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コアレックス信栄株式会社と
相互協力確認書を交わす

コアレックス信栄株式会社と富士宮市社会福祉協議会は、令和3年5月26日、富士
宮市総合福祉会館で、相互協力に関わる確認書を取り交わしました。
この相互協力は、富士宮市社会福祉協議会として、コアレックス信栄株式会社が進
めている雑紙回収によるリサイクル活動の推進やゴミの減量化に向けて協力を行い、
富士宮市社会福祉協議会は、ペーパータオルやトイレットペーパーを提供いただき、
地域福祉活動等に役立たせていただく相互協力です。
富士宮市社会福祉協議会として、雑紙等を積極的にリサイクルに回す事で循環型社
会の実現に向けて、より一層取り組んでいきます。
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令和３年度
重点推進事業

社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会 事業計画

考え方を知る機会をつくります。
また、多様な
方との交流を通し、地域福祉活動やボランティ
ア活動への関心、
参加意識を高めます。
（４）
ボランティア活動事業
Ⅰ 本部拠点事業
ボランティア活動に関する相談対応や、コー
ディネートの充実を図ります。また、災害時に
（１）法人運営事業
必要なボランティア活動やボランティア本部
適正運営と透明性の確保を意識し、諸規程の
の運営について関係機関と情報共有し、必要な
見直しを進め、働く環境づくりに配慮した運営
対策を検討します。
を行います。
（５）
子育て支援センターたっち運営事業
（２）企画広報事業
親子に寄り添う支援プログラムの提供や、利
地域福祉への理解や、参加につながる意識づ
用者同士の交流、情報共有できる場の提供、地
くりを目的に取り組みます。
域との交流、玩具や絵本の入れ替え等を実施
（３）地域福祉推進事業
し、
遊び環境の充実を図ります。
①地域福祉推進事業
しあわせ支援事業
行政、地域、住民と連携し、地域福祉のネッ （６）
①応急小口資金貸付事業
トワーク構築を推進します。また、地域にお
緊急的に福祉的援護を必要とする世帯に
ける福祉課題や生活課題の共有、検討の場を
対し、金銭的な支援を行い、自立の援助を行
通じて、
地域の福祉力向上を図ります。
います。
なお、地域福祉推進計画が、令和２年度で最
②高額療養費貸付事業
終年度を迎えましたが、
新型コロナウイルス感
富士宮市の国民健康保険加入者で「限度額
染症の影響を受け、策定を 1 年延期しました。
適用認定証」の取得ができない人を対象に、
今年度次期計画（第４期地域福祉計画・第４期
自己負担限度額での支払いとなるよう、対象
地域福祉活動計画）の策定作業を進めます。
者の負担軽減に努めます。
②地区社協活動事業
地区社協への参加と協力が得られるよう、 ③生活福祉資金貸付事業
低所得者世帯などに対して、資金の貸付
地域福祉についての理解を図ります。また、
と、必要な援助指導を行うことにより、経済
地区社協活動及び小地域福祉活動の促進に
的自立や生活意欲の向上を図り、その世帯が
努めます。
安定した生活を送ることができるよう支援
③生活支援体制整備事業 第２層協議体推進
します。
業務
④権利擁護事業
多様な関係団体（ＮＰＯ、企業、ボランティ
判断能力の低下に伴い、自己決定に基づく
ア団体、社会福祉法人、地域包括支援セン
契約が十分にできない方の権利を守るととも
ター等）と定期的な情報共有及び、連携・協
に、経済的被害を受けている方を権利侵害か
働による支え合いの地域づくりの推進を支
ら守る中で、住み慣れた地域でその人らしく
援します。
生きることができるよう、
本人の代弁者となり
④地域寄り合い処事業
支えていきます。
また、地域で権利擁護活動を
住民同士が気軽に立ち寄り、交流、介護予
行う人材を育成し、
その活動支援を行います。
防、不安や悩みの解消、孤独・孤立の防止等
⑤結婚相談事業
を目的とした居場所を推進します。また、地
適切な結婚相談所の運営に努め、結婚を望
域寄り合い処の継続と充実を図ります。
む方々に良縁が得られるようサポートします。
⑤子育てサロン事業
⑥遺児並びに交通遺児援護事業
子育て中の母親同士の交流を通した孤立
寄付金をもとに、交通事故によって親を亡く
防止と、安心して遊べる環境づくりを推進し
した児童と、病気などにより両親を亡くした児
ます。
童に対し、学資手当及び入学支度金を支給し、
子育てサロンの運営支援、スタッフや関係
児童の健全育成を図ります。
機関との連携と、子育て支援の理解者を増や
⑦生活困窮者自立支援事業
せるよう努めます。
失業や就職活動の行き詰まり等により、経
⑥福祉教育事業
済的に困窮されている人や、生きづらさを感じ
他者に対する思いやり・優しさを育み、より
ている人に対し、生活再建に向けての相談支
良く生きる事を目指し、
福祉に関する基本的な

