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みんなでつくる
支えあうまちづくり

6 月は社協会員募集月間です
皆様のご協力をお願いします

　社会福祉協議会は、市民の皆様に会員として加入して
いただく会員制をとっています。
　会員の皆様からの会費を財源に、ボランティア・市民
活動センターの運営や地区社協活動の支援など住民参加
による福祉活動を推進し、みんなで支えあうまちづくり
を目指しています。

　社協は、誰もが安心して幸せに暮らせるまちづ
くりを目指して、地域の皆様と一緒に福祉活動を
進める民間の福祉団体です。
　地区社協、ボランティア、福祉施設、住民の皆
様の活動と連携・協働し、地域に密着したさまざ
まな地域福祉を推進しています。

〜 令和元年度の重点事業 〜
●地区社協活動を積極的に支援し地域コミュニティを活性化します。
●地域包括支援センターや成年後見サポートセンターの拡充を図ります。
●ファミリーサポート事業や保育園の運営など子育て支援を充実します。

　市民の皆様、法人・事業者の皆様に会費を納
めていただき、社協の地域福祉事業を支えていた
だいております。
　地域福祉を進める活動資金の多くは、会費や募
金など皆様からの温かい善意で賄われており、活
動の原動力となっています。
　わたしたちの住む牛久を、誰もが住みよいふく
しのまちにするために、ひとりでも多くの方の会
員参加をお願いいたします。

【会費額】
　・一般会員（１世帯あたり）・・・・・・・・・・・・・ 500・・円
　・特別会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,000・・円
　・法人会員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000・・円

一般会員 16,881�世帯
特別会員 62�世帯
法人会員 319�社

　多くの皆様にご協力をいただき、ありがとうご
ざいました。今年度もよろしくお願いいたします。

社会福祉協議会（略称：社協）とは

平成30年度の会員数は

社協会員とは
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当期末支払残，
464,161

保育園事業，
467,790

障がい者
支援事業，
310,799

（単位：千円）（単位：千円）

介護保険事業，127,716

成年後見サポート
センター事業，
7,803

市受託事業，
193,670

資金貸付事業，
379

共同募金配分金事業，
16,054

調査企画広報事業
ボランティア市民活動センター事業，
5,675

法人運営事業，
118,556

預金利息， 32

前期末支払
資金残高，
479,570

退職手当取崩，
20,805

積立資産取崩
収入，    9,000

雑収入，
9,362

保育園運営費，
480,745

障がい福祉
サービス等，
228,050

介護保険収入，
142,850

事業利用料，
954

貸付事業等収入，
108受託金，

272,451

共同募金配分金，
11,534

補助金収入， 44,736

寄付金収入， 906
会費収入， 11,500

令和元年度牛久市社会福祉協議会一般会計資金収支予算
収　入　　1,712,603 千円 支　出　　1,712,603 千円

1 その人らしい生き方を 
支援する

◆合同金婚式の開催
◆盛人の集いの開催
◆高齢者生きがい活動
◆地区社協リーダー研修
◆介護者リフレッシュ事業
◆介護サロンぬくもりの開催
◆一家にひとり地域ヘルパー養成研修の実施

2 地域住民の生活課題を 
解決する

◆総合相談「あんしんホットライン」の運営
◆居宅介護支援・訪問介護・通所介護事業
◆地域包括支援センター事業・訪問調査事業
◆認知症初期集中支援事業
◆自立相談支援事業
◆地域ケアシステム推進事業
◆要援護者台帳整備事業
◆障害者相談支援事業
◆福祉サービス利用援助事業
◆成年後見サポートセンター事業
◆成年後見制度利用促進に伴う中核機関委託事業
◆知的障害者デイサービスわくわく
◆身体障害者デイサービス事業
◆こども発達支援センターのぞみ園
◆放課後等デイサービスすてっぷ
◆ふれあい保育園事業

