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令和元年度事業報告書 
 

我が国において、少子高齢化が急速に進展する中、社会保障改革が進められています。

本市においても高齢化率が市全体で 29.0％（2017 年度）であり地域によっては約 38％
に達している所も見られます。 
このような中で、市高齢者福祉計画では高齢者の社会参加・生きがいづくりに関する

支援や、保健・医療・福祉の連携による支援が必要とされています。 
これらのことを踏まえ、本会では高齢者団体を中心にニュースポーツや健康づくり事

業、地区社協を通じ友愛型の地域コミュニティーづくり事業を実施しました。また、8050
問題に対応するため、支援者による引きこもりサロンの運営や生活困窮世帯への訪問支

援、自立支援を図るために資金貸付、日常生活支援制度による福祉サービスの利用援助、

複雑な問題を抱える世帯に対する支援のため、地域ケアシステムの推進を円滑に行うた

めの福祉・医療・保健関係者との連携強化に取り組みました。さらに、ファミリーサポ

ート事業の啓発や子育て相談にも取り組んできました。 
 
 
 
 
１ 人を育み支えあいふれあいのあるまちづくり 
 
○ 地域ケアシステム推進事業を推進し、行政関係者や福祉施設関係者、当事者も含め連
携を取りながら支援の必要な住民に対してコーディネートを行いました。 

○ 地区社協へ活動費の助成を行い、小学校区の特性に合わせた事業の推進に努めました。
また、福祉車輛や福祉用具(介護ベッド、車いす)を貸出し、住民に対する福祉サービ
スに努めました。 

○ 障がい児者交流会を開催し世帯間同士の交流に努めました。 
○ 中学校入学及び中学校卒業を迎える準要保護世帯に対して援護金の支援を行いました。 
○ 高齢者生きがい対策として高齢者団体等へ助成を行い団体行事への支援を行いました。 
○ ボランティア講座の実施や小中学生を対象とした福祉体験指導、霞ヶ浦北小学校を指定し 
４年生の総合学習と連携した子どもヘルパー派遣事業を実施しました。 
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２ 生活圏に密着したサービス・支援体制づくり 
 
○ 日常生活自立支援事業による要支援者に対する金銭管理や困窮者等に対して生活福
祉資金の貸し付け事務を茨城県社会福祉協議会の委託を受けて実施しました。 

○ 居宅介護支援事業所として介護認定を受けた要援護者に対して介護計画の作成及び
調整を行いました。福祉作業所においては、個別支援計画を作成し作業所利用者への

個別支援を行いました。 
○ 相談事業として、相談員の協力のもと心配ごと相談や福祉のなんでも相談を実施。子
育て相談についても、子育て支援センター事業の一環として行いました。 

○ 生活困窮者自立支援事業の自立相談と家計相談を実施し、困窮者に対して、アウトリ
ーチ型の相談支援を行いました。 

○ ファミリーサポートセンター事業を実施し、有償ボランティアによる子育て世代への
支援に取り組みました。 
 
 

３ 社会福祉協議会発展強化のための基盤づくり 
 
○ 社会福祉協議会の財源確保のため地域住民に対し社協会費の協力をお願いしました。 
〇 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動に対する住民の協力をお願いしました。 
〇 広報紙を年4回発行し全戸配布するとともに、ホームページ上で情報の提供を行いました。 
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１ 会務の運営 
（１）理事会・評議員会・監査及び評議員選任・解任委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 （会議事項） 会 場 出席者 

1.5.14 
 

監 査 
 

・平成30年度 業務監査について 
・平成30年度 会計監査について 

あじさい館 

応接室 
監事 
２名 

1.5.29 
 
 

第1回 理事会 議案 
第１号 平成30年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会事業報告及び決算の承認について 
第２号 令和元年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉  
    協議会第１次補正予算（案）について 
第３号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員 
    候補者の選任について 
第４号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会評議員 
    選任・解任委員会の開催日について 
第５号 令和元年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会評議員会の開催について 
第６号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事 
    候補者の推薦について 
第７号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会監事 
    候補者の推薦について 
 
報告事項 
第１号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会社会福祉 
    充実残額について 
第２号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会事務局 
    体制について 
第３号 専決処分事項の報告について 
   （平成３０年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会会長の職務執行状況報告について） 
 
 
 
 
 
 
 
 

やまゆり館 

会議室 
理事 
８名 

 
監事 
１名 
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1.6.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第1回 評議員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案 
第１号 平成30年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会事業報告及び決算の承認について 
第２号 令和元年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
    協議会第１次補正予算（案）について 
第３号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
    選任について  
第４号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
    選任について 
第５号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
    選任について 
第６号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
    選任について 
第７号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
    選任について 
第８号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
    選任について 
第９号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
    選任について 
第１０号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
     選任について 
第１１号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
     選任について 
第１２号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
     選任について 
第１３号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
     選任について 
第１４号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
     選任について 
第１５号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会監事の 
     選任について 
第１６号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会監事の 
     選任について 
 
報告事項 
第１号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会社会福祉

充実残額について 
第２号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会事務局 
体制について 

あじさい館

研修室２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評議員 
２５名 

 
監事 
１名 

 
理事 
１名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 

1.6.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２回 理事会 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案 
第８号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会会長の 
    選任について 
第９号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会副会長の 
    選任について 
第１０号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
     常務理事の選任について 

あじさい館 

研修室１ 
 
 
 
 
 

 

 

理事 
１２名 

 
監事 
２名 
 
 
 
 

1.8.26 
 
 
 
 
 
 

第３回 理事会 
 
 
 
 
 
 

議案 
第１１号 令和元年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
     協議会第２次補正予算（案）について 
第１２号 令和元年度第２回社会福祉法人かすみがうら市 
     社会福祉協議会評議員会の開催について 

やまゆり館 

会議室 
 
 
 

 

 

理事 
１０名 

 
監事 
２名 
 
 

1.8.29 
 
 
 
 
 

第２回 評議員会 
 
 
 
 
 

議案 
第１７号 令和元年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
     協議会第２次補正予算（案）について 
 
 
 

やまゆり館 

会議室 
 
 

 

 

評議員 
２４名 
理事 
２名 
 
 

1.10.30. 第４回 理事会 議案 
第１３号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事 

候補者の推薦について 
第１４号 令和元年度第３回社会福祉法人かすみがうら市 
     社会福祉協議会評議員会について 
 
報告事項 
第４号 令和元年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協 

議会会長の職務執行状況報告について 
 
協議事項 
（１）被保護者就労準備支援事業について 
（２）かすみがうら市元気シニアボランティア事業について 
 
 

あじさい館 

研修室１ 

理事 
９名 
監事 
１名 
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1.11.1 
～ 

1.11.30 

第３回 評議員会 議案 
第１８号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会理事の 
     選任について 
＊審議機関 令和元年１１月１日（金）～１１月３０日（土） 

（評議員全員の意思表示の同意をもらう期間） 
 

＊評議員全員（３０名）が書面により同意の意思表示 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５回 理事会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議案 
議案第１５号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       事務所移転について 
議案第１６号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       定款の一部改正（案）について 
議案第１７号 令和元年度社会福祉法人かすみがうら市社会 
       福祉協議会第３次補正予算（案）について 
議案第１８号 令和２年度社会福祉法人かすみがうら市社会 
       福祉協議会事業計画（案）及び資金収支予算（案） 
       について 
議案第１９号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       評議員候補者の選任について 
議案第２０号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       評議員選任・解任委員会の開催日について 
議案第２１号 令和元年度第４回社会福祉法人かすみがうら市 
       社会福祉協議会評議員会の開催について 
議案第２２号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       理事候補者の推薦について 
議案第２３号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       監事候補者の推薦について 
議案第２４号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       常務理事の選任について 
報告事項 
報告第５号 令和元年度社会福祉法人かすみがうら市社会福祉 
      協議会会長の職務執行状況報告について 
報告第６号 第３回かすみがうら市社会福祉大会について 
 
＊審議機関 令和２年３月１１日（水） 

（理事会決議の省略確認 監事２名） 
令和２年３月１３日（金）～ ３月１７日（火） 
（理事全員の意思表示の同意をもらう期間） 

＊理事全員（１２名）が書面により同意の意思表示 
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第４回 評議員会 
 

議案 
議案第１９号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       定款の一部改正（案）について 
議案第２０号 令和元年度社会福祉法人かすみがうら市社会 
       福祉協議会第３次補正予算（案）について 
議案第２１号 令和２年度社会福祉法人かすみがうら市社会 
       福祉協議会事業計画（案）及び資金収支予算（案） 
       について 
議案第２２号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       理事の選任について 
議案第２３号 社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会 
       監事の選任について 
報告事項 
報告第３号 第３回かすみがうら市社会福祉大会について 
 
＊審議機関 令和２年３月１７日（火）～ ３月２５日（水） 

（評議員全員の意思表示の同意をもらう期間） 
＊評議員全員（３０名）が書面により同意の意思表示 
 

 
（２） 委員会 
① 善意銀行運営委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

01.8.19 第１回善意銀行

運営委員会 
・正・副委員長の選任について 
・平成30善意銀行預託金品及び事業配分実績報告について 

やまゆり館 
会議室 

8名 

01.12.6 第２回善意銀行 
運営委員会 

・令和2年度事業計画（案）について あじさい館 
会議室3.4 

8名 

 
② 広報委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

31.4.19 第１回広報委員会 ・『かすみがうら社協だより』第59号ついて あじさい館研修室2 ５名 

1.6.21 第２回広報委員会 ・『かすみがうら社協だより』第60号について あじさい館研修室2 ５名 

1.9.5 第３回広報委員会 ・『かすみがうら社協だより』第61号について あじさい館研修室2 ３名 

1.12.12 第４回広報委員会 ・『かすみがうら社協だより』第62号について あじさい館研修室2 ５名 
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③ ボランティアセンター運営委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

1.6.21 第１回 ボランティア 
センター運営委員会 

・令和元年度ボランティアサークル補助金について あじさい館 
研修室2 

５名 

 
④ 心配ごと相談員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

31.4.3 
 
 

心配ごと相談員会議 ・平成30年度心配ごと相談事業報告並びに相談者 
 事案報告について 
・平成31年度心配ごと相談事業計画（案）並びに 
相談日程について 

あじさい館 
会議室3 

 

７名 

1.10.18 心配ごと相談員研修 日本司法支援センター茨城地方協議会への参加 
・第三分科会「消費者被害から身を守るために」 

茨城県市町村会

館（講堂・大会議

室・201会議場 

7名 

 
⑤ 地域ケアシステムケース検討会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

1.7.12 第１回 
地域ケアシステム 
ケース検討会議 

・地域ケアシステムケース検討会議員 35名を選任 
・平成30年度地域ケアシステム推進事業実績について 
・令和元年度地域ケアシステム推進事業計画（案）について 
・講和「高齢者の見守り支援の大切さ」 
    ～整理現場からの警鐘～ 
   講師：あんしんネット 石見良教氏 

