
えがお

発行／社会福祉法人 結城市社会福祉協議会 茨城県結城市結城1194 結城市健康増進センター内発行／社会福祉法人 結城市社会福祉協議会 茨城県結城市結城1194 結城市健康増進センター内
TEL （0296）33-0225　FAX （0296）33-1037　URL http://www.yuki-shakyo.or.jpTEL （0296）33-0225　FAX （0296）33-1037　URL http://www.yuki-shakyo.or.jp

輝く結城と
地域福祉の
充実を進めます
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編み物、肩こり腰痛予防ストレッチ体操、パソコン、スマートフォン講座を開講しました。
今年度は、新たな講座としてスマートフォン講座を開講し、県西ICT推進コンソーシアム様に
協力をいただき、スマートフォン操作・活用方法を中心として学びました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため「密閉」「密集」「密接」の3つの密及び消毒の徹底に
気を付けながら、参加者の皆さんが安心して参加できるような講座運営を目指します。

スマートフォン講座

パソコン講座 肩こり腰痛予防ストレッチ体操講座 編み物講座

令和3年度　高齢者趣味教養講座開講令和3年度　高齢者趣味教養講座開講

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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会長再任のご挨拶
このたび、令和 3 年度第 2 回理事会で

の選任により、引続きの会長就任に際して、

市民の皆様にご挨拶申し上げます。

皆様には日頃より本会事業運営にご理解

とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご承知のとおり社会全体がコロナ

ウイルスの影響を受け、皆様におかれまし

ても、見えない不安の中での生活を送られ

ていることと存じます。

本会では、コロナ対策支援の一環として

コロナウイルスの影響で離職及び減収され

た方を対象とした生活福祉資金特例貸付の

相談業務を現在も行っております。

また、誰もが住み慣れた地域で安心して

暮らせる地域福祉の実現を目指し、結城市

や関係機関、地域住民と連携し、地域課題

の解決に向けた活動を行う生活支援体制整

備事業に取り組むとともに、高齢者や障がい

者の財産と権利を守るための成年後見（法人

後見）事業の準備及び着手に取り掛かり、そ

の他ファミリーサポートセンターなどの各事

業につきましても、充実強化を図ってまいり

ます。

この未曽有の災禍を乗り切り、誰もが住み

よい福祉の街づくりの充実と発展を目標に掲

げ職員一丸となって取り組んで参りますの

で、引続き、本会へのご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。

会長
塩森　茂郎

社会福祉協議会理事・監事・評議員紹介
　この度の一斉改選で、選任されました。
　地域福祉の推進に尽力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

【理事】（任期：令和3年6月28日から2年間）（敬称略）
塩森茂郎（会長）、渡邉惠一（副会長）、黒川充夫（副会長）、齋藤昌德、早瀬悦弘、鈴木　勇、
瀧田昌孝、野村　勇、栗原徹夫、張貝秀幸、稲葉敏次、天野明寛、稲葉　剛、杉山順彦、外池晴美
※理事は、結城市共同募金委員会運営委員兼務となります。

【監事】（任期：令和3年6月28日から2年間）（敬称略）
星野博夫、三木翠耿、市川敏男
※監事は、結城市共同募金委員会監事兼務となります。

【評議員】（任期：令和3年6月28日から4年間）（敬称略）
佐藤光子、長瀬裕一、栗原隆雄、久保野谷政男、間井田　修、大島茂男、小嶋久男、立川博敏、
石嶋智雄、坂本　實、佐渡文江、菅谷久美子、宮田侑司、斉藤　章、佐藤惠子、古木　忠、
堀　君子、伊藤孝子



生活支援体制整備事業の必要性について
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9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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令和2年度　収支決算令和2年度　収支決算

