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輝く結城と
地域福祉の
充実を進めます

2019年
7月15日号

結城市
社会福祉協議会多機能型事業所結城市
社会福祉協議会多機能型事業所結城市
社会福祉協議会多機能型事業所結城市
社会福祉協議会多機能型事業所

「障害がある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるように」という基本理念のもと、

利用者の方々の気持ちに寄り添いながら福祉事業を展開しています。

多機能型事業所（生活介護事業、就労継続支援Ｂ型事業）
15人
「結城市社会福祉協議会多機能型事業所」は生活介護事業、就労継続支援B型事業の通
所型の2事業を行っています。
・生活介護事業
　排せつ及び食事の介護、健康管理、体操・マシーントレーニング、創作的活動、
レクリェーションを中心に行っています。
・就労継続支援B型事業
　主に花づくりの農作業をしています。夏の庭を鮮やかにする「サルビア、マリー
ゴールド」、冬の庭を鮮やかにする「パンジー・ビオラ」の育苗、販売・出荷作業です。
対象地域　結城市　　利用日・時間　月～金曜日　9：00～16：00  ※送迎あり
〒307-0007　結城市大字小田林1166-1　結城市障害者福祉センター内
TEL 0296-33-9700　FAX 0296-33-9701

実 施 内 容
定 員
サービスの特徴

そ の 他
お問い合わせ

見学先での集合写真 地域の方 と々の餅つき交流の様子

この広報紙は、結城市民の皆様からお寄せいただきました社協会費や寄付金の一部を活用して発行しています。
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100歳を迎えられた
渋谷　三郎（しぶや　さぶろう）さん
（写真左）、
江原　ヒデ（えはら　ひで）さん
（写真右）です。
おめでとうございます。

平成31年4月27日（土）、結城市ボラン
ティア連絡協議会主催の第20回茨城ダルク
春季交流会を開催しました。
この交流会は、茨城ダルク今日一日ハウス
の活動を理解していただくこと及び地域の方
々との交流を目的に、毎年開催しています。
今年も、多数のご来賓にお越しいただき、
参加者の皆さんで餅つきを行い、和太鼓演奏
などが披露され、交流を深められました。

～長寿を祝う～～長寿を祝う～ 10 0歳祝品贈呈

～結城市ボランティア連絡協議会活動～～結城市ボランティア連絡協議会活動～

～福祉サマースクール2019参加者募集～～福祉サマースクール2019参加者募集～

第20回茨城ダルク春季餅つき交流会を開催しました

　社会福祉協議会では、今年も夏の恒例行事～福祉サマースクール2019～を開催します。
　ボランティア体験学習を通して、福祉やボランティア活動への理解と関心を深めるとともに、スポーツを通
して交流を行い、思いやる心を育てることを目的として、下記のとおり開催します。

①ボランティア活動編
●サバイバル体験～身近な人を助けるための知識と技術をGet しよう！～
　令和元年8月 17日（土）　9時～12時、市役所駅前分庁舎　多目的ホール
　対象：小中学生・高校生（定員15名）
●スクエアステップ～高齢者交流　年齢の有無に関係なくスポーツを楽しもう！～
　A　令和元年8月23日（金）　13時30分～15時30分　新福寺公民館（稲荷神明神社敷地内）
　B　令和元年8月28日（水）　13時30分～15時30分　新福寺公民館（稲荷神明神社敷地内）
　対象：小中学生・高校生（A定員10名、B定員15名）
対象者及び参加費　市内在住または市内学校に通学している小中学生及び高校生、無料

②障害者交流編
●障害がある方の社会参加を考える～障害があっても、普通にくらせるまち～
　令和元年8月7日（水）9時（受付）～15時、かなくぼ体育館アリーナ
　対象：小学生高学年以上・中学生・高校生（定員20名）
　（午前の部）9時30分～、ノーマライゼーションについてや聴覚や知的障害に関する研修
　（午後の部）13時～、スポーツ交流
　対象者及び参加費　市内在住または市内学校に通学している小中学生及び高校生、無料（昼食が出ます）