やまゆり館 
会議室１.２ 

２５名 

1.11.26 第2回 
地域ケアシステム 
ケース検討会議 

・地域ケアシステムケース検討会議困難事例の協議 
  千代田地区１件 霞ヶ浦地区１件 
 

やまゆり館 
会議室１.２ 

１５名 

＊第３回地域ケアシステムケース検討会議（令和２年３月）はコロナウイルス感染拡大防止のため中止 
 
 ⑥ 歳末たすけあい援護金配分審査委員会 
実施時期 事業会議名 事 業 概 要 （会議事項） 会 場 出席者 

1.12.6 歳末たすけあい援護金

配分審査委員会 
・令和元年度歳末たすけあい配分事業について 
・令和元年度歳末たすけあい援護金の配分審査について 

あじさい館 
会議室3.4 

10名 
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２ 自己財源の確保と社協活動の強化 
（１）普通会員、特別会員、法人会員の加入促進《 元年12月31日現在 》 
 

実施期間 会費総額 ４，７３８，３００円 
1.5.16～ 7.31  

内 訳 

普通会員 ６，８７９戸 ３，５４１，８００円  
特別会員 ４８戸  ５６，５００円  
法人会員 １０６件  ９９４，０００円  
賛助会員 １８件  １１４，０００円  

  ・法人会費募集の実施   令和元年７月９日 社協役員５名、職員９名参加  ７班編成で実施 
 
（２）民生委員児童委員協議会連合会との連携 

実施時期 事 業 概 要（会議事項） 
31.4.24 かすみがうら市民生委員児童委員連絡協議会連合会総会 

1.6.19～6.20 かすみがうら市民生委員児童委員連絡協議会連合会研修 
1.9.18～10.2 歳末たすけあい援護金配分事業の依頼 

1.11.19 民生委員児童委員協議会連合会定例会 
1.12.4 民生委員児童委員協議会連合会臨時総会 

 
（３）かすみがうら市区長会との連携 
   かすみがうら市区長会総会 ５月２３日（木） 
   ・社協会員加入促進及び日赤社資、共同募金運動について 
 
３ 社会福祉啓発活動及び広報活動 
（１）社会福祉大会への参加及び開催 
実施時期 事  項 備考 

1.10.25 第６９回 
茨城県社会福祉大

会 

・記念講演 
「音の世界に暮らす」 
講師：踊 正太郎 氏 

・式典 顕彰 
（本市受賞者：県知事顕彰者１４名、 

県社協会長顕彰者６０名、１団体、 

県共同募金会会長表彰２団体） 

台風第１９号による

被害のため中止 
 

 
（２）広報紙の発行 

回 数 事  項 内  容 

４回 
 

〇かすみがうら社協だより 
（第59.60.61.62号） 
〇かすみがうら社協だより臨時号 

13,000部作成 × 4回   計 52,000部 
かすみがうら市内全戸、県内社協他へ配布 
臨時号 13,000部×1回 ※共同募金報告 
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（３）各種行事への参加 
実施時期 事 項 会 場 参加者 
1.10.19 かすみがうら市敬老式典 千代田地区 千代田公民館 講堂 ２名 
1.10.26 かすみがうら市敬老式典 霞ヶ浦地区 体育センター ３名 

 
 
４ 研究及び研修 
（１）各種研修会等への参加 

実施時期 事  項 場  所 参加者 

1.4.10 にいはりケアマネジャー連絡会役員会 千代田保健センター 2名 

1.4.13 茨城県ケアマネジャー協会 牛久・龍ヶ崎・利根・河内地区会設立総会・研修会 龍ヶ崎市役所 1名 

31.4.22 茨城県ケアマネジャー協会 土浦・かすみがうら地区役員会 サンシャインつくば 2名 

31.4.22 「赤い羽根データベースはねっと」新システムへの移行に係る説明会 茨城県総合福祉会館 1名 

31.4.24 生活困窮者自立支援制度に係る研修企画検討チーム会議 水戸合同庁舎 1名 

1.5.13 茨城県介護支援専門員協会 土浦・かすみがうら地区役員会 土浦市「烏山診療所」 1名 

1.5.15 にいはりケアマネジャー連絡会総会・役員会 市役所 防災センター 3名 

1.5.20 生活困窮者自立支援制度に係る研修企画検討チーム会議 茨城県三の丸庁舎 1名 

1.5.23 茨城県ケアマネジャー協会地区会企画令和元年地域ワークショップ 結城市民情報センター 1名 

1.5.27 市町村社協事務局長会総会及び研修会 日本赤十字社茨城県支部 3名 

1.5.27･28 茨城県社会福祉協議会新任研修 土浦市「亀城プラザ」 1名 

1.5.31 生活困窮者支援連絡会議 日本赤十字社茨城県支部 1名 

1.5.31 日常生活自立支援事業支援 坂東市「ホスピタル坂東」 1名 

1.6.1 土浦協同病院市民公開講座 土浦協同病院 2名 

1.6.4 生活困窮者自立支援事業者新任研修（前期） ザ・ヒロサワ・シティ会館 2名 

1.6.5 ケース検討会 笠間市社会福祉協議会友部本所 1名 

1.6.10･11 相談援助業務担当者研修初任者コース 茨城県総合福祉会館 1名 

1.6.11 にいはい広域ケアマネジャー連絡会役員会 地域包括支援センター 1名 

1.6.12～14 家計改善支援事業従事者養成研修 全国社会福祉協議会 1名 
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1.6.19 日本赤十字社茨城県支部評議員会 日本赤十字社茨城県支部 1名 

1.6.22 つくば地区令和元年第２回研修会 つくば市「市民ホールやたべ」 1名 

1.6.21 算定基礎講習 土浦市「霞浦の湯」 1名 

1.6.24 茨城県介護支援専門員協会 土浦・かすみがうら地区役員会 土浦市「烏山診療所」 1名 

1.6.24 土浦地域生活保護受給者等就労自立促進事業協議会 土浦労働総合庁舎 1名 

1.6.25 ひきこもり支援団体研修会 精神障害福祉センター 2名 

1.6.25 日常生活自立支援事業カンファレンス支援 坂東市「ホスピタル坂東」 1名 

1.6.29 ケアマネジャー主任研修 阿見町総合保健福祉会館 1名 

1.6.29 土浦協同病院市民公開講座 土浦協同病院 2名 

1.7.4～5 茨城県社会福祉協議会新任・初級研修 鉾田市「いこいの村涸沼」 1名 

1.7.6 茨城県ケアマネジャー協会 土浦・かすみがうら地区会総会・研修会 霞ヶ浦医療センター 2名 

1.7.10 安全運転管理者講習 土浦市 霞浦の湯 1名 

1.7.23 メンタルタフネス研修 初級① 茨城県総合福祉会館 3名 

1.7.24･25 2019年度インストラクター養成講座 東京都港区「台場フロティアビル」 1名 

1.7.26 第１層協議体交流会 つくばみらい市社会福祉協議会 3名 

1.7.27 県南ケアマネ総会・研修会 霞ヶ浦医療センター講堂 1名 

1.7.29 関東ブロック郡市区町村職員合同研究協議会 墨田区「国際ファッションセンター」 2名 

1.7.30 生活困窮者自立支援制度就労支員研修 茨城県農村研修館 2名 

1.8.3 エンドオブライフケア援助者養成基礎講座 CIVI研修センター日本橋 1名 

1.8.8 生活困窮者自立支援制度主任相談支援員研修 霞ヶ浦環境科学センター 1名 

1.8.20 メンタルタフネス研修 初級② 茨城県総合福祉会館 2名 

1.9.4 茨城県介護支援専門員専門研修Ⅱ更新研修 つくば国際会議場 1名 

1.9.19 成年後見制度説明 水戸市「水戸家庭裁判所」 1名 

1.9.19 茨城県認知症介護アドバイザー 茨城県市町村会館 1名 

1.9.20 生活福祉資金貸付事業担当者会議 茨城県立健康プラザ 1名 

1.9.24 生活困窮者自立支援に関する研修企画検討会議 水戸市役所 1名 



- 13 - 

1.10.1 メンタルタフネス研修 中級 茨城県総合福祉会館 3名 

1.10.4 精神障害者地域移行支援協議会 土浦保健所 1名 

1.10.7～9 2019年度就労準備支援事業従事者養成研修 タイム２４ビル 1名 

1.10.18 日本司法支援センター茨城地方協議会 茨城県市町村会館 1名 

1.10.18-19 第22回全市町村行政・教育委員会及び社協担当者対象の同和問題研修会 大洗ホテル 1名 

1.10.19 主任介護支援専門員医療専門職研修 美浦村中央公民館 1名 

1.10.23 茨城県介護支援専門員協会 土浦・かすみがうら地区役員会 土浦市「烏山診療所」 1名 

1.10.27 全国研究集会 つくば国際会議場 1名 

1.10.29･30 茨城県介護支援専門員専門研修Ⅱ更新研修 水資源機構 霞ヶ浦用水管理所 1名 

1.10.29 第１回災害支援いばらきネットワーク会議 茨城県総合福祉会館 1名 

1.10.31 県南ケアマネジャー研修会 霞ヶ浦医療センター 2名 

1.11.5 生活困窮者自立支援専門研修 茨城県立健康プラザ 1名 

1.11.5 ひきこもり・8050対応研修 茨城県健康プラザ 1名 

1.11.8･9 茨城県介護支援専門員専門研修Ⅱ更新研修 霞ヶ浦環境科学センター 1名 

1.11.12 就労準備支援事業に係る研修会 霞ヶ浦環境科学センター 2名 

1.11.12 土浦地区被害者支援連絡協議会幹事会並びに街頭キャンペーン 土浦市消防本部 1名 

1.11.17 社会福祉士基礎研修Ⅰ 茨城県総合福祉会館 1名 

1.11.18 相談支援研修初任者研修（後期） 中央児童相談所 2名 

1.11.19 年末調整説明会 石岡市「市民会館」 1名 

1.11.21 かすみがうら市在宅医療介護連携事業 かすみがうら市 防災センター 1名 

1.11.25 主任介護支援専門員更新研修① 茨城県総合福祉会館 1名 

1.11.27 就労準備支援事業視察 群馬県前橋市 3名 

1.11.28 家計改善支援事業実施に係る研修 中央児童相談所 2名 

1.12.9 にいはり広域ケアマネジャー連絡会役員会 地域包括支援センター 1名 

1.12.11 地域ケア会議事例検討会 市役所 防災センター 3名 

1.12.13 茨城県介護支援専門員協会 土浦・かすみがうら地区役員会 神立コミュニティーセンター 1名 
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1.12.14 認知症講演会 あじさい館 1名 

1.12.18 茨城県介護支援専門員協会 土浦・かすみがうら地区研修会 市役所 防災センター 2名 

1.12.23 かすみがうらマラソンボランティア説明会 土浦市総合福祉会館 1名 

1.12.24 第30回記念かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン競技運営部会議 霞ヶ浦文化体育館 1名 

