


ご協力の方法には、以下の２つがあります！

社会福祉協議会ってなに？社会福祉協議会ってなに？

社協会員となり地域の福祉活動を財政面で支援

23,686,850円
令和３年度会費総額

ご協力ありがとうございます！
みなさんからいただく「会費」や「共同募
金」は、民間非営利団体として活動を進め
る上で、無くてはならない貴重な財源と
なっています。社協は地域のみなさんの
暮らしを応援することを目的とした福祉
事業を行っています。
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一般会費 １世帯500円 １口1,000円賛助会費

ボランティアとして地域の福祉活動に参加

ほかの人よりも、
ちょっとだけ多く持っているもの
（時間、経験、技術、才能、パワー
などなど）を地域のために
使ってみませんか？
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福祉教育事業

災害ボランティアセン
ター

運営事業

地区社協等助成事業

せいかつ応援倶楽部事業子育て支援事
業

社会福祉協議会は、全国の各都道府県・市区町村にあります。

磐田市の社会福祉協議会は
どんな組織なの？
磐田市の社会福祉協議会は
どんな組織なの？

会長の 長谷川トキです。

ふくぴー

じゃあ、じゃあ、

地域福祉係

●地域福祉活動の
推進

●ボランティア活動
センター 等

社協ケアサービス

●ケアマネジャー
によるケアプランの
作成

福田包括支援センター
●福田地区の
高齢者に関する
総合相談窓口

生活支援係

●日常生活
自立支援事業

●福祉資金貸付
相談 等

総 務 係

●法人全体の
管理や運営

●会費や共同募金の
事務局 等

しゃきょう

略して「社協」と呼ばれています。
市役所ではなく、非営利の民間組織です。

みなさんの暮らしや地域活動を支援する仕事をしています。
さまざまな機関や企業・団体とのネットワークが強みです！
みなさんのご協力のおかげで運営できています。

自治会を通して 企業・団体・個人から

0538-37-48640538-37-48640538-37-4864問合せ

0538-58-32420538-58-32420538-58-3242問合せ0538-35-39710538-35-39710538-35-3971問合せ

0538-37-96170538-37-96170538-37-9617問合せ0538-37-48240538-37-48240538-37-4824問合せ

　コロナ禍の中で生まれた私の感情は「人恋しさ」で、人とのつながり
を「恋しく思う・愛しく思う・懐かしく思う」などが思い浮かびました。
　磐田市社協は、活動をされている方、運営に携わっている方、ご寄付
をくださる方、会費を納めていただいている方など、多くの皆様の
ご協力で成り立っています。コロナから生まれた思いを共有し、福祉
活動を続けます。今後ともよろしくお願い致します。　

会長に聞きました！

理　事

事務局長

監　事 評議員

地域福祉課
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　地域福祉に関心をもつ住民の
みなさんに、地域の新たな福祉
人材として活躍していただける
よう「地域福祉人材養成講座」を
開催します。また、すでに活躍中
のみなさんには、「ICT研修」や
「ソーシャルファシリテーション
研修」といった、時代にあわせた

新しい技術や考え方を
学ぶ機会を提供します。

時代にあわせた
地域福祉人材の

育成

　認知症、知的障がい、精神障が
いなどにより判断能力が不十分な
方の権利を守り、安心して生活を
送れるよう支援する「成年後見
制度」の利用促進に務めます。
　また、磐田市初の「市民後見
人」誕生に向け、社協が「後見等
監督人」となってその業務をバック
アップできるようにしていきます。
（市民後見人は、市の養成講座を
修了し、支援経験を積まれた方の
中から家庭裁判所が選任します。）

磐田市初の
『市民後見人』
誕生！
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　「地域福祉活動計画」とは、住民
やボランティア団体、NPO、福祉
事業者などが、協力して地域福祉
を推進していくための活動目標
を示すものです。市が策定する
「地域福祉計画」と一体となって
示されます。
　本年度は、第３次計画（H30～
R4）の推進と評価、第４次計画（R5
～R8）の策定を行います。
　計画の策定に向けて住民のみな
さんとの懇談会を開催し、さまざま
なご意見をいただくとともに、
お住まいのみなさんご自身が地域
の課題に目を向けたり、理解し合う
きっかけの場をつくります。

