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第37号かすみがうら社協だよりかすみがうら社協だより
社協（しゃきょう）は、社会福祉協議会の略称です。
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予算総額 ： 156,491,000円

項　目 項　目
①会費収入
②寄付金収入
③経常経費補助金収入
④受託金収入
⑤貸付事業等収入
⑥事業収入
⑦負担金収入

予算額
5,302,000
700,000

67,069,000
42,324,000
450,000
1,776,000
697,000

合　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　計

⑧介護保険事業収入
⑨障害福祉サービス等事業収入
⑩受取利息配当金収入
⑪その他の収入
⑫積立預金取崩収入
⑬サービス区分繰入収入
⑭前期末支払資金残高

予算額
16,457,000
14,388,000

2,000
67,000
912,000
5,126,000
1,221,000
156,491,000

項　目 項　目
①法人運営事業
②共同募金配分金事業
③ボランティアセンター事業
④地区社協育成事業
⑤福祉啓発推進事業
⑥食の自立支援事業
⑦生活福祉資金貸付事業
⑧善意銀行事業

予算額
64,385,000
8,059,000
819,000
2,357,000
3,166,000
386,000
395,000
1,610,000

⑨小口貸付資金事業
⑩日常生活自立支援事業
⑪地域ケアシステム推進事業
⑫地域活動支援センター事業
⑬子どもヘルパー派遣事業
⑭いばらきねんりんスポーツ事業
⑮居宅介護支援事業
⑯やまゆり館指定管理事業

予算額
850,000
566,000

12,585,000
14,678,000
171,000
156,000

16,459,000
29,849,000
156,491,000

①3.388%
②0.447%

③42.858%

④27.046%⑤0.288%

⑥1.135%

⑦0.445% ⑧10.516%
⑨9.194%

⑩0.001%

⑪0.043%

⑫0.583%

⑬3.276% ⑭0.780%

①41.030%

②5.160%
③0.524%
④1.509%

⑤2.027%
⑥0.247%⑦0.253%⑧1.031%

⑨0.544%
⑩0.362%

⑪8.057%
⑫9.397%
⑬0.109%
⑭0.100%

⑮10.538%

⑯19.111%

平成２6年度
事業計画
収支予算

　現在、少子高齢化の進行や働き方などの生活様式の変化にともなって、地域社会や家庭の様相は大き
く変容し、さらに経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化も相まって、孤独死や自殺、ひきこもりなどの社
会的孤独の問題、経済的困窮や低所得の問題、虐待や悪徳商法、権利擁護の問題など、地域における
生活課題は深刻化し、広がっています。
　このような状況において、だれもが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを使命とする社会福祉
協議会は、こうした今日的な地域福祉の課題を受け止め、「ともに生き　みんなと住み続けたい　思いやり
のまちづくり」を本協議会の基本理念として、その解決に向けた取り組みを図ることを目指しております。

●●●基本方針●●●

収入の部

支出の部

（単位：円）

（単位：円）

基本目標１
人を育み支え合い
ふれあいのある　まちづくり
○地域のネットワークづくりの推進
○地域ケアシステム推進事業
○地区社協事業活動の強化
○生きがい対策事業の推進
○福祉体験活動の推進
○ボランティアセンターの推進

基本目標２
生活圏に密着したサービス・
支援体制づくり
○業務体制の再構築・効率化
○在宅福祉サービスの推進
○介護保険サービスの推進
○障害者総合支援
○総合相談機能の強化

基本目標３
社会福祉協議会発展強化の
ための基盤づくり
○地域福祉活動の財源確保
○業務評価システムの構築
○地区社協組織の充実
○広報啓発活動の充実強化
○職員の資質向上・専門職員の
育成

★★★　　　　利用者さん募集 ★★★
障がい者自立支援事業所

サポートステーション オリオン
障がい者自立支援事業所

サポートステーション オリオン

平成２５年１１月１日にオープンした
新しい障がい者施設です。

〒300-0202　かすみがうら市田伏5428　　TEL　029-875-7097

★就労移行支援事業
★就労継続（B型）事業
★日中一時支援事業

広告欄

詳しくは
お問い合わせ
ください。

障がいを
お持ちの

２ 社協だより
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地域の皆さんが安心・安全に生活していくために