2.1.9･10 主任介護支援専門員更新研修②、③ 茨城県総合福祉会館 1名 

2.1.15 茨城県介護支援専門員協会 土浦・かすみがうら地区役員会 土浦市「烏山診療所」 1名 

2.1.17 生活困窮者自立支援制度家計改善支援事業研修（後期） 筑西合同庁舎 2名 

2.1.18 茨城県介護支援専門員協会いばらきフォーラム inうしく 牛久市中央生涯学習センター 2名 

2.1.21 認定調査員現認研修 牛久市中央生涯学習センター 2名 

2.1.23･24 主任介護支援専門員更新研修④、⑤ 茨城県総合福祉会館 1名 

2.1.29 生活支援コーディネーターブラッシュアップ研修 土浦市「新治地区公民館」 2名 

2.1.27 ひきこもり問題の理解と支援力向上のための研修会 東京都港区「労働福祉会館」 2名 

2.1.31 原子力災害等における要配慮者の避難体制の構築に向けた説明会 土浦合同庁舎 本庁 2名 

2.2.4～6 成年後見制度利用促進体制整備研修 東京都江東区 イースト21 1名 

2.2.7 共同募金運動報告会 茨城県総合福祉会館 1名 

2.2.7-8 第22回全市町村行政・教育委員会及び社協担当者対象の同和問題研修会（後期） 大洗ホテル 1名 

1.2.12 にいはり広域ケアマネジャー連絡会役員会 地域包括支援センター 1名 

2.2.13･14 主任介護支援専門員更新研修⑥、⑦ 茨城県総合福祉会館 1名 

2.2.14 市町村社会福祉協議会人事・労務担当研修 日本赤十字社茨城県支部 2名 

2.2.15～2.19 社会福祉主事資格認定通信課程スクーリング 神奈川県葉山町「ロフォス湘南」 1名 

2.2.17 日常生活自立支援事業専門員会議・研修 茨城県総合福祉会館 1名 

2.2.18 成年後見制度に係る地域別市町村連絡会（水戸家裁土浦支部管轄ブロック） 土浦市「新治地区公民館」 1名 

2.2.20 生活支援コーディネーターブラッシュアップ研修 土浦市「新治地区公民館」 1名 

2.2.21 災害時の支援活動報告会 茨城県総合福祉会館 1名 

2.2.25 ひきこもり者の居場所づくり研修会 水戸市役所 1名 

2.2.26～3.1 社会福祉主事資格認定通信課程スクーリング 神奈川県葉山町「ロフォス湘南」 1名 
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2.2.27 主任介護支援専門員更新研修⑧ 茨城県総合福祉会館 1名 

2.2.28 共同募金委員会事務局長連絡会議 茨城県総合福祉会館 1名 

2.3.1 社会福祉士基礎研修Ⅰ 茨城県総合福祉会館 1名 

2.3.3 職業紹介責任者講習会 東京都千代田区「連合会館」 2名 

 
 
５ 地域福祉活動 
（１）地区社協体制の充実強化 
ア 千代田地区 
地 区 名 事 業 概 要 
志筑地区 ・役員会 31.4.16（8名）、総会 1.5.14（17名） 

・配食サービスの実施（対象者：独居・準独居２９名。年１０回） 
・地区社協交流会「ふれあいの里」 ８０歳以上 ７３名参加 【11月 28日（木）】 

新治地区 ・役員会 31.4.11（8名）、総会 1.5.10（17名）、役員会 1.9.30（14名） 
・新治、上佐谷地区社協役員合同研修。 
行先「築地場外市場、皇居、柴又帝釈天」役員９名出席【7月 5日(金)】 

・配食サービスの実施（対象者：独居・準独居７名。年９回） 
・日帰り交流会「つくば湯～ワールド」 ７５歳以上 ４１名参加 【11月 26日（火）】 
・小学校卒業祝い品（対象者２０名） 

七会地区 ・総会 1.5.20（8名） 
・役員研修「国民宿舎鵜の岬」役員１２名 【7月 25日(木)】 
・日帰り交流会「国民宿舎鵜の岬」 ７０歳以上 ７３名参加 【11月 22日（金）】 
・傘寿祝い品（対象者２２名） 

上佐谷地区 ・総会 31.4.10（12名） 
・新治、上佐谷地区社協役員合同研修 
  行先「皇居、柴又帝釈天、築地場外市場」役員１２名出席 【7月 5日（金）】 
・配食サービスの実施（年間７回。対象者：８０歳以上の希望者名） 
・日帰り交流会「東薫酒造、やきいもファクトリーミュージアム」  
７０歳以上 ２３名参加 【11月 29日（金）】 

下稲吉地区 ・役員会 31.4.25（6名）、総会 1.5.22（22名）、役員会 2.2.19（6名） 
・日帰り交流会「五浦観光ホテル」 ６５歳以上 ７０名参加 【12月 3日（火）】 

下稲吉東地区 ・総会 1.5.15（22名）、役員会 1.9.11（6名） 
・役員研修（茨城県天心記念美術館、五浦観光ホテル別館大観荘。役員７名出席） 
【7月 10日（水）】 
・日帰り交流会「五浦観光ホテル別館大観荘」 ６５歳以上 ６０名参加  
【11月 25日（月）】 

 



- 16 - 

イ 霞ヶ浦地区 
地 区 名 内  容 
下大津地区 ・総会 1.5.9（21名）、役員会 1.8.21（18名） 

・役員研修 行先「千葉県西部防災センター」役員６名出席 【9月 13日（金）】 
・地区交流会「つくば湯～ワールド」※台風により開催中止。 
・下大津地区社会福祉協議会周知活動 
 名入れタオル配布（各戸） 

牛渡地区 ・総会 1.5.17（14名）、役員会 1.9.3（12名） 
・役員研修 行先「栃木県防災館」役員１０名出席 【９月１９日（木）】 
・地区交流会「旧牛渡地区公民館」 会食及び余興（ビンゴゲーム） 
概ね７０歳以上 ３５名参加 【１１月２４日（日）】 

 

実施時期 事   項 場  所 参加者 

1.12.5 日帰り交流会（７０歳以上の方） 栃木県「鬼怒川観光ホテル」 ６８名 

＊配食サービスについては、霞ヶ浦地区は「食」の自立支援事業として実施。 
 
（２）地域ケアシステム推進事業の充実（市受託事業） 

在宅で援助を必要とする高齢者・障害者等の要援護者に対して、地域で支え合い安心して暮らせる 
よう見守り活動を行うとともに、医療・保健・福祉それぞれの機関が連携し必要なサービスについて 
検討・調整・支援を行った。 
① ケアセンターの支援件数 

 ケース区分 全体 霞ヶ浦地区 千代田地区 
１ 介護保険給付対象者 ７ ４ ３ 
２ 一人暮らし高齢者 １９ １３ ６ 
３ その他要援護高齢者 ９ ６ ３ 
４ 身体障害者 ５ ４ １ 
５ 知的障害者 ５ ５ ０ 

６ 精神障害者 ４７ １１ ３６ 
７ ひきこもり ７ ７ ０ 
８ 子育て（虐待含む） ７ １ ６ 
９ ＤＶ被害者 ２ ２ ０ 
１０ その他 ９ ４ ５ 

合計 １１７ ５７ ６０ 
 

② 地域ケアシステム啓発事業及び研修会 
・７月１２日（金）  講和：「高齢者の見守り支援の大切さ」 

               ～整理現場からの警鐘～ 
                  講師：あんしんネット 石見良教氏 
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③ 地域ケアケース検討会 
   ・困難事例検討会（令和元年１１月２６日） 
     各 千代田地区 １件  霞ヶ浦地区 １件 
 
④ 保健・医療・福祉担当者連絡会の開催 
  4/17 5/15 6/19 7/17 8/28 9/18 10/16 11/20 12/18 1/15 2/19 3/18 

出席者 18 13 14 16 11 13 12 14 10 10 15 中止 

ケース数 9 6 7 7 9 8 7 8 7 9 9 中止 

毎月第３水曜日に開催（合計：出席者１４６名、８６ケース） 
＊3/18はコロナウイルス感染拡大防止のため中止 
 
 
（３）生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業） 
  生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的か 

つ継続的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築するこ

とにより、生活困窮者の自立を促進することを目的とした「生活困窮者自立相談支援事業」を行

うため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき業務を行った。 
 
①支援実績 
新規相談件数 ６４件 
支援決定件数（再プラン含む） ６０件 

法に基づくサービス等利用 

住居確保給付金 ３件 
家計改善支援事業 ３８件 

自立相談支援による就労支援 ４７件 

その他支援（他制度との連携） 
生活保護受給者等就労 
自立促進事業 

１３件 

就労件数（一般就労、障害者枠など） １３件 
電話相談・連絡 ６０９件（延べ） 
訪問・同行支援 ５２７件（延べ） 
面談    ２６５件（延べ） 
他機関との電話照会・協議    １７８件（延べ） 

 
②支援調整会議 
生活困窮者への支援プランの確認及び決定を行うために実施。 毎月１回 延べ１１回実施 
 ※３月の支援調整会議については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 
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③ツナガルねっといばらき（旧：制度の狭間の課題についての勉強会） 6/7  12/10 
茨城県社会福祉協議会が中心になり、茨城県内の福祉施設、NPO法人、社会福祉協議会が参加し、
生活困窮者支援及び他制度での制度の狭間にある対象者への支援方法を検討した。 
福祉施設（ナザレ園 博慈会 鹿島厚生園救護寮） 

NPO法人（NPOセンターコモンズ フードバンク茨城 グッジョブセンター） 
社協（茨城県、水戸市、笠間市、かすみがうら市、城里町、東海村） 
 

（４）生活困窮者家計改善支援事業（市受託事業） 
   生活困窮者の家計に関するアセスメントを行い、家計の状況を「見える化」し、家計再生プラン

やキャッシュフロー表、家計計画表等を作成し、相談者本人の意欲を引き出すとともに家計管理

に関する支援や滞納の解消、各種給付制度の利用に向けた支援、債務整理に関する支援等を行っ

た。 
  ①支援実績 

新規相談受付件数 ２１件 

相談内容（合計７８３件） 

家計管理相談 ７７８件（延べ） 

出納管理相談  ０件（延べ） 

債務相談 ４３件（延べ） 
その他（家計に関係

ないもの） 
１２件（延べ） 

家計再生プラン作成件数（再プラン含む） ３８件 
自立件数（終結、経過観察等）  １８件 
債務整理件数 １３３件（延べ） 
債務整理金額 2,700,456円 

 
  ②家計改善支援事業視察の受入れ 

   ９月１９日 日立市役所（２名）・日立市社会福祉協議会（１名） 
 
  ③厚生労働省のホームページに掲載 
   家計改善支援事業の先進事例として、厚生労働省の事例集に掲載。 
 
（５）生活困窮者就労準備支援事業（市受託事業） 

就労に必要な実践的な知識・技能等が不足しているだけではなく、複合的な課題があり、生活の

リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低下している等の理由で、

就労に向けた準備が整っていない者を対象に、一般就労に就くための準備として、それぞれの状況

にあった支援プログラムを作成して支援を行った。 
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①支援実績 

