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藤沢市社会福祉協議会（市社協）は社会福祉法に基づき、 市民の皆さんの参加と協力によって、
地域福祉の推進を図ることを目的とする福祉団体です。
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専門家に直接ご相談いただけます生活福祉資金特例貸付
受付期限のお知らせ
生活福祉資金特例貸付
受付期限のお知らせ 日　時

対象者

相談員

場　所

申込み

6月5日（土）13時30分～16時30分（要予約）
村岡公民館
藤沢市民とその家族、
相談支援関係者等 6組（1組45分）
弁護士・社会福祉士
5月24日（月）9時から受付開始
電話または窓口で先着順
ふじさわあんしんセンター 電話：0466-55-3055

無 料

（順不同・敬称略）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し
生活資金が不足する方を対象に緊急小口資金、総合支援資
金の特例貸付をおこなっています。
　受付が６月末で終了予定となります。

緊急小口資金
■ 貸付上限額：２０万円以内
■ 据置期間：１年以内　　■ 償還期限：２年以内
■ 無利子、保証人不要

【申請についての問い合わせ・予約・申請書提出】
〒２５１-８７９０（私書箱第３８号）
藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所分庁舎１階
藤沢市社会福祉協議会 貸付担当　
電話：0466-50-3525　ＦＡＸ：0466-26-6978
【実施主体】
神奈川県社会福祉協議会（地域福祉推進部 生活支援担当）

総合支援資金
■ 貸付上限額：（二人以上）月２０万円以内、（単身）月１５万円以内
■ 貸付期間：原則３月以内
■ 据置期間：１年以内　　■ 償還期限：１０年以内
■ 無利子、保証人不要

み つき

（４月１６日現在）

※2月19日から再貸付もはじまりました。

※貸付には神奈川県社会福祉協議会で審査がおこなわれ、貸付の可否が決定されます。

タイトル「こ
もれび」

藤の花が
きれいに

咲きま

した。明
るく暖か

な光が

差し込み
ます。 

写真提供
者「Ayaka

」さん

発行
お問い合わせ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会
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〒251-0054 藤沢市朝日町1ー1 藤沢市役所分庁舎1階
電話 0466（50）3525　 FAX 0466（26）6978
E-mail：syakyo1@cityfujisawa.ne.jp
http://www.fujisawa-shakyo.jp/
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令和3年度  事業計画

　多発する大規模な自然災害や新型コロナウイルス感染症の長期化による社会・経済活動の制限等により、
市民生活に深刻な影響が見られます。福祉分野では、高齢者介護・児童虐待・子どもの貧困・若年者自殺の増
加・ひきこもり等社会的孤立の問題等、コロナ禍による経済的問題と相まって生活課題が深刻化しています。
　市社協では、多様化する地域福祉課題に対し、地域住民をはじめ、地域活動団体、福祉専門機関、行政機関
等と一体となって取り組むための地域福祉活動計画を策定していますが、令和３年度は、新たな計画の策定
に取り組むとともに重層的な相談支援体制の構築や成年後見制度の利用促進等、次の重点目標のもと各種
事業に取り組みます。

基 本 方 針

実 施 事 業  

地域福祉推進事業
❶機関紙“市社協ふじさわ”の発行
❷市社協ホームページ等による福祉情報の提供
❸第５３回藤沢市社会福祉大会の開催（市共催事業）
❹障がい者週間キャンペーン事業
❺第４次地域福祉活動計画の策定

地域の縁側事業 （市受託事業）
藤沢市内の高齢者、障がい児者、青少年、子ども等の多世
代が集え、「まちかど相談室」の機能を備えた居場所事業
「地域の縁側事業」を推進するため、新規開設しようとする
団体への開設支援や、既存の実施団体への運営支援等を
おこなう。

生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業）
コミュニティソーシャルワーカー（バックアップふじさわ社
協）の藤沢市内全地区配置により、藤沢型地域包括ケアシス
テムのさらなる実現に向けた相談支援体制の充実と、社会
福祉法の改正による「重層的支援」「参加支援」等の事業化
の動向を考慮した、当事者やその家族、市や関係機関との連
携の中での地域課題への取り組みを進める。

老人福祉センター事業（指定管理事業）
いきいきシニアセンターの指定管理（平成３０年度から令和
4年度）を受け、適正な施設運営と新たな事業展開を図る。

生活支援コーディネーター（第１・２層）事業（市受託事業）
市域を活動エリアとする第1層生活支援コーディネーター
と、市内13地区ごとを活動エリアとする第２層生活支援コー
ディネーターにコミュニティソーシャルワーカーを位置づけ、
地域団体等と連携し、生活支援の仕組みづくりに取り組む。

在宅福祉事業
❶自主事業（ホームヘルプサービス）
❷公的介護事業（ホームヘルプサービス）（市受託事業）
❸在宅福祉サービスセンター管理運営事業（市受託事業）

会の運営
❶理事会・評議員会・正副会長会の開催及び、監査の実施。
❷支えあう地域づくり推進連絡会の開催
❸業務の執行に伴う各種委員会の開催
❹情報共有や協働・連携に向けた各種外部委員会・会議へ
の参加

❺福祉系教育機関からの実習生の受入
❻自主財源の確保、賛助会員の増強

団体業務
❶日本赤十字社神奈川県支部藤沢市地区事務局
❷神奈川県共同募金会藤沢市支会事務局
❸藤沢市遺族会事務局
❹藤沢市更生保護女性会事務局
❺藤沢市地区社会福祉協議会連絡協議会事務局
❻藤沢市障がい者共同受注促進協議会事務局
❼藤沢市ふれあい実行委員会事務局
❽藤沢市地域公益事業推進法人協議会事務局
❾ふじさわ福祉ＮＰＯ法人連絡会事務局
10藤沢市ボランティア連絡会事務局
11藤沢地区保護司会事務局
12藤沢市老人クラブ連合会事務局

居宅介護等事業
●訪問介護事業 

障がい者総合支援事業
❶居宅介護等事業　　❷相談支援事業

災害活動関連事業
藤沢市災害救援ボランティアセンターに関する協定を基本に、
具体的な検討を進める。また、今年度の第４次地域福祉活動計画
の策定の中で、災害に強いまちづくりについて検討をおこなう。

