議会では︑地域福祉活動計画の
基本理念︑﹁みんなで広げよう 地域福祉の森 〜
みんなで助けあう健やかなまちをめざして〜﹂に
基づき︑高齢者や障がい者の福祉の推進︑社会的
支援を必要とする人々への自立支援︑児童福祉と
子育て支援︑地域に密着した社会福祉の推進など
に取り組んでいます︒
コロナ禍で大変な状況下ではありますが︑ふれ
あい・つながりを大切にし︑温かい地域社会づく
りを目指し︑社会福祉事業の更なる充実・発展に
努力したいと思いますので︑今後とも皆様のご支
援︑ご協力を賜りますよう︑よろしく願い申し上
げます︒

森町社会福祉協議会理事の御紹介

公共性と自主性を併せ持つ民間の社会福祉法人であ
る社会福祉協議会の経営について執行責任を持つ理事
の皆様を御紹介いたします︒
会長 鈴木寿一︵学識経験者︶︑副会長 佐竹篤郎︵シニ
アクラブ連合会会長︶︑副会長 山本玲子︵民生委員児
童委員協議会会長︶︑副会長 大原直幸︵町内会長連絡
協議会会長︶︑理事 平田章浩︵町保健福祉課課長︶︑
理事 中根幸男︵町議会議長︶︑理事 鶴見恒幸︵学識経
験者︶︑理事 山本さな江︵学識経験者︶︑理事 中村繁
治︵ボランティア連絡会会長︶︑理事 宮﨑弘光︵福祉
施設代表者︶

社 協 だ よ り
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令和２年度 森町社会福祉協議会事業報告及び収支決算
事業報告
組織の充実

地域福祉推進事業

●普通会員5,262世帯 900円/1世帯)
●賛助会員(6団体 1,000円/1口)

●ミニふれあい事業助成 236,000円
●福祉教育体験講座（町内中学校 66人）
●中高生ボランティア体験入門講座（8〜9月 21人）
●災害ボランティア本部立ち上げ研修（8月 27人）
●地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成講座（各地区公民館等45回 456人）
●第40回森町社会福祉大会【中止】
●出前講座開催（7講座 903人）
●ふれあい機器無料貸出 かき氷機(7台)･綿菓子機(5台)･ポップコー
ン機(0台)･輪投げ(7台)･トーンチャイム(1台)･おせおせオセロ(3台)
●高齢者ふれあいサロンへの支援 225,000円（10団体）

在宅福祉事業
●遊園地遊具の修理助成 134,640円(1町内会)
●福祉総合相談の開設 月曜日〜金曜日
●成年後見制度相談所の開設 毎月第1火曜日
相談件数 3件
●心配ごと相談所の開設 毎月第1・第3月曜日
開設日数 24日 相談件数 19件
●車いす無料貸出 33件
●歳末たすけあい運動
要支援世帯慰問金 36世帯（51人510,000円）
寝たきり高齢者世帯慰問金 15世帯（75,000円）
歳末地域福祉事業支援 4団体(75,000円)
受託事業
●緊急通報システム整備事業 稼働台数 19台
●森町児童館管理運営事業
開館日数 257日 利用人数9,927名
●移動児童館 【中止】
●子育て支援センター運営事業
開館日数 257日 相談受付件数61件
●移動子育て支援センター(三倉･天方･一宮･園田･飯田地区)
10日88人
●結婚相談事業 毎月第2日曜日 来場者65人(成立1人)
●生活支援体制整備事業
ニーズ調査や会議に参加し実態･課題調査と地域資源の考察
住民主体による移動･生活支援の調整
●日常生活自立支援事業
相談援助件数 529件 実利用者数 7人
●静岡県生活困窮者自立相談支援事業
新規相談受付件数 48件 支援決定件数 15人
●ふじのくに型学びの心育成支援事業
開催日数36日 参加者16人 参加延べ人数243人
資金貸付事業
●小口資金貸付
●生活福祉資金貸付

収支決算

99,567円( 5件)
21,070,000円(77件)