新規対象者数  ４名 

支援内容 
身だしなみ、定期面談、履歴書指導、キャリア

コンサルタントとの面談、職場見学、就職スキ

ルアップセミナー等 
 ３０１回（延べ） 

自立件数（終結、経過観察等）   １件 
  ※上記の自立者については、事業利用開始前に就職が決まってしまったため、経過観察としている。 

 

   ②視察研修 

    チャレンジセンターまえばし（群馬県前橋市）へ就労準備支援事業の視察。１１月２７日（水） 

     参加者：社会福祉課２名 社会福祉協議会３名 茨城県福祉指導課１名 

 
（６）被保護者家計改善プログラム事業（市受託事業） 
   就労による自立（生活保護廃止）後に再度生活保護の受給に至らないようにするため、家計が適

切に管理できるように支援を行った。 

   また、高校を卒業予定している者等に対して、進学費用等の今後必要となる経費等を説明し、進

学に伴う不安や経済面の課題、奨学金等の制度について助言を行った。 

 

①支援実績  

新規相談世帯数（保護廃止が見込まれる１４世帯、母子家庭５世帯） １９世帯 

支援世帯 

生活保護廃止が見込

まれる世帯 
電話相談、訪問支援等 ２０６件 

進学を検討している

世帯（母子家庭） 
電話相談、訪問支援等 ５７件 

終結世帯 

生活保護廃止が見込

まれる世帯 
社会保障調査終了    ７世帯 

進学を検討している

世帯（母子家庭） 
本人からの辞退    ８世帯 

 
（７）日常生活自立支援事業の相談受付、支援実施（県社協受託事業） 
    認知症の症状のある方、知的・精神障害者など判断能力が不十分で親族の援助が得られない方 

に対し福祉サービスの利用手続き、日常生活の金銭管理、書類などの預かり等の援助を行い在宅

の生活を支援。   
利用者（契約者） ７名 （継続 9名、新規 1名、終了 3名） 
訪問支援 
利用相談・事業問合せ・調整等 

延べ 314件 専門員・生活支援員 
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（８）ひきこもり支援事業 
【ひきこもりサロン事業】 

   フリースペースを開催し、当事者の方々への居場所作りと、ひきこもりを抱える親に対して、 
アドバイスや情報交換を行った。 

   ひきこもりサロン内にパソコンを整備し、就職活動の基礎となる基本的なWordや Excelの 
使い方を学ぶパソコン教室を開催した。 

   ・毎月第４土曜日 あじさい館講座室で実施 
   ・延べ、当事者５６名・家族１９名・支援者３５名の参加 
 
  【ひきこもり事例検討会】 
   ・年３回実施（7/13 11/9 2/1） かすみがうら市やまゆり館会議室で実施。ひきこもり事例 
    検討及び各団体の活動状況や意見交換を行った。 
     参加団体：延べ４７団体 県民センター（県南・県北）、保健所・茨城県発達障害者支援セ

ン タ ー 、 土 浦 市 、 近 隣 社 協 、 不 動 産 管 理 会 社 、          

若者サポートステーション、ひきこもり支援の NPO等 
 
【いばらき合同相談会】 

   ・１２月２１日 茨城県内のひきこもり支援団体が集まり、かすみがうら市やまゆり館会議室で

実施した。  ９団体参加  相談件数２１件 
 
 
６ 児童・青少年福祉 
（１） 青少年健全育成への協力 

実施時期 事   項 学 年 場  所 派遣人数 
1.6.27 インスタントシニア体験の指導 ４年生 霞ヶ浦北小学校 ２名 
1.7.2 インスタントシニア体験の指導 ４年生 霞ヶ浦北小学校 ２名 
1.7.10 インスタントシニア体験の指導 ５年生 七会小学校 ２名 
1.9.18 インスタントシニア体験の指導 ５年生 下稲吉東小学校 ２名 
1.11.12 インスタントシニア体験の指導 

車イス体験、アイマスク体験の指導 
５年生 霞ヶ浦南小学校 ６名 

 
（２）日帰り福祉体験事業の開催 

実施時期 事    項 場  所 参 加 者 

1.8.2 
 

1.8.9 

①視覚障がい者の理解 
 ・盲導犬のデモンストレーション、アイマスク体験 
②防災についての理解 
 ・防災館の見学 

東日本盲導犬協会 
及び栃木県防災館 

小学５，６年生 
第１回 ２０名 
第２回 １７名 
合 計  ３７名 

 



- 21 - 

 
（３）児童・生徒のボランティア活動普及事業 
・市内小学校  ８校（１校あたり 50,000円の活動助成金） 
・市内中学校  ３校（１校あたり 100,000円の活動助成金） 

 
（４）かすみがうら市子どもヘルパー派遣事業（市受託事業） 
    小学生を「かすみがうら市子どもヘルパー」に任命し、地域のお年寄や地域の方々と交流し、 
   お便り活動など通して、子ども達のいたわりの心を育むことにより、地域全体で高齢者を支え 

   あう意識を高め、地域の絆づくりを目指すことを目的に実施。 
＊任  命：霞ヶ浦北小学校 ４学年児童 ４２名 

  ＊事業内容：総合的学習の時間に実施 全８回 
   【第１クール】６月１１日～７月１６日 
    ①開講式（６月１１日） 
     ・子どもヘルパーの任命書を交付 
     ・講話「高齢者との接し方について」  

講師：社会福祉法人 聖朋会 デイサービスセンターあゆみ 仲澤 朋子 氏 
     ・シルバーリハビリ体操 

指導：かすみがうら市シルバーリハビリ体操指導士の会 
    ②第１クール体験（３種類の体験をローテーションで実施）（実施日：6/27,7/11,7/16） 

     ・インスタントシニア（高齢者疑似体験） 
         専用の器具を装着して、年を重ねると体の動きや感覚はどうなるかを体験した。 
     ・手話体験 
        手話サークル「山ゆり」の協力のもと、手話を学んだ。 
     ・交流会 
        地域の皆さんをお招きし、クラス内のグループ単位で交流。グループごとに何を 
        行うか事前に計画を立てて実施。 
   【第２クール】１０月１６日～１２月１７日（４回） 
    ③第２クール（３種類の体験をローテーションで実施）（実施日：10/16,11/15,11/27） 

     ・施設訪問：市内の高齢者施設へ訪問し、お手伝いをしながら高齢者と交流した。 

          協力施設：サンシャインつくば 

     ・グラウンドゴルフ体験：高齢者の人気スポーツを通して、高齢者と交流した。 

          協力団体：かすみがうらグラウンドゴルフクラブ 

     ・絵手紙体験：第１クールの交流会にお招きした高齢者の方や家族に絵手紙を作成し送った。 

          協力者：椎名和子 氏 

    ④閉講式（１２月１７日） 
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（５）ファミリーサポートセンター事業（市受託事業） 
  児童等の子育て中の労働者や主婦等を会員として、地域において育児の援助を受けたい方と援助を 
 行いたい方との相互援助活動に関する連絡及び調整を行うことにより、仕事と子育てを両立できる環 
 境を整備し、地域における育児の相互援助を推進した。 
 
 １．登録者数 （１）援助会員 １６名 
        （２）依頼会員 ５７名 
 
 ２．活動内容 （１）新規援助会員講習会（計３回） 受講者４名 
         ア 第１回 ７月２６日（金） 
           ①開講式：ファミリーサポートセンターについて 
           ②講習及び実技：幼児安全法Ａコース 
            講師：日本赤十字社茨城県支部 指導員 
         イ 第２回 ７月３１日（水） 
           ①講習及び実技：普通救命講習Ⅲ 
            講師：かすみがうら市東消防署員 
           ②講習：小児看護の基礎知識 
            講師：かすみがうら市健康増進課職員 
         ウ 第３回 ８月７日（水） 
           ①講習及び実技：子どもの遊び、世話 
            講師：第一保育所保育士 
           ②閉講式 
 
        （２）事前打合せ（計４回） 
           新規利用開始前に援助会員、依頼会員、預かり対象の児童等、アドバイザーで 
           打合せを行う。 
 
        （３）援助活動（計６４回） 
 
        （４）会員交流会 
         ア 期 日  １２月６日（金） 
         イ 場 所  あじさい館講座室 
         ウ 参加者  援助会員５名、依頼会員１名及び子ども２名 
         エ 内 容  ①折り紙の風車制作、新聞紙の帽子制作 
                ②わらべ歌、手遊び、音楽リズム遊び 
                ③プレゼント配付（子ども２名） 
                ④写真撮影 
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７ 高齢者福祉 
（１）『食』の自立支援事業の実施（市受託事業）  
  ①配食サービスの実施  月３回「第１、２、４の土曜日（１月を除く）」実施。  

霞ヶ浦地区配食ボランティア、民生委員の協力により運営。 
月 実施回数 配食数（延べ） 調理活動人数（延べ） 
４ ３回 15食 30名 
５ ３回 14食 18名 
６ ３回 16食 31名 
７ ３回 16食 22名 
８ ３回 14食 17名 
９ ３回 15食 24名 
１０ ２回 7食 12名 
１１ ３回 18食 13名 
１２ ３回 21食 17名 
１ １回 6食 24名 
２ ３回 17食 14名 
３ １回 6食 8名 
合 計 ３１回 １６５食 ２３０名 

 
（２）高齢者関係団体等への協力 
かすみがうら市老人クラブ連合会 

実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 
31.4.5 第１回女性委員会 あじさい館 １１名 

31.4.12 連合会監査 あじさい館 ２名 
31.4.12 第１回役員会 あじさい館 １８名 
1.510 令和元年度総会 あじさい館 ８６名 
1.7.11 第２回役員会 あじさい館 １９名 

1.7.18～19 役員研修 静岡県東伊豆町 １２名 
1.7.26 第１回県南ブロック会長会議 土浦市新治地区公民館 １名 
1.8.1 市町村老連会長並びに市町村老連事務担当者研修会 茨城県総合福祉会館 ５名 
1.9.25 第５８回茨城県老人クラブ大会（県老連） ザ・ヒロサワ・シティ会館 １５名 
1.10.2 第２回女性委員会 あじさい館 １４名 
1.10.11 芸能発表会【出演者：４５組】 千代田公民館講堂 ３１０名 

1.11.6～7 １泊交流会 静岡県伊東温泉 ８９名 

1.11.29 茨城県老人クラブリーダー地方研修会（県南・県西ブロック） 牛久市奥野生涯学習センター ３名 
1.12.17 第３回役員会 あじさい館 １６名 
1.1.31 第２回県南ブロック会長会議（県老連） 石岡市ひまわりの館 １名 
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（３）いばらきねんりんスポーツ大会の実施（市受託事業） 
実施時期 事 業 概 要 場 所  参加者 