3 地域の福祉力を 
高める

◆地区社協活動の支援
◆生活支援体制整備事業
◆牛久市地域福祉活動計画の遂行と検証
◆ボランティア・市民活動センターの運営
◆ふれあいサロン活動の推進
◆地区社協ボランティア移送サービス事業
◆有償在宅福祉サービス事業
◆ファミリーサポートセンター事業
◆重度身体障害者移送サービス事業
◆高齢者移送サービスモデル事業
◆認知症の人を支えるまちづくり事業
◆地域福祉活動助成事業
◆福祉委員会　
◆地域かわら版促進事業
◆「こんにちは！社協です」の発行
◆ホームページによる情報発信

4 役に立つ組織に 
再構築する

◆職員研修
◆新規事業の企画・開発
◆役員会等の開催
◆事務局運営事業
◆広報企画
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一次相談
事業所

一次相談
事業所

一次相談
事業所

一次相談
事業所

相談・連携相談・連携

相談・連携

相談・連携

二次相談
（中核機関）

行　政
（牛久市）

　また牛久市では、地域住民や福祉関係者等からの権利擁護や成年後見制度に関する身近な相談先
として、下記の４ヶ所の事業所に、一次相談事業所の協力依頼をしました。
　牛久市と中核機関は、この４ヶ所の一次相談事業所と連携を図りながら、成年後見制度の利用促
進のために、一体的な相談を進めてまいります。

　成年後見制度は、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより、財産の管理や
日常生活等に支障がある人たちを支える重要な手段であるにも関わらず、まだ十分に利用されてい
ないのが現状です。
　国が定めた成年後見制度利用促進計画（平成29年3月）に基づき、牛久市では新たに「牛久市成
年後見制度利用促進計画」を策定し、今年度、県内初となる成年後見制度の利用促進のため中核機
関を設置しました。
　当会では、牛久市から中核機関の業務を受託し、成年後見制度の利用促進のため地域連携ネット
ワークの構築や中核機関の運営等を行っていきます。

【中核機関の役割】
１．地域連携ネットワークの構築
２．広報機能
３．相談機能
４．成年後見制度利用促進機能
５．後見人支援機能
６．不正防止効果の取り組みに向けた検討

一次相談事業所と中核機関の関係性（イメージ）

〜 お気軽にご相談ください！！ 〜

【一次相談事業所】
 ①牛久市成年後見サポートセンター　
� Tel　０２９－８７１－１２９５
 ②牛久市地域包括支援センター　
� Tel　０２９－８７８－５０５０
 ③障害者相談支援事業所「エール」
� Tel　０２９－８７１－１８４１
 ④指定特定相談支援事業所
 　いなしきハートフルセンター
� �Tel　０２９７－８７－００２２

成年後見制度利用促進に伴う中核機関（牛久市社会福祉協議会内）電話 029-871-1295

成年後見制度の利用促進のために
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　在宅福祉サービスは、サポートが必要な方やそのご家族を支援するため、福祉に理解と情熱を持っ
た地域の方々の協力により行う、会員方式の有償の在宅福祉サービスです。ご利用されたい方は、
事務局までお問い合わせください。
　また、各サービスでは、協力会員として活動していただける方を募集しています。地域で支え合
う在宅福祉サービスに、皆様ぜひご協力ください。

　公共交通機関を利用することが困難な高齢者や障がいのある方の通院、または社会参加のための
移動支援にご協力いただける協力会員（ドライバー）を募集しています。
　ボランティアに興味のある方、お時間にゆとりのある方など、ぜひ下記の事業説明および養成研
修にご参加ください。

●日　時� 令和元年6月27日（木）13:30 ～ 16:30
●場　所� 牛久市ボランティア・市民活動センター
� （牛久市役所分庁舎1階）
●対象者� 牛久市内在住で普通自動車運転免許取得し、過去3年以上無事故無違反である方。
� この事業を理解し、協力していただける方。概ね７０歳までの方。
●内　容� ・事業説明
� ・講義�「高齢者・障がい者への理解、サービス提供者としての心構え」
� ・演習�「車いす等の操作、利用者への介助方法」
� � 「実際に人を乗せての運転」
●申込み� 6月20日（木）までに電話もしくは直接お申し込みください。