（単位：円）
事業費支出
22,922,469

事務費支出
16,105,689

介護保険事業
●居宅介護支援事業 延べ利用者数1,644人
●訪問介護事業・介護予防訪問介護事業
派遣回数3,500回 利用者実人数41人
●通所介護事業・介護予防・日常生活支援総合事業
三倉・もり・園田デイサービスセンター
開所293日 延べ利用者14,045人
障害者総合支援事業
●居宅介護(ホームヘルプ)事業
派遣回数310回 利用者実人数6人
会費収入
4,769,640

経常経費補助金
収入 26,127,645

障害福祉サービス等
事業収入 1,359,256
その他の収入
500,576

当期末支払資金
残高（翌年度繰越金）
96,610,638

施設整備等による
支出 1,120,200

支出 303,588,779

受託金収入
29,70,203

前期末支払資金
残高 85,602,707

寄付金収入
101,171

貸付事業収入
81,667

人件費支出（介護保険事業分含む）
159,546,812

貸付事業支出
99,567

●助成金の交付 助成額 384,171円
森町子ども会育成連合会 森町遺族会
静霊奉賛会周智郡森町支部
●事務局を担当している団体
森町共同募金委員会 森町手をつなぐ育成会
森町子ども会育成連合会 森町ボランティア連絡会
南磐田地区保護司会森支部 森地区更生保護女性会
森町シニアクラブ連合会 森町遺族会

事業収入 176,000

その他の活動に
よる支出 5,933,593
助成金支出
1,249,811

福祉団体育成事業

その他の活動による
収入 17,500

受取利息配当金
収入 1,026

会費の収入について

介護保険事業収入
155,531,388

収入 303,588,779

会員会費の納入には、町民皆様のご協力をいただ
き、厚くお礼申し上げます。
次頁に会費の活用状況をご報告させていただいて
います。
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社協会費の内訳

ボランティア活動事業；6.8％
福祉大会事業；4.9％

町民皆様には会員として会費の納入に
御協力をいただき、厚くお礼申し上げま

調査・企画・広報事業；4.8％

す。令和２年度の活用状況を報告させて

心配ごと相談事業；2.0％

いただきます。
町民の皆 様よりお寄せいただく会費
は、福祉活動やボランティア育成などの

福祉教育推進事業；0.7％

法人運営事業；80.8％

推進を図るための、大切な財源として、
活用させていただいております。
皆様の御理解と御協力をお願いいた
します。

森 町ライオンズクラブ様との
災害 時支 援協定の 締 結
将来の大規模災害
等 の 発 生に備 え、令
和3年5月18日に森町
ライオンズクラブと｢
自然災害発生時にお
ける災害ボランティア
センター支 援に関す
る連携協定｣を締結しました。社会福祉協議会は、本
会が災害時に設置する災害ボランティア本部に、森町
ライオンズクラブより必要な設備、資機材を御提供い
ただくもので、あわせて同会員の専門性を生かした人
的支援を御提供いただくものになります。

災害ボランティア活動用機材の整備
大規模災害等の発生時に、社会福祉協議会が設置
する災害ボランティア本部で活用する資機材倉庫が、
森町愛光園(一宮)に設置され
ました。あわせて、本資機材
を活用したボランティアによ
る復旧活動が迅速に行われる
よう、静岡県社会福祉協議会
･静岡県ボランティア協会･森
町愛光園･一宮町内会長連絡
協議 会･本会の5 者が 覚書を
締結し、平時からの連携体制
構築を目指します。
この事業には赤い羽根共同募金配分金が使われています。

ボランティアグループ紹介

森町ボランティア連絡会に関係するボランティアさんを紹介します。

「音訳

なずなの会」

視覚障がい者に情報をCDにして届ける活動
●活 動 日：月初め・月半ばの1週間程度
●活動場所：保健福祉センター

パソコンの
できる方、
歓迎！

「点訳サークル

やまぼうし」

町の回覧・カレンダーの点訳、点字講習会
●活 動 日：毎月2回の回覧発行日後・随時
●活動場所：保健福祉センター

自宅点字に
興味をもったら
!!
ぜひ御連絡を

「かわせみの会（森町病院内活動）」

来院する方の受付､案内､介助等の簡単なお手伝い。
●活 動 日：月〜金 8：30〜11：30
●活動場所：森町病院ロビー

う
ありがとうとい
。
す
で
み
言葉が励

連絡先：森町社会福祉協議会 TEL85-5769 FAX85-1294

※新型コロナウイルス感染防止のため活動変更・中止してい
る場合があります。詳しくはお問い合わせください。

社 協 だ よ り

ߚߚ߆ༀᗧࠍࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹ߔ
令和 3 年 5 月１日〜 6 月 30 日 （順不同 敬称略）

