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　３月１０日（日）、かすみがうら市手をつなぐ育成会では、親子レクリエーション事業として、下妻市の「農業法

人　大地」へいちご狩りに行きました。

　当日は、天候にも恵まれ53名の親子が参加し、交流を深めることができ、いちご狩りでは、

「口いっぱいに、甘いいちごを頬張り、あっという間にお腹いっぱいに・・・」

　とても楽しい一日を過ごすことができました。

※この事業は、皆さま方の尊い善意をお預かりして、事業を行っているものです。
　ご支援をいただきました方々に感謝を申し上げます。（関連記事 ・ 裏表紙）
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おもちゃ図書館「ひよっこ」の紹介おもちゃ図書館「ひよっこ」の紹介



予算総額 ： 201,993,000円

平成31年度
基本方針
収支予算

　少子高齢社会の進展や人口減少並びに核家族化に伴い、福祉を取り巻く環境も大きく変化をしております。

また、地域においては一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯も増えつつあり、様々な生活課題が複合的に

顕在し、深刻な状況になりつつあります。

　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、その解決に向けた取り組みを図ることを目指してまいります。

●●●基本方針●●●

収入の部

支出の部

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
○災害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
及び支援体制づくり
○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
○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

2 社 協だより 第 59号

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貸付事業収入
⑥事業収入
⑦負担金収入
⑧介護保険事業収入
⑩障害福祉サービス等事業収入
⑪受取利息配当金収入
⑫その他の収入
⑬積立資産取崩収入
⑭サービス区分間繰入金収入
⑮前期末支払資金残高

合　　　計

予算額
4,695,000
755,000

81,502,000
67,433,000
500,000
1,631,000
195,000

18,512,000
12,255,000

4,000
29,000
959,000
4,392,000
9,131,000

201,993,000

（単位：円）

 
（単位：円）項　　　目 予算額

合　　　計

79,618,000
8,774,000
998,000
2,833,000
3,039,000
148,000
405,000
739,000
1,715,000
1,300,000
12,664,000
12,618,000
141,000
148,000

24,600,000
3,000,000
1,800,000
5,050,000
20,614,000
21,789,000
201,993,000

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日常生活自立支援事業
⑨善意銀行事業
⑩小口貸付資金貸付事業
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生活困窮者自立支援事業
⑯被保護者家計相談支援事業
⑰ファミリーサポート事業
⑱生活支援体制整備事業
⑲居宅介護支援事業
⑳やまゆり館指定管理事業

①2.32%
②0.374%

③40.349%

④33.384%

⑤0.248%
⑥0.807%
⑦0.097% ⑧9.165%

⑨
6.067%

⑩0.002%
⑪0.014%
⑫0.475%

⑬2.174%

⑭
4.520%

①39.416%

②
4.344%

③0.494%
④1.403%
⑤1.505%

⑥0.073%
⑦0.201%⑧0.366%

⑨0.849%
⑩0.644%

⑪
6.270%⑫

6.247%

⑬0.070%
⑭0.073%

⑮12.179%

⑯1.485%
⑱2.500%

⑲10.205%

⑳
10.787%

⑰0.891%
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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）
○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 ※１

○福祉用具【車いす・介護用ベッド】の貸出事業   ※１
○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
○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】 

高齢の方や障がいのある方のために

○赤十字会員啓発運動
○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31年度
事業計画

○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　
○行旅病人等への一時援護品の配布
○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】
○家計改善支援事業の実施【市受託】
○就労準備支援事業の実施【市受託】新規
○被保護者家計相談支援事業の実施【市受託】新規
○きずなBOXの設置

※１　社協会員世帯については、無料で貸し出しています。



平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金
義援金は、社会福祉協議会で受付しています。（順不同・敬称略）

○かんだつ住宅 10,000円

義　援　金　報　告

　募金箱を通して、心温かいご協力をいただ
きました。集まりました義援金は、下記の義援
金として送金させていただきました。
・平成 30年北海道胆振東部地震災害義援金