　高齢者や障がいのある方の掃除や買い物など、日常の家事援助を中心とした活動に協力してくだ
さる協力会員を募集しています。
　下記のとおり事業説明及び養成研修を開催しますので、ぜひご参加ください。

●日　時� 令和元年7月18日（木）　10：00 ～ 11：30
●場　所� 牛久市ボランティア・市民活動センター　
� （牛久市役所分庁舎1階）
●対象者� 地域での支え合い活動に意欲のある方、概ね70歳までの方。
●内　容� ・事業説明
� ・講義�「利用者への理解と援助」
� ・入会登録
●申込み� 随時、電話もしくは直接お申し込みください。

移送サービス協力会員養成研修

ふれあいサービス協力会員養成研修

【問合せ・申込み】在宅福祉サービスセンター（社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会内）
☎ 029-870-1001　　FAX 029-871-1296

在宅福祉サービスの協力会員募集
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　子育ては保護者だけで行うものではなく、また保育園が
すべてを担えるものではありません。
　『ふれあい保育園』では、様々な地域の方々との連携を
深め、よりよい子どもの育ちを支援してまいります。
　また、広く地域の方々に活用してほしいと思います。
　地域にとって、かけがえのない保育園を目指します。

「ともによりそい支え合う保育園を目指す」

遊びの中から
　豊かな経験を通じて、感じたり・気付いたり・分っ
たりすることで、いろいろなことが出来るようになり
ます。
　気付いたことや、出来るようになることで、考えた
り・試したり・工夫したり・表現したりする「思考力
　判断力　表現力」が育ちます。

美味しい給食
　小学校の中にある『ふれあい保育園』では、３歳児
から５歳児は学校と同じメニューで、０歳児から２歳
児は保育園独自の給食です。
　毎日食べている給食には、主食・主菜・牛乳・乳製
品・果物という６つの料理グループが揃っています。
　子どもたちの身体に必要なエネルギーが取れるよう
に、栄養士が献立を考えて提供しています。

心の安定と安心
●快適に生活ができる
●生理的欲求が十分に満たされる
●健康増進が積極的に図られる
　様々な活動を通して、心の安定と安心を育みます。
　感情の表現・主体性・自己肯定・安心感といった、
心の成長を支援します。

保育園での生活

こんにちは！ 社協の保育園です
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くれよんぱーく
　毎月 2回、季節の行事や子どもたちの喜ぶ遊
びを企画して、親子で楽しめる活動を行って
います。

ちょこれーとくらぶ
　「こども発達支援センターのぞみ園」のお友達
と交流をします。

カンガルーポケット
　毎月 1回、製作や散歩を中心として、楽しい時
間を過ごせるように計画しています。

はっぴぃたいむ
　毎月第 2水曜日に、季節を感じる活動をしたり、
製作物を親子で作ったりしています。

　保育園が拠点となって、子どもたちそして保護者同士の繋がりができることで、地域とも繋がることが
できます。家庭ではできないことを経験し、子どもたちがそれを楽しみ保護者同士の交流も深めることが
できます。
　社協で実施している 『ふれあい保育園』では、それぞれの保育園で、毎月様々なテーマでの子育て支援
活動を行っています。ぜひ、遊びに来てください。
　※各園の詳しい日程等は、ホームページをご覧ください。

〜ボランティアの皆様に支えられている活動もあります〜
情報プラザAMI	 手作りの和菓子を食べながら、子育ての情報交換をしています。
ちくちくの会	 手縫いのカーテンや、保育園で使う雑巾などを作っていただいています。

各保育園のホームページをご覧ください　ＱＲコード

【牛久ふれあい保育園】 【奥野さくらふれあい保育園】 【上町ふれあい保育園】

ふれあい保育園での子育て支援

牛久ふれあい保育園

奥野さくらふれあい保育園 上町ふれあい保育園



社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会
〒 300-1292茨城県牛久市中央 3丁目 15番地 1