●生活困窮 者 等 へ の 支 援 の 強 化
●地域福祉 推 進 計 画 の 作 成
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援や、就労に関する支援を行い、自立の促進を
図ります。
（７）
共同募金配分金実業
市内の生活課題・福祉課題の解決に取り組
む福祉団体やボランティア団体等から申請の
あった事業に対し、財政面から支援します。
Ⅱ

介護保険事業

（８）
居宅介護支援事業
要介護者の安心と安全を確保し、自立支援に
資するケアマネジメント支援を行います。
（９）
訪問介護事業
訪問介護員が利用者宅に訪問し、入浴・排泄・
食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除等の家事
支援などの日常生活上のサービスを行います。
Ⅲ

障害福祉事業

（10）
地域活動支援センターバンブー
地域生活を営む障がいのある方に、日中活動
の場を提供し、地域生活支援を行います。
（11）地域活動支援センターふらっと
日中活動の場と居場所を提供します。また、
地域への活動展開などにより、利用しやすい環
境づくりと社会参加の機会を創出します。
（12）
指定相談事業
障がいのある人が、
自立した日常生活や社会生
活を営むことができるよう、
障害福祉サービスの
利用や、福祉に関する様々な困りごとについて、
関係機関と連携しながら相談支援を行います。
（13）
基幹相談支援センター
地 域 の 相 談 支 援 の 拠 点 と し て、①総 合 的・
専門的相談として、適切な関係機関へつなぐ 、

令和３年度

②相談支援体制の強化の取り組みとして、人
材育成や各種機関との連携を強化する、③長
期入院や入所施設からの地域移行の推進のた
め、地域の受け皿づくりを進める、④権利擁
護・虐待防止のためのネットワーク会議の活
用、権利擁護に関する啓発を実施します。
（14）障害者居宅介護事業
訪問介護員により、入浴・排泄・食事等の
身体介助、調理・洗濯・掃除等の家事援助な
どの日常生活上のサービスを行います。
（15）障害者同行援護事業
視覚障がい者の受診、買物、余暇活動等の外
出時に同行し、移動に必要な情報を提供する
とともに、必要時には排泄、食事等の介助を行
います。
Ⅳ

総合福祉会館事業

（16）総合福祉会館管理・経営事業
多様化する住民ニーズに応えられるよう、
市や関係団体と連携を図り、よりよいサービ
スの提供に努めます。
Ⅴ その他事業
①車椅子の貸出事業
緊急一時的に車いすを使いたい方や、学校
や地域で行う車いすの体験学習等への貸出を
行います。
Ⅵ 他団体事務等
①富士宮市民生委員児童委員協議会
②日本赤十字社富士宮市地区
③ふじさんシニアクラブ富士宮
④富士宮市ボランティア連絡会

社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会 予算
11,537
2,900
61,646
207,091
21,200
11,364
1,700
16,201
29,984
4,214
367,837
133,850

26,613
1,698
57,322
79,791
8,824
4,920
10,561
8,478
13,295
6,899
14,384
40,224
592
10,567
97,030
381,198
120,489
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令和２年度

社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会 事業報告

Ⅰ 本部拠点事業
（１）
法人運営事業
●理事会（年４回）
・評議員会（年４回）の開催
●監査の実施【令和２年５月８日】
●定款規程等の改正及び変更
●富士宮市社会福祉協議会会員加入促進

●孫・他孫育て講座
●孫・他孫育てフォローアップ講座
⑥第１層生活支援コーディネーター事業
●第1層協議体
（３回／年）
●富士宮市生活支援体制整備事業担い手養成
講座

