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令和３年度事業報告
新型コロナウイルス感染症の影響により中止せざるを得ない事業もありましたが、

感染対策に努めながら、地域福祉事業の推進に努めました。その一部をご紹介します。

　予約制で複数の利用
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。

　ひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみ
の世帯を対象に、調理ボランティアが手作
りした弁当のほか、地元業者による仕出し
弁当を健康保持と安否確認を兼ねて届けま
した。

　ボランティア活動に関する情報収集や発
信、ボランティア養成講座の開催、善意銀
行の運営等を行いました。

講座の開催
・開催日　　令和3年7月21日
・場　所　　総合保健福祉センターかがやき
・内　容　　託児・学童ボランティア
　　　　　　ステップアップ講座
・参加者数　11名

夏休み体験ボランティア
・開催日　　令和3年8月6日
・場　所　　東日本盲導犬協会
　　　　　　（栃木県宇都宮市）
・内　容　　視覚障害者への接し方や盲導

犬の役割についての親子学習
・参加者数　親子7組　15名

利用者数　　308名
延べ配食数　1,614食

※山方・美和・緒川・御前山地域で実施

・利用登録者数　2,747世帯　4,871名
・新規登録者数　335名
・延べ利用者数　21,313名

予約制乗合タクシー運営事業

ふれあい給食事業

ボランティア市民活動センター事業

金婚・ダイヤモンド婚記念事業

ひとり親家庭親子のつどい事業

ファミリーサポートセンター事業

TAXI 　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　65組
・ダイヤモンド婚　23組

　ひとり親家庭の親子を対象に、親子間の
ふれあいや同じ境遇の方との親睦を深めて
もらい、心身共にリフレッシュしてもらう
ことを目的に、親子で楽しめるレクリエー
ションを開催しました。

・開催日　　令和3年11月13日
・場　所　　那須ハイランドパーク
・参加者数　親子17組　42名

　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。

延べ活動時間
・家事援助　320.5時間
・移送援助　300.0時間

援助会員講習会
　援助会員に対し、必要な知識の習得を目
的に開催。

（育児援助会員講習会）
・開催日　　令和3年10月25日～ 27日
・場　所　　総合保健福祉センターかがやき
・内　容　　子どもに起こりやすい事故の

予防や子どもの病気への対処
法など

・参加者数　14名
（家事・移送援助会員講習会）
・開催日　　令和3年11月5日
・場　所　　総合保健福祉センターかがやき
・内　容　　交通安全講話
・参加者数　11名
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心配ごと相談事業 生活困窮者自立相談支援事業

被保護者就労支援事業

　生活困窮者の相談を受け、自立した生活
が送れるよう必要な支援を行いました。

・相談件数　500件

　生活保護受給者や生活困窮者に対して、
困窮状態からの脱却を支援するため本人の
状態に応じた就労支援を実施しました。

・受付件数　41件

　市民の生活上の心配ごとや困りごとの一
般的な相談には、相談員が面談や電話で問
題解決の助言を行うとともに、法律問題を
伴う専門的な相談には弁護士による法律相
談を行いました。

・一般相談　　41名
・弁護士相談　92名

令和３年度  決算報告

令和４年度社協会費実績報告
　本会の社会福祉活動に対し、多くの市民の皆様から深いご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し
上げます。皆様からお寄せいただきました会費は、常陸大宮市の地域福祉事業運営のために、大切に
活用させていただきます。今後とも、地域と密着した福祉活動を展開していくために、市民の皆様、法
人事業所の皆様のなお一層のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

○社協支部（各区）運営事業
○金婚・ダイヤモンド婚記念事業
○ふれあい給食事業　○福祉芸能発表大会事業
○ひとり親家庭親子のつどい事業
○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
○ホームページ運営費・広報誌発行費等

