
○期　　日　令和3年8月6日（金）
　　　　　　※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては中止になる
　　　　　　　場合があります。
○場　　所　東日本盲導犬協会（宇都宮市福岡町）
○行　　程　  8:00 ～　　　　総合保健福祉センター「かがやき」出発
　　　　　　10:00 ～ 11:30　東日本盲導犬協会にて実施体験　
　　　　　　12:00 ～ 14:00　道の駅うつのみやろまんちっく村
　　　　　　　　　　　　　　（自由昼食・買い物）　
　　　　　　14:15 ～ 15:15　大谷資料館（見学）
　　　　　　17:00　　　　 　総合保健福祉センター「かがやき」到着（予定）

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。

https://www.hitachiomiya-shakyo.jp/ 常陸大宮市社協

公式
SNS

アカウント名：常陸大宮市社会福祉協議会

夏休み体験ボランティア講座

盲導犬に会いに行こう！
　常陸大宮市ボランティア市民活動センターでは、親子で盲
導犬とふれあう夏休み体験ボランティア講座を開催します。
この機会に視覚障害者への接し方や盲導犬の役割について学
んでみませんか。また、大谷資料館では巨大な地下空間を体
験してみて下さい。ご参加お待ちしております。

■申込み・問い合わせ先
　常陸大宮市社会福祉協議会　☎0295-53-1125　

○交通手段　社会福祉協議会中型バス
○参加資格　市内在住の小学生4年生から6年生と保護者
○参 加 費　親と子2人で　1,500円　（見学料・保険代含む）
　　　　　　当日徴収いたします。
○申込方法　　下記へ電話にてお申し込み下さい。
○申込期限　　令和3年7月21日（水）
○募集人数　　先着10組（親子20名）
　　　　　　　申込人数が5組に満たない場合は、中止になることがあります。

盲導犬に会いに行こう！
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令和３年度事業計画

・自主財源の確保　　　　　　　　・各種会議（理事会・評議員会・各委員会）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

法人運営事業 本会の経営・運営の充実強化を図ります。

・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 県社協が行う事業を受託します。

・予約制乗合タクシー運営事業
・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 市の補助金を受けて行う事業です。

・心配ごと相談事業　　　　　　　　　　・生活支援体制整備事業
・ファミリーサポートセンター事業　　　・障害者等移動支援事業
・相談支援事業　　　　　　　　　　　　・障害支援区分認定調査事業
・被保護者就労支援事業　　　　　　　　・生活困窮者自立相談支援事業

市受託事業 市が行う事業を受託します。

・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助成事業　　　　　・行旅困窮者援護事業
・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

自主事業の展開 自主企画により行う事業です。

・福祉団体
　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 福祉団体等の事務局として運営を支援します。

・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　

障害福祉サービス事業 障がいのある方を支援する事業です。
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令和３年度予算
　令和3年度の収入支出予算は2億6,803万円で、前年度比5％減となります。令和3年度は新規事業と
して「生活困窮者自立相談支援事業」、「被保護者就労支援事業」を市から受託しますが、令和2年度末
をもって「障害者基幹相談支援センター事業」、「地域自立支援協議会事業」、「指定管理事業（美和総
合福祉センター・緒川老人福祉センター）」の受託を終了したことが主な要因です。