○心配ごと相談所の開設
○なんでもかんでも相談（専門相談）の実施
○地域ケアシステム推進事業の実施【市受託】
○被災した世帯へのお見舞い金の支給
○善意銀行の運営
○ひきこもり当事者・家族のためのサロン
　「フリースペースフラット」の開催
○行旅病人等への一時援護
○歳末助け合い援護金の配布

高齢の方や障害のある方のために

○日常生活自立支援事業の実施【県社協受託】
○「食」の自立支援事業【市受託】
○市敬老式典への支援と協力
○いばらきねんりん予選会の開催【市受託】
○いばらきねんりんスポーツ大会への参加【市受託】
○福祉車両（車いすを乗せることのできる車）
の貸出事業　
○福祉用具（車いす・介護用ベッド・レクリエー
ション用具等）の貸出事業

○在宅障がい児者歳末お楽しみ会の開催
○盲導犬等利用者への支援
○ゆうあいスポーツ大会参加への支援と協力
◆地域活動支援センターの運営【市受託】
◆介護保険事業：居宅介護支援事業所の運営
■老人クラブ連合会への活動支援と協力
■手をつなぐ育成会への活動支援と協力

たくさんの方に福祉活動を知っていただくために

○広報紙『社協だより』の発行
○ホームページの充実
○茨城県社会福祉大会への参加
○第2回かすみがうら市社会福祉大会の開催
○かすみがうらマラソン
　兼国際盲人マラソンかすみがうら大会への協力

○社協会員の加入促進
○コミュニティづくりのための備品の貸出
■地区社会福祉協議会（小学校区毎）への
　活動支援と協力　
◆地域福祉センターやまゆり館の経営【指定管理】

日本赤十字社かすみがうら市地区として

○赤十字社員啓発運動　
○災害救護活動
○救急法講習の開催　　
○災害救援物資の配布

各種貸付事業

○生活福祉資金貸付事業【県社協受託】
○小口貸付資金貸付事業

福祉還元リサイクル促進事業

○エコキャップ推進事業
○入れ歯回収事業

ボランティア活動の窓口として（ボランティアセンター）
○ボランティアに関する相談・紹介・登録
○ボランティア保険の受付
○ボランティア養成講座の開催
　・おりがみ
　・朗読　
　・手話入門
○ボランティア教材の貸出
○ボランティア団体、協力校への援助協力
■ボランティア連絡協議会への活動支援と協力

児童・青少年の健全育成と子育て支援ために

○おもちゃ図書館「ひよっこ」の運営
○子どもヘルパー派遣事業の実施 【下稲吉東小学校】
○福祉体験用具の整備（インスタントシニア体験）
○福祉体験教室の実施
○小中学校での
　福祉体験学習の実施
○母子父子家庭への援助
　（入学祝い品の配布）
○七夕まつり、子育て支援
　コンサートの実施
■母子寡婦福祉会への活動支援と協力

地域の活動を活発にするために

共同募金会かすみがうら市支会として

○赤い羽根共同募金運動
○歳末たすけあい基金
○災害支援募金活動

平成２５年度　第３回　理事会　　平成２６年１月２９日
議題　①平成２５年度一般会計補正予算　
報告　①地域福祉活動計画策定進捗状況

平成２５年度　第３回　評議員会　平成２６年１月２９日
議題　①平成２５年度一般会計補正予算　
報告　①地域福祉活動計画策定進捗状況

第３・４回理事会の議案は、すべて認定・同意されました。
第３・４回評議員会の議案は、すべて承認・同意されました。

手話講座が復活！
はじめての方向けの
入門講座です。

平成２６年度から社協会員のみの貸出になります。

平成２６年度から社協会員のみの貸出になります。

平成２５年度　第４回　理事会　　平成２６年３月２８日
議題　①平成２６年度事業計画・収支予算
　　　②経理規程の全部改正　③評議員の選任　
報告　①会員既定の全部改正
　　　②福祉車両貸出実施要綱の全部改正
　　　③福祉用具等貸出要綱の全部改正
　　　④ネットワークいきいきサロン活動補助金交付要綱
　　　⑤地域福祉活動計画の策定
平成２５年度　第３回　評議員会　平成２６年１月２９日
議題　①平成２５年度一般会計補正予算　
報告　①地域福祉活動計画策定進捗状況
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ありがとう
ございました

　みなさまからお寄せいただいた善意のこころをご紹介します。
　お寄せいただいた善意は、ご寄贈の趣旨に沿ってかすみがう
ら市の地域福祉向上のために活用させていただきます。
（寄付金は、所得税法上の寄付金控除が受けられます。）