会費は、以下の事業に充当されています。

収入 （単位：円） 支出 （単位：円）
勘　定　科　目 決　算　額 事業区分 サービス区分 決　算　額

会費収入 5,508,300

社会福祉
事業区分

法人運営事業 88,921,639
共同募金配分金収入 10,073,269 共同募金配分金事業 11,383,924
経常経費補助金収入 146,086,841 心配ごと相談事業 1,140,851
受託金収入 14,593,935 日常生活自立支援事業 655,348
就労支援事業収入 3,592,292 ファミリーサポートセンター設置事業 975,198
障害福祉サービス費等事業収入 39,444,420 小口資金貸付事業 154,200
事業収入 6,255,527 善意銀行事業 1,865,988
寄付金収入 963,348 災害見舞金事業 100,000
貸付事業収入 140,000 生活支援体制整備事業 5,079,641
その他の収入 19,230,104 生活困窮者自立相談支援事業 1,961,635
前期末支払資金残高 62,476,297 被保護者就労支援事業 3,806,000

収　入　合　計 308,364,333 障害者総合支援事業 6,353,789
就労継続支援事業 38,250,407

公益事業 デマンド交通管理運営事業 89,382,264
指定管理事業 161,975

支　出　合　計 250,192,859
当期末支払資金残高 58,171,474

地域名 会員数（世帯） 会費計（円）
大　宮 5,787 2,906,100
山　方 1,906 938,400
美　和 1,047 525,000
緒　川 997 500,500
御前山 1,044 522,000
合　計 10,781 5,392,000
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赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします

令和4年度

さまざまな活動に
募金が役立てられてます

　今年も10月1日から全国一斉に、「赤い羽根共同募金運動」が始まります。
　ご協力いただいた募金は、常陸大宮市内の福祉活動に活用されます。次のとおり、さまざまな方法で募
金運動を行いますので、地域の福祉発展のため、皆様のご協力をよろしくお願いします。

●戸別募金　　●学校募金　　●法人募金・職域募金
●街頭募金　　●その他の募金募金方法について

大規模な災害が起こった際の災害ボランティアセンター
の活動支援等、被災地支援にも大きく役立っています。

　昨年度は「赤い羽根」のかわりに「寄付済証」を配布しておりましたが、令和4年度からは 
中央共同募金会が作成する『ありがとうステッカー』を配布させていただきます。皆様には大変
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
※戸別募金以外の募金では「赤い羽根」を配布します。

募金の約20％は県内の福祉施設や団体等に配分され
るほか、大規模な災害が起こった際の備えとして、募
金額の一部を「災害等準備金」として積み立て、被
災者支援活動にも活用されます。

募金の
約80％は市内に配分

☆手をつなぐ育成会助成
☆身体障害者福祉会助成
☆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
☆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

運動期間：10月1日～12月31日

地域でご協力いただいた募金は茨城県共同募金会を通して配分されます。

常陸大宮市で
集められた募金

20％

80％
常陸大宮市で

茨城県内で

赤い羽根が『ありがとうステッカー』に変わります
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　令和4年6月1日から令和4年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。

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

現金預託	 （敬称略・受付順）
ご芳名 金額（円）

大曽根　實（6/2・7/1・8/3） 3,000
大宮自動車教習所 53,522
圷　実 10,000
柴田　美智子 6,286
渡辺　直樹 5,000

物品預託	 （敬称略・受付順）
未使用・使用済み切手
ご芳名 数量（枚）

大曽根　實（6/2・7/1・8/3） 32
新日本婦人の会 常陸大宮支部 山方班 1,042
千曲鋼材株式会社 茨城事業所 1,110
匿名 600
助川　寛一 1,600
匿名 700
匿名 2,500
大宮第６区 538
茨城通運株式会社 1,050
匿名 1,200
中部急送㈱茨城営業所 2,700
匿名 600