268,030,000円
収入の部

支出の部

科　　　目 予算額（円） 概　　　　　要
会費収入 5,709,000 社協会費

共同募金配分金収入 10,395,000 共同募金・歳末たすけあい募金配分金

経常経費補助金収入 157,993,000 市や県社協からの補助金や助成金

受託金収入 16,843,000 市や県社協からの受託金

就労支援事業収入 4,090,000 作業工賃収入

障害福祉サービス等事業収入 39,681,000 自立支援給付費

事業収入 7,352,000 参加費収入・利用料収入

寄付金収入 1,600,000 善意銀行への寄付

貸付事業収入 412,000 小口資金貸付事業の償還金

その他の収入 12,940,000 車両購入助成・雑収入等

前期末支払資金残高 11,015,000 前年度繰越金

収入合計 268,030,000

事　業　名 予算額（円） 事　業　概　要

法人運営事業 93,508,000 本所・支所の管理運営を行います。

共同募金配分金事業 11,052,000 赤い羽根共同募金や歳末たすけあい援護金を経
済的支援を要する世帯に配分します。

心配ごと相談事業 1,713,000 相談員による困りごと相談・弁護士による法律相
談を実施します。

日常生活自立支援事業 708,000 認知症高齢者・障がいのある方への日常生活の
支援をします。

ファミリーサポートセンター設置事業 1,331,000 有償ボランティアによる家事・育児・移送援助を
行います。

小口資金貸付事業 526,000 低所得者への小口資金の貸付けを行います。

善意銀行事業 2,830,000 善意の金品の預託及び配分を行います。

災害見舞金事業 300,000 震災・風水害等及び火災による被災者へ災害見
舞金を支給します。

生活支援体制整備事業 7,507,000 地域で高齢者を支援するためのネットワークづく
りを行います。

生活困窮者自立相談支援事業 2,046,000 生活困窮者へ包括的な相談・支援を行います。

被保護者就労支援事業 3,808,000 生活困窮者へ就労支援を行います。

障害者総合支援事業 8,569,000 障害者へ相談支援・移動支援等を行います。

就労継続支援事業 43,657,000 障害者福祉サービス事業所「太陽」・「つくしんぼ」
を運営します。

予約制乗合タクシー運営事業 90,475,000 複数の利用者との乗り合わせ方式による送迎サ
ービスを行います。

支出合計 268,030,000

予算総額
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現金預託	 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円）
匿名 618
大曽根　實（3/5・3/29・4/30） 3,000
圷　実 10,000
岡﨑　巧 100,000
石川　博隆 2,595

物品預託	 （敬称略・受付順）

未使用・使用済み切手
ご芳名 数量

圷　実 142枚
大曽根　實（3/5・4/30） 27枚
菅谷　真美 41枚
ガールスカウト36団 637枚
匿名 10枚
千曲鋼材㈱ 700枚
匿名 6枚
廣木　友和 50枚
石崎労務管理事務所社会保険労務士　石﨑　裕 2,100枚
匿名 2枚
匿名 40枚
おがわ地域振興㈱物産センターかざぐるま 2,500枚
㈱弓野組 1,000枚
内田　勤 68枚
坂本　芳夫 88枚

物品預託	 （敬称略・受付順）

使用済みハガキ
ご芳名 数量

㈱弓野組 68枚

使用済みプリペイドカード
ご芳名 数量

廣木　友和 3枚
匿名 363枚

現金払出	 （敬称略・受付順）

ご芳名 金額（円）
緒川高齢者クラブ連合会 32,250
御前山高齢者クラブ連合会 9,750
常陸大宮市山方地域クロッケー部 13,500
盲導犬ワクチン代（2頭） 60,000

物品払出	 （敬称略・受付順）

ご芳名 払出

常陸大宮市保健福祉部こども課 絵本その他
223冊

　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。

茨城町の株式会社商
あきない

様から
お米５キロ入り50袋をご寄贈いただきました

寄付のご報告

　このお米は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入が減った等大
変な思いをされているひとり親家庭や生活に困窮されている方に、「お米を
お腹いっぱい食べて、幸せな気分を一人でも多くの方に感じていただきたい」
と株式会社商の会長の永井様が個人で購入されたものです。ご寄贈いただい
たお米は、ひとり親家庭への支援に活用させていただきます。ありがとうご
ざいました。

　令和3年３月1日から令和3年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。

善意銀行からのご報告
善意銀行

ボランティア市民活動センター
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◎　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。

市内小中学校へ生理用品を配布!!
　社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染拡
大下の住民生活応援助成金を活用して、生理用品（約
540パック）を購入し、市内小中学校17校へ配布す
るため、常陸大宮市役所において、鈴木定幸会長か
ら茅根正憲教育長へ贈呈しました。
　経済的な困窮や親のネグレクトなどが原因で生理
用品を十分に手に入れることができない「生理の貧
困」が社会問題となっています。今回の配布だけで
終わらせることなく、今後も継続的な支援を行ってま
いります。

◎　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。

※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。

　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。

予約・問い合わせ
本所

TEL 53-1125

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
市役所美和支所

緒川地域
緒川総合センター

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

7月

7日（水）
14日（水）
21日（水）
28日（水）

27日（火）
岡田 利恵

弁護士

20日（火）
森田 冴子

弁護士

8月
4日（水）

18日（水）
25日（水）

19日（木）
藤田 奈津子

弁護士

9月

1日（水）
8日（水）

15日（水）
22日（水）

29日（火）
岡田 利恵

弁護士

17日（金）
足立 貴弘

弁護士

（7月～ 9月の開設日）
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　軽度の認知症の高齢者や知的または精神的に障がいのある方で、判断能力が不十分
かつ親族等の援助が得られない方に対して、生活支援員が日常生活を支援する事業です。

★この事業では、以下のようなお手伝いができます。

★どんな人が利用できるの？

日常生活自立支援事業

詳しくは、お問い合わせください。　本所		☎53-1125

❶福祉サービスを利用するためのお手伝い
　・福祉サービスの内容や利用手続きについてわかりやすく説明します。
　・福祉サービスを利用したり、やめたりする手続きをお手伝いします。
　・福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続きについてお手伝いします。
❷計画的にお金を使うためのお手伝い
　・福祉サービスの利用料や公共料金の支払いを代行します。
　・年金や福祉手当の受け取りに必要な手続きをお手伝いします。
　・支払いに必要な預貯金の払い戻しや預け入れの手続きをお手伝いします。
❸大切な書類等のお預かり
　・通帳・はんこ・権利証などをお預かりします。