平成２６年１月１日～３月３１日　順不同・敬称略

善 意 銀 行善 意 銀 行善 意 銀 行

預託品預託品

●(有)山口電気商会
●土浦地域労働者福祉協議会
●市職員互助会
●マタニティシートベルト購入（５名）
●更生保護女性の会
●匿名

30,000円
100,000円
56,020円
5,000円
15,000円
50,000円

古切手古切手

●いきいき７
●我妻あや子
●竹田次喜
●逆西11区ふれあいサロン

●松澤美和　●齋藤シゲ子　●タキロン労働組合
●菅谷　毅　●㈱ライフサポート ・ エガワ
●飯田　功　●逆西11区ふれあいサロン
　他多くの皆さまにご協力いただいております。

手縫い座布団１００枚
はがき　８2枚
座布団　５８枚

使用済みテレフォンカード

預託金預託金

マタニティーシートベルトをお譲りします

「第１期 かすみがうら市地域福祉活動計画書」が完成しました！

本会の善意銀行へ、1,000円以上ご寄付いただいた
方にマタニティーシートベルトをお譲り致します。
（新品のもの ： 4,000円相当）
数に限りがありますので、お早めに
お申し出ください。

※社会福祉協議会では、マタニティーシートベルトの
　無料貸出を行っておりましたが、平成２５年１２月をもって終了しました。

ネットワークいきいきサロン活動補助金
交付希望者募集のお知らせ

地域のサロン活動を支援するための補助金を交付致しま
す。ぜひご利用ください。
対象団体：かすみがうら市内において、自主的に市民活動・
　　　　 サロン活動を継続的かつ計画的に行う団体。
※対象活動や補助金額など、詳しくはホームページをご覧いただくか
　お問い合わせください。

　昨年秋に、座談会を開催し、皆さまからご意見をいただき、
それを基に策定委員会・実務者作業部会を重ね、検討してきた
地域福祉活動計画が、完成しました。
　各ご家庭に、概要版をお配りしますので、ぜひご覧ください。

よてい・いろいろよてい・いろいろ

障がいのある子もない子も一緒にあそぼう

おもちゃ図書館 ひよっこ
おもちゃ図書館は、障がいの有無の枠を
越えて、ともに遊び交流し育ちあう場とし
て開催しています。

ひきこもりサロン

フリースペース フラット
ひきこもりがち
な方とその家
族のための集
いの場です。毎週木曜日

9：30～11：30
やまゆり館
対象：未就学児

必ず保護者同伴でご利用ください。

あじさい館

フラットお立ち寄りください

24日（土）
28日（土）
26日（土）

時間　13：30～16：00
場所　あじさい館　講座室

子育ての悩み・発育の悩み、保育士さんに
聞いてみたいときは   子育て相談

やまゆり館

要予約！ 029-832-5601

  8日（木）、22日（木）
12日（木）、26日（木）
10日（木）、22日（木）

時間　  9：00～11：00
　　　14：00～16：00

５月
６月
７月

専門家の意見が聞いてみたい時は

なんでもかんでも相談
心理・精神
法律・医療
保育・障がい
の専門相談員
が応じます。 

やまゆり館女性の家 あじさい館

法律相談は要予約！ 029-832-5601

17日（土）
21日（土）
19日（土）

時間　13：30～16：00

５月
６月
７月

５月
６月
７月

ちょっと悩みを聞いてほしい時は

心配ごと相談

予約不要　直接お越しください

14日（水）
11日（水）
  9日（水）

28日（水）
25日（水）
23日（水）

時間（受付）13：30～15：00
相談終了15：30

５月
６月
７月

法律は要予約、先着３名まで
※電話での相談は受けておりません

土浦地域労働者福祉協議会　様土浦地域労働者福祉協議会　様

福祉車両・福祉用具の貸出対象が変わります！
平成２６年から、社協会員（年会費５００円）への貸出になります。

発行・編集：社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会　かすみがうら市社会福祉協議会広報委員会
住所 ： 〒300-0134　茨城県かすみがうら市深谷 3719－1 電話：029-898-2527【土日祝日・12/28～1/31を除く 8：30～17：15】
Ｆ Ａ Ｘ ： 029-898-3523　ＨＰ：http://www.kasumigauracity-shakyo.or.jp　E-mail： info@kasumigauracity-shakyo.or.jp

と ぴ っ く す


