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かすみがうら社協だより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。

Contents　～もくじ～

「社協だより」は、皆さまからの社協会費により、発行しています。記事に関するご意見ご感想をお寄せください　　

第55号第55号

　表紙　いちご狩り　　４ ・ ５ 　ファミリーサポートセンター会員募集・地区社協設立　　 ８　善意銀行・よていいろいろ

　２ ・ ３　平成30年度事業計画・収支予算　　　６ ・ ７　生活自立相談支援窓口紹介・無料職業紹介所

　表紙　いちご狩り　　４ ・ ５ 　ファミリーサポートセンター会員募集・地区社協設立　　 ８　善意銀行・よていいろいろ

　２ ・ ３　平成30年度事業計画・収支予算　　　６ ・ ７　生活自立相談支援窓口紹介・無料職業紹介所

３月１０日（土）に、かすみがうら市手をつなぐ育成会で、農業法人大地（下妻市）へ
いちご狩りに行きました。
甘いいちごを頬張り、お腹いっぱいになりました。
いちご狩りの後は、こもれびの森イバライド（稲敷市）でいろいろな動物と触れ合い、
会員同士の交流も深めることが出来ました。
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　社会保障改革をはじめ、超少子高齢化型人口減少社会が急速に進展する中、地域の生活環境に合わせ
た福祉事業の取り組みが重要になると考えております。また、経済情勢や雇用環境の厳しさにより生活困
窮や低所得の問題、ひきこもり等の社会的孤独の問題など、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、誰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
議会としては、こうした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、その解決に向け取り組んでまいります。

重点目標１
人を育み支えあい
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
○災害ボランティアセンターの推進

重点目標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

重点目標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
○地区社協組織の充実
〇 社協職員の資質向上及び専門職

員の育成
○広報啓発活動の充実強化

 （単位：円）
項　　　目 予算額

①会費収入 4,875,000
②寄付金収入 701,000
③経常経費補助金収入 74,759,000
④受託金収入 62,212,000
⑤貸付事業収入 800,000
⑥事業収入 1,626,000
⑦負担金収入 206,000
⑧介護保険事業収入 18,474,000
⑨障害福祉サービス等事業収入 12,282,000
⑩受取利息配当金収入 4,000
⑪その他の収入 74,000
⑫積立資産取崩収入 1,352,000
⑬サービス区分間繰入金収入 4,854,000
⑭前期末支払資金残高 9,354,000

合　　　計 191,573,000

 （単位：円）
項　　　目 予算額

①法人運営事業 73,035,000
②共同募金配分金事業 8,506,000
③ボランティアセンター事業 998,000
④地区社協育成事業 3,436,000
⑤福祉啓発推進事業 3,010,000
⑥食の自立支援事業 199,000
⑦生活福祉資金貸付事業 405,000
⑧善意銀行事業 1,053,000
⑨小口貸付資金貸付事業 1,600,000
⑩日常生活自立支援事業 620,000
⑪地域ケアシステム推進事業 12,494,000
⑫地域活動支援センター事業 12,644,000
⑬子どもヘルパー派遣事業 141,000
⑭いばらきねんりんスポーツ事業 148,000
⑮生活困窮者自立支援事業 20,715,000
⑯ファミリーサポート事業 1,800,000
⑰生活支援体制整備事業 7,142,000
⑱居宅介護支援事業 21,676,000
⑲やまゆり館指定管理事業 21,951,000

合　　　計 191,573,000

①2.54%
②0.366%

③39.024%

④32.474%

⑤0.418%
⑥0.849%
⑦0.108% ⑧9.643%

⑨
6.411%

⑩0.002%
⑪0.039%
⑫0.706%

⑬2.534%

⑭
4.883%

①38.124%

②
4.440%

③0.521%
④1.794%

⑤1.571%
⑥0.104%

⑦0.211%⑧0.550%
⑨0.835%
⑩0.324%

⑪
6.522%

⑫6.600%

⑬0.074%
⑭0.077%

⑮10.813%

⑯0.940%
⑱11.315%

⑲11.458%

⑰3.728%

予算総額：191,573,000円

基本方針
収支予算
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○心配ごと相談所の開設
○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」の開催と個別相談�
の実施　
○歳末たすけあい援護金の配布
○自立相談支援事業の実施【市受託】
○家計相談支援事業の実施【市受託】