申込期限　　①8月  9日（金）まで　　　　　　②7月31日（水）まで　※①・②とも、定員になりしだい締め切りとなります。エアステ
ッ

　　申込・問合せ　　① 結城市社会福祉協議会　TEL 33-0225　FAX 33-1037
　　　　　　　　　　② 障害者福祉センター　　TEL 33-9700　FAX 33-9701
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平成30 年度 収支決算平成30 年度 収支決算

令和元年度 収支予算令和元年度 収支予算

受託金収入
58,735,764
　（35%）

補助金収入 
33,000,000
（20%）

介護報酬等収入
25,141,924
　（15%）

介護報酬等収入
25,141,924
　（15%）

職員人件費
74,469,013
（47%）

役員報酬 1,305,000（1%）

非常勤給与 21,155,918
（13%）

貸付金 1,117,000（1%）

一般募金配分金事業費
4,109,470
（3%）

歳末たすけあい配分金
4,291,000（3%）

助成金
3,497,500（2%）

積立資産支出
4,392,522（3%）

その他の支出 23,893,561（15%）

受託金収入
44,433
　（26%）

受託金収入
44,433
　（26%）

補助金収入
36,000
（21%）

事業費 12,862,816
（8%）

事業費 12,862,816
（8%）

事務費 7,195,774
（4%）

事務費 7,195,774
（4%）

介護保険
18,900
（11%）

介護保険
18,900
（11%）

障害福祉サービス等
30,114（17%）

障害福祉サービス等
30,114（17%）

積立資産取崩収入等
10,206（6%）

共同募金配分金収入
9,593（6%）

会費収入 6,761（4%）

寄付金収入 5,891（3%）

その他の収入
9,871（6%）

役員報酬 600（0%）役員報酬 600（0%）
その他の支出 26,288（15%）その他の支出 26,288（15%）

貸付金 1,500（1%）貸付金 1,500（1%）

助成金 3,004（2%）助成金 3,004（2%）

一般募金配分金事業費
4,418（3%）

一般募金配分金事業費
4,418（3%）

歳末たすけあい
配分金

5,220（3%）

歳末たすけあい
配分金

5,220（3%）

事業費 9,431（5%）事業費 9,431（5%）

事務費
17,438
（10%）

事務費
17,438
（10%）

非常勤給与
20,091
（12%）

非常勤給与
20,091
（12%）

就労支援事業費 2,686
（2%）

就労支援事業費 2,686
（2%）

職員人件費
69,496
（40%）

職員人件費
69,496
（40%）

拠 　 　 点

本 　 　 　 部

障害者福祉センター

拠 　 　 点

本 　 　 　 部

障害者福祉センター

収　　入

143,205,986

24,515,121

支　　出

135,633,832

22,655,742

予　算　額

130,817

40,952

【拠点区分別内訳】

【拠点区分別内訳】

収入の部
171,769千円

支出の部
171,769千円

支出の部
158,289,574円

積立資産支出
11,597（7％）
積立資産支出
11,597（7％）

単位：円

単位：千円

単位：千円 単位：千円

単位：円 単位：円

収入の部
167,721,107円

その他の収入
13,828,715（8%）

積立資産取崩収入
17,111,068（10%）
積立資産取崩収入
17,111,068（10%）

共同募金配分金収入
9,043,419（6%）

会費収入
6,873,250（4%）

寄付金収入
3,986,967（2%）
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令和元年度　結城市社会福祉協議会事業計画
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１．会務の運営 ●理事会・評議員会・監事会の開催