未使用・使用済みハガキ
ご芳名 数量（枚）

匿名 8
大宮第６区 7
匿名 7
大曽根　實 3

物品預託	 （敬称略・受付順）
使用済みプリペイドカード

ご芳名 数量（枚）
助川　寛一 41
匿名 1
匿名 11

その他物品
ご芳名 数量

匿名 紙おむつ1袋
防水シーツ1袋

㈱ダイナム　常陸大宮店 食品・飲料38点
圷　実 梅干し7.5kg
富士フイルムオプティクス労働組合 アルコールスプレー 396本

おおみや元気食堂

米(5kg)17袋
ラーメン(5食入)18袋

消毒ジェル18個
ドリンク&フードホルダー 8個

不織布マスク15枚

物品払出	 （敬称略・受付順）
ご芳名 預託品

山方小学校 雑巾30枚
山方南小学校 雑巾30枚

常陸大宮市母子寡婦福祉会

食品・飲料38点
米(5kg)17袋

ラーメン(5食入)18袋
消毒ジェル18個

ドリンク&フードホルダー 8個
不織布マスク15枚

社会福祉法人 博友会 
御前山フロイデガルテン

紙おむつ1袋
防水シーツ1袋

市内小中学校・保育施設 アルコールスプレー 396本

　食品スーパーのカスミは、品質上問題なく安心して食べられるにもかかわらず、さま
ざまな理由で廃棄される食品等を寄付する社会貢献活動をしています。
　本会は、7月20日に締結した協定に基づいて、月に2回寄付をいただき、生活困窮者
自立相談支援事業等で有効に活用させていただいています。

　７月25日（月）富士フイルムオプティクス労働組合様より『HydroAg+
アルコールスプレー 200mg』（396本）を寄贈いただきました。いた
だいたアルコール除菌スプレーは感染予防に活用してもらうため、市
内の小中学校・各保育施設へ配付しました。新型コロナウイルス感染
者数が拡大している時期の配付でしたので、先生方からも「今すぐ校
内消毒作業で使わせてもらいます。とても有難いです」と感謝の声を
いただきました。善意のご寄付ありがとうございました。

（株）カスミと本会が、
 廃棄食品の寄付に関する協定を結びました

寄付のご報告
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◎事前予約制です。※先着順（最大6名）
◎どの会場でも相談できます。
◎相談時間はお1人様約30分です。

弁護士相談〈要予約〉

一般相談〈予約不要〉

時間：午後1時～ 4時

時間：午前9時～午後2時
場所：おおみやコミュニティ
　　　センター
◎電話相談も受け付けております。
　☎080-7808-9225（当日のみ）

※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、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。

予約・問い合わせ
本所

☎ 53-1125

開設日 場　　所 弁護士

10月
6日（木）緒川地域センター 藤田 奈津子弁護士

18日（火）御前山地域センター 藤田 奈津子弁護士

11月
18日（金）山方地域センター 後藤 直樹弁護士
25日（金）おおみやコミュニティセンター 岡田 利恵弁護士

12月
8日（木）緒川地域センター 森田 冴子弁護士

15日（木）美和地域センター 藤田 奈津子弁護士

開設日

10月

5日（水）
12日（水）
19日（水）
26日（水）

11月
2日（水）
9日（水）

16日（水）

12月
7日（水）

14日（水）
21日（水）

（10月～12月の開設日）

　8月4日（木）小学4年生から6年生を対象とした夏休
み体験ボランティア講座を実施しました。親子5組が参
加し、栃木県の東日本盲導犬協会で、盲導犬は視覚障
害者にとってどういう存在なのか、盲導犬を連れた視覚
障害者を見かけた時にはどのように接すれば良いかな
ど、盲導犬の役割や視覚障害者への接し方について学
びました。また、実際に盲導犬と歩く訓練を行うなど、
盲導犬とふれあう時間もあり、いくら触れられてもおと
なしくしている賢さや、可愛さにとても癒されました。

知りたい！盲導犬のこと！
夏休み体験ボランティア講座

　参加者からは「勉強になりました」、
「知っておくのは大切だね」との声があ
り、この講座をきっかけに、福祉やボ
ランティアについて興味を持ってもらえ
ると嬉しいです。

知りたい！盲導犬のこと！
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　足腰の衰え等により歩行に不安がある方が、歩行の補助として使うシルバーカー（歩行補助車）を
購入する際の費用の一部を助成しています。購入を検討されている方は、ぜひご活用ください。

助成対象となる商品
助成の対象となる「シルバーカー」とは、イラストのような高齢者用歩行補助車を指し、
次のいずれにも該当するもの
1．四輪で安定感がある手押し車であるもの
2．ブレーキ等、制御機能がついているもの
3．椅子としての機能又は荷物入れを有するもの
※ショッピングカーや荷物の運搬を目的とするものを除く