社会福祉法人や民間企業等との地域貢献事業
❶藤沢市地域公益事業推進法人協議会
❷民間企業連携事業

援護事業
❶行旅人援護事業（市受託事業）　❷学童援護事業
❸交通遺児援護事業　❹年末たすけあい見舞金事業
❺災害援護事業

福祉人材養成事業
❶介護職員初任者研修事業
❷福祉・介護人材の就業支援研修事業

助成事業
❶地区社会福祉協議会連絡協議会への支援
❷地区社会福祉協議会への活動費の助成事業
❸愛の輪福祉基金補助金交付事業事務（市受託事業）
❹地域福祉推進事業補助　　❺地域福祉活動増進事業

ボランティア活動推進事業
❶ボランティアセンター運営事業　　❷車イス等貸出事業
❸災害ボランティア推進事業
❹いきいきパートナー事業(市受託事業)
❺生活困窮者の自立支援関係事業　　❻農福連携事業
❼ひきこもり等社会参加事業の推進
❽地域活動のリスク管理

あんしんセンター事業（権利擁護事業）
❶日常生活自立支援事業（県社協受託事業）
❷成年後見事業（市受託事業）
❸市民後見事業（市受託事業）
❹法人後見業務
❺権利擁護支援事業

資金貸付事業
❶生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）
❷福祉資金の貸付　　❸修学旅行費貸付事業

障がい福祉事業
❶地域活動ホーム運営事業
❷就労支援売店運営事業
❸藤沢市ふれあい実行委員会事業の支援

～藤沢市地域福祉推進ビジョン～「一人ひとりが主役　共に支えあい　安心して暮らせるまち　ふじさわ」

お互いが見守り、支えあい、
つながる地域づくり

❶福祉団体等の活動促進
❷活動の場・交流の場づくり
❸課題を早期発見・早期対応できる地域づくり
❹災害時の避難支援体制づくりの推進

施策の方向性

第3次藤沢市地域福祉活動計画

重 点 目 標
❶地域福祉を支える人材づくり
　支えあいの地域づくりを推進するために必要な担い手の育成と、専門性の高い福祉人材の養成・確保に取り組む。各事業は新しい生
　活様式に即し、安全に配慮しながら実施する。
　●ボランティアや地域活動の担い手の育成　　●地域福祉活動団体への助成金制度の充実　　●専門性の高い福祉人材の養成
❷生活支援の仕組みづくり
　市内全域及び１３地区を担当する生活支援コーディネーター（CSWと兼務）を配置し、地域団体等と連携して、各地域の生活支援ニー
　ズの把握、多様な主体が提供する生活支援等サービスやネットワーク化、ボランティア活動等への支援に取り組む。
❸包括的な相談支援体制の構築
　市内全域及び１３地区を担当するコミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置し、社協内部の各部署、地域住民、地域の専門機関、
　行政等の連携を深める。
　●CSWによる相談支援及び地域支援体制の充実　　●地域における相談支援ネットワークの構築
❹ひきこもりや生活困窮者等の地域で孤立しがちな方への支援
　ひとり親家庭や一人暮らし高齢者、障がいのある方、ひきこもりの方等、支援を必要とする方に対する各種支援事業の実施。
　●生活困窮者の自立支援関係事業の推進　  ●ひきこもり等社会参加事業の推進
❺関係機関や民間企業等との連携
　●社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進　　●民間機関や民間企業等との連携　　●地区社会福祉協議会等との連携
❻権利擁護の推進
　●成年後見制度等の相談機会及び利用支援機能の充実　　●成年後見制度中核機関の運営
❼在宅福祉サービスセンター事業等への取り組み
　●セーフティーネット機能の維持　　●共生社会に向けた独自在宅サービスの推進
❽いきいきシニアセンターの運営
　地域福祉推進の拠点施設となる、いきいきシニアセンター（老人福祉センター）の指定管理者として、フレイル予防等地域の課題解決
　に向けたさまざまな要請に柔軟に取り組む。
❾地域福祉活動センターの運営
　障がい・疾病・介護・子育て・生活困窮・社会的孤立等の生活上の課題を抱える当事者や家族及び課題解決に取り組む福祉活動団体等
　の活動を支援するため、より充実したセンターの運営に取り組む。
10第４次地域福祉活動計画の策定（新）
　市が策定した藤沢市地域福祉計画２０２６を受けて、住民や地域福祉活動団体等を主体とする民間サイドの第４次地域福祉活動計画の策
　定に取り組む。
11災害対応に向けた取り組みの推進
　近年の地震や豪雨などの自然災害を踏まえ、藤沢市災害救援ボランティアセンターに関する協定を軸に、行政や関係団体と引き続き
　同センターやサテライトセンターの設置・運営等について、コロナ禍における運営のあり方等を含めた検討をおこなう。

基本目標② 誰もが安心して暮らせる
しくみづくり

❶相談・支援ネットワークの拡充
❷福祉サービスを必要とする人への
　自立支援・生活支援

施策の方向性

基本目標③地域に関心を持ち、
行動できる人材づくり

❶地域福祉の普及・啓発
❷ボランティアの育成
❸地域福祉を支える人材の育成

施策の方向性

基本目標①
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第54 号 市 社 協 ふ じ さ わ 令和 3年 5月 1日 第 54 号市 社 協 ふ じ さ わ令和 3年 5月 1日

令和3年度  事業計画

　多発する大規模な自然災害や新型コロナウイルス感染症の長期化による社会・経済活動の制限等により、
市民生活に深刻な影響が見られます。福祉分野では、高齢者介護・児童虐待・子どもの貧困・若年者自殺の増
加・ひきこもり等社会的孤立の問題等、コロナ禍による経済的問題と相まって生活課題が深刻化しています。
　市社協では、多様化する地域福祉課題に対し、地域住民をはじめ、地域活動団体、福祉専門機関、行政機関
等と一体となって取り組むための地域福祉活動計画を策定していますが、令和３年度は、新たな計画の策定
に取り組むとともに重層的な相談支援体制の構築や成年後見制度の利用促進等、次の重点目標のもと各種
事業に取り組みます。

基 本 方 針

実 施 事 業  

地域福祉推進事業
❶機関紙“市社協ふじさわ”の発行
❷市社協ホームページ等による福祉情報の提供
❸第５３回藤沢市社会福祉大会の開催（市共催事業）
❹障がい者週間キャンペーン事業
❺第４次地域福祉活動計画の策定

地域の縁側事業 （市受託事業）
藤沢市内の高齢者、障がい児者、青少年、子ども等の多世
代が集え、「まちかど相談室」の機能を備えた居場所事業
「地域の縁側事業」を推進するため、新規開設しようとする
団体への開設支援や、既存の実施団体への運営支援等を
おこなう。

