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【ふれあい給食事業】
　御前山地域でボランティアさんがお
弁当を配達している様子です。いつも
はボランティアさんが真心こめた手作
り弁当をお届けしていますが、今回は
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、地元業者のお弁当をお届けしました。

アカウント名　常陸大宮市社会福祉協議会
ＵＲＬ　https://www.facebook.com/hitachiomiyashakyo/ＵＲＬ　http://www.hitachiomiya-shakyo.jp/

常陸大宮市社協の新しい情報は、
ホームページをご覧ください。
常陸大宮市社協 検 索
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常陸大宮市社会福祉協議会だより

アカウント名　常陸大宮市社会福祉協議会　
ＵＲＬ　　https://twitter.com/hitachiomiyasha



　このたび、令和２年６月26日に開催されました理事会において、

常陸大宮市社会福祉協議会会長に選任されました。

　就任に際しましては、その職責の重大さを痛感し、身の引き締まる

思いであります。

　現在、新型コロナウイルス感染症拡大により、これまで経験したこ

とのない大変な困難に直面しています。また、今日私たちを取り巻く

環境に目を向けますと少子高齢化の進行に伴う一人暮らし高齢者の増

加、社会的な孤立の問題や貧困等を背景とする深刻な生活課題が顕在

化しております。こうしたことへの対応にあたっては、公的な制度に

基づくサービス・支援だけでなく、普段から地域の人たちと顔見知りの関係になり互いに支え合う地域

づくりが大切であります。

　本会といたしましても、支援の必要な方が住み慣れた場所で自分らしく暮らし続けることができるよ

うに、豊かな人間関係のもと住民と専門職が協働して支援体制づくりや生活困窮者への支援の仕組みづ

くりに向けて市民の皆様方をはじめ市行政並びに関係団体と連携して、更なる努力をしてまいります。

　市民の皆様のご理解とご協力、ご支援を賜りますよう切にお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。

会　　長　鈴　木　定　幸　（行政機関）

副 会 長　梶　山　登　司　（地域住民）

常務理事　綿　引　義　久　（前行政機関）

理　　事　大　森　　　猛　（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　（財務管理識見者）

　　　　　後　藤　悟　子　（福祉事業者）

評 議 員　山野井　洸　俊　（地域住民）

　　　　　岸　　　哲　生　（地域住民）

　　　　　石　澤　好　文　（地域住民）

　　　　　丹　　　茂　樹　（行政機関）

　　　　　阿久津　光　男　（福祉関係団体）

　　　　　岡　山　　　壽　（福祉関係団体）

　　　　　長　山　喜代志　（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）

任期：役員・評議員とも令和２年度決算に関する定時評議員会の終結の時まで

会長就任の挨拶と役員・評議員の紹介

会長　鈴木 定幸

会長からのご挨拶

社会福祉協議会役員・評議員（敬称略）
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社会福祉大会の開催
　合併15周年を記念して社会福祉大会を開催し、
本市の社会福祉の向上に尽力され多大な功績を残
された個人・団体を表彰しその功績を称えました。

予約制乗合タクシー運営事業
　予約制の複数の利用者との乗り合わせ方式によ
る送迎サービスを実施しました。

登録者数	 2,422世帯	 4,271名
新規登録者数	 801名
延べ利用者数	 15,998名

心配ごと相談事業
　市民の生活上の心配ごとや困りごとに、相談員
が面談や電話で問題解決の支援を行うとともに、
法律問題を伴う相談に応じるため弁護士による法
律相談を行いました。

◦一般相談　　38名
◦弁護士相談　92名

災害見舞金の支給
　自然災害及び火災により被害を受けた世帯に対
し、災害見舞金を支給しました。

◦住宅火災による全焼家屋　
　４世帯　　支給額	 160,000円

◦台風19号による床上浸水家屋
　395世帯　支給額	 7,900,000円

　住民主体による様々な福祉事業の推進に努めました。
　その一部をご紹介します

災害ボランティアセンター運営事業
　台風19号による被災者支援のため、令和元年10
月14日から11月30日まで災害ボランティアセン
ターを開設し、ボランティアの受入れや派遣を行
いました。

ボランティア受入数　延べ2,125名
活動数　延べ345件

金婚・ダイヤモンド婚記念事業
　結婚満50年（金婚）、満60年及び満70年（ダイ
ヤモンド婚）を迎える夫婦に対し、記念品を贈呈
して長寿と健康で幸せな家庭生活を祝福しました。

◦金婚　46組
◦ダイヤモンド婚　28組

ファミリーサポートセンター事業
　家事や育児の支援を受けたい人と支援を行える
人が会員登録をし、会員同士の相互の援助を行い
ました。

◦家事援助　181.5時間
◦移送援助　　285時間

障害者基幹相談支援センター運営事業
　障碍のある方やその家族の方の総合相談窓口で、
情報の提供や福祉サービスの利用支援等を行いま
した。

相談支援の利用人数　167名
相談件数　361件

だれもが安心して暮らすことのできるまちづくり

【令和元年度　事業報告】
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　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。