２．各種委員会の
開催

●評議員選任・解任委員会　　●結城市地域公益事業地域協議会
●結城市地域福祉活動計画推進委員会

３．地域福祉活動の
　　推進強化

●支部社協（4支部）　　●生活支援体制整備事業（市委託）
●生活困窮者自立支援事業（市委託）　　●低所得者世帯支援
●ふれあい総合相談（弁護士による専門相談、相談窓口の設置）の運営（市委託）
●福祉後見サポート事業 ※新規
●子ども支援
　・ひとり親世帯児童生徒入学祝品贈呈　・こども食堂（ほぺたん食堂）
　・遊具等修繕及び撤去費用一部助成　　・児童公園ベンチ及び砂の配布
●ボランティア支援
　・ボランティア及びサークル育成　　・ボランティア養成講座
　・災害ボランティアセンター設置訓練　　・ボランティア協力校の指定
　・ボランティア派遣
●障害者社会参加促進事業（市委託）
　・奉仕員（ボランティア）養成事業（手話講座、朗読講座）
　・ゆうゆうカーニバルの共催　　・福祉サマースクール
　・手をつなぐ子らの作品展記念品配布
●敬老の日記念事業（百歳、卒寿、金婚式祝品贈呈）
●高齢者趣味教養講座（市委託）　　●高齢者マイクロバス運行事業
●福祉用具貸出　　●各団体への助成
●各団体の支援（事務局として各種行事の開催）
　・結城市ボランティア連絡協議会　　・結城市老人クラブ連合会
　・結城市身体障害者福祉団体連合会

４．生活支援の
推進強化

●生活支援
　・ファミリーサポートセンター事業（市委託）　　・有償在宅福祉サービス事業
　・地域コミュニティ運営事業（市委託）
　・安否確認事業　　・サロン事業　　・健康農園事業
　・介護予防 日常生活支援総合事業　　・介護保険事業（訪問介護）
　・障害福祉サービス（居宅介護事業、同行援護事業、移動支援事業）

５．障害者福祉
センターの
推進強化

●障害者福祉センター指定管理運営（市委託）
●障害福祉サービス　多機能型事業所運営（生活介護・就労継続支援B型）※新規

６．募金活動等の
強化

●社協会費の募集　　●赤い羽根共同募金運動　　●歳末たすけあい運動
●善意銀行（寄付金品の預託及び配分）活動の強化　※食材を含む
●各種義援金受付

７．広報・啓発の強化
●広報誌の発行
　・社協だより笑顔　・各種広報誌
●ホームページの運営

任期満了に伴い新たな理事及び監事が選任されましたのでご紹介いたします。
任期：令和元年6月26日～令和3年6月定時評議員会終結時まで
【理事】（敬称略・順不同）◎会長　　〇副会長
　〇鈴木直美　　中澤英雄　　大木作次　〇大里克友　◎塩森茂郎　　鈴木　勇　　滝田昌孝　　長澤次雄
　　青山光伯　　張貝秀幸　　稲葉敏次　　河田良一　　本多武司　　中山徹雄　　𠮷川君男
【監事】（敬称略・順不同）
　　星野博夫　　谷田貝靖雄　　山田洋子



