
平成25年度

芝川地区社会福祉

協議会 総会

日時 :平成 25年 6月 9日 (日)午 前 9:30～

場所 :芝川会館 3階会議室



平成 25年度芝川地区社会福祉協議会 総会 次第

日時  平成25年 6月 9日 (日)9:30～
会場  芝川会館 3階会議室

【第 1部】

1。 開 会 あ い さ つ              (副 会長)遠 藤 忠司

2.会長あいさつ                       多田 重喜

3.来費あいさつ

富士宮市社会福祉協凛会     会 長        諏訪 重夫  様

富士富市保健福祉部       部 長        佐野 勝幸  様

柚野・稲子地区社会福祉協議会  会 長        斉藤  静  様

富士富市機会議員                   自井  進  様

4.来費紹介                   (国 会長)佐 野 芳史

5。 議長の選出

6.議事

(1)平成24年度事業報告および収支決算監査報告     高橋正宏/佐野妙子

(2)平成25年度事業計画 (案)および収支予算 (案)        同上

(3)会則一部変更および役員人事の件           海野義雄/佐野文孝

泳寝研移
7.推進委員へ委嘱状交付                 多田重喜/風岡節子

8。 その他

・事務所愛称の披露および最優秀作品者の表彰     多田重喜

口のはり旗の紹介およびロゴマークの寄贈       鈴木健治/深澤妙子

9.閉会あいさつ                 (副 会長)若 林  旭

【第 2部】講演会

「住民が主役の地域福祉を進めるためにJ

一富士富市民みんなが認知症の正しい理解者に一

富士富市保健福祉都福祉総合相談課

講師 認知症キヤラバンメイ ト

遠藤朱 (あ けみ)、 久保田縁、小池久子、新井文絵
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平成 24年度
'芝

川地区社会福祉協議会 事業報告

◇基本目標   “人にやさしい福祉のまちづくり"

ふれあい (相互理船  支え合い(相互支援)学 びあい(相互学習)

※今年度は、以上の計画を中心に検討し、実施可能な事業から推進していく。

ヽ

事 業 画計 績実

全体事業
口設立総会

“地区連絡会 (情報交換)

年 月 日

2012-6-9

2012-9-29

U設立総会 芝川公民館ホール
ロ全体拒建委員会 (情報交換)同上

ふれあい

交流活動
・地域住民同士の交流を図る

2012-12-23

2013-4-7

こスホ―゚ツ81日頁0ウト響桑ケ`―ムレクリエ…シヨン

芝川 B&G体育館 参加者 60名

・内房お花見ウォーキング 実施

事務所開所記念 参加者 56名

地域福祉

ネットワー

ク活動の

推進

“要援助者に対する見守り、

声掛け活動の推進
口地域寄り合い処の立上げ

(地域住民の交流場づくり)

2013-1-31

2013-2-3

2013-5-14

2012年度中

・対象者マップの作成      :
区長 `民生委員による計画準備

口見守 り声かけ活動の進め方検討

芝川地区社協連絡会設置 (情報共有)

(行政・市社協・包括 C・ 地区社協)

・新設 芝川地区社協内 計 7ケ所

(西山,大久保=長■1上羽鮒,下羽鮒 )
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福祉啓発 腱

福祉教育の

推進

口福祉研修会の開催

(役員・委員の福祉意識の向上)

・ 福祉情報の発信

(住民の福祉意識の向上)

2012-9-29′

2012-9-29

2013-1-17

2013-5-2

暉推進委員研修 :私たちを取 り巻 く生活

環境―少子高齢化嬌社会的孤立等

・福祉活動 意識調査アンケー ト 実施

・広報第 1号発行、自治会長配布協力
日本社協の「ロコ・マーク付のぼ り旗」作成

その他

・福祉バザー (自 主財源の確保

と、住民交流)

ヨ住民交流拠点の確保

2012-11-18

2013‐4‐7

2013-6-1

・福祉バザー実施 (自 治会皆様の協力)