※例年５月１日～５月31日に納入をお願いしておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止に向け
た対策により、納入時期を延期いたしました。

就労継続支援「B型」事業所の運営
　通常の事業所に雇用されることが困難な障碍者
に、就労の機会を提供するとともに、一般就労に
必要な知識及び能力の向上に必要な訓練や支援を
行いました。

◦太陽　開設日数　227日
　　　　利用者数　23名

◦つくしんぼ　開設日数　235日
　　　　　　　利用者数　11名

ふれあい給食事業
　ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯を対象
に、健康保持と孤独感の解消、安否確認を兼ねて
調理ボランティアによる手作りお弁当を届けまし
た。

利用者数　340名
延べ配食数　3,230食

※山方・美和・緒川・御前山のみ実施

令和元年度　決算報告
収入 （単位：円）

勘　定　科　目 決　算　額
会費収入 5,704,100
共同募金配分金収入 9,884,150
経常経費補助金収入 125,899,465
受託金収入 38,938,794
就労支援事業収入 3,786,809
障害福祉サービス費等事業収入 40,321,680
介護保険事業収入 900,000
事業収入 7,168,970
寄付金収入 1,608,544
災害支援金収入 5,920,252
貸付事業収入 305,000
その他の収入 2,822,459
前期末支払資金残高 61,523,514

収　入　合　計 304,783,737

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 62,453,718
共同募金配分金事業 11,101,197
心配ごと相談事業 1,179,451
日常生活自立支援事業 643,690
ファミリーサポートセンター設置事業 855,287
小口資金貸付事業 149,100
善意銀行事業 10,995,013
災害見舞金事業 8,060,000
生活支援体制整備事業 7,000,148
要介護認定調査事業 7,320,287
災害ボランティアセンター事業 4,858,717
障害者総合支援事業 14,671,257
就労継続支援事業 39,162,561

公益事業
デマンド交通管理運営事業 66,565,086
指定管理事業 12,057,225

支　出　合　計 247,072,737
当期末支払資金残高 57,711,000

社会福祉法人
常陸大宮市社会福祉協議会

10月１日 ～ 31日令和２年度会費募集期間

会 員 加 入 のお願い
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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。

赤い羽根共同募金は、
地域の身近な福祉活動を
資金面から支援する募金です。
「じぶんの町をよくするしくみ」という
キャッチフレーズのとおり、常陸大宮市で
集められた募金の約80％は、市内の身近
な福祉活動に役立てられています。

　募金運動は毎年10月～12月に実施されます。
　集められた募金は、翌年度の福祉活動の財源として活用されます。

☆戸別募金
☆学校募金
☆法人募金・職域募金
☆その他の募金10月～12月

募金活動の展開

☆金婚・ダイヤモンド婚記念事業
☆敬老祝金（100歳以上）贈呈事業
☆ひとり親家庭児童入学支度金贈呈事業
☆ボランティアサークル助成
☆ボランティア協力校助成事業（市内小中学校）
☆地域活動助成
　　　　（社協支部・民生委員児童委員協議会）
☆災害用備品の購入
☆手をつなぐ育成会助成
☆身体障害者福祉会助成
☆高齢者クラブ連合会助成
☆母子寡婦福祉会助成

茨城県
共同募金会

集められた
募金の送金

県内各市町村の
共同募金をとりまとめ

募金の配分

常陸大宮市
社会福祉協議会

翌年度4月に
募金の配分を受けます

地域の団体へ
活動助成

赤い羽根共同募金
運動期間 ： 10月1日～12月31日

赤い羽根共同募金って
どんな募金？？

赤い羽根共同
募金って、
どんな募金？

身近な福祉活動
に役立てられている

募金だよ

さまざまな方法で募金は集められています

一人ひとりの　　
皆様のご協力の
おかげで募金運動
が成り立って
　　いるんだね

さまざまな活動に募金が役立てられています
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　上記貸付の受付・相談について、窓口の混雑緩和や新型コロナウイルス感染防止の観点から、

10月１日（木）より予約制とさせていただきます。お手数をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願
いします。

予約受付時間：平日　午前８時３０分～午後５時
相談対応時間：平日　午前９時～午後４時
予約受付番号：０２９５‐５３‐１１２５

生活福祉資金貸付制度及び小口資金貸付の受付・相談が、10月１日から予約制になります。

現金預託 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円）
圷　実 10,000

物品預託 （敬称略・受付順）

ご芳名 数量
未使用・使用済み切手

川上　光雄 165枚
千曲鋼材株式会社 1,021枚
匿名 6枚
茂垣　澄子 104枚
退職公務員連盟	御前山分会	分会長	石川	晧一 100枚
髙村　昭 194枚
茨城北西看護専門学校 1,000枚
山方地区民生委員児童委員協議会 170枚
ＮＰＯ法人おさだの杜 2,850枚
匿名 3枚
常陸大宮市ネットワーカー協議会 225枚
匿名 18枚
山方地区民生委員児童委員協議会 150枚
大宮第６区 450枚