義　援　金　募　集

4 社 協だより 第 59号

ご協力
ありがとうございました。

かすみん

現在下記の義援金を募集中です。皆さまのご協力をお願いいたします。
　　〇東日本大震災義援金（2020 年３月３１日まで）
　　〇平成２８年熊本地震災害義援金（2020 年３月３１日まで）
　　〇平成２９年７月５日からの大雨災害義援金（2020 年３月３１日まで）
　　〇平成３０年７月豪雨災害義援金（2019 年６月30日まで）
　　〇平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金（2019 年 9月３0日まで）
　義援金の受入先等詳細は、社会福祉協議会へお問い合わせいただくか、ホームページを
ご覧ください。

かすみがうら市ファミリーサポートセンター
「援助会員」募集！！

　ファミリーサポートセンターは、「お子様の預かり等をお願いしたい方（依頼会員）」と「預かり等を行い

たい方（援助会員）」による「会員制の相互援助組織」です。

　現在、預かり等を行っていただく  援助会員  を募集しています。

★援助会員について★
〇かすみがうら市内に在住で、心身共に健康であり、子育て支援に意欲のある２０歳以上の方。

〇センターが実施する全３回の講習会を受講し、修了した方が活動に参加できることになります。

★主な活動について★
〇児童等（生後６か月から小学校修了まで）の子どもの預かりを行います。

　【活動例】

　・保育施設の保育開始前や保育終了後の預かり、保育施設への送り迎え。

　・買い物等、外出の際の預かり

市外での活動、自家用車での活動は行いません。原則、徒歩圏内での活動になります。

詳しくは、社会福祉協議会までお問合せ下さい。



おもちゃ図書館「ひよっこ」のご紹介

　おもちゃ図書館は、地域で暮らす障がい児・健常児が障がいの有無の枠を越え、おもちゃを通して
楽しく遊ぶことを目的につくられました。
　上手に遊ぶことが出来ない子どもたちや、ハンディキャップを持っている子どもたちに、おもちゃを
通してのふれあいの機会や、遊ぶことの楽しさ素晴らしさを知ってもらい、子どもたちの心や身体が
健やかに成長していくように手助けいたします。
　子どもの発達を促すだけでなく子育て奮闘中の皆さんの交流や、情報交換の場になるような、お
もちゃ図書館を目指しています。

★ご利用いただける方★
　就学前のお子さんであれば、どなたでも無料
でご利用いただけます。
＊お子さんのみでのご利用はご遠慮いただいて
います。必ず保護者同伴でご利用ください。

開催日：毎週木曜日
時　間：午前 9時３０分～午前１１時３０分
会　場：やまゆり館
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かすみがうら市受託事業

生活困窮者自立支援　就労準備支援事業スタート！
仕事はしたいけど．．．いろいろと難しい・困っている方

あなたの「はたらきたい」を一緒に考えます！
かすみがうら市生活自立相談支援窓口は、就職活動に向かうまでの準備をお手伝いします。

生活困窮者自立支援　就労準備支援事業スタート！

＊かすみがうら市にお住まいの方はどなたでも相談できます。　

＊相談は無料です。＊自宅または、自宅近くまで伺っての相談も可能です。

＊相談におけるプライバシーは必ず守ります。

こんな方が対象です。
＊ひきこもり　＊長期失業中　＊就職経験が少ない
＊ニート　＊職が定着しない　＊浪費癖がある
＊収入が不安定で先が見えない
＊働くのが怖い　＊生活習慣が乱れている
＊就職活動がわからない　＊軽度の障害がある
＊社会性や生活能力に課題がある

