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★自主財源の確保　　　　　　　　★各種会議（理事会・評議員会・委員会）の開催
★社協だよりの発行　　　　　　　★ホームページでの情報提供
★社協支部活動の推進　　　　　　★職員研修の計画・実施
★第３次地域福祉活動計画の策定　

★就労継続支援「Ｂ型」事業所の運営（『太陽』と『つくしんぼ』の２施設）
★指定相談支援事業所の運営　　　★指定特定相談支援事業所の運営　

★乗合タクシー管理運営事業
★金婚・ダイヤモンド婚記念事業　★福祉芸能発表大会事業
★ふれあい給食事業（４地域）　　★社協バス維持管理事業
★ボランティア連絡協議会研修事業
★ひとり親家庭親子のつどい事業

補助事業

★日常生活自立支援事業　　★生活福祉資金貸付事業

県社協受託事業

★福祉団体の事業推進・支援及び事務援助
　①ボランティア連絡協議会　　②身体障害者福祉会　　③母子寡婦福祉会
　④高齢者クラブ連合会　　　　⑤手をつなぐ育成会　　⑥遺族連合会
★茨城県共同募金会常陸大宮市共同募金委員会運営事務
　（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動）

福祉団体等事務事業

★心配ごと相談事業　　　　　　　　　　★地域自立支援協議会運営事業
★ファミリーサポートセンター事業　　　★生活支援体制整備事業
★障害者基幹相談支援センター運営事業　★相談支援事業
★障害支援区分認定調査事業　　　　　　★障害者等移動支援事業
★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

市受託事業

★ボランティア市民活動センター運営事業（善意銀行事業を含む）
★ボランティア協力校の指定　　　★行旅困窮者措置費法外援護事業
★小口資金貸付事業　　　　　　　★災害見舞金支給事業
★歳末たすけあい援護金配分事業　★車いすの貸出
★地域支え合いセンター運営事業

自主事業の展開

障害福祉サービス事業

法人運営事業

令和２年度事業計画
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●採用
栗田　耕太朗（総務係主任兼経理係主任）
屋代　　美栄（生活支援係主事）
安藤　　孝志（緒川支所長）
青砥　　好寿（障害福祉サービス事業所職業指導員）
及川　美由紀（生活支援係相談支援専門員）

●退職
佐藤　　敦子（障害福祉サービス事業所参事兼係長）
大久保　昌義（障害福祉サービス事業所主任）
本橋　　　守（緒川支所長）
金子　　弥生（生活支援係介護支援専門員）
森戸　　京子（生活支援係介護支援専門員）
岸　　美恵子（生活支援係相談支援専門員）

●異動

障害福祉サービス事業所係長

佐藤　恵美子（生活支援係

　　　　　　　指定特定相談支援事業所係長）

生活支援係指定特定相談支援事業所係長

佐藤　　敦子（障害福祉サービス事業所参事兼係長）

地域福祉係主任

冨山　　友香（総務係主任兼経理係主任）

生活支援係指定特定相談支援事業所相談支援専門員

檜山　　君江（生活支援係相談支援専門員）

（　）異動前

【社協人事異動】

令和２年度予算

283,058,000円予算総額

収入の部

支出の部

（単位：千円）

会費収入 5,709
共同募金配分金収入 9,958

障害福祉サービス費等事業収入
41,952

事業収入 8,546

寄付金収入 1,885
貸付事業収入 500

その他の収入　12,196 
前期末支払資金残高

6,442

経常経費補助金収入 
160,612

法人運営事業　89,611

心配ごと相談事業　1,729
退職積立事業　5,947

共同募金配分金事業　11,215

日常生活自立支援事業　637
ファミリーサポートセンター設置事業

1,322
小口資金貸付事業　576

善意銀行事業　2,910災害見舞金事業　300
生活支援体制整備事業　7,172

地域支え合いセンター運営事業　100
障害者総合支援事業　17,385 

就労継続支援事業　39,829 

乗合タクシー管理運営事業　91,148 

指定管理事業　13,177

受託金収入 35,258
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　例年５月１日～５月３１日に納入をお願いしておりました社協会費につきましては、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止に向けた対策により、納入時期を延期することといたしました。