売上額 10万円 住民交流ができた

・事務所開所式 開催 出席数 90名

・事務所の愛称決定 「福祉処きずな」

◆市社協主催の講座 魚研修会への参加

◆福祉座談会の開催 (富士富市社協主催 )

自治会、その他団体活動 (シエアクラブ、

子ども会、学校等)への参加協力

2012-12-16

2013-5-7

2013-5-31

口講座・研修会への参加 (区長、役員)

地域福祉活動計画策定研修会

地区社協会長・企画委員長会議

"更生保護女性会の活動を支援 し、子育

て女性、子供たちの参加協力を検討



来賓名簿 (順不同)

宣 十 官市 朴 会 福 力臨 議 会 会 長 諏 訪 重 夫 様

富士宮市社会福祉協議会 事務局』 小 室 史雄 様

富 士宮市俣緯 福お卜部 部 長 傍 野 騰 圭 様

富士宮市福祉企画課 課長 杉 山 洋 之 様

富士宮市 福祉総合相談課 課長 稲葉 孝幸 様

油 野・稲 旱 地 区新 会 福 れ卜協 議 会 会 斎藤  静 様

富士宮市市議会議 員 臼井  進 様

富士宮市社会福祉協議主 理事 野 村 曇 弘 様

自治会役員の皆様、並びに地域でご活躍の皆様
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平成24年度 芝川地区社会福祉協議会 収支決算報告書
自H24年16月 10日  至】:2静年3月 31日

科 目 本年度予算額 本年度決算額 差引増減 摘  要

補助金 480,000 480,000 0 富士宮市社協から

収益金 20,000 100,170 '80,170 バザー売上金

寄付金 ` 1,000 4,843 3,843 バザー募金

雑収入 1,000 41 △ 959 預金利息等

合計 502,000 585,054 83,054

レ

科 目 本年度予算額 本年度決算額 差引増減 摘  要

事務費 50,000 435155 △ 6,845 葉書、印刷、事務用品等

会議費 20,000 11,933 △ 8,067 総 会

事業費 430,000 151,182 △ 278,818

内

　

訳

広報部 110,000 68,340 △ 41,660 芝川地区社協だより第1号

ふれあい交流 200,000 30,392 △ 169,608 レクリエーション、ウォーキング

バザー部 20,000 37,208 17,208 バザニ出店

見守リネットワーク 50,000 0 △ 50,000

研修部 50,000 15,242 △ 34,758 推進委員研修会

予備費 2,000 15,427 13,427 芝川地区社協事務所開設準備

合計 502,000 221,697 △ 280,303

収支の部 収入総額  一 支出総額  = 差引残額

585,054 F] -   221,697 F] =   363,357′ 円

残額 363,357円 は次年度に繰り越します。

上記の通り報告いたします。

毛聾艦 曇基是経協議会
会長  多田

会計  佐野

重
　
妙

監査年月日 平成25年 4月2よ 日
芝川地区社会福祉協議会

監事  大謄

〃   ノト羽

チ



平成 25年度 芝川地区社会福祉協議会

事業計画(案)

◇基本目標

実施可能な事業から推進していく。

“人にやさしい福社のまちづくり"

ふれあい (相互理解)支 え合い (相互支援)学 びあい (相互学習)

５́

・定期総会

・推進委員会 (情報交換)

・地域住民同士の交流事業イベン ト開催ふれあい交流活動

要援助者に対する見守 り、声掛け活動の推進

地域ケア会議の開催 (行政・社協 菫福祉施設協力)

地域寄 り合い処の立上げ ヨ推進の支援・協力

(地域住民の交流場づ くり)

地域福祉

ネットワーク活動の推進

口福祉研修会の開催 (対象 :区長、民生委員)

・推進委員研修会の開催 (認知症サポータ講座 )

由地区社協だよりの発行 (住民の福祉意識の向上 )

福祉啓発 二福祉教育

の推進

り福祉バザー (自 主財源の確保と住民交流)

・ 事務所の活用 (福祉相談会・通信設備の確保)

◆市社協主催の講座・研修会への参加

◆福祉座談会の開催 (富士宮市社協主催 )

