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常陸大宮市社協 検 索

赤い羽根共同募金運動が始まります

　10月１日より、赤い羽根共同募金運動が全国一
斉に実施されます。
　「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガン
に、高齢者や障

しょうがい

碍のある方の支援事業のほか、児
童・青少年の福祉育成事業等に役立てられます。
皆様の募金は常陸大宮市の福祉のために役立てら
れますので、ご協力をお願いします。

赤い羽根共同募金

年2019
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常陸大宮市社会福祉協議会だより



会務の運営
◆会議の開催（理事会：２回　評議員会：２回　評議員選任・解任委員会：１回）
◆広報・啓発活動（社協だより『新星』を４回発行・ホームページの管理運営）
◆社協支部活動の推進

市補助事業
◆予約制乗合タクシー運営事業
　＊市内全域をタクシー７台で運行　　＊登録者数（1,964世帯　3,470名）　※延べ利用者数（11,888名）
◆金婚ダイヤモンド婚記念事業
　＊記念品の贈呈（記念写真１セットを贈呈）　金婚　58組　　ダイヤモンド婚　21組
◆福祉芸能発表大会事業
　＊平成31年３月15日（市文化センター　52組223名参加）
◆ひとり親家庭親子のつどい事業
　＊平成30年11月17日（東京ディズニーシー　35組85名参加）
◆ボランティア連絡協議会研修事業　　　　◆社協バス維持管理事業
◆ふれあい給食事業
　＊一人暮らし高齢者の安否確認を兼ねボランティアの方々の協力を得て実施）
　　　山方地域　　（対象人数　 164名　　提供回数　12回）
　　　美和地域　　（対象人数　　50名　　提供回数　22回）
　　　緒川地域　　（対象人数　　71名　　提供回数　20回）
　　　御前山地域　（対象人数　　57名　　提供回数　23回）

市受託事業
◆心配ごと相談事業
　＊開設数：一般相談　44回　弁護士相談　20回　＊相談者数：一般相談　63名　弁護士相談　66名
◆地域自立支援協議会運営事業
　＊個別支援会議　２回　　全体会議　２回
◆ファミリーサポートセンター事業
　＊在宅福祉サービス（家事援助活動・車両移送援助活動）
　　　利用会員　74名　　援助会員　22名　　総活動時間　436時間
　＊育児サービス（育児援助活動）　利用会員　13名　　援助会員　５名
◆指定管理事業
　＊美和総合福祉センター管理運営　　　　＊緒川老人福祉センター「やすらぎ荘」管理運営
◆障害者基幹相談支援センター運営事業
　＊相談件数　来所170名　電話156名　訪問53名　　＊講座開催　２回
◆生活支援体制整備事業
　＊第１層協議体会議　３回　＊第２層協議体会議　市内７圏域で２か月に１回開催
◆障害支援区分認定調査事業
　＊調査人数　33名
◆要介護認定調査事業
　＊常陸大宮市内　1,103件　　他市町村　28件
◆相談支援事業
　＊相談件数　来所６名　電話14名　訪問２名

県社協受託事業
◆日常生活自立支援事業　実利用者　２名　　　◆生活福祉資金貸付事業　　　◆同和対策福祉資金

福祉団体等事務事業
◆各種団体の事務・事業推進支援
　＊高齢者クラブ連合会　　＊身体障害者福祉会　　　　　＊手をつなぐ育成会
　＊母子寡婦福祉会　　　　＊ボランティア連絡協議会　　＊遺族連合会
◆共同募金・歳末募金事業の取組み
　＊一般募金額　　　　　　　8,926,150円　＊テーマ型募金　　410円
　＊歳末たすけあい募金額　　2,665,000円（歳末援護金として533世帯へ配分）

社会福祉協議会

平成3 0年度事業報告
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自主事業
◆ボランティア市民活動センター事業
　＊善意銀行事業（預託件数　金銭：35件　1,887,982円　物品：77件　菓子類他）
　＊ボランティア協力校助成事業（市内11小学校・５中学校へ各50,000円助成）
　＊福祉体験学習（市内２小学校で車いす・アイマスク・高齢者疑似体験等を実施）
◆災害見舞金の支給　＊住宅火災による全焼家屋等　４世帯
◆小口資金貸付事業