　社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき、誰もが安心して暮らすことのできるまちづくりを目
指し、地域福祉の推進に取り組んでいる民間の社会福祉団体です。本会の活動にご理解をいただき、会員
加入へのご協力をお願いいたします。

現金預託 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円）

茂呂　勉 100,000

矢板　俊道 100,000

奥久慈明るい社会づくりの会　会長　後藤愛子 43,731

ひまわり 14,764

フラワーベルの会 11,988

現金払出 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円）

盲導犬ワクチン代 30,000

盲導犬ワクチン代 30,000

物品払出 （敬称略・受付順）

ご芳名 数量

特別養護老人ホームおがわ タオル175枚

NPO法人　フードバンク茨城 菓子類1箱

NPO法人　フードバンク茨城 菓子類1箱

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

千曲鋼材株式会社 1,450枚

レインボークラブ 500枚

堀江　智恵子 524枚

山方第３区区長　石井　勝男 1,250枚

山方地区民生委員児童委員協議会 300枚

匿名 3枚

御前山精密株式会社 1,150枚

大宮第６区 1,025枚

ご芳名 数量

未使用ハガキ・使用済みハガキ

堀江　智恵子 18枚

山方第３区区長　石井　勝男 105枚

稲毛　洋規 25枚

大宮第６区 9枚

ご芳名 数量

使用済みプリペイドカード

山方第３区区長　石井　勝男 1枚

大宮第６区 3枚

物品預託 （敬称略・受付順）

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1箱

水戸友の会 雑巾50枚

株式会社　ニラク常陸大宮店 菓子類1箱

善意銀行からのご報告
　令和２年３月１日から５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
善意銀行

令和２年度社協会費納入延期のお知らせ

10月１日 ～ 31日令和２年度会費募集期間
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販売から寄付へのながれ　設置費用は無料。設置いただ
く方の負担は月々の電気代と設
置場所の提供だけです。
　売上の一部が「赤い羽根共同
募金」に寄付されます。
　現在設置されている自動販売
機を、赤い羽根自動販売機に切
り換えることもできます。

〈問い合わせ〉
　常陸大宮市共同募金委員会
　　TEL　５３－１１２５

設置者：①飲料メーカーから販売手数料が毎月支払われます。
　　　　②費用をかけずに地域社会への貢献ができます。
　　　　③購入者が、募金付きの自動販売機を選ぶことで売上の向上が見込まれます。
購入者：購入するだけで気軽に募金ができ、地域福祉に貢献できます。

販売手数料

購入

寄付金

物品

設置者 飲料
メーカー

購入者 共同募金会

設置によるメリット

心配ごと相談（７月～９月の開設日）
　市民の皆様の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。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や、相談方法・場所が変更になる場合

がありますので、電話にてご確認ください。

◎　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）

◎　弁護士相談の相談時間はお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。

●予約・問い合わせ
社会福祉協議会　本所
TEL：53-1125

場所
時間

月

大宮地域 山方地域 美和地域 緒川地域 御前山地域
総合保健福祉センターかがやき 山方公民館 美和総合福祉センター 緒川老人福祉センターやすらぎ 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

７月

１日（水）

29日（水） 14日（火）
８日（水）

15日（水）

22日（水）

８月
５日（水）

17日（月）19日（水）

26日（水）

９月

２日（水）

30日（水） 18日（金）
９日（水）

16日（水）

23日（水）

赤い羽根自動販売機の設置協力者を募集しています‼
vol.61 2 0 2 0 .6 . 25
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お
悩
み
の
方

常陸大宮市
社会福祉協議会

茨城県
社会福祉協議会

　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付
を行います。

　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

▪対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等に
より収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計
維持のための貸付を必要とする世帯
※　新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業

状態になくても、対象となります。

▪対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減
少や失業等により困窮し、日常生活の維持が困
難となっている世帯
※　新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業