◆自治会、その他団体活動 (シエアクラブ
,

子ども会、学校等)の参加協力

※上記の計画を中心に検討し、

内  容

その他



平成25年度 芝川地区社会福祉協議会 収支予算 (案 )

自平成25年4月 1日  至平成26年 3月 31日

収入の部                        (単 位:円 )

支出の部 (単位 :円 )

科 目
本年度
予算額

昨年度
予算額

予算額
差引増滅

摘 要

補 助 金 480,000 480,000 0 富土宮市社協から

収 益 金 20,000 20,000 0 バザー売上金

寄 付 金 1,000 1,000 0

雑 収 入 1,000 1,000 0 預金利息等

繰 越 金 363,357 0 363,357 24年度繰越金

ム
ロ 計 865,357 502,000 363,357

科 目
度
額

年
算

本

予
度
額

年
算

昨
予

予算額
差引増減

摘 要

事 務 費 110,000 50,000 60,000 維持経費、ハガキ、印刷、事務用品等

会  議  費 40,000 20,000 20,000 総会費等

事 業 費 630,000 430,000 200,000

事

業

広報 150,000 110,000 40,000 社協だより(第2号、第3号 )

福祉のつどい、レクリエーション、ウオーキング

バザー出店

実践活動

推進委員研修会等

福祉相議会、通信設備(インターネット導入)

ハガキ印刷ソフト

ふれあい交流 200,000 200,000 0

バザー 20,000 20,000 0

費

内

訳

見守リネットワーク 50,000 501000 0

研修・教育 100,000 50,000 50,000

新規事業 100,000 0 100,000

その他 10,000 0 10,000

予 備 費 85,357 2,000 83,357 事務所開所式費用

合 計 865,357 502,000 363,357

各科日間の流用を認める

平成25年6月 9日

芝川地区社会福祉協議会
会長 多田 重喜
会計 佐野 妙子

【補助金積算根拠】3∞,000円 (基本額)+(1,811世帯X100円 )=481,100※ 1,000円 以下切捨て

`



芝川地区社会福祉協議会会則改正 (案 )

成25年 6月Q旦

改項 目 現 行

第 1条 ■・・事務所を会長宅に置く。 ……事務防そ乏川宏頭 肉に直 。ヽ

第6条 (10)相 談役 若十循

この会則改正は、平成25年 6月 9日 から施行する。
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芝川地区社会福祉協議会 役員名簿(案 )

協力区(西山区。大久保区日長貫区・稗久保区・上羽鮒区口下羽鮒区・番業台区・内房1区・内房2区・内藤3区・内房4区 )