1.6.6 いばらきねんりんスポーツ大会 かすみがうら市予選会 
（輪投げ、グラウンドゴルフ、ペタンクの予選） 

多目的運動広場 ８６名 

1.10.23 第２４回茨城県健康福祉祭 
いばらきねんりんスポーツ大会 

那珂総合公園 ２４名 

 
（４）市町村老人クラブ連合会が行う健康づくり事業（補助事業） 
実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 

1.7.3 第１回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 １０名 
1.7.24 第１回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 １０名 
1.9.11 第２回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 ７名 
1.9.20 第２回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 ７名 
1.11.27 第３回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 １１名 
1.12.11 第３回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 ９名 
2.1.22 第４回健康料理教室（千代田地区） 働く女性の家 ８名 
2.1.24 第４回健康料理教室（霞ヶ浦地区） あじさい館 ８名 
2.3.11 グラウンドゴルフ講習会 多目的運動広場 中止 

 
 
８ 障害者福祉 
（１）障害者関係団体等への援助協力  
・市障害者福祉会、手をつなぐ育成会への活動助成 

 手をつなぐ育成会 
 
実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 

31.4.18 
会計監査 

あじさい館 
2名 

第1回役員会 7名 

01.5.14 
総会 

あじさい館 
19名 

第2回役員会 12名 
01.5.11 第1回おしゃべりサロン あじさい館 5名 
01.5.30 【県】育成会研修会 県総合福祉会館 2名 
01.6.9 第2回おしゃべりサロン あじさい館 6名 
01.8.23 【県】育成会第１回講習会 県総合福祉会館 2名 

01.8.27-28 
一泊研修 
施設見学：筑西市 ピアしらとり 

宿泊：新潟県 湯沢グランドホテル 
33名 

01.9.10 第3回おしゃべりサロン あじさい館 4名 
01.9.25 【県】育成会交流会 水戸プラザホテル 1名 
01.9.27 第3回役員会 あじさい館 11名 
01.10.9 第4回おしゃべりサロン あじさい館 11名 
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01.10.23 【県】第57回手をつなぐ育成会茨城大会 県総合福祉会館 7名 
01.10.26 ひよこ部 ピザ&おにぎり作り 朝日里山学校 27名 
01.11.3 かすみがうら祭 第1常陸野公園 12名 
01.11.10 奉仕作業 あじさい館周辺 36名 

01.11.10 親子レク① あじさい館 38名 

01.11.21 【県】育成会第２回講習会 県総合福祉会館 1名 
01.12.4 日帰り研修 龍ヶ崎市 一天龍ヶ崎 14名 
01.12.15 【社協】在宅障がい児(者)おたのしみ会 ホテルマロウド筑波 47名 
01.12.22 ひよこ部 クリスマス会 大塚児童館 41名 
02.1.22 第 4回役員会 あじさい館 8名 
02.1.22 懇親会 あじさい館 14名 
02.2.12 内部研修及び 

第 5回おしゃべりサロン 
あじさい館 6名 

02.3.22 親子レク② 
いちご狩り及び日立かみね動物園 

いちご狩り先 
かすみがうら市 すずめっこ森 

中止 

 
 
（２）地域活動支援センター「作業所」の運営（市受託事業） 
① 開所日数及び利用人数 

月 開所日数 利用者数 延べ人数 

4 ２０日 ７名 １０５名 

5 １９日 ７名 １０３名 

6 ２０日 ７名 １０４名 

7 ２２日 ７名 １１５名 

8 １４日 ７名  ７５名 

9 １８日 ７名  ９３名 

10 ２１日 ７名 １１４名 

11 ２０日 ７名 １０１名 

12 ２０日 ７名  １００名 

1 １９日 ７名  １００名 

2 １８日 ７名 ９９名 

3 ２１日 ７名 １１２名 

計 ２３２日 ８４名 １，２２１名 

 
②作業訓練 （１）フルーツキャップ折り作業 

      （２）クレヨン巻紙剥がし作業、クレヨンケースゴムかけ作業、絵の具台紙折り 

      （３）大葉袋詰め作業 
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③生活訓練 （１）学習・・・毎週火曜日午前に基本的な読み書きや計算など実施。 

      （２）レクリエーション・・・毎週火曜日午前（学習後）。 

                    パズル，絵画，DVD鑑賞などの娯楽。 
      （３）調理実習・・・毎月1回。自分で作れるように、簡単なメニューを補助で作る。 
      （４）おやつ作り・・・調理実習と同様。 
      （５）茶道・・・毎月１回実施。茶道経験のある方の指導。礼儀作法の習得。 
      （６）シルバーリハビリ体操・・・毎月１回実施。健康増進の為、体操指導士の会より 

                      指導を受け実施。 
      （７）買物訓練・・・決められた予算内（１，０００円）で昼食、買物ができるよう実施。 

               ５月３１日（金），９月３０日（月）に実施。 

 
④創作活動 （１）陶芸・・・・・毎月１回実施。 

                作陶したやきものをあじさい館受付で販売。 

                （1つ１００円～１５０円） 売り上げ （１３個） 
      （２）EMぼかし・・・木曜日実施。 

                あじさい館受付とやまゆり館で販売。（１ｋｇ２００円） 

                売り上げ（１８０袋） 
      （３）エコ石鹸・・・木曜日実施。 

                あじさい館受付とやまゆり館で販売。（１つ１００円） 

                売り上げ（８６個） 

      （４）エコクラフト（かご）・・・木曜日実施。 

                      あじさい館受付とやまゆり館で販売。 

                      （１つ３００円～４００円） 売り上げ（２５個） 

      （５）ゴーヤ、おくら、ウリ・・・木曜日実施。あじさい館受付で販売。 

                      ゴーヤ・おくら苗  （１００円 ５ポット） 

                      ゴーヤ・おくら・ウリ収穫物（１００円 １２２袋） 

 

 ⑤ その他  
実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 
30.4.3 花見・レクリエーション あじさい館・多目的運動広場 ６名 
31.6.3 花のみち事業に伴うマリーゴールド植栽 市内「花のみち花壇」 ４名 

1.6.25 

保護者会 
平成３０年度事業・決算報告並びに 
令和元年度事業計画について 

あじさい館多目的室 ４名（保護者） 

1.7.5 七夕飾り付け あじさい館福祉 ５名 
1.7.24 移動お楽しみ会（ソーセージ作り体験・BBQ） かすみがうら市交流センター ７名 

1.8.27～28 
かすみがうら市手をつなぐ育成会 
一泊研修へ参加 

社会福祉法人征峯会 
ピアしらとり 

４名 

1.9.2～6 介護体験受入 あじさい館作業所 １名 
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1.11.22 移動研修 カスミみらい野菜センター 
１１名（利用者５名・

保護者６名） 

2.1.15 
初釜 
移動新年会 

あじさい館講座室１・２ 
土浦市 天龍 

１１名（利用者６名・ 
保護者５名） 

2.2.3 節分（お面作り、恵方巻き） あじさい館作業所 ６名 

2.3.3 
ひなまつりレクリエーション 

（ひな人形、ぬり絵、折紙） 
あじさい館作業所 ５名 

 
（３）在宅障害児家庭交流事業 

実施時期 事 業 概 要 会   場 参加者 

01.12.15 

在宅障がい児(者)の集い  対象：市内在住障がい児(者)家庭 
・Mr.ライフによるマジックショー 
・オニツカサリーミニコンサート 
・会食 

土浦市「ホテルマロウド筑波」 49名 

 
９ 母子･寡婦及び父子家庭福祉 
（１）母子寡婦福祉会への援助協力・活動助成 
母子寡婦福祉会 
実施時期 事 業 概 要 会   場 参加者 
01.5.20 母子寡婦福祉会総会 栃木県 17名 
01.8.30 第 69回茨城県母子寡婦福祉大会 ザ・ヒロサワシティ会館 14名 
01.9.25 母子寡婦福祉会役員会 あじさい館  8名 
01.11.3 かすみがうら祭への参加 第一常陸野公園  7名 

02.1.14-15 母子寡婦福祉会研修 福島県 15名 
02.3.11 母子寡婦福祉会役員会 あじさい館 中止 
02.3.11 母子寡婦福祉会ものづくり研修 あじさい館 中止 

 
（２）新入学児童お祝い品 １０帯 
   内容：茨城県母子寡婦福祉連合会 学用品  
      市社会福祉協議会 文房具セット 
      市母子寡婦福祉会 文房具 
 
 
１０ 援護対策 
（１）生活福祉資金貸付の受付（県社協受託事業） 
    相談件数 22件 （貸付件数 1件 200,000円） 
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（２）小口貸付資金貸付  
相談件数 16件（貸付は無） 

（３）歳末たすけあい援護金の配分（１世帯あたり 15,000円の配分  合計 1,410,000円） 
【区分別配分件数】 申請１０５件 非該当１１件 

区  分 霞ヶ浦地区 千代田地区 合 計 
満 65歳以上のひとり暮し高齢者及び高齢者世帯 ３２件 ３３件 ６５件 
満 65歳以上の寝たきり、認知症高齢者のいる世帯 １件 １件 ２件 
準要保護の認定を受けている世帯 ３件 ３件 ６件 
障がいのある方がいる世帯 ７件 ５件 １２件 
難病患者の方がいる世帯 ２件 ３件 ５件 
中学校 3年生までのお子さんを養育している母子父子世帯及び両親のいない世帯 ０ ４件 ４件 

合  計 ４５件 ４９件 ９４件 
＊障がいのある方：身体障害者手帳 1級・2級、療育手帳○A・A、精神保健福祉手帳 1級をお持ちの方 

 
（４）歳末特別援護金の配分 
   生活困窮者 １０世帯  １世帯あたり 10,000円の配分  合計 100,000円 
 
（５）準要保護児童・生徒への卒業支度金の支給 
   小学校卒業支度金  ２６名× ５，０００円 =  １３０，０００円 
   中学校卒業支度金  ２３名×２０，０００円 =  ４６０，０００円 
 
（６）交通遺児への就学奨励金 
    1名  100,000円 
 
（７）被災者世帯への見舞金（災害義援金）の支給 

区  分 件  数 金  額 
床下浸水 1件 3,000円 
建物全壊 1件 30,000円 
建物全焼 6件 180,000円 

合計 8件 213,000円 
 
１１ ボランティア育成強化対策 
（１）ボランティア連絡協議会への援助協力 
実施時期 事 業 概 要 場  所 参加者 
31.4.26 ボランティア連絡協議会総会及び講演会 あじさい館 視聴覚室 ９２名 
1.6.18 第1回ボランティア広報委員会 やまゆり館  ７名 
1.7.16 ボランティア連絡協議会第１回理事会 やまゆり館 １６名 
1.9.27 ボランティア連絡協議会研修会 ガトーフェスタハラダ等 ８９名 