一
般
就
労

就
労
準
備

就
労
相
談

生
活
相
談

来
　
　
所

電
　
　
話

就労体験

まずは、電話でご相談ください。

支援の流れ

相　談

何でも気軽にご相談ください。

日常生活の自立サポート

【日常の生活を充実したものへ！】
生活リズムの改善、食生活の見直し、定期連絡、生活環境の整理、訪問・通所、体力づくり　など

社会生活の自立サポート

【自分の世界を広げ、一歩踏み出そう！】
地域活動・ボランティア参加、社会参加コミュニケーション力、自己理解・自己表現　など

就労に向けた自立サポート

【働くために、心身の準備運動！】
働く体験・お仕事体験、職場の見学ビジネスマナー、面接の練習　など

自分に見合った“就労”へ

一人ひとりの生活スタイルや将来設計に合わせ、
自分らしい“はたらき方”と“仕事”を見つけていきましょう。

就労準備支援って？
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かすみがうら市受託事業

生活困窮者自立支援　家計改善支援事業のご紹介
かんたんな家計診断を行い、安心の将来プランを設計します。
お話は専門の相談員がお聞きします。まずはご相談ください。

生活困窮者自立支援　家計改善支援事業のご紹介

１．家計の状況を聴き取ります
　　　就労の状況や日々の暮らし方を踏まえ、収入や家賃、食費等、

　　　毎月出入りするお金について大まかに伺います。そこから滞

　　　納はないか、食事は十分に取れているかといった生活上のポ

　　　イントも確認しながら問題の発見につなげていきます。

２．収支のバランスを点検します
　　　日々のレシートや水道光熱費などの領収書、税金や保険料の

　　　納付書、債務状況がわかる資料等をお持ちいただきます。収

　　　支表にまとめて家計を「見える化」し、双方で現状を把握、

　　　適切な収支バランスをアドバイスします。

３．家計簿をオーダーメイドします
　　　ご相談者のライフスタイルに合った家計簿をおつくりします

　　　ので、無理のない家計簿付けと金銭管理が出来ます。

４．将来プランを作ります
　　　将来に大きくお金が動くライフイベントをおさえ、これから

　　　の人生でいつ、いくらあれば良いのかをつかみ、そのために

　　　どうしたら良いかを考えます。

５．家計の健全化のために
　　　収支につながる制度の利用案内、手続きの同行、法律家への

　　　相談にもご一緒します。

家計改善支援員が行います

相談無料

ご自身の生活状況をお話しください。
金額のこと、問題の内容など、まとまっ
ていなくても構いません。

１週間分のレシートを捨てないで保管し、
その他領収書、請求書、契約書類等をお
持ちください。

自分だけの家計簿を使いながら、収支バ
ランスの範囲内で生活を始めます。無理
な節約はしません。

計画があれば安心が得られ、また自由に
使えるお金も分かります。お金に縛られ
ない生活を送ることが可能になります。

制度や仕組みを上手に活用して、明るい
将来を築きましょう。

債務整理  膨れ上がった多重債務などのお悩みには
法律家へのご相談に同行します。

失業等  失業事由による失業給付手続きのため、ハ
ローワークに同行します。

年金調査  年金額や加入月数などの確認を、
代行で調査します。

障害者手帳・障害年金  障害の有無を確認
後、手帳の取得、障害年金の受給につい
て調査を行います。

ご相談者



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

22日（土）
27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

11日（火）、25日（火）  
  9日（火）、23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

15日（土）
20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

皆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 30年 12月 ８ 日～平成 31年 4月 ３ 日　　順不同・敬称略

善 意
銀 行

預託金預託金

●水戸ヤクルト販売㈱　児童図書
預託品預託品

●真如苑　茨城本部
●タキロンシーアイ労働組合
●土浦地域労働者福祉協議会
●ライオンズクラブ国際協会
　333-E地区4R1Z
　ゾーンチェアパーソン岡野 良男

　　　　200,000円
9,601円

100,000円
20,000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・12/29～1/3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

●㈱前島工業所
●宮下　英雄
●菅谷　毅
●筑水苑

　

古切手古切手

26日（水）
24日（水）

12日（水）
17日（水）

６月
７月

●かすみがうら市カラオケ連合会
●中澤　美佐子
●かんだつ住宅
●土浦北ライオンズクラブ
●匿　　名
●匿　　名

10,451円
5,000円
10,000円
100,000円
60,000円
167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。
いちご狩りを親子で、楽しむことが
出来ました。
ありがとうございました。

家庭訪問相談も、お受けしています。

真如苑　茨城本部　様真如苑　茨城本部　様 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

土浦北ライオンズクラブ　様土浦北ライオンズクラブ　様 水戸ヤクルト販売㈱　様水戸ヤクルト販売㈱　様

かすみがうら市
社協キャラクター
かすみん