障害福祉事業
◆障害福祉サービス事業所の運営（就労継続支援「Ｂ型」）
　「太　　　陽」　　　通所者：22名　  年間開設日：241日
　　　　　　　　　　　自主製品作成、受注作業（市内の会社及び清掃作業）
　「つくしんぼ」　　　通所者：10名　  年間開設日：241日
　　　　　　　　　　　自主製品作成、受注作業（市内外の会社及び清掃作業）
◆指定特定相談支援事業所の運営
　＊計画実人数　244名　延人数　346名

平成3 0年度決算報告

資金収支計算書

貸借対照表 財産目録

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

平成31年3月31日現在 平成31年3月31日現在

収入 （単位：円）
勘　定　科　目 決　算　額

会費収入 5,755,700
共同募金配分金収入 10,114,029
経常経費補助金収入 99,063,528
受託金収入 40,178,807
就労支援事業収入 4,679,825
障害福祉サービス費等事業収入 38,005,390
介護保険事業収入 113,160
事業収入 5,791,558
寄付金収入 1,887,982
貸付事業収入 236,000
その他の収入 6,251,589
前期末支払資金残高 59,381,349

収　入　合　計 271,458,917

（単位：円）
勘定科目 当年度末

流動資産 80,377,551
固定資産 165,850,889
　基本財産 8,000,000
　その他の固定資産 157,850,889

資産の部合計 246,228,440
流動負債 25,601,446
固定負債 82,790,590

負債の部合計 108,392,036
基本金 8,000,000
国庫補助金等特別積立金 1,389,994
その他の積立金 78,448,845
次期繰越活動増減差額 49,997,565
　　（うち当期活動増減差額） 5,770,891

純資産の部合計 137,836,404
負債及び純資産の部合計 246,228,440

支出 （単位：円）
事業区分 サービス区分 決　算　額

社会福祉
事業区分

法人運営事業 65,520,771
共同募金配分金事業 13,944,544
心配ごと相談事業 1,487,951
日常生活自立支援事業 646,240
ファミリーサポートセンター事業 871,860
小口資金貸付事業 342,733
善意銀行事業 1,404,587
生活支援体制整備事業 6,990,836
要介護認定調査事業 6,602,928
障害者総合支援事業 15,575,550
就労継続支援事業 41,868,675

公益事業
予約制乗合タクシー運営事業 43,348,178
指定管理事業 11,330,550

支　出　合　計 209,935,403
当期末支払資金残高 61,523,514

（単位：円）
資産・負債の内訳 金　額

Ⅰ　資産の部
　１　流動資産 80,377,551
　２　固定資産 165,850,889
　　1）　基本財産 8,000,000
　　2）　その他の固定資産 157,850,889

資産合計 246,228,440
Ⅱ　負債の部
　１　流動負債 25,601,446
　２　固定負債 82,790,590

負債合計 108,392,036
差引純資産 137,836,404
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　10月１日から12月31日まで市内全域で「赤い羽根共同募金運動」が実施されます。皆様からお寄せいただく

募金は、常陸大宮市内の高齢者・障
しょうがい

碍(児)者・児童・青少年・ひとり親家庭などの支援を必要としている人たち

や、社会福祉団体の活動支援など、さまざまな地域福祉事業に役立てられます。皆様のあたたかいご理解とご支

援をよろしくお願いします。

■戸別募金
皆様がお住まいの区・班を通じて、各世帯にご協力いただいている募金です。

■学校募金
市内の小・中学校、高等学校の児童・生徒の皆様からご協力をいただいている募金です。

■法人募金・職域募金
市内の企業や商店からご協力をいただいている「法人募金」と、公共施設等にお勤めの方が職場
内に募金箱を設置してご協力いただいている「職域募金」です。