安心・安全に生活していくために

○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
○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

ボランティア活動の窓口として（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ）

○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
○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

たくさんの方に福祉活動を知っていただくために

○赤い羽根共同募金活動
○歳末たすけあい募金活動
○災害支援募金活動

共同募金会かすみがうら市共同募金委員会として

○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【北小学校】
○福祉体験用具の整備�
【インスタントシニア体験や教材の貸出】
○福祉体験学習会の実施
○小中学校での福祉体験教育の実施
○母子父子家庭への援助【入学祝い品の配布】
○子育て支援コンサート、七夕まつりの実施
○母子寡婦福祉会への活動支援と協力
○ファミリーサポートセンター事業の実施　
【市受託】

児童・青少年の健全育成と子育て支援のために

○日常生活自立支援事業【県社協受託】の実施
○「食」の自立支援事業【市受託】の実施
○市敬老式典への支援と協力
○いばらきねんりんスポーツ大会予選会の開
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（無料）

○福祉用具【車いす・介護用ベッド】の貸出事業（無料）
○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
○生活支援体制整備事業の実施【市受託】�新規

高齢の方や障がいのある方のために

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

日本赤十字社かすみがうら市地区として

○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

各 種 貸 付 事 業

○エコキャップ推進事業
○入れ歯回収事業

福祉還元リサイクル促進事業

○社協会員の加入促進
○ネットワークいきいきサロン活動立ち上げ
補助金の交付
○コミュニティづくりのための備品の貸出【無料】

見やすい大判カルタや
室内用グラウンドゴルフセット、
大型輪投げ、魚釣りゲーム
などを団体等へ貸し出します。
サロンや地区のレクリエーションなどで

ご利用ください。 要予約

○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管理【指定管理】

地域の活動を活発にするために

平成30年度
事業計画
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ファミリーサポートセンター会員募集 !!
ファミリーサポートセンターとは、依頼会員と援助会員を会員とする相互援助活動組織です。

※詳しいことは下記へお問い合わせ下さい
<問い合せ先>

かすみがうら市社会福祉協議会　ファミリーサポートセンター
かすみがうら市深谷 3719-1（あじさい館内）　　　� ☎ 029-8

平日(8:30～17:15)

98-2527

 

  援助会員  とは…… 依頼会員  とは…… 

子育てを手助けしたい方
(市内在住の 20 歳以上の方) 

子育てを手助けしてほしい方 
(市内在住または市内勤務の方) 

● ボランティア精神旺盛な方
● 子どもの世話が好きな方

 

※援助会員は、活動前にセンター主
催の講習会を受講していただきます。

① 会員登録が必要です。(会員登録は無料です)
② 初回利用前に依頼会員とお子様、援助会員、アドバイザーの事前打合せを行い
 　ます。(安全に預かるため、アレルギーやお子様の特性を把握させて頂きます)
③ １対1の保育で、お子様を集中してお預かりいたします。
④ 活動中の事故に備え、センターで保険に加入します。（個人負担はありません）

<こんな方に> <こんな時に利用を>

ファミリーサポートセンター

￥600/時間
(９時～17時)
￥800/時間
(上記以外の時間)

 