生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業）
コミュニティソーシャルワーカー（バックアップふじさわ社
協）の藤沢市内全地区配置により、藤沢型地域包括ケアシス
テムのさらなる実現に向けた相談支援体制の充実と、社会
福祉法の改正による「重層的支援」「参加支援」等の事業化
の動向を考慮した、当事者やその家族、市や関係機関との連
携の中での地域課題への取り組みを進める。

老人福祉センター事業（指定管理事業）
いきいきシニアセンターの指定管理（平成３０年度から令和
4年度）を受け、適正な施設運営と新たな事業展開を図る。

生活支援コーディネーター（第１・２層）事業（市受託事業）
市域を活動エリアとする第1層生活支援コーディネーター
と、市内13地区ごとを活動エリアとする第２層生活支援コー
ディネーターにコミュニティソーシャルワーカーを位置づけ、
地域団体等と連携し、生活支援の仕組みづくりに取り組む。

在宅福祉事業
❶自主事業（ホームヘルプサービス）
❷公的介護事業（ホームヘルプサービス）（市受託事業）
❸在宅福祉サービスセンター管理運営事業（市受託事業）

会の運営
❶理事会・評議員会・正副会長会の開催及び、監査の実施。
❷支えあう地域づくり推進連絡会の開催
❸業務の執行に伴う各種委員会の開催
❹情報共有や協働・連携に向けた各種外部委員会・会議へ
の参加

❺福祉系教育機関からの実習生の受入
❻自主財源の確保、賛助会員の増強

団体業務
❶日本赤十字社神奈川県支部藤沢市地区事務局
❷神奈川県共同募金会藤沢市支会事務局
❸藤沢市遺族会事務局
❹藤沢市更生保護女性会事務局
❺藤沢市地区社会福祉協議会連絡協議会事務局
❻藤沢市障がい者共同受注促進協議会事務局
❼藤沢市ふれあい実行委員会事務局
❽藤沢市地域公益事業推進法人協議会事務局
❾ふじさわ福祉ＮＰＯ法人連絡会事務局
10藤沢市ボランティア連絡会事務局
11藤沢地区保護司会事務局
12藤沢市老人クラブ連合会事務局

居宅介護等事業
●訪問介護事業 

障がい者総合支援事業
❶居宅介護等事業　　❷相談支援事業

災害活動関連事業
藤沢市災害救援ボランティアセンターに関する協定を基本に、
具体的な検討を進める。また、今年度の第４次地域福祉活動計画
の策定の中で、災害に強いまちづくりについて検討をおこなう。

社会福祉法人や民間企業等との地域貢献事業
❶藤沢市地域公益事業推進法人協議会
❷民間企業連携事業

援護事業
❶行旅人援護事業（市受託事業）　❷学童援護事業
❸交通遺児援護事業　❹年末たすけあい見舞金事業
❺災害援護事業

福祉人材養成事業
❶介護職員初任者研修事業
❷福祉・介護人材の就業支援研修事業

助成事業
❶地区社会福祉協議会連絡協議会への支援
❷地区社会福祉協議会への活動費の助成事業
❸愛の輪福祉基金補助金交付事業事務（市受託事業）
❹地域福祉推進事業補助　　❺地域福祉活動増進事業

ボランティア活動推進事業
❶ボランティアセンター運営事業　　❷車イス等貸出事業
❸災害ボランティア推進事業
❹いきいきパートナー事業(市受託事業)
❺生活困窮者の自立支援関係事業　　❻農福連携事業
❼ひきこもり等社会参加事業の推進
❽地域活動のリスク管理

あんしんセンター事業（権利擁護事業）
❶日常生活自立支援事業（県社協受託事業）
❷成年後見事業（市受託事業）
❸市民後見事業（市受託事業）
❹法人後見業務
❺権利擁護支援事業

資金貸付事業
❶生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）
❷福祉資金の貸付　　❸修学旅行費貸付事業

障がい福祉事業
❶地域活動ホーム運営事業
❷就労支援売店運営事業
❸藤沢市ふれあい実行委員会事業の支援

～藤沢市地域福祉推進ビジョン～「一人ひとりが主役　共に支えあい　安心して暮らせるまち　ふじさわ」

お互いが見守り、支えあい、
つながる地域づくり

❶福祉団体等の活動促進
❷活動の場・交流の場づくり
❸課題を早期発見・早期対応できる地域づくり
❹災害時の避難支援体制づくりの推進

施策の方向性

第3次藤沢市地域福祉活動計画

重 点 目 標
❶地域福祉を支える人材づくり
　支えあいの地域づくりを推進するために必要な担い手の育成と、専門性の高い福祉人材の養成・確保に取り組む。各事業は新しい生
　活様式に即し、安全に配慮しながら実施する。
　●ボランティアや地域活動の担い手の育成　　●地域福祉活動団体への助成金制度の充実　　●専門性の高い福祉人材の養成
❷生活支援の仕組みづくり
　市内全域及び１３地区を担当する生活支援コーディネーター（CSWと兼務）を配置し、地域団体等と連携して、各地域の生活支援ニー
　ズの把握、多様な主体が提供する生活支援等サービスやネットワーク化、ボランティア活動等への支援に取り組む。
❸包括的な相談支援体制の構築
　市内全域及び１３地区を担当するコミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置し、社協内部の各部署、地域住民、地域の専門機関、
　行政等の連携を深める。
　●CSWによる相談支援及び地域支援体制の充実　　●地域における相談支援ネットワークの構築
❹ひきこもりや生活困窮者等の地域で孤立しがちな方への支援
　ひとり親家庭や一人暮らし高齢者、障がいのある方、ひきこもりの方等、支援を必要とする方に対する各種支援事業の実施。
　●生活困窮者の自立支援関係事業の推進　  ●ひきこもり等社会参加事業の推進
❺関係機関や民間企業等との連携
　●社会福祉法人による地域の公益的な取り組みの推進　　●民間機関や民間企業等との連携　　●地区社会福祉協議会等との連携
❻権利擁護の推進
　●成年後見制度等の相談機会及び利用支援機能の充実　　●成年後見制度中核機関の運営
❼在宅福祉サービスセンター事業等への取り組み
　●セーフティーネット機能の維持　　●共生社会に向けた独自在宅サービスの推進
❽いきいきシニアセンターの運営
　地域福祉推進の拠点施設となる、いきいきシニアセンター（老人福祉センター）の指定管理者として、フレイル予防等地域の課題解決
　に向けたさまざまな要請に柔軟に取り組む。
❾地域福祉活動センターの運営
　障がい・疾病・介護・子育て・生活困窮・社会的孤立等の生活上の課題を抱える当事者や家族及び課題解決に取り組む福祉活動団体等
　の活動を支援するため、より充実したセンターの運営に取り組む。
10第４次地域福祉活動計画の策定（新）
　市が策定した藤沢市地域福祉計画２０２６を受けて、住民や地域福祉活動団体等を主体とする民間サイドの第４次地域福祉活動計画の策
　定に取り組む。
11災害対応に向けた取り組みの推進
　近年の地震や豪雨などの自然災害を踏まえ、藤沢市災害救援ボランティアセンターに関する協定を軸に、行政や関係団体と引き続き
　同センターやサテライトセンターの設置・運営等について、コロナ禍における運営のあり方等を含めた検討をおこなう。