■街頭募金
常陸大宮駅前や市内大型店、道の駅などで、共同募金運動の周知を兼ねて募金活動を実施し、ご
協力いただく募金です。

■その他の募金
イベント会場でご協力いただく募金です。

赤い羽根共同募金

募金の方法は？

募金の使い道は？

運動期間 ： 10月1日～12月31日

障
しょうがい

碍（児）者のために 児童・青少年のために

高齢者のために 地域福祉のために

常陸大宮市で集まった金額や使い途が
一目瞭然！

ひとり親家庭のために

ボランティアのために

・手をつなぐ育成会助成
・身体障害者福祉会助成

・ボランティア協力校助成事業（市内小中学校）

・金婚・ダイヤモンド婚記念事業
・高齢者クラブ連合会助成
・敬老祝金（100歳以上）贈呈事業

・地域活動助成（社協支部、民生委員協議会）
・社協広報誌発行
・災害用備品の購入

　赤い羽根共同募金ホームページ『はねっと』を
ぜひご覧ください。
　https://hanett.akaihane.or.jp/hanett/　
で、茨城県常陸大宮市を検索すると、昨年度の常
陸大宮市の赤い羽根共同募金配分情報などが掲載
されており、どんな事業に使われたか閲覧できま
す。

・母子寡婦福祉会助成
・ひとり親家庭児童入学支度金贈呈事業

・ボランティア連絡協議会助成
・ボランティアサークル助成
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　預託された物品のうち、タオルや雑巾は、各地域の公共施設・福祉施設等に払出しております。また、使用済
み切手・プリペイドカードは、茨城県社会福祉協議会を通して各関係機関に届けられます。預託金を活用した物
品購入等については、払出しがあった場合に内容をお知らせいたします。

現金預託 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円）
匿名 300,000
匿名 4,858
圷　実 2,000
長倉七夕協賛会 10,400

物品預託 （敬称略・受付順）

ご芳名 数量
未使用切手・使用済み切手

大森　和子 35枚
常陸大宮市ネットワーカー協議会 1,450枚
阿部歯科クリニック 107枚
常陸大宮市なぎなた連盟 350枚
安藤　保 92枚
黒部　靖子 400枚
千曲鋼材株式会社 1,069枚
匿名 119枚
青柳　朝雄 35枚
山方地区民生委員児童委員協議会 270枚
新日本婦人の会常陸大宮支部山方班 1,080枚
横山　三樹 2,810枚
野上　真理子 400枚
大宮第６区 700枚

ご芳名 数量
未使用ハガキ・使用済みハガキ

安藤　保 11枚
匿名 3枚
匿名 41枚
蓮田　律子 126枚
大宮第６区 15枚

物品預託 （敬称略・受付順）

ご芳名 数量
使用済みプリペイドカード

阿部歯科クリニック 1枚

ご芳名 数量
その他物品

株式会社　ニラク　常陸大宮店
菓子類2箱
消耗品1箱

菊池　梅代 タオル40枚
株式会社　ニラク　常陸大宮店 菓子類3箱
野上　真理子 洗剤4本
株式会社　ニラク　常陸大宮店 菓子類4箱

現金払出 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円）
社協支部助成金（常陸大宮市社会福祉協議会） 720,000
美和クロッケー好友クラブ 12,750

物品払出 （敬称略・受付順）

ご芳名 預託品
NPO法人　フードバンク茨城 菓子類2箱
障害福祉サービス事業所　太陽 消耗品1箱
NPO法人　フードバンク茨城 菓子類3箱
障害福祉サービス事業所　太陽 洗剤4本
NPO法人　フードバンク茨城 菓子類4箱

善意銀行からのご報告
　令和元年６月１日から８月31日までに善意をお寄せいただいた方々
をご紹介いたします。皆様からの善意は常陸大宮市の様々な福祉活動
に使わせていただいております。
　皆様からの温かいご寄付に心より感謝申し上げます。

ボランティア市民活動センター

ボランティア市民活動センターでは、ボランティア活動についての相談・情報提供をしています。
ボランティアに興味のある方、ボランティアを必要とする方は

下記へお問い合わせください‼
常陸大宮市ボランティア市民活動センター（常陸大宮市社会福祉協議会内）
TEL:0295-53-1125　　FAX：0295-53-1275

✉welfare@hitachiomiya-shakyo.or.jp

問い合わせ

善意銀行
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　常陸大宮市社会福祉協議会の財源は、県・市からの補助金・受託金、共同募金会から
の配分金、そして市民の皆様からの会費によって賄われています。
　皆様からお預かりした会費は、全て社会福祉協議会が実施する地域福祉のための事業
費に充てられています。
　社協の会員として会費を納めていただくことで、社協を通じて間接的に地域福祉活動
に参加していただくことになります。