役職 氏名 住所 電話 備考

1 会長 多田 重喜 富士宮市羽鮒826-5 65-0972 前上羽鮒区長

2 副会長 遠藤 忠司 富士宮市内房3061-2 65…1288 前内房4区長

65-1469 前長貫区長
3 冨1会長 佐野 芳史 富士宮市長貫855

4 副会長 若林 旭 富士宮市羽鮒1020-2 65-1933 上羽鮒,番葉台民生

5 代表理事 鈴木 正 三 富士宮市内房3411-1 65-1141 内藤3区長.区長会支部長

6 副代表理事 村野 勉 富士宮市羽鮒1437-1 65-1100 下羽鮒民生

7 理事 風岡 節子 富士富市内房4956 65-0089 内藤 1区 民生

8 理事 深澤 妙子 富士宮市西山2928 65-0881 西 山 民生

9 理事 野村 健一 富士宮市羽鮒1303 65-1470 前下羽鮒区長

10 理事 辻村 正機 富士宮市羽鮒907-10 65-2359 前香業台区長

65-1345 前稗久保区長
理事 杉山 明義 富士富市羽鮒2428

12 理事 小泉 武次 富士富市大久保15-1 65-0347 前大久保区長

65-1445 西山区長
13 理事 深澤 勲 富士宮市西山2952

14 理事 掘水 厚 富士宮市大久保506 65… 1992 大久保区長

65-0841 長貫区長
15 理事 佐野 和義 富士宮市長貫1055

16 理事 植松 清次 富士宮市羽鮒2513-6 65-2459 稗久保区長

65-2000 上羽鮒区長
17 理事 四條 行 明 富士宮市羽鮒155-1

65-1020 下羽鮒区長
18 理事 小林 敬和 富士宮市羽鮒1149

65-1673 内房1区長
19 理事 深沢 清久 富士宮市内房784-1

65-0548 内房2区長
20 理事 鈴木 貞信 富士宮市内房4093

21 理事 鈴 木 四郎 富士富市内藤2223 65-0765 内房4区長

65-1526 まちづくり
22 企画委員長 高橋 正宏 富士宮市羽鮒771-4

65-0228 長貫 民生
23 企画副委員長兼事務局調整 佐野 文孝 富士宮市長貫433-1

24 企画薔1委員長兼事務局会計 佐野 妙子 富士宮市大久保372-1 65-0955 まちづくり

65-5155 香業台区長、まち,≦り、副支部長
25 企画委員・理事兼事務局書記 海野 義雄 富士宮市羽鮒907-27

65-0541 前西山区長
26 監事 大内 康久 富士宮市西山1581-1

27 監事 小林 智 富士宮市羽載2446-2 65-1507 稗久保'上羽鮒 民生

28 相談役 鈴木 健治 富士富市内房2245 65-0770 内房4区民生

芝川地区社会福祉協議会 企画委員名簿

役職 氏名 住所 電話 備考

22 企画委員長 高橋 正宏 富 士 宮市 羽鮒 771-4 65-1526 まちづくり

65-0228 長貫 民生
23 企画副委員長乗事務局調整 佐野 文孝 富士富市長貫4"J
24 企画面委員長兼事務局会社 佐野 妙子 菫 十 宮市 大 久保 372-1 65-0055 まちづくり

65-5155 蕃薫藉雨専頭幕再ちkり、副支部長
25 企画委員・理事兼事務局書鸞 海野 義雄 富士宮市羽雌997● 27

29 企画委員 千頭和 久子 富士富童量貫1444● 2_ 65-0821 長貫 民生

30 企画委員 佐野 清美 富士宮市西屯92壁 1
65-0253 西 山

31 企画委員 声澤番世子 富士富市長貫1386-o 65-1055 主任児童委員

32 企画委員 在宅介餞

支援センター

宙士宮市大鹿理143-1 67-0055 福祉施設 百恵

65-3800 福祉施設 楓の丘
●
● 企画委員 富士富市羽鮒2505-1

34 企画委員 野村 陽子 富士宮市羽鮒1303 65-1470 まちづくり

●
０ 企画委員 佐藤 隆夫 富士宣童 65-0400 芝川中学校長

36 企画委員 森 ひとみ 富士宮市内班2390 65-1879 保健委員

37 企画委員 望月 勝行 富士宮市内房5172 65…2276 保護司

38 企画委員 声澤 圭祐 富士宮市長貫lol堡J二 65-1055 福祉施設
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之 川 理 墜 種 宏 彊 flL慟醸 雷 薇 還 歪 員 粕 澤    2013-6現 在