● 物品
静 岡トヨタ㈱

加 湿 空 気 清 浄 機1台

※その他地域の皆様より､マスク､プルタブ､使用済み切手等
の物品寄付をいただきました。ありがとうございました。

静 岡トヨタ㈱ 様 か
ら、加 湿 空 気 清 浄
機 の 御寄贈をいた
だきました。静岡ト
ヨタ ㈱ 様 は 、県 内
の福祉施設に対し、新型コロナウイルス感染拡
大防止の一助となるよう200台余の加湿空気
清浄機を寄贈されています。本会に御寄贈いた
だいた加湿空気清浄機は、森町もりデイサービ
スセンターで使用させていただきます。ありが
とうございました。

フードドライブ
への御協力お願いします！！

森町社会福祉協議会では、8月1日から8月31日まで、家庭で余って
いる食べ物を持ち寄り、フードバンクなどに寄贈する活動、フードド
ライブを実施します。皆様の暖かな御協力お待ちしています。

㓸

第８２号（４）

生活コーディネーター

森 町 社 会 福 祉 協 議 会で は 、生 活コーディネーター
を下記のとおり募集します。
1.

雇用形態 ／ 非常勤

3.

勤 務 地 ／ 森町社会福祉協議会

2.

給

与 ／ 時給890円から

（森町保健福祉センター内）

4.

勤務時間 ／ 月曜日〜金曜日の内、週4日

5.

仕事内容 ／ 暮らしの不便を解決するための支え合

6.
7.

8:30〜17:15(休憩1時間)

いのしくみづくり
移動･生活支援の調整等
資
格 ／ ワード･エクセルが使える方
普通自動車免許
そ の 他 ／ 交通費･有給休暇･賞与年2回
社会保険

＜問い合わせ＞
森町社会福祉協議会 ☎８５−５７６９ 村松
○森町保健福祉センターに回収BOXを設置いたします。
・お持ち込みが難しい方は御連絡ください。
○食料について
・賞味期限が2か月以上あるもの(賞味期限明記)
・未開封であるもの
・大量のお米の御寄贈についてはお問い合わせください。

令和3年度｢歳末たすけあい慰問金｣贈呈事業の御案内
歳末たすけあい慰問金は、共同募金運動として町民の皆様から寄せられる｢歳末たすけあい募金｣から、
森町に住所があり生活に困窮して支援が必要な世帯に、歳末慰問金を贈呈する事業です。
歳末たすけあい慰問金の贈呈を希望される世帯は、
下記により申請書の提出をお願いします。

〇申請の対象となる世帯

次のいずれかに該当する世帯 です。ただし、生活保
護、医療病院及び介護保険施設に入院･入所している
世帯を除きます。
※

※世帯とは＝同一住所･敷地内、及び住民票が世帯分離でも生計を
一にしている世帯をいう。

①
②

③

65歳以上の方がいる世帯で、65歳以上介護保険
料第一段階(住民税世帯非課税)で、かつ在宅で介
護保険の介護認定４又は５の方のいる世帯。
64歳以下のみの世帯で、住民税(県民税･町民税)
が世帯非課税で在宅者の重度障害者(身体障害者
手帳１･２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手
帳１･２級)の方のいる世帯。
民生委員が支援を必要と認める世帯。

〇申請の方法

申請を希望される世帯は、森町社会福祉協議会に御
連絡ください。申請書を郵送いたします。

〇申請書の提出方法と期限
提出方法は、担当地区の民生委員さんを通じて、御
提出ください。(民生委員さんに対象世帯要件に該当
かの確認の御協力をいただきます。)
提出は令和3年11月15日(月)までに、担当地区の民
生委員さんに御提出ください。(期限厳守)

〇贈呈の方法

該当世帯には、担当地区の民生委員さんから12月中･
下旬に贈呈する予定です。

〇贈呈の金額

募金実績額と贈呈世帯数により決定されます。(１世
帯１万円程度を予定)

〇問い合わせ先

森町社会福祉協議会 ☎８５−５７６９
この慰問金には赤い羽根共同募金配分金が使われています。