心配ごと相談（10月～12月の開設日）
　日常生活での悩みや困り事等の様々な問題の相談に応じるために「心配ごと
相談所」を開設し、問題解決のためのお力添えをしています。
　相談料は無料です。また、個人情報、相談内容等は秘密厳守いたします。
　以下のとおり開設いたしますので、ご希望の相談所をご利用ください。

場所
時間

　月

大宮地域
総合保健福祉センター

かがやき

山方地域
山方公民館

美和地域
美和総合福祉センター

緒川地域
緒川老人福祉センター

やすらぎ荘

御前山地域
御前山保健福祉センター

一般相談
９～14時

弁護士相談
13～16時

弁護士相談
13～16時

弁護士相談
13～16時

弁護士相談
13～16時

弁護士相談
13～16時

10月
2 日（水）
9 日（水）
16日（水）
23日（水）

30日（水） 15日（火）

11月
6 日（水）
13日（水）
20日（水）
27日（水）

15日（金） 21日（木）

12月
4 日（水）
11日（水）
18日（水）
25日（水）

16日（月）

◎　相談時間はお１人様約30分です。
◎　相談時間が限られておりますので、要点（いつ、
　　どこで、誰が、どうしたか等）の整理と、必要な
　　書類等の持参をお願いします。

◎　一般相談では電話相談も受け付けております。
◎　弁護士相談は、どの会場でも相談できます。
◎　弁護士相談は事前予約制です。※先着順（最大６名）

●予約・問い合わせ
社会福祉協議会本所
ＴＥＬ　53-1125

　野中在住の鈴木城雄さんから約８年かけて集めたドラム缶１本分の
プルタブを、障害福祉サービス事業所「太陽」に寄贈していただきま
した。寄贈していただいたプルタブは、回収業者に買い取ってもらい、
換金したお金は、「太陽」の事業活動のために有効に活用させていた
だきます。
　ありがとうございました。

ドラム缶１本分のプルタブ寄贈

令和元年度社協会費実績報告
ご協力ありがとうございました

地域名 会員数（世帯） 会費計（円）
大　宮 6,122（7,149） 3,061,000
山　方 1,991（2,181） 1,000,100
美　和 1,107（1,218） 557,500
緒　川 1,025（1,298） 514,500
御前山 1,117（1,223） 560,000

会員数計 13,069世帯

会費総額 5,693,100円
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★６/13（水）緒川運動公園で開催しました。

市高齢者クラブ連合会スポーツ大会結果

高砂会の皆さん

左から関さん、木村さん、
　　　相田さん

諸沢三区長寿会の皆さん

塩田わくわく会の皆さん

ゲートボール代表
東野睦会のみなさん

　クロッケー・ペタンク・輪投げの優勝チーム、グラウンドゴルフの上位６名
及びゲートボール代表の東野睦会（大宮）が10月23日（水）に那珂総合公園（那
珂市）にて開催される第24回茨城県健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ大
会に出場します。

クロッケーの部

輪投げの部

ペタンクの部

グラウンドゴルフの部

優　勝
　　諸沢三区長寿会（山方）
準優勝
　　野田高齢者クラブ（御前山）
第３位
　　天寿会（美和）

優　勝
　　塩田わくわく会（大宮）
準優勝
　　下小瀬ことぶき会（緒川）
第３位
　　大岩高岩会（緒川）

優　勝
　　高砂会（美和）
準優勝
　　那賀白百合会（緒川）
第３位
　　山方長寿会（山方）

優　勝
　　木村　忠徳（山方）
準優勝
　　関　英之介（山方）
第３位
　　相田　初江（美和）

市身体障害者福祉会　～歩く会～

福祉機材を貸出します！

　６月14日（金）栃木県あしかがフラワー
パークにて歩く会を実施しました。梅雨の最
中にもかかわらず、天気に恵まれ、あじさい
や花菖蒲といった季節の花を楽しみました。
　午後は岩下の新生姜ミュージアムを見学し、
ミュージアムおすすめの岩下の新生姜ソフト
クリームを堪能しました。「ほんのり生姜の
味がして美味しい」と好評でした。