基本目標② 誰もが安心して暮らせる
しくみづくり

❶相談・支援ネットワークの拡充
❷福祉サービスを必要とする人への
　自立支援・生活支援

施策の方向性

基本目標③地域に関心を持ち、
行動できる人材づくり

❶地域福祉の普及・啓発
❷ボランティアの育成
❸地域福祉を支える人材の育成

施策の方向性

基本目標①
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ふじさわボランティアセンター

収 入
（単位：千円）

支 出
（単位：千円）

　令和3年1月31日（日）藤沢市東京オリンピック・パ
ラリンピック開催準備室主催のシティキャストフジサ
ワ選択研修がおこなわれました。講座内の「地域の
身近なボランティア～地域活動と福祉ボランティア
～講座」を藤沢市社会福祉協議会が担当し、延べ
140名の方々にZOOMでご参加いただきました。
　自治会をはじめとする地域団体活動や地域の身
近な福祉施設でのボランティアを紹介しました。

　令和３年３月22日（月）、初めてとなるオンライン講
演会を開催しました。手話・要約筆記の通訳を付け
オンライン配信するには工夫を要しましたが、講師
の方の丁寧なお話はとてもわかりやすく、難しい内
容もよく理解できたと感想が寄せられ、好評でした。

令和3年度  予 算

収入合計  987,729千円 支出合計  987,729千円

補助金収入
232,243

寄付金収入 2,150
会費収入 2,282 

前期未支払資金残高 86,431

障がい福祉サービス
等事業収入
51,648

受取利息
配当金収入 73

その他の収入 1,345
繰越金収入 64,647

受託金収入 442,594

介護保険事業収入
51,088

貸付事業収入 30,000
事業収入 18,879

負担金収入
4,349

居宅介護等事業
61,138

老人福祉
センター事業
265,332

在宅福祉事業
 28,006
あんしんセンター
事業 79,784

障がい者総合支援事業
55,212

地域福祉推進活動事業 
498,257

地域福祉推進事業
10,064
地域の縁側事業
3,905
援護事業 5,165
福祉人材養成事業 934
助成事業 11,426
ボランティア活動推進
事業 12,111
資金貸付事業 41,091
障がい福祉事業 19,031
生活困窮者自立相談支援
事業 96,757
生活支援コーディネーター
事業 33,623
法人運営事業
264,150

　登録団体の皆さまにアンケートを実施し、さ
まざまなご意見・ご要望を取り入れて充実し
た図書コーナーになるよう現在準備中です。
　団体の皆さまからは情報
誌や福祉図書のご提供もい
ただく予定です。

❶当事者会・家族会・自助グループ（優先団体）
障がい、難病、生活困窮、社会的孤立など生活上の課題を抱える当
事者や家族が自発的に組織した当事者会、家族会、自助グループ
❷社会福祉関係ボランティア団体（一般団体）
社会福祉全般の問題解決や地域の福祉課題に
取り組むボランティア団体及び地域団体

地域福祉活動センターでは貸しロッカーや印刷機の利用もできます。お気軽にお問い合わせください。

福祉図書コーナー 活動室を利用できる団体

地域の身近なボランティア
～地域活動と福祉ボランティア～講座

犯罪被害者を減らし支える地域社会を目指して
～保護観察所における被害者支援とは～

地域福祉活動センター（活動室）1周年
　令和2年度はコロナ禍の影響により活動室の休止
や利用制限を余儀なくされる1年でしたが、50団体を
超える利用登録をいただきました。利用ガイドライン
による感染対策の徹底、オンライン環境の整備など、
新しい生活様式を取り入れた団体活動の場として地
域福祉活動センターを運営してまいりました。

　コロナ禍にあってもできること。集まることが当然だった事業もスタイルを変え、
オンラインで開催しました。会場に出かけなくても自宅などから視聴できるオンラ
インは、新型コロナウイルス感染のリスクを減らせるだけでなく、より多くの方々に
参加の機会を広げる方法として、今後の事業にも取り入れていきます。

シティキャストフジサワ選択研修 オンライン福祉講演会

お
楽
し
み
に

　藤沢市社会福祉協議会では、活動エリアが市内全域の第1層と各地区（13地区）
の第２層生活支援コーディネーター（CSWの兼務）によって、個別の相談と地域活
動の視点から生活支援の仕組みの充実に取り組んでいます。
　この一年余り、コロナ禍の影響で自治会町内会、地区社協、地域団体の皆さんの
活動は、自粛を余儀なくされています。当たり前のように取り組まれていたことが、
私たちの生活になくてはならないことだと、改めて感じられている方も多いと思い
ます。「新型コロナウイルス感染症対策」と「つながり」、答えの出ないことですがみ
んなで考え話し合うことが大切です。
　さらに、今年は市社協の地域福祉活動計画の見直しの年です。「藤沢市地域福祉
計画２０２６」の理念を共有して「つながり」「見守り」「健康」などの身近な取り組み
を、皆さんと一緒に進めていければと思っています。

生活支援コーディネーター住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける 

事務局 組織

藤沢市社会福祉協議会  組織図
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ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）CSW
コミュニティ ソーシャル ワーカー

w208、h297

電話：０４６６‒４７‒８１３１　FAX：０４６６‒２６‒６９７８
e-mail：f-csw@fujisawa-shakyo.jp　月～金（祝日・年末年始除く）８時３０分～１７時

ど ん な 相 談 も
お 受 け し ます

コミュニティソーシャルワーカーって？コミュニティソーシャルワーカーって？

　藤沢市では、子どもから高齢者、障がい者、生活困窮者といった区別なく、全ての市民が住み慣れた地域で安心
して暮らし続けることを目的とした「地域共生社会」の実現に向けた取り組みを進めています。その一つとして総合
相談機能の充実を目指し、平成28年4月よりコミュニティソーシャルワーカー（生活支援コーディネーターを兼務）
を配置し、現在市内13地区全てに配置されています。 ※「コミュニティソーシャルワーカー」の配置事業は市の委託事業です。