1.10.9 ボランティア連絡協議会第２回理事会 やまゆり館 １７名 
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1.11.3 かすみがうら祭 第１常陸野公園 ― 
1.12.2 第２回ボランティア広報委員会 やまゆり館 ６名 

2.3.13 ボランティア連絡協議会第３回理事会 
新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、中止。 
 

＊広報紙『四季の里』の発行 １２，９００部×１回 ２月発行    
 
（２）ボランティア団体へ活動費の助成（２０サークル） 
 
（３）ボランティア講座の開催 
   ・はじめての手話講座 ９回  

 
（４）ボランティアセンター利用状況 

相 談 区 分 件数 
ボランティア活動相談 ４件 
ボランティア依頼相談 ５件 

合  計 ９件 
 
（５）災害ボランティアセンター運営訓練・防災ボランティア養成研修会 
  本会災害時行動マニュアルに基づき、災害時における活動支援の資質向上を目指し、災害ボランティアセンターの設

置・運営に関する実践的な訓練を行うとともに、発災時の迅速かつ的確な支援活動に協力していただける災害ボランテ

ィアリーダーの養成を行う。 
開催日  令和元年１０月５日（土） 
場 所  かすみがうら市千代田公民館 
参加者  ８０名 

 
（６）台風第 19号による被害に伴う「社会福祉協議会における災害時支援に関する協定」に基づく 
  被災地への職員派遣について 
   1 派遣人数  延べ２９人 
   2 派遣期間  令和元年１０月１５日（火）～ １１月１７日（日） 
   3 派 遣 先  常陸大宮市災害ボランティアセンター 
   4 業務内容  常陸大宮市災害ボランティアセンタースタッフとしての運営支援 
 
 
１２ 相談会の開催 
（１）心配ごと相談所 

    相 談 員：８名  相談日 年間２３回（第２・４水曜日）※3/25については中止 
    相談件数：年間１６件 
    相談内容：（家族問題、生活相談、近隣トラブル等） 
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 （２）なんでもかんでも相談 
    相 談 員：１２名 相談日 年間１１回（第３土曜日） ※3/21については中止 
    相談件数：年間８０件 
    相談内容：（ひきこもり、相続、借金、心の病、離婚） 
 
 
１３ 介護保険事業 
（１）居宅介護支援事業所（件数） 
  

月 
居宅介護 
計画作成 

予防介護 
計画作成 

要介護認定調査

委託（市内） 
要介護認定調査 

委託（市外） 

備考 
（市外要介護認定調査） 

４ １０２ １４ ２ ８ 
川越市、諏訪広域、日立市、江東区、 
鶴ヶ島市、葛飾区、守谷市、取手市 

５ １０３ １３ ４ ２ 荒川区、守谷市 
６ １０１ １３ ５ ５ 守谷市、江東区(２)、取手市(２) 

７ ９８ １３ ４ ９ 
川崎市(２)、柏市、世田谷区、文京区、 
千葉市、龍ヶ崎市、江東区(２) 

８ ９８ １７ ４ ８ 
葛飾区、館山市、横浜市、市川市、 
柏市、筑西市、北区(２) 

９ ９６ １７ ５ ３ 北区、江東区、龍ヶ崎市 

10 ９８ １６ ２ ７ 
江東区、流山市、龍ヶ崎市、江東区、 
木曽町、常陸太田市、川崎市 

11 １０１ １５ ４ ３ 市川市、江東区(２)、 
12 ９９ １６ ４ ２ 龍ヶ崎市、筑西市 

１ ９９ １３ １１ ６ 
日立市、市川市、江戸川区、江東区、品川区、

船橋市 

２ １００ １７ ８ ６ 
新宿区、品川区(２)、江東区、台東区、 
市川市 

３ １０２ １６ ９ １ 取手市 

合計 １，１９７ １８０ ６２ ６０  
  ・居宅介護計画 １７，７０３，２３０円    ・予防介護計画 ７３０，５３０円 
  ・要介護認定調査【市内】  ２０３，１６０円 ・要介護認定調査【市外】 ２６０，７９８円 
 
（２）居宅会議の実施 
   事業所内部の会議を実施。内部で情報共有し、困難事例について話し合い、今後の方向性を 
   見つけ出す。 
 
（３）事務所閉所時間以降の電話による２４時間対応の実施。 
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（４）生活支援体制整備事業（市受託事業） 

 地域組織やボランティア・老人クラブをはじめ地域の団体・企業など多様な主体が連携を図り、協働

し、住民主体による生活支援・介護予防サービスの充実を図るため、身近な地域での支え合いを推進し、

支え合い・支え上手・支えられ上手の地域づくりを勧め、生活支援コーディネーターが協議体のネット

ワークを活かしながら、地域の互助を高め、住民サービスが活性化されるよう、地域全体での高齢者の

生活を支える体制づくりを行った。 
みんなの力を集結する取組である住民の支え合い会議（協議体）を中学校単位で作り、３つの協議体

が月１回の話し合いを行った。 
 

＊ 協議体                      

  下稲吉中地区協議体 千代田中地区協議体 霞ヶ浦中地区協議体 

4月 4/23 住民7名 4/22 住民7名 4/26 住民5名 

5月 5/24 住民5名 5/27 住民6名 5/31 住民5名 

6月 6/18 住民6名 6/26 住民6名 6/27 住民6名 

7月 7/16 住民6名 7/29 住民5名 7/25 住民4名 

7月 
つくばみらい市との交流会 7月26日（第１層協議体） 

3名 3名 3名 

8月 8/20 住民5名 8/27 住民6名 8/22 住民5名 

9月 9/17 住民6名 9/29 住民6名 9/26 住民4名 

10月 10/15 住民8名 10/21 住民6名 10/24 住民6名 

11月 11/19 住民6名 11/25 住民6名 11/28 住民4名 

12月 
協議体合同報告会  １２月３日   23名 

10名 6名 7名 

1月 1/21 住民7名 1/27 住民5名 1/30 住民7名 

2月 2/18 住民6名 2/17 住民7名 2/27 住民6名 

3月 中止 中止 中止 

合計 ７５名 ６９名 ６２名 

 

 
１４ その他の福祉事業 
（１）福祉車輌の貸出 
   自力歩行の困難な高齢者、障害者に対し車椅子対応車輌の貸出を行った。 
   ・貸出件数 延べ９５件 
  
（２）福祉用具の貸出 
   要援護者へ一時的に貸出を行った。 ＊車椅子 延べ３２台 ＊ベッド 延べ２台 
 
（３）福祉用具等の団体等への貸出 
   福祉用具、レクリエーション用具等を会員団体等へ貸出を行った。 ８件 
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（４）善意銀行の運営 
   ＊寄付 ・預託金  ２９件 １，００１，２９０円 （1件指定寄付・団体へ）  
       ・預託品  １３件 古切手、車椅子等 
   ＊配分 ・預託品の配分  古切手：県社協へ  車椅子：社協備品へ 
 
（５）日本赤十字社茨城県支部かすみがうら市地区 

①活動資金増強運動の実施 
    災害救援・国際救護活動・社会福祉活動等赤十字活動に寄与 
    ・活動資金募集 募集強化期間  令和元年 5月 20日(月) ～ 7月 31日(水) 
            募集方法    区長常会長等へ依頼 
    ・法人社資募集 募集強化期間  令和元年 9月 13日（金） 
            募集方法    訪問 社協１名・市社会福祉課１名・茨城県支部２名 

 ・活動資金総額 4,060,400円  内訳 一般社資【戸別】 7,454件 3,537,400円 
                           【大口】   11件  113,000円 

                法人社資       36件   410,000円 
 
   ②災害救援に関する業務 
    ・災害救援物資の管理  
    ・救援車の管理   救援車３台 
 
   ③赤十字講習会の開催 
    ・幼児安全法講習会 １回 （子育て支援センター） 
 

④義援金・救援金の募集、受付 
    義援金募集  9件、救援金募集 3件 
    義援金受付 ・平成 30年北海相胆振東部地震災害義援金  1件  100,000円 
          ・平成 30年 7月豪雨災害義援金       1件   7,853円 
          ・令和元年台風 15号千葉県災害義援金    2件  110,000円 
          ・令和元年台風 19号災害義援金       5件   48,404円 
   ⑤NHK海外たすけあい 
    実施期間  令和元年 12月 1日から 25日まで 
    実施内容  あじさい館受付へ募金箱設置（受付金額０円） 
   
   ⑥防災ボランティア地区リーダーの登録  ２名 
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⑦かすみがうら市赤十字奉仕団（団員 183名） 

実施時期 事 業 概 要 （内 容） 会 場 出席者 

01.6.22 ＊第１回日本赤十字社茨城県支部常備救護班等災害救護訓練 

（傷病者役や非常食炊き出しを行った） 
市体育センター 

あじさい館 

20名 
奉仕団員 

01.10.5 
 

＊災害ボランティアセンター設置訓練 
（非常食炊き出しを行った） 

千代田公民館 16名 
奉仕団員 

 
（６）社会福祉法人茨城県共同募金会 

① かすみがうら市共同募金委員会 

実施時期 事業会議名 事 業 概 要 (会議事項) 会 場 出席者 

1.5.14 監 査 ・平成３０年度事業報告について 
・平成３０年度会計監査について 

あじさい館 
応接室 

２名 
 

1.8.19 
 

第１回 
共同募金委員会 

・正副会長及び監事の選任について 
・平成３０年度事業報告及び資金収支決算について 
・令和元年度事業計画（案）及び資金収支予算（案）について 

やまゆり館 
会議室 

１０名 
 

 
② 共同募金、歳末たすけあい募金の増強 
【一般募金総額】 
       ４，８８１，７９８円 

【実施期間】 
令和元年１０月１日（火）～１２月３１日（火） 

募 金 方 法 件  数 金  額 
 
 
 
内 訳 

戸別募金 ８，２７０件 ３，７８５，２００円 
法人募金 ８６社 ７７９，０００円 
職域募金 ５件 ３６，７５１円 
学校募金 ２０件 １８７，４９５円 
街頭募金 ２件 ７，２０９円 
イベント募金 ２件 ４２，７５３円 
その他（募金箱等） １８件 ４３，３９０円 

 
・街頭募金の実施     ①令和元年１０月２日（水） 

 セイミヤ店頭 
               霞ヶ浦中学校生徒１０名、教諭３名の協力による募金活動 
              ヒーロー店頭 
               下稲吉中学校生徒１２名、教諭２名の協力による募金活動 
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・イベント募金の実施   ①令和元年１０月６日（日） ふれあい生涯学習フェスティバル会場  
               職員３名による募金活動 
             ②令和元年１１月３日（日） 第１５回かすみがうら祭会場  
               ガールスカウトの協力による募金活動 
 