（２）
企画広報事業
●広報紙発行、
ホームページ活用事業
●日赤・社協合同大会【中止】
●表彰状（45人）
・感謝状（17人）への贈呈
（３）
地域福祉推進事業
①地域福祉推進事業
●地域福祉推進計画
新型コロナウイルス感染拡大を受け、策定期
間が令和3年度へ延期されました。
②地域福祉教育事業
●福祉教育推進連絡会【中止】
●学校での福祉教育プログラムの支援（22件）
③地区社協活動事業
●地区社協連絡会（年２回）
●地区社協出前講座（７件）
④地域寄り合い処事業
●寄り合い処運営支援（開所数：119か所）
●スタッフ研修会の開催（２回）
●開所支援
（２か所）
⑤子育てサロン事業
●子育てサロンの推進（開所数19か所）
●子育て支援連絡会（３回／年）
●地域子育てサロンアドバイザー連絡会（３回
／年）
●市立保育園と地域子育てサロンの情報交換会
●スタッフ研修会

▲上野地区・北山地区協議体

▲孫・他孫育て講座

⑦第２層協議体推進業務
●第２層協議体の設立に向けた説明会
●第２層協議体の設立
（新規２か所）
●第２層協議体の運営
（地区協議体及び専門部会 34回）
●富士宮市生活支援体制整備事業セミナー実施
（４）
ボランティア活動事業
●ボランティア相談・コーディネート
●ボランティア活動保険の加入促進（加入者
1,576人）
●災害ボランティア本部運営に関する備品整理
●災害ボランティア講座の開催
●ボランティア入門カフェ
（交流会）
の開催
（５）
子育て支援センター事業
（延べ利用者数6,469人）
●講座の開催
（８回）
●文化伝承事業
（協力：ふじさんシニアクラブ富士宮）
●多世代交流(地域活動支援センターふらっと)
（６）
しあわせ支援事業
①応急小口資金貸付事業
（貸付件数６件）
②高額療養費貸付事業
（貸付件数78件）
③生活福祉資金貸付事業（貸付件数27件）
※
【新型コロナウイルス特例貸付】
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・制度理解を深めるための講演会
●家計改善支援事業（支援延べ件数272件）
（７）共同募金配分金事業
●赤い羽根共同募金助成事業公募
●配分委員会の開催
Ⅱ 本部拠点事業
Ⅱ 介護保険事業
（８）
居宅介護支援事業
（延べ利用件数414件）
（９）
訪問介護事業
（延べ利用件数3,115件）
▲市民後見人

緊急小口資金特例貸付 申請件数411件
総合支援資金特例貸付 申請件数215件
④権利擁護事業
●日常生活自立支援事業（契約件数91件）
（実働件数1,801件、相談件数2,206件)
●法人後見事業（受任件数：30件）
⑤結婚相談事業
（結婚成立：２件、相談785件）
⑥遺児・交通遺児援護事業（対象者４人）
⑦生活困窮者自立支援事業
●自立相談支援事業（支援延べ件数2,017件）
・ふじのみやフードサポート事業
（食料支援延べ件数177件）
・ひとり親世帯への食糧支援

令和２年度

Ⅲ 障害福祉事業
（10）地域活動支援センターバンブー（延べ利用者数1,706人）
（1 1）
地域活動支援センターふらっと（延べ利用者数4,533人）
（12）
指定相談事業
（利用人数796名、
延べ相談件数15,917件）
（13）
基幹相談支援センター
障害者居宅介護事業（延べ利用件数1,654件）
（14）
（15）
障害者同行援護事業（延べ利用件数1,115件）
Ⅳ 総合福祉会館事業
（16）
総合福祉会館
（延べ利用者数40,775人）
Ⅳ その他事業
●車いす貸し出し事業
（貸出台数77台）

社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会 決算

決算額

11,108,520
3,589,591
63,348,557
228,108,884
14,000,406
7,418,086
1,700,000
16,405,734
30,674,392
7,182,525
383,536,695
123,986,266

決算額

24,435,617
2,031,414
55,473,900
61,375,642
9,000,259
3,873,291
12,893,748
8,541,933
11,856,561
5,509,421
13,623,768
38,408,208
744,101
8,668,301
91,562,153
347,998,317
159,524,644
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ホッとできる場所 子育てサロン巡り
【第六弾】
「ぽっかぽっかサロンよどしっ子」