　地域に出向き、地域の皆さんのさまざ
まな困りごとに対して、関係機関・団体
や行政と連携して総合的な相談支援を
おこないます。

個別支援
支援の手がなかなか届かない
制度の狭間にいる人々へ、寄
り添いながら困りごとの解決
へ向けた支援をおこないます。

地域支援
個別支援を通して地域の課
題を把握し、地域ニーズに応
じた支えあいのしくみをつく
ります。

坂本　哲也
さかもと　   てつ や

御所見地区

若林　理恵
わかばやし　　り　え

明治地区

伊藤　久乃
い  とう　　  り  の

藤沢地区

北野　範之
きた の　    のりゆき

辻堂地区

矢野　佳代子
 や  の　　　か  よ   こ

六会地区

鈴木　環
すず き　　 かん

長後地区

中野　伸哉
なか の　　 しん  や

遠藤地区

村上　純子
むらかみ　  じゅんこ

片瀬地区

二部　寛之
に  ぶ       ひろゆき

湘南台地区

松本　美由紀 
まつもと　　み  ゆ  き

善行地区
NEW

市 内 全 域

CSW（統括）

樋口　敬子
ひ ぐち　　けい こ

第1層生活支援
コーディネーター

小野　秀樹
お　の     ひで き

持川　和道
もちかわ　　かずみち

湘南大庭地区

古舘　昌幸
ふるだて　　まさゆき

鵠沼地区
NEW

石川　沙絵
いしかわ　　 さ   え

村岡地区
NEW

令和 3 年 5 月 1 日 市 社 協 ふ じ さ わ 第54号
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w208、h297

社会参加活動スペース社会参加活動スペース

　今年の干支、丑のマスコット作り
をしました。
　「針や糸を持つのはちょっと…」と
いう方には、プレゼントとして差し
上げました。
　食材の寄付
をしてくださっ
た方へお礼に
お渡ししたり
と、たいへん喜
ばれています。

　今年4月から実施している「不登校・ひきこもり相談」。それに先が
けて社会参加活動スペースでは、ヒューマン・スタジオ代表（兼相談
員）の丸山康彦氏による勉強会を開催しました。ご自身のひきこも
り体験を通しての提言を優しい語り口でお話しいただきました。
CSWを主体に、市バックアップふじさわの職員も参加しました。

　不登校・ひきこもりの状態にある方・ご家族、その支援者の方
からのご相談をお受けしています。

　緊急事態宣言で活動中止の間、
社会参加活動スペースを利用され
ていた方に社会参加スタッフから
ニュースレターやお手紙を出して交
流しました。

手作りの活動手作りの活動手作りの活動 ニュースレターでつながりをニュースレターでつながりをニュースレターでつながりを

勉強会を開催勉強会を開催勉強会を開催

不登校・ひきこもり相談不登校・ひきこもり相談不登校・ひきこもり相談

　ゆったりと一人でくつろげるスペースで過ごし、時には自分でできることを
自分のペースでおこなえるボランティア活動の場「社会参加活動スペース」。
　“コロナ禍でもできること”…昨秋からの活動報告です。

講師の丸山氏（中央）

第1回 2月18日（木）：不登校・ひきこもり状態の心理を理解し支援を考える
第2回 3月18日（木）：不登校・ひきこもりの家族相談のあり方、家族を通じた本人対応

勉強会
テーマ

電話：０４６６‒４７‒８１３１　FAX：０４６６‒２６‒６９７８
e-mail：f-csw@fujisawa-shakyo.jp　月～金（祝日・年末年始除く）８時３０分～１７時

ど ん な 相 談 も
お 受 け し ます

このままでは
将来が不安

家族がどう接して
よいかわからない

家族だけで状況を
変えるのが難しい

日　時
場　所
講　師
申込み

毎月第3木曜日　13時～16時
藤沢市役所分庁舎 藤沢市社会福祉協議会2階 社会参加活動スペース
ヒューマン・スタジオ 代表（兼相談員） 丸山康彦氏
（要予約）藤沢市社会福祉協議会 CSW　電話：0466-47-8131

ご相談
ください

ハガキを持ってCSW相談窓口
に来所され、早速ボランティア活
動再開の打ち合わせをしました



ふじさわボランティアセンター

収 入
（単位：千円）

支 出
（単位：千円）

　令和3年1月31日（日）藤沢市東京オリンピック・パ
ラリンピック開催準備室主催のシティキャストフジサ
ワ選択研修がおこなわれました。講座内の「地域の
身近なボランティア～地域活動と福祉ボランティア
～講座」を藤沢市社会福祉協議会が担当し、延べ
140名の方々にZOOMでご参加いただきました。
　自治会をはじめとする地域団体活動や地域の身
近な福祉施設でのボランティアを紹介しました。

　令和３年３月22日（月）、初めてとなるオンライン講
演会を開催しました。手話・要約筆記の通訳を付け
オンライン配信するには工夫を要しましたが、講師
の方の丁寧なお話はとてもわかりやすく、難しい内
容もよく理解できたと感想が寄せられ、好評でした。

令和3年度  予 算

収入合計  987,729千円 支出合計  987,729千円

補助金収入
232,243

寄付金収入 2,150
会費収入 2,282 

前期未支払資金残高 86,431

障がい福祉サービス
等事業収入
51,648

受取利息
配当金収入 73

その他の収入 1,345
繰越金収入 64,647

受託金収入 442,594

介護保険事業収入
51,088

貸付事業収入 30,000
事業収入 18,879

負担金収入
4,349

居宅介護等事業
61,138

老人福祉
センター事業
265,332

在宅福祉事業
 28,006
あんしんセンター
事業 79,784

障がい者総合支援事業
55,212

地域福祉推進活動事業 
498,257

地域福祉推進事業
10,064
地域の縁側事業
3,905
援護事業 5,165
福祉人材養成事業 934
助成事業 11,426
ボランティア活動推進
事業 12,111
資金貸付事業 41,091
障がい福祉事業 19,031
生活困窮者自立相談支援
事業 96,757
生活支援コーディネーター
事業 33,623
法人運営事業
264,150

　登録団体の皆さまにアンケートを実施し、さ
まざまなご意見・ご要望を取り入れて充実し
た図書コーナーになるよう現在準備中です。
　団体の皆さまからは情報
誌や福祉図書のご提供もい
ただく予定です。