L 役職 氏名 備考 L 役職 氏名 備考

39 推進委員 佐野 哲男 大久保 民生 91 t進委員 旭 一昭 長貫区

40 推進委員 二月 宮子 内房2区 民生 92 推進委員 声澤 光恵 長貫区

41 員 藤巻 加代子 内房3区 民生 93 推進織員 赤瀬 エ 長貫区

42 推進委員 望月 冷子 西山 民生 94 推進委員 佐野 栄治 長貫区

43 住進委員 辻村 久美 内房4区 95 推進委員 佐野 和義 長貫区

44 推進委員 望月 公共子 上羽鮒区 98 推進委員 佐野 正之 長貫区

45 推進委員 望月 伴克 施設(バンブー) 97 推進姜員 佐野 彗 長貫区

46 推進委員 新井 文絵 施設(百恵) 98 L進委員 佐野 文彦 長貫区

47 推進委員 深澤 顧― 芝川公民館長 99 推進委員 佐野 保宏 長貫区

48 推進委員 遠藤 勲載 芝川郵優局長 1010 推進委員 千日 昌和 長貫区

49 推進委員 伊藤 かおり 保健委員 101 推進委員 小泉 芳文 長貫区

50 推進委員 遠藤 昌子 更生保護女性会 102 推進委員 佐野 光義 長貫区

51 推進委員 風岡 しげ子 芝の友会 (ひまわりの会) 103 推進委員 佐野 竹司 長貫区

52 推進委員 二月 凛二 老人クラブ 104 推進委員 天野 富士雄 長貫区

53 推進委員 小日 幸雄 まちづくリ 105 推進委員 深澤 浩 長貫区

54 推進委員 望月 あや子 保健委員、更生婦人会 106 推進委員 深澤 英共 長貫区

55 推進委員 二月 秀子 芝の友会(ひまわりの会) 107 推進委員 望月 優 長貫区

56 推進委員 望月 志津子 Lの友会(ひまわりの会) 108 推進委員 三月 佑― 長貫区

57 推進委員 望月 弘子 芝の友会(ひまわりの会) 109 推進委員 中村 勝俊 長貫区

58 推進委員 望月 孝子 更生保護女性会 110 推進委員 着月 利巳 長貫区

59 生進委員 鈴木 ひろみ 内房3区 相沼 推進委員 菊池 ヨシエ 長貫区

60 推進委員 清 由典子 り合い処里山、西 112 推進委員 近藤 武夫 長貫区

61 推進委員 清 好子 更生保護女性会 113 推進委員 佐野 口 長貫区

62 推進委員 小泉 古 己 大久保いきいきクラブ 114 推進委員 佐野 良弘 長貫区

63 推進委員 小澤 三利 ま餞b“づくり 115 推進委員 鈴木 昭子 長貫区

64 推進委員 高橋 ひさ子 まちづくり 116 推進委員 清 政志 長貫区

65 推進委員 日井 由紀子 更生保護女性会会長 117 推進委員 中澤 敏行 長貫区

66 推進委員 小野田 哲也 上羽鮒区 118 推進委員 中村 ノヽ■子 長貫区

67 推進委員 後藤 良行 上羽鮒区 119 n 西赫 書津子 一ロ

68 推進委員 菫月 光匡 上羽鮒区 120 推進委員 山下 芳子 長貫区

69 推進委員 篠原 一夫 上羽鮒区 121 推進委員 山田 陽子 更生保護女性会

70 推進委員 森 羮博 上羽鮒区 122 推進委員 大山 茂 長貫区

71 推進曇J 佐野 優介 上羽鮨区 123 推進姜Л 佐野 誠 長貫区

72 推進委員 川口 まち子 寄り合いサロン松林 124 推進委員 [良 昇 長貫区

73 推進委員 演邊 文子 寄り合いサロン松林 125 推進委員 林 敏夫 長貫区

74 推進委員 小林 ― 正 上羽鮒区 126 推進委員 深澤 爾 長貫区

75 推進委員 後藤 幸雄 上羽鮒区

76 推進委員 鈴木 文人 上羽鮒区

77 推進委員 佐野 紀― 上羽鮒区

78 推進委員 新井 文絵 施設 (在宅介護支1 センター)

79 推進委員 佐藤 ふじ子 更生保護女性会

80 1進委員 佐野 騰 上羽鮒区

81 推進委員 清 栄― 上羽鮒区

82 推進委J 城内 正男 下羽鮒区

83 饉進委員 城内 洋子 下羽鮒区

84 推進委J 声澤 絆雄 芝川郷土史研究会会長

85 L進委員 伊藤 章宏 誌 づくり

86 推進委員 14ヽ野田 二 長貫区

87 推進委員 I佐野_安朗 富士宮市芝川花木組合

88 推進委員 l佐野 なみ江 長貫区

89 推進委員 I菫月 控 保護司

90 推進委員 I吉川 彙佐子 長貫区
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