も子ども達も自然に笑顔があふれています。
会場には、木製の玩具がたくさんあり、遊び
を通じて、異年齢の子ども達同士で触れ合う機
会となり、ママ達同士も子育ての情報交換が活
発に行われています。
スタッフも生きがいを感じながらママ達や子
ども達の応援をしています。
ぜひ皆さん、遊びに来てね。
開催日時：第４木曜日 10：00〜12：00
会
場：淀師区区民館

ぽっかぽっかサロンよどしっ子は、名前のと
おり、温かい雰囲気でスタッフが出迎え、ママ

※新型コロナ感染症拡大防止のため時間短縮の場合
があります。
詳しくは富士宮市社会福祉協議会ホームページを
ご確認ください。

ふじのみやフードサポートにご協力ください
ご寄附いただいた食品を、
「今日食べるものに困って
いる方」にお届けする事業です。
ご協力いただきたいもの
●賞味期限が２ヶ月以上ある食品
※ 米 ( 精米済 )、市販の切り餅、缶詰、レトルト食品、
非常食、カップ麺、のり、ふりかけ、菓子、ペット
ボトル飲料、調味料、カロリーメイト等
募集方法【随時協力型】
・富士宮市総合福祉会館…火〜日曜日
・富士宮市役所……………月〜金曜日
回収 BOX を設置しています。

寄付

⇨

富士宮市
社協フード
サポート

提供

⇨

食料を必要としている市民へ届けます！

ベジタブルサポーター募集

生活が困窮し、生活の維持に困難な方がい
らっしゃいます。
富士宮市社会福祉協議会は、野菜を作って
いる方に登録のご協力をいただき、地域で困っ
ている方がいらしたら『おすそわけ』してい
ただく「お野菜おすそわけプロジェクト」を
推進していきます。

■フードサポート、ベジタブルサポーターの詳しい内容については
富士宮市社会福祉協議会 生活あんしん係 ☎ 22 － 0094（火～土曜日）

ふじのみやフードサポート協力お礼
令和２年５月から令和３年２月に渡り、富士宮市民生委員
児童委員協議会様より、ご協力をいただきました。
８地区それぞれの定例会時に委員の皆様が食糧を持ち寄り
総重量は、357.1㎏となりました。
支援を受けた方から「助かります。ありがとうございます。」
「ありがたい。諦めずに仕事探しをしていきます。」等感謝の言
葉を沢山いただきました。
今後も、生活にお困りの方にお届けできるよう、事業周知、
運営に努めてまいります。ご協力ありがとうございました。
生活あんしん係
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楽しく学ぶ落語で終活・成年後見制度
●

日

●

場
内

●

（金）
時：令和3年9月3日
受付 13：00 開会 13：30
所：富士宮市総合福祉会館 安藤記念ホール
容：創作落語「天国からの手紙」

「息子二人、娘一人が見守る中、病室にて母があ
の世へ。母は天国へ行き、天国の案内人と出会
い・・・」ここから物語が始まります。
●
●

講
定

師：行政書士・社会人落語家
生島清身（天神亭きよ美）氏
員：100名（先着順）

●

参加費無料

参加者募集
7月10日から
参加受付開始

申込み・問合せ
生活あんしん係

富士宮市社会福祉協議会
直行直帰ホームヘルパー募集

「富士宮市赤十字奉仕団」
メンバー募集中！
地域防災や地域のふれあい活動等に興味関心
のある方、やりがい、生きがい作りをしたい方な
ど、一緒に「赤十字奉仕団」の活動をしていただ
ける方を募集中です。みなさんも、私たちの仲間
になって楽しく活動しましょう。
●

主な活動
・ 救急法等の習得と普及 ・ 献血ＰＲ活動
・ 地域防災訓練活動
・ 高齢者支援活動
・ 各種イベントでの応急救護活動
・ 海外たすけあい など
総務係 TEL 22-0294

TEL 22-0094

高齢者や、障がいがある方が、可能な限りご自
宅で自立した生活が送れるように家事援助や身
体介護などの訪問介護を行います。
介護の仕事に就きたい方、もう一度介護の現
場で働きたい方、
是非、
一緒に働きませんか？
１日３時間以上、
週２日以上勤務可能な方
資格条件
普通自動車免許・介護職員初任者研修
（旧ヘルパー２級資格）
以上
土曜日の午前中勤務可能な方、
経験者歓迎
問合せ TEL 22-0074