市内に住所を有する65歳以上の方で、歩行の際に補助を必要とする方
対象者

助成額は購入費用の2分の1で限度額5,000円です。
※助成金の交付は、交付対象者1人につき1回限りとします。

助成内容

最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。
問い合わせ

「シルバーカー購入費助成金交付申請書」に必要事項を記入し、次の写しと併せて提出してください。
◆購入日・金額、販売店の名称及び住所が記載された領収書
◆シルバーカーの形状が確認できるもの（取扱説明書等）
◆振込先口座の通帳
◆保険証等　※使用される方の氏名・住所・生年月日が確認できるもの
※シルバーカーを購入した日から30日以内に申請が必要です。
※申請書は、社会福祉協議会本所・各支所の窓口又は、ホームページからダウンロードすることもできます。
URL：http://www.hitachiomiya-shakyo.jp/page/page000007.html 

申請方法

シルバーカーの購入費助成のご案内シルバーカーの購入費助成のご案内

「赤い羽根自動販売機」が設置されました
　この度、次の施設に募金ができる自動販売機が設置されました。飲み物
を購入すると、その売上の一部が赤い羽根共同募金に寄付されます。設置
にご協力いただきありがとうございました。

　常陸大宮市共同募金委員会では「赤い羽根自動販売機」を設置いただける企業・個人を募集しています。新規設置のほ
か既存の自動販売機をそのまま赤い羽根自動販売機に切り替えることも可能です。市内では公共施設や道の駅、事業所な
どに計11台設置されています。ぜひ、皆様の事業所や店舗へ「赤い羽根自動販売機」の設置をご検討いただき、福祉支援
へのご協力をお願いいたします。詳しくは、常陸大宮市共同募金委員会までお問合せください。　本所☎53-1125

社会福祉法人恩賜財団済生会  常陸大宮済生会病院 1 台
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車いすを貸出します

ファミリーサポートセンターを
利用してみませんか？

　通院・旅行等の理由で、一時的に車いすが必要となった方に、車いすを無償で
お貸しします。ご希望の方は、社会福祉協議会へお申し込みください。

対　象　者 市内在住の方で、車いすを一時的に必要とされる方
（介護保険制度を利用できる方は除く）

貸 出 期 間 原則として１カ月以内 利　用　料 無料

利用手続き 社会福祉協議会に申請用紙がありますので、ご記入いただきます。
その際、印鑑が必要となります。
※申請用紙は、ホームページからダウンロードもできます。
URL：http://www.hitachiomiya-shakyo.jp/page/page000007.html

お　願　い ご返却の際は次に利用される方のために、軽く拭いてください。

問い合わせ 最寄りの社会福祉協議会へお問い合わせください。

株式会社セブン-イレブン・ジャパン様から寄贈いただきました!!
　セブン-イレブン・ジャパン様、茨城県社会福祉協議会、茨城県の
三者で締結する「社会福祉貢献活動に係る寄贈品に関する協定書」に
基づき茨城県社会福祉協議会を通じてセブン-イレブン・ジャパン様
から商品を寄贈いただきました。本会へ寄贈いただくのは今回でニ回
目となり、前回と同様に食料品の支援を含むさまざまな事業や地域福
祉活動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。

食品17箱・雑貨18箱　合計35箱

転職してお子さんのお迎えの
時間に間に合わない

いざという時に
お子さんの預け先がない…

詳しくは、社会福祉協議会本所・各支所へお問い合わせください。

利用できる方
市内にお住まいで、生後
６ヶ月から小学６年生ま
でのお子さんがいる方

援助会員さんがサポート
「育児講習会」を受講した

援助会員さんが、お預かり
や送迎を行います。

利用料
　 ・1 時間  500 円
　 ・30 分　250 円

※現金ではなく、利用券での
　支払いとなります。

上の子の学校行事に
下の子を連れて行けない

こんな時、
援助会員さんが

サポートします
子育て中の
みなさんへ
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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、
赤い羽根共同募金の配分
金で発行しています。