● 保育所等の送り迎え
● 買い物・外出・冠婚葬祭
　 美容院・病院等の際の預かり
● 少し息抜きしたい時

● 宿泊を伴う預かり　　● 早朝・夜間等の緊急預かり　　● 病児病後児の預かり
● 市外での活動　　　　● 自家用車での活動（徒歩圏内での活動となります）

※下記の活動は行っておりません

《連絡・調整》 《連絡・調整》

《依頼》

《利用料金の支払い》

依
頼
会
員
と

お
子
様

援
助
会
員

フ
ァ
ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

事前打合せ● お子様の様子
● 緊急時の連絡方法

● 活動内容やルール

    等を話します

預かりを始める前に…
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と ぴ っ く す

下大津地区社会福祉協議会

設立総会の様子下大津地区社会福祉協議会　地区長　高澤春男　様

牛渡地区社会福祉協議会

設立総会の様子牛渡地区社会福祉協議会　地区長　宮本幸雄　様

新たに２つの地区社会福祉協議会が
設立されました！
　平成２８年９月から、霞ヶ浦地区の旧小学校区において地区社会福祉協議会（以下、地区社協）の整備を
進めてきました。
　協議を重ねた結果、平成３０年１月２０日に下大津地区社会福祉協議会、２月２０日に牛渡地区社会福祉
協議会が設立されました。
　地区社協は、地域の福祉課題（福祉的な困りごと）を地域の皆さまで解決することを目的として、区長や
民生委員児童委員の方々を中心に組織されています。
　福祉課題（福祉的な困りごと）を解決する為にどうすれば良いのかを、地区社協の役員で協議検討し、地
域との連携を図りながら事業を行っていきます。
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かすみがうら市生活自立相談支援窓口は、あなたの悩みに寄り添いお話をお聞きします。

ひとりで悩まず　まずは　ご相談ください。

かすみがうら市生活自立相談支援窓口のご紹介

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

どんな人が対象になるの？ 

かすみがうら市にお住まいで、『周りに頼れる人がいない』『仕事がなかなか決まらない』 
『仕事が長続きしない』『家計のやりくりができない』など、暮らしのこと、仕事のこと 
などの不安や困りごとで悩んでいる方が対象です。 

一人ひとりの状況に合う、必要な制度やサービスを探し、支援プランをつくります。 
支援員が、あなたに寄り添いながら、他の専門機関と連携して、抱えている問題の解決方法を一緒に 

考えていきます。 
 かすみがうら市生活自立相談支援窓口では、地域ケアシステムや日常生活自立支援事業などの関連事業 
と連携し、相談者と寄り添いながら総合的な支援をしていきます。 

あなただけの支援プランを作ります。 

自立相談支援事業 
 

 

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まず 
相談窓口にご相談ください。 

 
支援員がお話をお聞きし、どのよ 
うな支援が必要か、あなたと一緒 
に考え、具体的な支援プランを 
作成し、寄り添いながら自立に 
向けた支援を行います。 

家賃相当額（上限有り）を支給します。 
住居確保給付金の支給 

 

 

離職などにより住居を失った方、又は失うおそれ
の高い方には、就職に向けた活動をすることなど
を条件に、一定期間、 
家賃相当額(上限有り)を 
支給します。 
生活の土台となる住居 
を整えた上で、就職に 
向けた支援を行います。 
 
※住居確保給付金の申請受付・支給決定は、かすみがうら市が行います。 
※住居確保給付金を受けるには一定の条件があります。 

どんなサービスなの？ 

たとえば 

 

相談･助言で解決 

かすみがうら市の生活困窮者自立支援の体制（イメージ） 

 来所または 
電話 

相 談 

アウトリーチ 

支援担当窓口（市役所や関係機関） 

【市役所社会福祉課】 
 

住居確保 
給付金支給 

 
・家賃相当額 
（上限有り） 

の支給 
 

※一定の条件があります

・福祉資金 
の貸付 

・一時的な 
食糧の支援 

 

※一定の条件があります 

 
【社会福祉協議会】 

貸 付 
食糧支援 

 支援員の 
訪問など 

自立相談支援事業 

社会福祉協議会（受託） 

・相談内容の聞き取り 
・アセスメント 
・支援調整会議の実施 
・関係機関との調整 

支援調整会議 
で 

プラン決定 

連携 

つなぎ 
振り分け 

家計相談支援事業 

家計の立て直しをお手伝います。 
生活費のやりくりに不安がある方、改善
したいと思っている方や、借入の返済で
困っている方など、家計に関するいろい
ろな悩みを、専門の相談員がお聞きしま
す。  家計管理に関わる知識・技術、社会保障制度や金融に関

わる知識を持っている相談員が関わっていきます。 

相 

談 

者

それぞれの問題や
生活困窮からの
脱却・自立

解決
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きずなＢＯＸが設置されました！

あじさい館のロビーにきずなＢＯＸが設置されました。
皆様のご支援をお待ちしています。
【ご支援上の注意点】
・食品は常温管理の出来る未開封、賞味期限２ヶ月以上のものに限ります。
・きずなＢＯＸに入る量でお願いします。
・お米のご寄付は、あらかじめ害虫やカビ等の発生がないかを確認してください。
・酒類のご寄付はご遠慮ください。