●

ふじさんシニアクラブ富士宮で
ふじさんシニアクラブ富士宮に入会しませんか？

◎ふじさんシニアクラブ富士宮では会員を募集中です！！

活動
ょに
し
いっ んか？
せ
しま

おおむね60歳以上の方なら、どなたでも入会できます。グラウンドゴルフ大会や女性部による
エアロビクスなどの「健康づくり」、カラオケ、旅行、手芸などの「生きがいづくり」、社会奉仕や子育
て応援などの「地域を豊かにする活動」を行っています。詳しくは事務局までご連絡ください！

ウォーキング大会参加者募集中！

令和３年10月14日（木）に富士山こどもの国でウォー
キング大会を開催します。
みんなで楽しく自然の中をウォーキングしませんか？
ご興味のある方はぜひご参加ください。
（ お住まいの
地区からバスでのご参加となります）
参加費：1,500円
（軽食付き）
詳しくは事務局までご連絡を！！
【ふじさんシニアクラブ富士宮事務局】
（富士宮市総合福祉会館内） TEL 22-0294

（8）

献血のお知らせ

富士宮市社会福祉協議会
会員加入のお願い
令和３年度

富士宮市社会福祉協議会は、市民、団体・
法人など多くの方々に支えられながら「誰も
が安心して暮らすことができる福祉のまちづ
くり」に取り組んでおり、皆さまにご協力い
ただく会費は、地域福祉推進の大きな力と
なっています。今年度も、富士宮市社会福祉
協議会への会員加入について、ご理解とご協
力をお願いします。

下記日程において献血をおこなっております。市民の
方々の400ml献血へのご協力をお願いします。
なお、献血場所・時間等については、都合により変更され
る場合がありますのであらかじめご了承ください。

令和３年 7 月〜 9 月の献血日程
日

程

時

間

9:30〜12:00

7月10日（土） 13:15〜16:00
9:30〜12:00

7月18日（日） 13:15〜16:00

♥結 婚 相 談♥
●第１・２水曜日

●第３土曜日

●第２・４日曜日

10:00 〜 15:00

総合福祉会館ミーティングルーム TEL：22−0094
☆結婚相談日程☆
7 月 ７ 日㈬、 11 日㈰、14 日㈬、17 日㈯、
25 日㈰
8 月 4 日㈬、 11 日㈬、21 日㈯、22 日㈰、
9 月 １ 日㈬、 8 日㈬、12 日㈰、18 日㈯、
26日㈰

結婚を望んでいる皆さんが、素敵な出会いを
見つけられることを願っています !!

「あ た た か い 気 持 ち」

10:00〜12:00

7月21 日（水） 13:15〜16:00
10:00〜12:00

場

所

イオンモール富士宮
イオンモール富士宮
バロー三園平店

7月25日（日） 13:15〜16:00

イオンモール富士宮

8月 ３ 日（火）

富士宮市役所

9:30〜11:15
9:00〜12:00

8月 9 日（月） 13:15〜16:00
9:30〜12:00

イオンモール富士宮

8月14日（土） 13:15〜16:00

イオンモール富士宮

8月22日（日） 13:15〜16:00

9:30〜12:00

イオンモール富士宮

9月 ９ 日（木） 10:00〜12:00
13:15〜16:30

バロー三園平店

9:30〜12:00
9月11 日（土） 13:15〜16:00

イオンモール富士宮

9:30〜12:00
9月26日（日） 13:15〜16:00

イオンモール富士宮

ありがとうございました

令和３年２月～令和３年４月まで
指定寄付

一般寄付

物品寄付

■富士宮農業協同組合生産指導課
おもいやり会館 様
■一般社団法人 岳南法人会 様
■魚国 様
■ピアゴ富士宮店 様
■不用本リサイクルバンク 様
■匿名

■株式会社 松栄 様
■ガールスカウト富士宮市協議会 様
■マスコー製紙 株式会社 様
■株式会社 トライ・カンパニー 様
■精神保健福祉ぬくもりの会 様

▲富士宮農業協同組合生産指導課
おもいやり会館様

▲聖母会様

【生活困窮者支援；食糧支援】
■富士宮農業協同組合 さくらの会 様
■富士宮農業協同組合生産指導課
おもいやり会館 様
■聖母会 様
■株式会社髙田企画 様