住民参加の
「地域福祉活動計画」

策定

令和４年度収支計画

■収入
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▲専用フォーム

磐田市社協は、時代にあわせた“地域共生 社会”の実現を目指し取り組みます。

「地域福祉活動計画」の
評価や策定に向けて、
ご意見を募集します！

みなさんの
“生の声”を

お聞かせくだ
さい！

単位：千円

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

負担金収入

貸付事業収入

事業収入

介護保険事業収入

受取利息配当金収入

その他の収入

その他の活動収入

前期末支払資金残高

収入合計

22,500

1,020

164,776

11,086

620

131

4,846

80,480

1,627

166

8,015

135,110

430,377

令和４年度の 注目事業と視点令和４年度の 注目事業と視点

■支出 単位：千円

法人運営事業

企画広報事業

地域福祉事業

ボランティアセンター運営事業

福祉相談事業

共同募金配分金事業

福祉資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

成年後見事業

居宅介護支援事業

福田包括支援センター運営事業

その他の活動支出

予備費

当期末支払資金残高

支出合計

153,863

2,218

22,245

6,046

1,284

19,990

376

2,694

5,416

54,404

23,907

14,105

600

123,229

430,377
災害訓練でもICTを取り入れる時代に

市民後見人養成
講座（H30～R1

開催）
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ボランティア 

したいなぁ 
ボランティアに 

来てほしい 

市社協ボランティアセンター・市民活動センターのっぽ



本会の対応について

　令和元年10月に発覚した不祥事におきまして、本会事業利用者の皆様、市民の皆様、関係者の
皆様に大変ご迷惑やご心配をおかけしましたこと、改めてお詫び申し上げます。
　本会では、第三者委員による再発防止対策検討委員会からの提言書に基づき再発防止対策を
講じ、取り組みをしてまいりましたが、この不祥事に係る一連の処理が終結し、再発防止対策を安定
的に継続実施できる体制が整ったことから、概要についてご報告させていただきます。
　今後は、職員個々が高いコンプライアンス意識を持ち、二度と不祥事を起こさない、起こさせない組
織風土を守り続けられるよう、組織全体で取り組みを進めてまいります。

不祥事再発防止対策の取り組み状況について

学識経験者や税理士など、第三者5名により構成。内部統制の整備及び運用状況を検討、
評価を行い、必要に応じて改善を促すなど意見及び助言を行う。令和2年度と3年度に
実施。

（1）再発防止対策推進委員会

事務局内部に設置し、事務局長、管理職員、事業担当者等で構成。再発防止にかかる具体
策の検討、実施、取り組み状況確認。令和2年3月から月1回、令和3年度から3ヶ月に1回
実施。令和4年3月末時点で計18回開催。

（2）再発防止対策実行委員会

税理士法人と外部監査に関する業務委託契約を締結。毎月1回、法人本体の外部監査
（会計処理適正性確認・助言）、税務処理の適正性確認・指導・助言、受託団体の資金管理
外部監査（会計処理適正性確認・助言）を実施。

（3）外部監査の導入

提言書に基づき、各部門・事業において再発防止に向けた具体的な取り組み策を実施。
（4）実施している再発防止策（主なもの）

・コンプライアンス研修の実施（外部講師を招き年1回実施）
①服務規律の徹底と倫理意識の向上

・マネジメント能力向上研修（西部地区市町社協と合同の中堅職員研修に職員派遣）
②管理監督者のマネジメント能力の向上と人材育成

・外部監査の導入（月に1回定例で行う税理士監査の導入）
・業務マニュアルの活用及び共有化、業務チェックリストの作成及び活用の徹底
・日常生活自立支援事業及び成年後見事業の金銭取扱いルールの作成
・受託団体の会計でインターネットバンキングを導入
・法人及び団体会計でトークンによる管理者・取扱者認証システムを導入

③会計処理業務の再構築及び徹底

・ハラスメント対策の実施（通報・相談窓口の設定・周知）
・公益通報制度の周知（通報・相談窓口の設定・周知）
・職員全体研修の実施（部門横断的な研修）※コロナ対応でWEB研修に切り替え

④職場環境の改善

・再発防止対策実行委員会の定例実施（職員によるコンプライアンス委員会）
・業務マニュアル見直し、業務手順書、業務チェックリスト作成・活用
・団体会計監査マニュアル、業務手順書、業務チェックリスト作成・活用

⑤組織体制の強化

お 知 ら せ 募 集・

災害義援金にたくさんのご協力をいただきありがとうございました。
社協窓口・募金箱にてお預りした義援金を、送金しましたのでご報告いたします（令和3年度送金分）

災害義援金送金のご報告

令和2年7月 熊本県南豪雨災害義援金（熊本県共同募金会）　 23,836円

令和3年7月 大雨災害静岡義援金（静岡県共同募金会）  260,849円

令和3年7月 大雨災害義援金（中央共同募金会）　 　65,427円

ガチャガチャはじめました！ 令和3年度 

令和4年2月 4 日～
令和4年3月31日受付分
（敬称略）

磐田市老人クラブ連合会豊岡地区

　

磐田市社協の窓口前にガチャ
ガチャマシンを設置しました。
中には、地域の方の手作り品
を中心に、素敵なアイテムが
入っていますよ！ １回100円で、
すべて赤い羽根共同募金に寄
付されます。
ぜひやってみてください♪

わたしたちは
磐田市社協を通じて
磐田市内の
福祉活動を

応援しています。

一緒に働く仲間を募集します

赤い羽根共同募金の

～令和５年度新規採用職員募集のお知らせ～～令和５年度新規採用職員募集のお知らせ～

職種予定職種・人数等／事務職員（正規職員） １人
　　　　　
1

　令和5年4月1日採用の正規職員を募集します。社会福祉協議会は、誰もが住み慣れた地域で幸せに生活でき
るよう、地域福祉の推進に取り組む仕事を行う職場です。私たちと一緒に働いていただける人材を求めています。

応募資格／・学校教育法による大学を令和5年3月までに卒業見込みの方
 または平成6年4月2日以降に生まれて、学校教育法による大学を卒業された方。
・自動車運転免許をお持ちの方または令和5年3月までに取得見込みの方（AT可）
・社会福祉士資格をお持ちの方または将来的に社会福祉士資格を取得する意欲のある方。

2

採　用　日／令和5年4月1日　

試験日程・応募方法等／

　　　　　　　　　

3
4

［問合せ］地域福祉課 総務係　担当／寺田　℡ 0538-37-4824

磐田市社会福祉協議会会費に
ご協力ありがとう
ございました。

応募要領とエントリーシートのデータを本会ホームページに掲載します。
詳しくは応募要領をご覧ください。
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