集まった食品は、「ＮＰＯ法人フードバンク茨城」を経由し、困窮世帯の支援に役立てられます。

かすみがうら市社会福祉協議会　無料職業紹介所
　かすみがうら市社会福祉協議会では、かすみがうら市より生活困窮者自立支援事業を受託し、
平成 27年 9月 1日より厚生労働大臣の許可を受け、無料職業紹介所を開設しています。
　この無料職業紹介所は、人材確保や雇用問題などの支援に留まらず、社会福祉協議会の就労支
援員による自己理解、適職探し、求職活動、マッチング、定着支援までの一貫したサポート支援
を行います。
　登録料や相談料などは一切かかりませんので、事業所の皆様は求人がありましたら、一度ご相
談ください。

 求職者のみなさま           
◦�当紹介所に求職申し込みが出来るのは、生活困窮者自立相談支援事業の

対象者（本人の心身状況等により離職してしまった方、ひきこもりなど

により長期間働いた経験がない方など）で、就職もしくは転職を希望し

ている方です。

◦�当紹介所では、就職相談や応募書類の作成など、求人情報を提供するだ

けではなく、就職につながるまでの支援をします。

 求人者のみなさま           
◦当紹介所に求人申し込みが出来るのは、かすみがうら市及びその近隣市町村の事業所です。

◦�当紹介所では、求職者の知識や経験、職務経歴等を考慮し、求人事業者が求めている人材を紹介し、就職

定着までの支援を行います。

◦�一般就労へ課題解決に向けて支援していきますので、アルバイトやパート就労からの採用など、求人事業

所の状況に合わせて、地域に密着した人材確保をサポートしていきます。

かすみがうら市生活自立相談支援窓口と無料職業紹介所へのお問い合わせは

029-879-9155（直通）029-898-2527（代表）
（土日祝日と 12/29 ～ 1/3 を除く 8:30 ～ 17:15）

転
職



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

フラッと、お立ち寄りください

23日（土）
28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

12日（火）、26日（火）  
10日（火）、24日（火）

時間　  9：30～11：00
　　　14：00～16：00

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 ！ 029-898-2527

16日（土）
21日（土）

時間　13：30～16：30

６月
７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

時間（受付）13：30～15：00
相談終了15：30

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

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、ご寄付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 29年 11月25日～平成 30年 4月15日　　順不同・敬称

善 意
銀 行

預託金預託金

●匿　　名　　　　　　　　　　　　書き損じ葉書

他多くの皆さまにご協力いただいております。

預託品預託品

●真如苑
●タキロン労働組合
●地域女性団体連絡会
●土浦地域労働者福祉協議会

　　　　200,000円
3,920円
10,000円
100,000円

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・12/28～1/3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

善 意
銀 行
善 意
銀 行

●根目沢　浩幸　　　　　　●七会地区女性会
●民生委員　　　　　　　　●西成井下宿集落
●バイクショップこんどう

　

古切手古切手

真如苑真如苑

27日（水）
25日（水）

13日（水）
11日（水）

６月
７月

●かすみがうら市カラオケ連合会
●匿　　名
●匿　　名
●匿　　名

2,255円
30,000円
110,000円
1,387円

土浦地域労働者福祉協議会様より、
手をつなぐ育成会のレクリエーショ
ンの為に寄付を頂きました。
表紙の写真は、この寄付により実施
したいちご狩りの一場面です。
いちご狩りや、 動物とのふれあいな
ど親子で楽しむことが出来ました。
ありがとうございました。

●名称が変わりました●
平成30年４月１日より、かすみがうら市の共同募金会の名称が変わりました。
　 変更前　 茨城県共同募金会かすみがうら市支会
　 変更後　 茨城県共同募金会かすみがうら市共同募金委員会
今後も、共同募金運動にご協力をお願いいたします。

家庭訪問相談も、お受けしています。

土浦地域労働者福祉協議会土浦地域労働者福祉協議会
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