❶当事者会・家族会・自助グループ（優先団体）
障がい、難病、生活困窮、社会的孤立など生活上の課題を抱える当
事者や家族が自発的に組織した当事者会、家族会、自助グループ
❷社会福祉関係ボランティア団体（一般団体）
社会福祉全般の問題解決や地域の福祉課題に
取り組むボランティア団体及び地域団体

地域福祉活動センターでは貸しロッカーや印刷機の利用もできます。お気軽にお問い合わせください。

福祉図書コーナー 活動室を利用できる団体

地域の身近なボランティア
～地域活動と福祉ボランティア～講座

犯罪被害者を減らし支える地域社会を目指して
～保護観察所における被害者支援とは～

地域福祉活動センター（活動室）1周年
　令和2年度はコロナ禍の影響により活動室の休止
や利用制限を余儀なくされる1年でしたが、50団体を
超える利用登録をいただきました。利用ガイドライン
による感染対策の徹底、オンライン環境の整備など、
新しい生活様式を取り入れた団体活動の場として地
域福祉活動センターを運営してまいりました。

　コロナ禍にあってもできること。集まることが当然だった事業もスタイルを変え、
オンラインで開催しました。会場に出かけなくても自宅などから視聴できるオンラ
インは、新型コロナウイルス感染のリスクを減らせるだけでなく、より多くの方々に
参加の機会を広げる方法として、今後の事業にも取り入れていきます。

シティキャストフジサワ選択研修 オンライン福祉講演会

お
楽
し
み
に

　藤沢市社会福祉協議会では、活動エリアが市内全域の第1層と各地区（13地区）
の第２層生活支援コーディネーター（CSWの兼務）によって、個別の相談と地域活
動の視点から生活支援の仕組みの充実に取り組んでいます。
　この一年余り、コロナ禍の影響で自治会町内会、地区社協、地域団体の皆さんの
活動は、自粛を余儀なくされています。当たり前のように取り組まれていたことが、
私たちの生活になくてはならないことだと、改めて感じられている方も多いと思い
ます。「新型コロナウイルス感染症対策」と「つながり」、答えの出ないことですがみ
んなで考え話し合うことが大切です。
　さらに、今年は市社協の地域福祉活動計画の見直しの年です。「藤沢市地域福祉
計画２０２６」の理念を共有して「つながり」「見守り」「健康」などの身近な取り組み
を、皆さんと一緒に進めていければと思っています。

生活支援コーディネーター住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける 

事務局 組織

藤沢市社会福祉協議会  組織図

事務局長

総 務 課

地域福祉課

ふじさわあんしんセンター

や すら ぎ 荘
バックアップふじさわ社協（CSW）
在宅福祉サービスセンター
ふじさわボランティアセンター

湘南なぎさ荘
こ ぶ  し  荘監   事（2名）

評議員会（12名）

理事会（9名）
会　　長

副 会 長

常務理事

「みんなで創る（描く）ふじさわ」
をイメージ
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【藤沢市内共同募金結果一覧】

赤十字運動 5月は、強化月間です

共同募金運動 令和2年度 結果報告

21,810,535円
216,421円
943,000円
202,286円
422,205円
550,359円

24,144,806円

33,419,199円
216,421円
943,000円
202,286円
422,205円
550,359円

35,753,470円

11,608,664円

11,608,664円

一般募金 年末たすけあい募金 合　　計
戸 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
学 校 募 金
職 域 募 金
その他の募金

募金種別 

合　　計

　毎年５月は「赤十字運動月間」として、赤十字の理念や活動へのご理
解とご協力を呼びかけています。今年も新型コロナウイルスの感染拡
大により、市内でおこなう「赤十字運動月間」活動に影響も考えられま
す。新型コロナウイルスの感染拡大防止活動や被災地支援の実施と
いった日赤の活動を支えているのは、皆さまから寄せられる活動資金で
す。皆さまからのご支援がない限り、日赤の活動は成立しません。「救う
ことをつづける」日赤に、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

共同募金運動は、赤い羽根募金と年末たすけあい募金のことです共同募金運動は、赤い羽根募金と年末たすけあい募金のことです

皆さまからの活動資金が赤十字活動を支えています皆さまからの活動資金が赤十字活動を支えています

　藤沢市では、寄付する人も募金活動をする人もみんなが安
心して楽しんで募金ができるよう、鉄道会社とのコラボ事業
をおこなっています。藤沢市と鎌倉市の２
市をつなぐ江ノ電と湘南モノレールとのコ
ラボ企画も今年で７年目になります。

　藤沢市と鎌倉市の各社会福祉協議会の窓口に、コラボ缶バッジを
用意しているほか、片瀬すばな通りの“Cafe Grand Line”と江ノ島
駅前の“小池商店”にも、缶バッジと募金箱を設置しております。

ふじさわあんしんセンター

　いきいきシニアセンター(やすらぎ荘・湘南なぎさ荘・こぶし荘)では、新型コロナウイ
ルス感染防止のためのガイドラインを設け、一部を除き施設利用ができます。

　入館の際には、次のことにご協力を
お願いします。

● マスクの着用
● 手指の消毒
● 検温（37.5度以上の方は入館不可）
● セルフ（ご自身）でのカード受付　
● 靴は持参した靴袋
　（布・ビニール袋等）
　 に入れる

入館時のお願い

　現在利用中止となっている設備、サービス等
については、新型コロナウイルスの感染状況を
踏まえて、再開の検討をおこなっていきます。

いきいきシニアセンター

※講座開催や利用再開の情報は、市広報、ホーム
　ページ、チラシ等でご確認ください。

やすらぎ荘
電話81-6068（代）

サークル活動
講座の開催

浴室利用

運動浴室(プール)利用

こぶし荘
電話45-3121（代）

湘南なぎさ荘
電話36-2315（代）

大広間(輪踊り・カラオケ)の利用

健康相談

売店・食堂の営業

○（一部不可）
○

○（要予約)

○（一部不可）
○

○（要予約)