・法人募金募集訪問の実施 令和元年１１月１８日（月）委員６名、職員８名参加（７班編成） 
 
【歳末たすけあい募金総額】 
       ３，７３９，２００円 

【実施期間】 
 令和元年１０月１日（火）～１２月３１日（火） 

募 金 方 法 件  数 金  額 

内 訳 
戸別募金 ８，１４９件 ３，７２９，２００円 
その他（団体等） ２件 １０，０００円 

 
 
（７）おもちゃ図書館「ひよっこ」の実施 
 地域で暮らす障がい児･健常児が障害の有無の枠を越え、おもちゃを通じて楽しく遊ぶ場を提供した。 
また、保護者の情報交換も実施した。 
毎週木曜日実施（やまゆり館） （合計 1,594名） 
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

利用者数 175 101 135 94 133 156 233 147 157 126 137 0 

※平成 26年度からやまゆり館へ固定化、平成 27年度に倉庫を設置しておもちゃを保管する。 
3月は新型コロナウィルスの感染拡大予防のため、会場が利用休止となったためお休みとなった。 
（木曜日が祝祭日、年末年始やほかの行事と重複時等は休み） 

 
（８）子育て支援事業 
  季節の行事を体験させ、世代をこえた交流を行い、育児のさらなる気付きや、子育てサロンの利用

促進及びやまゆり館のＰＲを図る。 
  ・やまゆり館七夕まつり 令和元年 7月４日（木）  176名参加。 
   夏祭り風の縁日の開催及びミニコンサート。 
  ・やまゆり館クリスマス会 令和元年 12月 20日（金）  208名参加。 
   うたのお姉さんによるクリスマスコンサート、サンタクロースボランティアによるクリスマス 
   プレゼントの配布。 
 
（９）社会福祉協議会事業の情報公開 
  ・社協だより  ・ホームページの更新  ・義援金などの情報や実施事業を随時更新 
  ・ＷＡＭ ＮＥＴ 
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１５ 状況（令和２年３月３１日現在） 

区  分 常 勤  
嘱 託  

（兼務含む） 
非 常 勤  

（兼務含む） 
合  計 

常務理事（事務局長兼務）  （１名）  （１名） 

事務局長  １名  １名 

事務局次長 １名   １名 

やまゆり館長  １名  １名 

地域関係 ４名  ２名 ６名 

ボランティア CＮ １名   １名 

地域ケア CＮ ２名   ２名 

生活困窮 SW １名 ４名  ５名 

福祉作業所指導員 ２名  ３名 ５名 

介護支援専門員 ３名   ３名 

保育士  ２名 ３名（１名） ５名（１名） 

総務関係 １名   １名 

指定管理業務 １名 １名  ２名 

生活支援員   １名 １名 

合  計 １６名 ９名（1名） ９名（１名） ３４名（２名） 

 ※CＮ（コーディネーター）：支援等の調整業務 
※SW（ソーシャルワーカー）：相談業務 
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令和元年度 

 
指定管理事業報告書 

 
自：平成 31年 4月  1日 

 
至：令和 2年 3月 31日 

 
 
 
 
 
 
 

かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館 
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１ 管理業務の実施状況について 

（１）施設の保守点検、補修及び清掃等について 

専門性を必要とする業務については、適性かつ効率的な管理運営が行えるように、

専門業者に委託して維持・管理を行いました。  

また、センターの安全性と快適性を高めるために、経年により故障や劣化した設

備等の修繕を実施しました。 

 

① 外部委託した専門業務（保守点検等） 
 業務内容 実施月 業者名 

１ ホームページ更新・管理 毎月 ＮＡＫトータルサポート 

２ 自家用工作物電気設備保守点検業務 年間６回 偶数月 （財）関東電気保安協会 

３ 消防設備保守点検業務 ６月、１２月 (有)東興防災茨城支店 

４ 床ワックス・窓ガラスクリーニング ８月、１２月、３月 日東メンテナンス(株) 

５ 自動ドア保守点検業務 ７月、１１月、３月 茨城寺岡オートドア(株) 

６ ピアノ調律 １０月 天盛堂楽器店 

７ 足湯・ろ過設備・循環ポンプ 

保守点検業務 

９月、３月 サイエンス(株) 

８ トレーニング機器保守点検 ９月 (株)ビート 

９ 受水層清掃保守点検業務 ３月 高橋興業(株) 

 

② 外部委託した専門業務（修繕） 
 修繕内容 実施月 業者名 

1 自動ドア感応センサー交換 ５月 寺岡オートドア 

２ ボディリペアシリーズタイミングベルト交換 １月 ビート 

３ 火災通報装置蓄電池交換 ２月 東興防災 

４ 駐車場門扉修繕・網戸設置 ３月 平塚ガラス 

    

③ 外部委託した専門業務（清掃業務） 
 業務内容 実施月 業者名 

１ 定期清掃業務 毎週 月・

木曜日 

公益社団法人かすみがうら

市シルバー人材センター 

２ ごみ収集委託業務 ゴミ収集日 (有)千代田衛生 

 

④ 外部委託した専門業務（警備業務） 
 業務内容 実施期間 業者名 

１ 機械警備業務（防犯、火災監視） 平成31年4月1日～ 

令和2年3月31日 

セコム(株) 
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⑤ 外部委託した専門業務（検査） 
 業務内容 実施月日 業者名 

１ 腸内大腸菌検査（検便） ６月 茨城県総合健診協会 

２ 水質検査（足湯） ９月、３月 サイエンス㈱ 

 

⑥ 職員で実施した内容 
 業務内容 実施月日 備 考 

１ 足湯の入替え、清掃 毎週月曜日  

２ 砂場の手入れ、消毒 毎週水曜日  

３ 放射線量の測定 月の第１水曜日  

４ 空調設備清掃 ５月 ３月 エアコンフィルター清掃 

５ 施設内清掃 開館全日 午前午後、各１回 

６ 除草 随時  

７ 壁掛け扇風機の設置（節電対策） ５月  

８ 備品の修理（簡易なもの） 随時  

９ 剪定作業 3月 樹木の剪定 

 

（２）設備・器具の操作について 

・施設の音響照明関係の調整操作、足湯の温度調整操作、空調関係操作はそれぞれの管理

者が実施。 

・駐車場外灯、防犯カメラ等の操作。 

 

（３）施設内の自動車、自転車等の整理について 

・駐車場内の放置自動車の移動の要請を実施。 

・駐車場の目的外利用者への注意指導。 

・夜間の無断駐車両に対する、張り紙による注意。 

・隣接住民要望による、アイドリング禁止及び前進駐車要請掲示と表示を継続。 

・駐車場施錠と実施に関しての利用者への周知徹底と夜間治安改善。 

 

（４）施設等に係る経費（電気料金、ガス料金、水道料金、下水道の使用料、 

電話料金）の支払い及び節電対策について 

    上記業務について、滞りなく支払い、夏季営業時の節電対策（７月～９月）の実施

をするも気温が高い日が続きなかなか難しい月もあった。 

（電気量前年比：７月【▲14.26％】 ８月【13.42％】 ９月【1.99％】） 

    ・照明器具（蛍光灯）を間引く。 

    ・エアコンの設定温度２８度。 

    ・扇風機との併用。 

    ・グリーンカーテンの設置。 
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（５）かすみがうら市地域福祉センターやまゆり館の施設の利用許可に関することについて 

ア、 許可申請書の受付 

イ、 許可書の発行 

ウ、 施設の利用料金の徴収、減額、免除及び還付 

エ、 利用者の応接 

上記業務について、滞りなく実施し、施設の利用許可を行う際、注意事項を伝え、

施設利用における混乱を未然に防ぐ施策を実施しました。 

 

（６）指定管理施設の利用促進に関することについて 

・ホームページやフェイスブックを随時更新し、施設の紹介、開催イベントの情報等

を掲載。 

・ＦＲＥＥＳＰＯＴ（市公衆無線ＬＡＮ）の設置によるインターネット接続環境の無

償提供。 

・季節に合わせた施設の飾りつけの実施。 

・福祉ボランティア団体に対しての利用促進と手助け。 

  ※社協事業等の一部実施 

・一般企業や一般利用者、リピーターへの利用促進働きかけ。 

・障がい者支援のためロビーにて障がい者福祉作業所の商品紹介と販売実施。 

   販売品：EMぼかし、エコ石鹸、エコクラフト。 

  ・放射線の不安解消のため、放射線量の測定及び公開。（ホームページ） 

 

（７）自主開催のイベント、事業等について 

  ・福祉作業所の売店を設置。[ＥＭぼかし(※)、エコ石鹸、エコクラフトの販売] 

・大きな七夕飾りをロビーに飾り付け、親子で短冊を書いてもらう企画を行い、社会

福祉協議会の児童福祉事業と共催で、七夕祭りを実施しました。 

・ハロウィンには、カボチャの飾り等をサロンやロビーに飾り、来館者へのサービス

に努めた。 

・クリスマスシーズンにロビーにツリー等の飾りをして、クリスマスデコレーション

で演出を行いました。 

・クリスマスには、歳末たすけあい配分事業として、「クリスマスコンサート」を実

施しました。 

  ・社会福祉協議会事業（なんでもかんでも相談、福祉車両貸出）を行いました。 

・子育てイベントや誕生会などの写真を販売。 

    ※ＥＭぼかし/EM菌（微生物）を米ヌカなどにいれて、EM菌を大量にふやした粉をEMぼかし 

といいます。このEMぼかしを生ゴミにふりかけて、1～2週間おくとにおいのしない土の 

ようなものになります。 
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２ 情報公開に関する措置について 

ホームページにて施設の概要、休館日、会議室の利用案内・注意事項、案内図、 

イベントや企画の表示や終了報告掲載。さらに市報の他、２８年度から子育て 

支援ホームページ「かすみっ湖」に各種イベント掲載。 

 

３ 防犯対策、防災対策等の利用者の安全の確保に関する措置について 

（１） 防犯対策 

夜間、日曜、祝日の施設施錠及び駐車場の施錠。 

  定期的に施設及び駐車場の巡回。施設利用者、近隣通行者へ「あいさつ」等の声か

けの実施。 

  防犯カメラによる監視。 

 

（２） 防災対策 

防災訓練をかすみがうら市西消防署と連携し、１１/６実施。 

水消火器を使った消火訓練、煙体験を行い、消防車、救急車の展示及び消防職員に

よる防災の相談も行い、子育て支援の利用者６２名の参加がありました。消防・警

察、警備会社との連携確認をしました。 

 

４ 事業報告書の作成及び提出について 

月の報告 毎月１０日までに前月の事業報告書の提出 

四半期報告（３ヶ月ごと） 報告月の１０日までに四半期報告書の提出 

年間報告 年度終了後３０日までに提出 

 