令和3年度　収支予算令和3年度　収支予算

受託金収入
34,543,834
　　 （21.4%）

障害福祉
サービス等
31,178,707
 （19.3%）

補助金収入 
32,977,057
（20.4%）

介護報酬等収入
12,756,273
　（7.9%）

介護報酬等収入
12,756,273
　（7.9%）

職員人件費
57,242,582
（37.1%）

役員報酬
 600,000（0.4%）

非常勤給与
17,839,204
（11.6%）

一般募金配分金事業費
3,823,005（2.5%）

歳末たすけあい配分金
4,705,000（3.1%）

貸付金
735,000（0.5%）

就労支援事業費
3,123,868（2.0%）

積立資産支出
949,604（0.6%）
助成金
1,872,000（1.2%）

その他の支出
44,456,745
（28.8%）

障害福祉
　サービス等
　　40,615
　　（25.0%）

障害福祉
　サービス等
　　40,615
　　（25.0%）

補助金収入
33,580
（20.6%）

事務費
12,492,019（8.1%）
事務費
12,492,019（8.1%）

事業費
6,382,155
（4.1%）

事業費
6,382,155
（4.1%）

受託金収入
27,492
（16.9%）

受託金収入
27,492
（16.9%）

積立資産取崩収入
916

（0.6%）

積立資産取崩収入
916

（0.6%）
その他の収入
22,718
（13.9%）

介護報酬等収入
15,090（9.3%）

共同募金
配分金収入
9,465（5.8%）

会費収入
6,632（4.1%）

事業収入
3,799（2.3%）

寄付金収入
2,380（1.5%）

その他の支出
33,911
（20.8%）

その他の支出
33,911
（20.8%）貸付金 1,500（0.9%）貸付金 1,500（0.9%）

役員報酬 600（0.4%）役員報酬 600（0.4%）

就労支援事業費
  2,957（1.8%）
就労支援事業費
  2,957（1.8%）
積立資産支出
3,230（2.0%）
積立資産支出
3,230（2.0%）
一般募金配分金事業費

4,880（3.0%）
一般募金配分金事業費

4,880（3.0%）
歳末たすけあい配分金事業費

5,280（3.3%）
歳末たすけあい配分金事業費

5,280（3.3%）

事務費
16,789
（10.3%）

事務費
16,789
（10.3%）

非常勤給与
21,498
（13.2%）

非常勤給与
21,498
（13.2%）

助成金 2,933（1.8%）助成金 2,933（1.8%）
職員人件費
58,911
（36.2%）

職員人件費
58,911
（36.2%）

拠 　 　 点

本 　 　 　 部

障害者福祉センター

収　　入

116,105,711

45,603,363

支　　出

108,281,120

45,940,062

【拠点区分別内訳】

収入の部
162,687千円

支出の部
162,687千円

支出の部
154,221,182円

事業費 10,198（6.3%）事業費 10,198（6.3%）

単位：円

拠 　 　 点

本 　 　 　 部

障害者福祉センター

収　　入

109,552

53,135

支　　出

109,552

53,135

【拠点区分別内訳】 単位：千円

単位：千円 単位：千円

単位：円 単位：円

収入の部
161,709,074円

その他の収入
22,718,000
　　　（14%）

共同募金配分金収入
9,241,960（5.7%）
共同募金配分金収入
9,241,960（5.7%）

会費収入
6,641,550（4.1%）

事業収入
2,572,301（1.6%）

寄付金収入
2,111,105（1.3%）

その他の収入
29,686,287
（18.3%）
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令和3年度　結城市社会福祉協議会事業計画
������������������������������������������

������������������������������������������

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　　

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（市受託）
●生活困窮者自立支援事業（市受託）　　●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（市受託）
●福祉後見サポート事業 
●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（市受託）
　・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（市受託）　　●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（市受託）　　・有償在宅福祉サービス事業
　・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）
●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）

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　
●ホームページの運営

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、計画が変更となる場合があります。
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①静岡県共同募金会に直接送金する場合