ボランティア活動や地域の行事などで
ご利用いただけるよう福祉用品やイベ
ント機材の貸出しをしています。予約
申込みは、使用日の３ケ月前から受付
します。

貸出物品名 保有台数 貸出期間 料金
視聴覚障害体験セット（アイマスク・白杖） 30

１週間以内

無料

車いす　※体験用   5
高齢者疑似体験セット 16
点字体験セット 10
輪投げセット お問い合わせ

ください 使用日の前後ペタンクセット
グラウンドゴルフセット
炊き出し釜（大鍋）直火用   1
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　茨城県ひきこもり相談支援センターでは、ご家族のひきこもり問題で悩んでおられる方を
対象に出張相談を行います。
　「外出することに不安を感じている」「動き出したいけど動けない」「何をどうすればいい
かわからない」等の困りごとなど、まずは相談から始めてみませんか？
　相談は無料ですので、お一人で悩まずお気軽にご連絡ください。

▼日時・場所：常陸大宮市　令和元年10月10日（木）　13:00～16:00
　　　　　　　　　　　　常陸大宮市総合保健福祉センター「かがやき」（２階）心配事相談室
　　　　　　常陸太田市　令和元年11月５日（火）　13:00～16:00
　　　　　　　　　　　　常陸太田市総合福祉会館　会議室（２階）

▼費　　用：無　料（相談１件50分となります）

▼相 談 員：茨城県ひきこもり相談支援センター

▼対　　象：茨城県内在住のひきこもり問題でお困りのご本人やご家族

▼申　　込：２日前までの予約制

▼問合せ先：茨城県ひきこもり相談支援センター
　　　　　　TEL：0296-48-6631　 Email：info@ibahiki.org
　　　　　　火曜～土曜　9:00～18:00　（休日･月･祝日）
　　　　　　HP：https://www.ibahiki.org
　　　　　　筑西市西方1790-29

会　　長　三　次　真一郎（行政機関）

副 会 長　佐　藤　隆　男（地域住民）

常務理事　綿　引　義　久（行政機関）

理　事　川野邊　耕　機（福祉関係団体）
　　　　石　﨑　育　子（福祉関係団体）
　　　　茂　垣　きよ江（福祉事業者）
　　　　佐　藤　　　誠（地域住民）
　　　　宮　下　典　子（学識経験者）

監　事　自　見　友　一（市監査委員）
　　　　後　藤　悟　子（福祉事業者）

評議員　川　澄　多喜男（地域住民）
　　　　小野瀬　眞　夫（地域住民）
　　　　皆　川　善　廣（地域住民）
　　　　廣　瀬　史　明（行政機関）
　　　　大　森　　　猛（福祉関係団体）
　　　　河　野　正　明（福祉関係団体）
　　　　大久保　正比古（福祉関係団体）
　　　　青　山　洋　子（福祉関係団体）
　　　　鈴　木　昌　子（福祉関係団体）
　　　　川　又　幸　夫（福祉事業者）
　　　　野　上　　　保（福祉事業者）
　　　　堀　江　親　一（福祉当事者団体）
　　　　関　　　多惠子（福祉当事者団体）
　　　　三　次　芳　子（学識経験者）

編集・発行／社会福祉法人　常陸大宮市社会福祉協議会
〒319-2254　常陸大宮市北町388-2
総合保健福祉センター「かがやき」内
TEL:0295-53-1125　FAX:0295-53-1275
E-mail:welfare@hitachiomiya-shakyo.or.jp
http://www.hitachiomiya-shakyo.jp/

山方支所　　0295-57-6826
美和支所　　0295-58-3311
緒川支所　　0295-56-2857
御前山支所　0295-55-2733

ひきこもり相談お知らせ

この社協だより「新星」は、
赤い羽根共同募金配分金の
一部で作られています。

社会福祉協議会役員・評議員名（敬称略）

指定特定相談支援事業所の電話番号が変わりました。
変更後の電話番号は次のとおりです。

電話　５８-５０７０

場所　常陸大宮市社会福祉協議会本所
　　　（基幹相談支援センター内）
　　　常陸大宮市北町388-2
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