　自分ひとりで判断をすることに不安な方やお金の管理に困っている方
などがご利用できます。
※認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など判断能力が不十分

な方が対象です。
　
●この事業で支援できないこともあります。
　・施設入所や入院の際の身元引受人になること
　・保険を代理で請求すること
　・買い物を代行すること　　　 ・・・などはできません。

★利用方法★

利用までの流れ

★利用料★

利用希望者の生活状況を伺いながら、訪問調査などを
経て、支援計画を作成し、契約を締結したのち、
生活支援員がサービスを行います。

①福祉サービスを利用するためのお手伝い
②計画的にお金を使うためのお手伝い
　（ともに1時間当たり1,100円 ＋ 生活支援員の交通費実費）

③大切な書類等のお預かり（保管料１ヵ月当たり500円）
　※単独利用はできません。（金銭管理に関わる書類等が対象となります）

日常生活自立支援事業
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常陸大宮市社会福祉協議会では令和3年４月から次の事業を市から受託しました。

　生活困窮者自立相談支援事業(自立相談支援業務・住居確保給付金の
手続き業務)の相談窓口を開設しました。
　この事業は、生活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相談及び包括的な支援を実施します。困難に直面し
た方に対し、地域の中で自立した生活が送れるよう、一人ひとりの状況に
応じた相談・支援を行います。

　この事業は、生活困窮状態から早期に脱却することを支援するため、
本人に合わせた就労支援を実施し、社会的・経済的自立のお手伝いをい
たします。

　「赤い羽根」の生産国である中国で原料となるニワトリの羽の
流通量が減少した影響を受け、赤い羽根の調達が困難となった
ことに加え、県民の方から戸別募金での「赤い羽根」の配布は
不要であるとの声が上がっており、その分のコストを有効活用
してほしいとの意見も多いことから、戸別募金での「赤い羽根」
の配布は終了することとなりました。
※戸別募金以外の街頭募金等では、配布します。

「赤い羽根」に代わり、戸別募金では、
寄付済証を配布いたします。

●働きたいが、病気や障がいのため働けない。
●仕事をしても収入が少ない。
●家族のことで気になることがある。
●社会とのつながりが無く、孤立した生活を送っている。
●生活に困っているが誰にも相談できない。

こんなことでお困りの方、どうぞ遠慮なくご相談ください。

◆生活困窮者自立相談支援事業

赤い羽根の戸別募金での配布が終了します。

◆被保護者就労支援事業

新規事業のご案内
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〒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
https://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

編集・発行／社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会

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。

福祉機材を貸出します！
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を無料で貸出しをしてい
ます。予約申込みは、使用日の３ヶ月前から受付します。

　常陸大宮市ボランティア市民活動センターでは、市内に
おいて災害が発生した場合に迅速かつ効果的に支援活動を
行えるようにボランティアの事前登録を行っています。
　皆様のご協力をお願いします。

災害ボランティア事前登録について

募集範囲　・高校生以上で市内在住の方

活動内容　・被災した居宅の家財の片づけ
　　　　　・泥出し　・床下作業
　　　　　・軽トラック等による災害ゴミの運び出し
　　　　　　※特に必要とされます。
　　　　　・重機操作等特殊ボランティア活動

登録方法　・登録申込書にご記入いただき、持参・郵送・
　　　　　　FAX・E-mailにてお申し込みください。

貸出物品名 保有台数 貸出期間 料金
視覚障害体験セット（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
スポーツ吹矢 2 問い合わせ　本所		☎53-1125　

地域のイベント

福祉体験

人事異動について
■退職 令和3年3月31日付

役　　職 氏　名
事務局長 猿田　茂彦
地域福祉課長（兼）
地域福祉係長 大久保利克

地域福祉課　緒川支所長 安藤　孝志
地域福祉課
生活支援係主事 屋代　美栄

■新規採用 令和3年4月1日付
役　　職 氏　名

事務局長 佐藤　浩之
地域福祉課　山方支所長 細貝　秀樹
地域福祉課　緒川支所長 齋藤　秀男
障害福祉サービス事業所

「太陽」生活支援員 堀江　友実

■配置換え 令和3年4月1日付
課　　名 役　　職 氏　名

総務課 課長（兼）
総務係長（兼）経理係長 吉田ゆかり

地域福祉課

課長（兼）
生活支援係長 片岡　明美

地域福祉係長 外山　文彦

美和支所長 小林　勇人

地域福祉係主任 松本　長久

生活支援係主任 池田　恵子

障害福祉サービス
事業所

「太陽」生活支援員 上妻　優子

「つくしんぼ」生活支援員 飛田恵美子

※登録申込書は、社会福祉協議会本所及び各支所にご用意して
いますが、ホームページからダウンロードもできます。
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