金融機関名 支店・口座番号 口座名義

ゆうちょ銀行 00920-4-238696
静岡県共同募金会
令和3年7月
大雨災害義援金

• 義援金は、結城市共同募金委員会でも受け付けます。

②茨城県共同募金会に送金する場合

金融機関名 支店・口座番号 口座名義

常陽銀行 本店（普）
№3877850

社会福祉法人
茨城県共同募金会
静岡県大雨義援金

高齢者向け法律相談（高齢者地域支援体制整備事業）
　※全予約制　　※秘密は厳守します

【問合先】結城市社会福祉協議会　0296（33）0225

相 談 員 開　催　日　・　場　所　等

弁 護 士
●毎月　第 2・4 金曜日　　● 13 時 30 分～ 15 時 30 分
●相談時間　1 人 30 分　　●無料
○結城市健康増進センター内　本会相談室

※この法律相談は、高齢者（65歳以上）優先ですが、相談日の1週間前に空きがある場合は、65歳未満の市民のご
相談も受け付けます。

※新型コロナウイルス感染予防・拡大防止の観点から中止となる場合があります。

高齢者マイクロバスの運行について
　昨年度は休止していましたが、新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえで、
本年度より運行再開をしております。
※新型コロナウイルス感染予防・拡大防止の観点から運行が中止となる場合があり
ますので、ホームページの確認をお願いします。
※利用対象は、本会に登録している老人クラブ、ボランティア団体等になります。

祝 第67回NHK日本語センター
朗読コンテスト最優秀賞受賞

本会、朗読講座講師　加持喜一郎先生が、第67回NHK日本語センター朗読コンテストに
おいて最優秀賞を受賞されました。一昨年の受賞から今回で2回目の受賞となります。
加持先生は、平成7年にボランティアサークル『ボイスフレンド』を立ち上げ、視覚障が
いのある方に向けて、広報などの情報やリクエストのあった本をCDへ録音し、音声化
して届けるなど、永きに亘り、ボランティア活動をしながら、講師として尽力されています。

　　　退職公務員連盟結城支部　　タオル169枚、布巾等
　　　オート株式会社　　　　　　  鉛筆774本

あたたかいご寄付・ご支援は大切に活用させていただきます。

物品寄付
ありがとうございました。

お知らせ 令和3年 7月大雨災害静岡県義援金について
募集期間：令和3年7月8日（木）から令和3年10月29日（金）まで
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退職公務員連盟結城支部



　令和3年度に、新たに小学校・中学校及び特別支援学校小・中学部に入学された
お子さんがいる世帯に、お祝い品（図書カード）を贈呈します。

令和3年6月1日現在において、令和3年度に小学校・中学校及び特別支援学校小・中学部に入
学された児童生徒のいる市内在住の母子・父子世帯

所定の申請書に証明書類（世帯全員が記載された住民票［謄本］または児童扶養手当証書）の
コピーを添付の上窓口にお申し込みください。※申請時は、印鑑をお持ちください。

本会窓口またはホームページよりダウンロードできます。

本会窓口にて贈呈します。

令和4年3月31日（木）まで

本事業は今年度をもって終了となります。

結城市社会福祉協議会　☎ 33-0225　　

対象世帯

申込方法

申 請 書

交付方法

申請期限

問い合わせ先

そ の 他

「ひとり親世帯入学」お祝い品贈呈

図書
カード

Lilypr  ject
　　　りりぃフロジェクト
『りりぃプロジェクト』は、女性を応援するプロジェクトです。

生理用品を無償で配布します
【生活にお困りの方へ】
　経済的な理由等で生理用品を購入することが難しい方へ
　結城市社会福祉協議会が生理用品を無償で配布します。
　※対象者は結城市民の方又は市内に通勤、通学をしている方となります。

●配布場所及び配布日程
　①結城市社会福祉協議会（結城市健康増進センター内）
　　配布日程：令和3年6月10日（木）から　土・日・祝日は除く

　②結城市役所（子ども福祉課）
　　配布日程：令和3年6月10日（木）から　土・日・祝日は除く

　③結城市民情報センター　1階総合案内
　　配布日程：令和3年6月10日（木）から　休館日（月）は除く

●問合先　結城市社会福祉協議会  ☎0296（33）0225
※詳しくはホームページをご覧ください。

「詳しくはこちら！」

百合の花 【リリィフラワー】
美しく、颯爽（さっそう）と歩く
女性のイメージが込められています

お知らせ
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