　現在、社会福祉協議会では、地域住民を中心として、ボランティアや行政等の多様な主体が連携して「地域におけ

る助け合い・支えあい活動の視点で広げよう」という活動に取組んでいます。

　この取組みが必要とされる理由として、私たちが暮らす現状の社会では、少子高齢化や人口減少に伴い若者の負担

が増加し、さらに生活様式の変化から人間関係の希薄化も進んできています。こうしたなか、高齢者をはじめすべて

の地域住民が暮らしやすい街を目指し共に助け合い共に支え合う仕組みづくりが求められています。

結城市における生活支援体制整備事業
　本市における事業の中心に担っているのは、市内小学校区ごとに設置された8つの「第2層協議体」です。生活支援

コーディネーターが運営を支援し、それぞれの地域課題の抽出と解決策を話し合っています。また「第1層協議体」

では全域的な課題の抽出と解決策、行政施策とのすり合わせ等を実施する計画です。

遠くまで買い物に
行けないな…

重いものを運ぶのに
体が辛い…

出掛ける機会が
少なくなってきた…

自分が暮らす
地域に役立ち
たい！

5年後、10年後の
自分達のためにも！

生活上、困りごとを抱えた高齢の方及び地域の方

協議体
　暮らしやすい地域づくりを
目指して、地域の情報、課題を
自由に話し合い、地域で行え
る互助活動の発掘や創出を
担う場です。

生活支援
コーディネーター
生活支援

コーディネーター
　「協議体」の運営と助け合
い活動を推進する「生活支援
コーディネーター」を設置し
ています。

生活支援体制整備事業による地域づくり

自分の住む地域で助け合い・支え合い活動に協力したい方

自分達の地域、助け合い・支え合いの活動について、
みんなで集まり定期的に協議。

協議を重ねて茶話会等を計画し実践。その他にも
様々なアイディアを企画、実践！

～生活支援体制整備事業の取り組みについて～
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寄付つき赤い羽根自動販売機とは？
―いつでも気軽に寄付ができる新しい仕組み―
ドリンクが購入されるたびに、一定額（または一定
割合）が赤い羽根共同募金に寄付される自販機のこ
と です。お釣りの一部を寄付
で きる自販機もあります。
自販機を設置する人、飲料
メーカー、購入者の誰もが寄
付者となる新しい寄付のかた
ちです。

導入コスト不要！管理もお任せ！ 設置者の負担は変わりません！

取扱商品や条件が選べます！

メリットがあるからこそ、
注目されています！

自販機の新規設置も既存自販機からの切換も無料です。 
設置に際して必要な電気工事等も、すべて販売協力業者
が行います。
自販機の管理や商品補充、故障時の対応はもちろん、空
き容器の回収・釣銭管理などは、すべて販売協力業者が
行います。

設置される方のご負担は、他の自販機と同様、月々の電気代
と設置場所の提供だけ。最近は、エコ仕様の自販機も増え、
電気代は月々2,000 円～3,000 円程度です。
商品の販売価格も通常の自販機と変わりません。

売上の 5～20％程度が販売手数料として販売協力業者から毎
月支払われます。（業者により変動。）
費用をかけずに容易に行える社会貢献活動で、設置者（企業
等）のイメージアップが図れます。
寄付つき自販機を設置することで、購入者への訴求力が向上
し、売上の向上が見込まれます。

赤い羽根自販機には、多くの販売業者が協力していま
す。業者によって自販機の機種や取扱商品はさまざまで
すので、設置先の希望に合う業者・自販機が選べます。
販売手数料、寄付率等の条件も業者によって異なりま
す。
（以下のとおり。）

【お問い合せ先】
社会福祉法人茨城県共同募金会

設　置　者

協力業者 取扱商品 共同募金への寄付 販売手数料
コカ・コーライーストジャパン（株）
（株）伊藤園
ダイドードリンコ（株）
北関東ペプシコーラ販売（株）
（Ｎ）ハートフル福祉募金　※1
ＦＶイーストジャパン（株）
水戸ヤクルト販売（株）
（株）オリエンタル商事

コカ・コーラ製品
伊藤園製品
ダイドー製品
サントリー製品
協賛飲料メーカー製品（多数あり）
コカ・コーラ・キリン・アサヒ・ポッカ製品等
ヤクルト・キリン製品
サントリー・アサヒ製品等

売上の2％～20％程度　※2
売上の2％～20％程度　※2
売上の1％～3％　※2
5円／1本
2円／1本及び売上の3％
売上の5％
売上の1％
売上の1％

売上の5％～20％　※2

※1 ： 募金ボタン付き自動販売機を設置（購入者は、募金ボタンから釣銭が寄付できます。）
※2 ： 共同募金への寄付及び販売手数料は、協力業者と調整のうえ決定していただきます。

販
売
手
数
料

設
置
・
契
約

販売手数料の一部を寄付

※寄付額及び
　販売手数料の割合は、
　業者によって異なります。

茨
城
県
共
同
募
金
会売上の一部を寄付販売協力業者

自販機が設置された地域
（市町村）の福祉活動に
役立てられます

〒310-0851　水戸市千波町1918　茨城県総合福祉会館内

●問合せ　結城市社会福祉協議会　TEL 33-0225
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　令和元年5月8日（水）、第50期老人大学が開講しました。