○(講座・要予約)
○（一般開放・要予約）

○(講座・要予約)
○（一般開放・要予約）

○（一部不可）
○

○（要予約）浴室予約
電話番号45-3129

×
○（要予約）

医師相談は令和2年度をもって終了しました

○（要予約） ○（要予約）

×
○（要予約）

×
○（要予約）

令和３年3月31日をもって終了 5月からの再開に向けて準備中 ×

スカイウェルのみ（当日予約）
○（貸出のみ）

×

○（施術師に直接要予約）
天野先生070-5455-5327
坂中先生090-1661-9871

両方利用可（当日予約）
○（貸出のみ）

×

両方利用可（当日予約）
×
×

スカイウェル・マッサージ機
図書コーナー

囲碁・将棋コーナー

鍼・マッサージ

※電話による予約は、各センターの代表番号におかけください。
※こぶし荘の浴室予約については、「浴室予約電話番号」におかけください。
※湘南すまいるバス（高齢者福祉バス）は、従来通りの時間帯、乗車人数で運行しています（マスク着用等あり）。

藤沢市内  35,753,470円 
たくさんの
ご協力

ありがとう
ございました

新しい生活様式を守り
協力していただきまして
ありがとうございます

※新型コロナウイルスの感染拡大による影響を考慮し、赤十字運動月
間活動は、５月から８月の間で可能な時期にご対応いただきますよう
よろしくお願いいたします。

　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響下での運動となりましたが、皆さま一
人ひとりが自分たちの活動スタイルの中でできることを考え、工夫してくださることで、
あたたかい寄付が集まりました。

募金活動報告赤い羽根共同募金「 」

藤沢市社会福祉協議会 ふじさわ権利擁護相談センター（ふじさわあんしんセンター）　電話：0466-55-3055

　藤沢市社会福祉協議会では、令和元年度より藤沢市から委託を受け、成年後見制度の利用促進を図るた
めの『中核機関』の運営事業をおこなっています。

　『中核機関』では成年後見制度の幅広い相談に応じています。成年後見制度についてのお困りごとは
『中核機関』ふじさわあんしんセンターまでご連絡ください。

　成年後見制度が必要な方が、その人らしく、住み慣れた地域で暮らして
いくために、ご本人の意思を尊重しながら、上図にあるように、ご本人を取
り巻くさまざまな人たちが連携して支援する仕組みづくりや、成年後見制度
の利用促進に向けた広報活動をおこなう機関です。

　誰もがわかりやすい成年後見
制度のパンフレットの作成や、ご
本人を中心にご家族、福祉関係
者、医療関係者等の支援者と成年
後見人が連携し、ご本人の意向を
尊重した「チーム」での支援を可能
にしていけるように検討を重ねて
います。令和4年度からの本格的
なスタートに向けて準備をおこ
なっています。

『中核機関』とは…

現在の活動状況…

専門職 都道府県

市町村
中核機関 

家庭裁判所

家族・親族
民生委員・
ボランティア 医療機関等

後見人介護福祉
サービス

地域の
相談機関

本 人本 人
本 人本 人

“Cafe Grand Line”さん

コラボ缶バッジ（2種類）
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【藤沢市内共同募金結果一覧】

赤十字運動 5月は、強化月間です

共同募金運動 令和2年度 結果報告

21,810,535円
216,421円
943,000円
202,286円
422,205円
550,359円

24,144,806円

33,419,199円
216,421円
943,000円
202,286円
422,205円
550,359円

35,753,470円

11,608,664円

11,608,664円

一般募金 年末たすけあい募金 合　　計
戸 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
学 校 募 金
職 域 募 金
その他の募金

募金種別 

合　　計

　毎年５月は「赤十字運動月間」として、赤十字の理念や活動へのご理
解とご協力を呼びかけています。今年も新型コロナウイルスの感染拡
大により、市内でおこなう「赤十字運動月間」活動に影響も考えられま
す。新型コロナウイルスの感染拡大防止活動や被災地支援の実施と
いった日赤の活動を支えているのは、皆さまから寄せられる活動資金で
す。皆さまからのご支援がない限り、日赤の活動は成立しません。「救う
ことをつづける」日赤に、皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

共同募金運動は、赤い羽根募金と年末たすけあい募金のことです共同募金運動は、赤い羽根募金と年末たすけあい募金のことです

皆さまからの活動資金が赤十字活動を支えています皆さまからの活動資金が赤十字活動を支えています

　藤沢市では、寄付する人も募金活動をする人もみんなが安
心して楽しんで募金ができるよう、鉄道会社とのコラボ事業
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市をつなぐ江ノ電と湘南モノレールとのコ
ラボ企画も今年で７年目になります。

　藤沢市と鎌倉市の各社会福祉協議会の窓口に、コラボ缶バッジを
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● 靴は持参した靴袋
　（布・ビニール袋等）
　 に入れる
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いきいきシニアセンター
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　ページ、チラシ等でご確認ください。
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運動浴室(プール)利用
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電話36-2315（代）
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健康相談
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○（一部不可）
○

○（要予約)

○（一部不可）
○

○（要予約)

○(講座・要予約)
○（一般開放・要予約）
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○（一部不可）
○
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○（要予約）

医師相談は令和2年度をもって終了しました

○（要予約） ○（要予約）
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○（要予約）
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○（要予約）
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スカイウェルのみ（当日予約）
○（貸出のみ）
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○（施術師に直接要予約）
天野先生070-5455-5327
坂中先生090-1661-9871

両方利用可（当日予約）
○（貸出のみ）

×

両方利用可（当日予約）
×
×

スカイウェル・マッサージ機
図書コーナー

囲碁・将棋コーナー

鍼・マッサージ

※電話による予約は、各センターの代表番号におかけください。
※こぶし荘の浴室予約については、「浴室予約電話番号」におかけください。
※湘南すまいるバス（高齢者福祉バス）は、従来通りの時間帯、乗車人数で運行しています（マスク着用等あり）。

藤沢市内  35,753,470円 
たくさんの
ご協力

ありがとう
ございました

新しい生活様式を守り
協力していただきまして
ありがとうございます
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　『中核機関』では成年後見制度の幅広い相談に応じています。成年後見制度についてのお困りごとは
『中核機関』ふじさわあんしんセンターまでご連絡ください。
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令和 3 年 5 月 1 日市 社 協 ふ じ さ わ第54号

54
vol.