５ 個人情報の取り扱いについて 

 「かすみがうら市個人情報保護条例」、「かすみがうら市社会福祉協議会個人情 

報保護規程」に基づき、個人情報を適正かつ安全に取り扱いました。 

また、個人情報が記載されている書類等の取り扱いは、決められた場所に保管するなど適

正に管理し、不要になった使用者証等は、シュレッダーを使い適切に処分しました。 

 

６ 安全管理への取り組みについて 

(1)事故防止への取り組み 

 危険や異常を察知するため、職員による館内巡回を行い、事故等の予測がされ 

る所については、注意喚起を促す張り紙や口頭による周知を行い、事故の防止に 

努めました。 

 

(2)緊急連絡体制 

 夜間機械警備を含めた連絡体制を整え、連絡網を作成して関係者及び関係各所 

（市役所日直、警備員など）に配布し、周知を図りました。 
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７ その他管理業務に関する庶務、経理等の事務について 

人件費・手数料・租税公課等を除く通常の支払いに関する支出伺い書作成及び予算管理

事務等は、やまゆり館にて実施し、上記の支払いに関する支出伺い作成及び執行、支払業

務については、社会福祉協議会本所にて行いました。 

 

８ 施設・設備の利用提供事業（貸し館事業）について  

地域福祉センター条例及び施行規則等に基づき、適正な施設・設備の利用提供事業の実

施に努めました。  

利用状況は、ホールを除く施設全体（ 会議室１、会議室２、相談室）で、年間２９５件

の利用がありました。 

                              [単位:件] 

区 分 貸出件数 前年比（増減） 利用料免除件数 

会議室（１） ２８ １ ２１ 

会議室（２） １５ ５ ７ 

会議室（１）（２） １５８ ▲１０ １４５ 

相談室 ９４ ▲１０ ９２ 

 

９ 施設の利用状況及び利用料の収入実績について 

           [単位:人 円] 

区  分 利用者数  前年比 利用料収入額 利用料免除金額 

子育てルーム 16,666 574 342,500円  

会議室（１） 230   4 5,640円 11,160円 

会議室（２） 187 92 5,280円 4,400円 

会議室（１）（２） 2,522 ▲189 31,740円 240,580円 

相談室 462 ▲62 1,080円 24,000円 

健康づくりコーナー 8,654 ▲780 857,600円 58,000円 

足湯 3,762 ▲394 14,900円  

その他（ホール等） 6,075 ▲2,318   

合 計 38,558 ▲3,073 1,258,740円 338,140円 

 

10 子育て支援事業（キッズコーナー・談話コーナー・子育てコーナー・授乳室）について 

３歳児以下の乳幼児と保護者を対象とし、保護者7,563名、子ども9,103名（市内7,543

名、市外1,560名）の利用がありました。 

 

（１）季節のイベントなど 

□誕 生 会・・・・毎月月末の水曜日 午前及び午後実施 延べ112名参加。 
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□七 夕 祭 り・・・・7/4 176名の参加。 

・夏祭り縁日（ポップコーン、ヨーヨー、かき氷、ミニうちわ、 

        おかしプレゼント、シャボン玉遊び） 

・オニツカサリーさんによる七夕コンサート。 

・市農林水産課の協力を受け、ブルーベリー試食会を実施。 

・お遊戯（きらきら星・七夕さま）、笹飾り。 

□水 遊 び・・・・7/9～8/23の期間中10日実施 延べ196名の参加。 

□運 動 会・・・・10/18 50組 103名の参加。・主なプログラム（かけっこ、 

くいしんぼうワニさん、おさるのバナナ運びレース、つなひき、 

お遊戯、ぶどうがりにいこう、すずわり）    

□い も ほ り・・・・10/23 19組 41名の参加。 

・館敷地内のイモ畑にて実施。 

□クリスマス会・・・・12/20 208名の参加。 

           ・歌のお姉さんによる「クリスマスコンサート」の実施。 

           ・サンタクロース（ボランティア）による、プレゼントの配布。 

           ・うたあそびやパネルシアターをサロン内で行った。 

 

□作って遊ぼう（子育てサロン利用者の内、希望者のみ参加） 

期 日 内   容 

4/19 こどもの日の製作 

5/24 スクラップブッキング 

6/17～6/20  七夕飾り 

7/1 手作りうちわ 

8/27 スクラップブッキング 

9/18 手形のとりさんフラッグ 

10/29 ハロウィン製作 

11/25 スクラップブッキング 

12/6 クリスマスペーパーファン 

1/24 プラバンキーホルダーをつくろう 

2/3 おにさんのキラキラパンツ豆入れ 

2/21 スクラップブッキング 

3/3 おひなさまバッグ 

3/17 記念品製作 
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（２）子育て相談（子育てに関する不安等の解消のため実施） 

区 分 件数 主 な 内 容 

電話相談 ３件 ・体重計測、体重の増え方について 

・身長、体重測定について 

・２人の子どもの対応について 

面接相談 １７件 ・言葉の発達について・子どもの発達段階について 

・トイレットトレーニングの進め方について 

・下の子が生まれてからの上の子の変化について 

・落ち着きのなさについて・食事について 

・卒乳と保育所について・つめかみについて  

・発育について・他の子とのかかわり方について 

・障害のある子の幼稚園受け入れについて 

・離乳食の進め方について・遊びの中での友達とのかかわ

りについて・幼稚園年中児のパニックを起こして大泣き

することについて・運動面の発達と離乳食について 

・哺乳瓶でミルクを飲まないことについて 

・斜視について 

予約相談 ２件 ・上の子への対応について 

・子どもの発達について 

子育てサロン

内での相談 

２５２件 ・離乳食、断乳、夜泣き、トイレットトレーニング 

・歯磨き、お昼寝、預かり保育、食事、アレルギー 

・言葉の発達、叱り方、子どもの対応 

・保育所・幼稚園選び、落ち着きのなさ 

・赤ちゃん返り、癖・指しゃぶり、人見知り 

・発達段階、チック症、自閉症、イヤイヤ期 

・肌トラブル 

合 計 ２７４件  
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（３）０歳児事業 

会 場 期 日 参 加 人 数 内 容 

 

やまゆり館 

 

4/17、6/12、 

8/21、12/4 

 

5/22,7/24、 

9/11 

 

 

10/9 

 

 

11/20 

 

 

1/22 

 

 

2/19 

14組・29名、12組・24名、 

6組・13名、8組・16名 

 

11組・22名、12組・25名 

9組・20名 

 

 

10組・20名 

 

 

7組・14名 

 

  

15組・30名 

 

 

8組・16名 

ベビーマッサージ＆ 

リズムうたあそび 

 

ベビーマッサージ＆ 

スキンケア 

（一部回でオイル使用） 

 

ベビーマッサージ＆ 

わらべうた 

 

マザーリトミック 

 

 

ファーストサイン 

 

 

ベビーマッサージ 

 11回 112組   229名  

 

（４）みんなで遊ぼう会 

会 場 期 日 参 加 人 数 内 容 

やまゆり館 

 

 

6/11、11/19 

 

9/10 

 

10/2 

 

12/3 

8組・18名、6組・17名 

 

9組・22名         

  

10組・21名  

 

10組・25名 

みんなでおどっチャオ 

 

敬老の日プレゼント製作 

 

日赤幼児安全法講習 

 

クリスマス製作 

 5回 43組  103名  

 

（５）その他 

    ・毎週木曜日に開催する「おもちゃ図書館」への協力。 

     計４４回  １，５９４名参加（親子での数） 

     ※平成26年度からやまゆり館へ固定化にともない、平成27年度倉庫を設置し 

      そこへおもちゃを保管することとした。（木曜日が祝祭日、年末年始や他の

行事と重複時等は休み。３月は新型ウィルスの感染拡大予防のため休止。） 
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11 ニーズ把握方法と運営方針への反映について  

  アンケートを実施し、利用者の意見・要望の把握に努めました。 

 

（１）子育てサロン利用者へアンケートを実施。（配布枚数６０枚） 

子育てサロンアンケート結果 

① 住まい 
・市内（82.5％） ・市外（17.5％） 

 

② サロンの利用目的 
        ・子どもの成長のため（60.0％）・ママ(パパ)友づくりのため（10.0％） 

        ・情報収集のため（5.0％）・イベント参加のため（12.5％） 

・仲間との交流 （10.0％）・その他（2.5％） 

         

③ 施設全体の満足度（ 満 足 7 2 .5％  や や 満 足 27 .5％ ） 

 

④ スタッフの接客対応 
（満足80.0％ やや満足20.0％） 

 

⑤ 受付方法の便利さ 
（満足70.0％ やや満足20.0％ 普通10.0％） 

 

⑥ つくってあそぼうについて 
（満足72.5％ やや満足20.0％ 普通5.0％ やや不満足2.5％） 

 

⑦ お誕生会について 
（満足72.5％ やや満足20.0％ 普通2.5％ 参加したことがない5.0％） 

 

⑧ 七夕まつりについて 
（ 満 足 75.0％  や や 満 足 7.5％  参 加 し た こ と が な い 17.5％ ） 

 

⑨ 運動会について 
（満足57.5％ やや満足7.5％ 参加したことがない35.0％） 

 

⑩ クリスマス会について 
（満足82.5％ やや満足15.0％ 参加したことがない2.5％） 
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 （２）健康づくりコーナー利用者へアンケートの実施（配布枚数６０枚） 

健康づくりコーナーアンケート結果 

① 性別  ・男性（31.3％） ・女性（68.8％） 
 

② 年齢  ・３０歳代 （ 6.3％）・４０歳代 ( 9.4％） 
・５０歳代 （12.5％）・６０歳代（28.1％） 

・７０歳以上（43.8％） 

 

③ 住まい  ・市 内（93.8％） ・市 外（6.3％） 
 

④ 利用の目的 
・健康、美容のため （31.3％）・運動不足解消のため（56.3％） 

・足湯利用のため（3.1％）・仲間との交流 （6.3％） 

   ・その他 （3.1％） 

 

⑤ 施設全体の満足度 
（満足31.3％ やや満足34.4％ 普通21.9％ やや不満足9.4％ 不満足3.1％） 

 

⑥ スタッフの対応 
（満足65.6％ やや満足15.6％ 普通18.8％） 

 

⑦ 受付の便利さ 
（満足68.8％ やや満足6.3％ 普通21.9％ 無回答3.1％） 

 

⑧ トレーニング機器の種類 
（満足15.6％ やや満足25.0％ 普通18.8％ やや不満足31.3％ 不満足6.3％ 無回答3.1％） 

 

⑨ トレーニング機器の台数 
（満足6.3％ やや満足28.1％ 普通31.3％ やや不満足28.1％ 不満足6.3％） 

 

⑩ 足湯について 
（満足37.5％ やや満足15.6％ 普通31.3％ やや不満足6.3％ 無回答9.4％）  

 

 

 12 福祉避難所の指定について 

     H25.12/10 福祉避難所に指定され、非常用電源施設設備（太陽光パネル・ 

蓄電池設置）並びに防災倉庫が設置されています。 

 
 