状態になくても、対象となります。

▪貸付上限額……20万円以内
▪据置期間………１年以内
▪償還期限………２年以内
▪貸付利子………無利子
▪保証人…………不要

▪貸付期間…… 原則３月以内
▪据置期間…… １年以内
▪償還期限…… 10年以内
▪貸付利子…… 無利子
▪保証人……… 不要

▪貸付上限額
　◦（二人以上）……… 月20万円以内
　◦（単身）…………… 月15万円以内

申込み

貸付決定・送金

送付

常陸大宮市社会福祉協議会
▪電話／５３-１１２５　▪受付時間／8：30～17：15（平日）
＊お申込みされる場合は事前にご連絡のうえお越しください。

問い合わせ

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金でお悩みの皆さまへ

貸付手続きの流れ

新型コロナウイルスの影響による
生活福祉資金貸付（特例貸付）のご案内

主に休業された方向け（緊急小口資金）

主に失業された方向け（総合支援資金）
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相　　　談

契約・計画の作成

利　　　用

ご本人や家族の意向を聞
き取る中で、適切な支援
方法について話し合いな
がら決めていきます。

社会福祉協議会へ相談
してください。
※サービス利用にあたって
の申請は市役所です。

指定特定相談支援事業所　▪電話／５８-５０７０問い合わせ

ご存知ですか？相談支援事業

事　業　内　容

利用できる方

　障
しょうがい

碍をお持ちの方やご家族からの相談に応じて、障害福祉サービスをはじめ、
必要な情報の提供や助言を行う事業です。
　ご本人の生活全体を支える『サービス等利用計画』の作成などを通じて、ご本
人の自立生活支援を地域の様々な資源を活用しながら展開していきます。

▪基本相談支援
　日常生活で困っていることの相談や各種障害福祉サービスの利用案内等、様々
な相談をお受けします。
　来所、電話のほか、訪問による相談も行なっております。

▪サービス利用支援
　障害福祉サービスの支給決定前に、サービス等利用計画書（案）を作成します。
　障害福祉サービスの支給決定後は、サービス事業者等との連絡調整を行い、サー
ビス等利用計画書（案ではない正式な計画書）を作成します。

▪継続サービス利用支援
　厚生労働省令で定める期間ごとに、サービス等の利用状況の検証を行い、計画
の見直しを行います。（モニタリング）
　サービス事業者等との連絡調整を行い、障害福祉サービスの変更・更新に係る
申請をお手伝いします。

▪常陸大宮市内にお住まいの身体・知的・精神障害をお持ちの方、及びそのご家族。

vol.61 2 0 2 0 .6 . 25
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　ファミリーサポートセンターは、会員制の有償サービスです。
　お手伝いをしてほしい人(利用会員)と、お手伝いができる人(援助会員)
をつなぎ、はたらく人や地域で生活する人の暮らしをお手伝いする、会員
同士が相互援助活動を行う組織です。

家事援助
●食事の準備や後片付け
●衣類の洗濯、部屋の掃除
●買い物の代行
●散歩や買い物への付き添い
●話し相手
●介護者の外出時の留守番

※身体介助を伴う活動は行いません

移送援助
●病院への通院の送迎
●社会参加のための外出支援
●買い物のための送迎

利用できる時間は・・・
●午前７時～午後９時まで
●休業日
　土曜日・日曜日・祝日・12/29～１/３
※援助会員が確保できればこの限りではありません。

詳細につきましては、社会福祉協議会までお問い合わせ
ください。

【重要】ボランティア活動保険におけ
る新型コロナウイルスの取扱いを改定
しました。
ボランティア活動保険の特定感染症に
指定感染症（新型コロナウイルス）を
追加し、補償の対象といたしました。
（２月１日に遡及して補償します。）

ボランティア活動保険等についてのお問い
合わせは、株式会社 福祉保険サービスまで

TEL：０３‐３５８１‐４６６７　
URL：http://www.fukushihoken.co.jp

育児援助
●市内の保育所などの送り迎え
●小学校や保育所などの開始前
　や終了後の子どもの預かり
●冠婚葬祭や買い物、病院等の
　外出の際の子どもの預かり
●産前産後の妊産婦のお手伝い

ボランティア活動保険
「新型コロナウイルス感染症」

に関するお知らせ

このような
お手伝いを
します！

ファミリーサポートセンターでは
利用会員・援助会員を募集しています!!

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

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。
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