　節目となる50回目の老人大学は、31名の参加があり、開講式

では学長の結城市長　前場文夫様、老人大学運営委員長の結城

市老人クラブ連合会　大塚成司会長より挨拶がありました。

　開講式後の第1回目の講座は、地域包括支援センター職員によ

る「認知症を正しく理解しよう」をテーマに講義が行われ、受

講生の皆さんは熱心に耳を傾けていました。

　新元号となった今年度の結城市老人クラブ連合会各種スポーツ大会は無事全種目が終了しました。選手の皆さんは、

日頃の練習の成果を発揮し、どの大会でも白熱した試合が行われました。

　ゲートボール・ペタンク・輪投げ大会の優勝チーム及びグラウンドゴルフ大会上位6名の方は、令和元年10月に開

催予定の茨城県健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ大会に結城市代表として出場します。

～結城市老人クラブ連合会活動～～結城市老人クラブ連合会活動～

第50期老人大学開講式

令和元年度　結城市老人クラブ連合会　各種スポーツ大会

第21回グラウンドゴルフ大会

【優　勝】
【準優勝】
【第３位】

高橋　竹志（城南クラブ）
猪瀬　幸雄（御朱印町クラブ）
中島　良和（栄町親和会）

【優　勝】
【準優勝】
【第３位】

野口　忠男（玉岡寿会）
福島　一夫（新宿南老人会）
柳田　ゆき（日の出会）

【優　勝】
【準優勝】
【第３位】
【第３位】

【優　勝】
【準優勝】
【第３位】

【優　勝】
【準優勝】
【第３位】

本町泉ヶ丘友の会
西の宮桐の実会
下り松長寿会A

城南クラブ　I
西の宮桐の実会B
城南クラブC

第21回 グラウンドゴルフ大会 第40回 ゲートボール大会 第20回 ペタンク大会

第17回 パークゴルフ大会 第21回 輪投げ大会

城南クラブD
城南クラブC
立町薬師クラブ
玉岡寿会A
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▲講義の様子



子ども（ほぺたん）食堂からのお知らせ
　毎月第3金曜日に南部中央コミュニティセンターで開催している子ども（ほぺたん）

食堂をご利用いただきありがとうございます。

　子ども（ほぺたん）食堂では、ボランティアの方々による手作りの食事を提供してお

りますが、来場の皆様に安全で楽しく過ごすために、次のことについてご協力お願いし

ます。

①子ども（ほぺたん）食堂に来場される際は、保護者の方や地域の方など、必ず大人の方が子

どもの送迎をお願いします。

②来場中は、安全のため屋外で遊ばず、屋内（施設内）で過ごすよう、保護者の方はお子様と

の約束事をお願いします。

③子ども（ほぺたん）食堂に係るボランティア又は関係者による送迎は行っておりませんの

で、ご理解とご協力のほどお願い致します。

お 知 ら せお 知 ら せ
●弁護士による専門相談（高齢者地域支援体制整備事業）●
　結城市社会福祉協議会では、下記のとおり相談事業を実施しております。法律に関する悩み事など、
ぜひご利用ください。（秘密厳守）　【問合せ】結城市社会福祉協議会　33-0225

相談事業者名 相談員 開催日・場所等

専門相談 弁護士
・毎月第2第4金曜日　  　　・13時30分～15時30分
・相談時間　1人30分　　　・予約制　　　・無料
・市役所駅前分庁舎相談室

行 事 予 定行 事 予 定
茨城県老人クラブ連合会県西ブロック会長会議
結城市ボランティア連絡協議会　夏祭り中日チャリティーフリーマーケット
結城市老人クラブ連合会単位会長研修

市町村老人クラブ連合会会長・事務担当者会議
結城市ボランティア連絡協議会　ふれあい福祉のつどい
茨城県老人クラブ大会
ゆうゆうカーニバル
令和元年度赤い羽根共同募金運動開始
障害者福祉センター交流会

7月16日（火）
7月17日（水）
7月24日（水）

～25日（木）
8月 1日（木）
9月21日（土）
9月25日（水）
9月28日（土）
10月1日（火）
10月6日（日）

※行事については変更になる場合があります。また、上記の他、各種講座等を随時開催しています。

日時：毎月第3金曜日　17時～19時

場所：南部中央コミュニティセンター

料金：大人300円　子ども100円

日時：毎月第3金曜日　17時～19時

場所：南部中央コミュニティセンター

料金：大人300円　子ども100円
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