2021年5月号

藤沢市社会福祉協議会（市社協）は社会福祉法に基づき、 市民の皆さんの参加と協力によって、
地域福祉の推進を図ることを目的とする福祉団体です。

ふれあい掲示板
たーすけくん・あいちゃん

明月 忠純
浅野 朝子
芦田 好子
池田 勝利
伊佐早 正二
岩本 すづ江
大矢 恒夫
北島 令司
窪島 弘道
小菅 孝
指旗 博
新堀 由男
菅原 智栄子
杉山 一美
鈴木 公子
髙橋 尚彦
高橋 裕二
田代 喜宣
種田 多化子
玉野 由美子
遠矢 良命・節子
二井林 知子
深澤 かほり
深澤 春香
深澤 学
深瀬 ミサ子

普川 進武
普川 千惠子
牧野 喜一
松本 豊子
宮﨑 信子
本谷 守
渡邊 奈美子
藤沢市医師会
青木医院
彩クリニック南藤沢
ありあけ内科クリニック
いせき小児科医院
桜林産婦人科医院
片瀬クリニック
加藤小児科
釜萢内科小児科医院
かわしま神経内科クリニック
クローバーホスピタル
ココロまち診療所
牛腸内科医院
後藤内科医院
木庭医院
小林内科医院（鵠沼桜が岡）
小林内科医院（辻堂新町）
酒井医院
さくまこどもクリニック

さわ内科糖尿病クリニック
湘南慶育病院
湘南斉藤クリニック
湘南星和クリニック
湘南台腎泌尿器・漢方クリニック
湘南中央病院
湘南長寿園病院
湘南ホスピタル
白木内科医院
すが内科クリニック
杉本医院
橘内科
辻堂いなほクリニック
（医社）南星会
野中脳神経外科クリニック
はらだメンタルクリニック
藤沢御所見病院
藤沢湘南台病院
藤沢病院
望星藤沢クリニック
本藤沢内科クリニック
宮川医院
もとき内科クリニック
やのハートクリニック
山川医院
山﨑メンタルクリニック

やまだ内科クリニック
よしだみつぎ整形外科クリニック
藤沢市歯科医師会
湘南食サポート歯科
鶴田歯科医院
パーク歯科クリニック
浜見山歯科医院
星谷歯科医院
三橋歯科医院
わかばデンタルクリニック
藤沢市薬剤師会
あさがお薬局
あやみ薬局
イイジマ薬局
イツワ ファーマシー
永代薬局
桜花堂薬局
海岸公園ファーマシー
光和薬局
すみれ調剤薬局 辻堂店
田辺薬局 辻堂元町店
長後西口薬局
ときわ漢方薬局
ファーマシーワラシナ
ふじいろ薬局
ベル薬局

牧野薬局
まなみ薬局
みどり薬局
薬局アポテイク渡内店
薬健
ユマニテ薬局
わかば薬局
NPO法人 樹ケアサポート
移動サービスＷ.Ｃｏらら・むーぶ藤沢
片瀬地区福祉ボランティア・しおさい
神奈川聴覚障害者総合福祉協会
クローバーヴィラ
NPO法人 シニアライフセラピー研究所
東幸湘南営業所
福祉クラブ生協オプティー茜
藤沢家事介護Ｗ.Ｃｏえんじょい
藤沢子育て支援Ｗ.Ｃｏほっと・すぺーす
藤沢市遺族会
藤沢市更生保護女性会
藤沢市手をつなぐ育成会
藤沢商工会議所
藤沢食事サービスＷ.Ｃｏｸｯｸふじさわ
ヘルスプラン
街の技術Ｗ.Ｃｏ彩生
NPO法人 laule’a

あたたかいご寄付を
ありがとうございました

寄 託 品

水嶋 正夫
イトーヨーカドー藤沢店労働組合
イトーヨーカドー労働組合
ヨークプライス湘南台支部
神奈川土建一般労働組合湘南支部
匿名７名

土肥 邦彦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車椅子
カーライフプランニング湘南株式会社・・・カレンダー
木下サーカス株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・招待券
株式会社 HGSTジャパン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カレンダー
藤沢市老連女性部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・マスク
匿名4名

社会福祉
のために

賛助会員の紹介 （昨年度会員） （順不同・敬称略）

この機関紙は共同募金の配分金を財源に発行しています

【市社協賛助会員募集中】  申込方法：挟み込みのゆうちょ銀行「払込取扱票」をご利用ください。

令和3年令和2年

12月1日
▶3月31日

●令和3年度 事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2・3
●令和3年度 予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
●組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
●生活支援コーディネーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
●CSW（コミュニティソーシャルワーカー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5・6
●地域福祉活動センター（活動室）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

●ふじさわボランティアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
●ふじさわあんしんセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
●いきいきシニアセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
●赤十字運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●共同募金運動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
●ふれあい掲示板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

成 年 後 見 制 度 出 張 専 門 相 談 会

専門家に直接ご相談いただけます生活福祉資金特例貸付
受付期限のお知らせ
生活福祉資金特例貸付
受付期限のお知らせ 日　時

対象者

相談員

場　所

申込み

6月5日（土）13時30分～16時30分（要予約）
村岡公民館
藤沢市民とその家族、
相談支援関係者等 6組（1組45分）
弁護士・社会福祉士
5月24日（月）9時から受付開始
電話または窓口で先着順
ふじさわあんしんセンター 電話：0466-55-3055

無 料

（順不同・敬称略）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し
生活資金が不足する方を対象に緊急小口資金、総合支援資
金の特例貸付をおこなっています。
　受付が６月末で終了予定となります。

緊急小口資金
■ 貸付上限額：２０万円以内
■ 据置期間：１年以内　　■ 償還期限：２年以内
■ 無利子、保証人不要

【申請についての問い合わせ・予約・申請書提出】
〒２５１-８７９０（私書箱第３８号）
藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所分庁舎１階
藤沢市社会福祉協議会 貸付担当　
電話：0466-50-3525　ＦＡＸ：0466-26-6978
【実施主体】
神奈川県社会福祉協議会（地域福祉推進部 生活支援担当）

総合支援資金
■ 貸付上限額：（二人以上）月２０万円以内、（単身）月１５万円以内
■ 貸付期間：原則３月以内
■ 据置期間：１年以内　　■ 償還期限：１０年以内
■ 無利子、保証人不要

み つき

（４月１６日現在）

※2月19日から再貸付もはじまりました。

※貸付には神奈川県社会福祉協議会で審査がおこなわれ、貸付の可否が決定されます。

タイトル「こ
もれび」

藤の花が
きれいに

咲きま

した。明
るく暖か

な光が

差し込み
ます。 

写真提供
者「Ayaka

」さん

発行
お問い合わせ

社会福祉法人
藤沢市社会福祉協議会

10

〒251-0054 藤沢市朝日町1ー1 藤沢市役所分庁舎1階
電話 0466（50）3525　 FAX 0466（26）6978
E-mail：syakyo1@cityfujisawa.ne.jp
http://www.fujisawa-shakyo.jp/