ご芳名 数量
未使用・使用済みハガキ

匿名 5枚
大宮第６区 26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

茂垣　澄子 2枚

ご芳名 数量
その他物品

退職公務員連盟	御前山分会	分会長	石川	晧一 タオル31枚
國安　せつ子 タオル55枚

石鹸24個
圷　実 梅干し7.5㎏
世喜小昭和31年度卒業同窓の友　喜寿の祝 手作りマスク77枚

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円

物品払出 （敬称略・受付順）

ご芳名 預託品
らいおんハート 手作りマスク77枚

善意銀行からのご報告
　令和２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
善意銀行

乗合タクシー増便のお知らせ

９月28日（月）から12時便の運行が
始まりますので、ご利用ください。

　新運行時刻表　
	 8：00	 12：00
	 9：00	 13：00
	 10：00	 14：00
	 11：00	 15：00

6

2 0 2 0 .9. 2 5vol.62



心配ごと相談（10月～12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。

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
７日（水）

14日（水）
21日（水）
28日（水）

１日（木）

藤田 奈津子弁護士

13日（火）

藤田 奈津子弁護士

11月
４日（水）

11日（水）
18日（水）
25日（水）

30日（月）

岡田 利恵弁護士

６日（金）

藤田 奈津子弁護士

12月
２日（水）
９日（水）

16日（水）
23日（水）

14日（月）

後藤 直樹弁護士

◎　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）
◎　弁護士相談に相談時間はお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

　７月22日（水）中央ろうきん友の会常陸太田支部	会長	根本	孝行	様から台風19号の災害支援金として
25,000円ご寄付いただきました。支援金のご寄付は２度目となり、地域支え合いセンターの運営、被災
者支援に有効に活用させていただきます。	

災害支援金

　７月28日（火）末日聖徒イエス・キリスト協会様から、軽トラック１台
が寄贈され、常陸大宮市役所において車両贈呈式を行いました。
　この車両は、昨年の台風19号による被災者支援のため寄贈されたもので、
災害時のほか地域福祉活動車両として、大切に活用させていただきます。

軽トラックを寄贈いただきました

　８月４日（火）株式会社末広電装様と株式会社常陽銀行様から、寄贈サー
ビス付き私募債「社会貢献応援債」の発行手数料の一部を活用し、サーモ
グラフィーカメラ（非接触型体温測定器）を寄贈いただきました。社会福
祉協議会本所において贈呈式が行われ、末広電装	福田雷三代表取締役社
長、常陽銀行大宮支店	北畠則之支店長から目録をいただきました。新型
コロナウイルス感染症予防対策として有効に活用させていただきます。

サーモグラフィーカメラの寄贈

～ご報告～
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１．目　的	 子どもが好き！　子どもと関わる活動がしたい！
	 子どもと関わりながら地域の役に立ちたい！
	 仲間と一緒に、子どもと関わるボランティアを養成する講座です。
２．主　催	 常陸大宮市ボランティア市民活動センター
	 （社会福祉法人　常陸大宮市社会福祉協議会）
３．日　時	 ①令和２年11月16日（月）	10：00～ 12：00
	 ②令和２年11月30日（月）		９：00～ 12：00
４．会　場	 常陸大宮市総合保健福祉センター　かがやき	２階	集会室
５．受講料	 無料
６．講　師	 ①ＮＰＯ法人　虹のポケット　理事長　後藤悟子氏・保育士・看護師	
	 ②常陸大宮市消防本部
７．対象者	 市内に在住または在勤の方で、２日間とも受講できる方
８．定　員	 20名程度（先着順、定員になり次第締切）
９．申込期間	 令和２年10月１日（木）～令和２年10月23日（金）
　　　社会福祉協議会本所へ電話でお申し込みください。

※　新型コロナウィルス感染症拡大防止に配慮した会場準備をさせていただきます。
　　参加者においてもマスク着用をお願いします。感染拡大リスク防止のため、延期
　　または中止になる場合もありますのでご了承ください。

★講座の内容★
11月16日（月）	 子どもとの関わり方や遊びについて　　　　　　　		　
	 急病やけがの対処方法について
11月30日（月）	 小児救命救急について

※２日間受講された方には修了証を発行いたします。また、小児救命救急を受講された方に
は、消防本部から修了証が発行されます。希望者には、体験ボランティアも予定しており
ますので、お気軽にご参加ください。

参加者募集

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。

子どもと関わる
活動をしたい人のための…

託児所・学童ボランティア養成講座

常陸大宮市北町388‐2
常陸大宮市社会福祉協議会
TEL 53‐1125

申込み・問い合わせ
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