牛久市役所分庁舎内
　総務　地域福祉
　ボランティア・市民活動センター

電話（029）８７１－１２９５
FAX（029）８７１－１２９６

　地域包括支援センター
電話（029）８７８－５０５０
FAX（029）８７１－０５４０

〒 300-1207茨城県牛久市ひたち野東 1丁目 33番地 6
ひたち野リフレ 1F

　牛久ふれあい保育園ひたち野うしく駅前分園
電話（029）８７３－２０１３
FAX（029）８７３－２０３２

〒 300-1221 茨城県牛久市牛久町 280番地
エスカード牛久 1F

　上町ふれあい保育園牛久駅前分園
電話（029）８７１－６１１５
FAX（029）８７１－６１１８

〒 300-1221 茨城県牛久市牛久町 2619番地
牛久市立牛久小学校内

　上町ふれあい保育園
電話（029）８７２－０３５８
FAX（029）８７１－１７１３

〒 300-1288 茨城県牛久市久野町 725番地
牛久市立奥野小学校内

　奧野さくらふれあい保育園
電話（029）８７５－００５６
FAX（029）８７５－０６３０

〒 300-1211 茨城県牛久市柏田町 3047番地 19
　牛久市こども発達支援センターのぞみ園

電話（029）８７０－４３２０
FAX（029）８７０－４３５０

「社協」は
社会福祉協議会の略称です。

〒 300-1221 茨城県牛久市牛久町 1606番地
牛久市立向台小学校内

　牛久ふれあい保育園
電話（029）８７３－９５６０
FAX（029）８７３－９５６１

〒 300-1214 茨城県牛久市女化町 859番地 3
牛久市総合福祉センター内

　介 護 保 険 電話（029）８７１－０５４７
FAX（029）８７４－３９６９

　障害者通所 電話（029）８７１－４３８４
FAX（029）８７１－４３６０

　障害者相談 電話（029）８７１－１８４１
FAX（029）８７１－１８４１

　ご夫婦となり、50年を迎えられた方の金婚をお祝いする「合同金婚式」を開催いたします。
　今年度より該当者調査は実施せず、ご本人様からの参加申込みへ変更となりました。該当される方
は申請くださいますようお願いいたします。皆様ぜひご参加ください。

◆日　時� 令和元年 11月16日（土）　午前 11時開会
◆場　所� 牛久市総合福祉センター（女化町 859 番地 3）
◆対象者� �市内にお住まいで、2019 年 1月1日から2019

年 12 月 31日の間に婚姻後満 50 年（昭和 44
年以前に婚姻届出）を迎えられるご夫婦

◆内　容� ご夫妻での記念撮影、式典
◆申　請� �9 月 30日（月）までに、社会福祉協議会へご連絡

ください。
【申請・問合せ】 
  �牛久市社会福祉協議会�

　事務所：牛久市役所分庁舎1階�
　電　話：871－1295

令和元年度牛久市合同金婚式開催　ご出席を希望される方はお申し込みください

この善意は、地域福祉充実のため、有効に使わせていただきます。（敬称略）

２月
匿　名� タオル 17本

雲國寺� 米 90㎏

女化西シニアクラブ親和会� 雑巾 100 枚

ＪＡ筍部会� 6,580 円

やどかり介護・歩む� 1,000 円

３月
茨城県退職公務員連盟牛久茎崎支部� タオル 688 本

岡田地区スポーツ交流会� 11,752 円

やどかり介護・歩む� 1,000 円

３月
土浦友の会� 5,000 円

横井　恒夫� おむつ 2袋・尿とりパット2袋

４月
匿　名� 2,103 円

ダンスサークル�萌� 20,000 円

匿　名� 100,000 円

栄町第 4ブロック第 8班� 997 円

やどかり介護・歩む� 1,000 円

心のこもった善意ありがとうございました（平成31年 2月〜 4月末）


