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　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。

　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

社会福祉協議会（略称：社協）とは 社協会員とは

　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。

～　令和２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。

　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。

令和元年度の会員数は

一般会員 16,165世帯
特別会員 62世帯
法人会員 321社

令和２年度社協会員の募集を開始します令和２年度社協会員の募集を開始します

皆様のご協力をお願いします皆様のご協力をお願いします

◆合同金婚式の開催
◆盛人の集いの開催
◆高齢者いきがい活動
◆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

◆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
◆牛久市社会福祉大会の開催

◆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
◆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事業すてっぷ
◆ふれあい保育園事業

◆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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令和２年度牛久市社会福祉協議会一般会計資金収支予算

収 入　 1,721,718千円 支 出　1,721,718千円

会費収入 11,085 
寄付金収入 906

補助金収入 46,455 

共同募金配分金
11,326

受託金
287,682 貸付事業等収入

108

事業利用料
946

介護保険収入
138,350 

障がい福祉
サービス等
242,030 保育園運営費

490,467

積立資産取崩収入
3,888

雑収入 3,204

退職手当取崩
817

前期末
支払資金残高
484,420 

預金利息 34 
法人運営事業
101,286

調査企画広報事業
ボランティア市民活動
センター事業
7,542 

共同募金配分金事業
15,110 

資金貸付事業
437

市受託事業
195,122 

成年後見
サポートセンター
事業
10,125 

介護保険事業
126,274 

障がい者支援事業
506,741 

保育園事業
482,359 

当期末支払残
276,722 

（単位：千円） （単位：千円）

その人らしい生き方を
支援する

地域の福祉力を
高める

地域住民の生活課題を
解決する

役に立つ組織に
再構築する

みんなでつくるみんなでつくる

支えあう支えあうまちづくりまちづくり
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　牛久市社会福祉協議会で実施しているふれあい保
育園は、市内小学校の空き教室を活用した保育園で、
地域に根差した様々な活動を行っています。
　子ども達は、地域の皆様にも見守られながら、元
気にすくすくと成長しています。

「ともによりそい支え合う保育園をめざす」

各保育園のホームページをご覧ください

【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】

こんにちは！社協の保育園ですこんにちは！社協の保育園です 地域に根差したふれあい保育園の活動

『ヤマイチ味噌での味噌造り体験』
　奥野地区にある味噌蔵。お店の方が園に来てくれて、毎年年長
さんが味噌造り体験をしています。
　大豆と麹を混ぜたり、味噌玉を作ったりして「美味しい味噌に
なあれ」と楽しみながら味噌造りをします。秋には出来上がった
味噌を持ち帰って、美味しくいただきます。

『長沼りんご園でのりんご狩り』
　奥野さくらふれあい保育園からお散歩しながら行けるりんご園。
春にりんごの花を見て、成長を楽しみにしています。
　毎年秋になるとりんご狩りを楽しみ、採れたての美味しいりん
ごをいただきます。

『女化神社での七五三参拝』
　牛久ふれあい保育園では、七五三の時期に、園を代表して女化
神社に参拝しに行きます。
　たくさんのどんぐりが落ちていて、子ども達は参拝だけではな
く、自然を満喫することができます。

『刈谷中央公園でのびのびと』
　牛久市にはたくさんの公園があります。
　子どもたちは「遊びによって大きくなる」と言われています。
　公園には遊具がたくさんあり、みんなで元気に走り回って楽し
く遊んでいます。
　公園は子ども達が大好な遊び場です。
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権利擁護支援のための相談窓口を紹介！
　牛久市では、成年後見制度の利用促進のため「牛久市成年後見制度利用促進計画」を策定し、令
和元年度より茨城県内初となる成年後見制度の利用促進のための中核機関業務をスタートしまし
た。当会は、牛久市より中核機関業務を受託し、権利擁護支援のための様々な体制整備を進めてい
ます。
　その一環として、地域住民や関係機関等からの権利擁護や成年後見制度等の相談に対応するため、
４ヵ所の一次相談事業所と連携を図りながら一体的な相談を進めております。

自分自身やご家族に不安やお悩みはありませんか？
・通帳や印鑑のしまった場所が分からなくなることがある。
・生活費等のお金の管理が思うように出来なくなってきた･･･。
・頼れる親族がいないため、将来、認知症になったらどうしよう。
・施設入所などの契約手続きを一人で行うことに不安がある。
・独りで暮らしている親が、不要な契約をしてしまった。
・親亡き後でも障がいのある子どもに幸せに暮らしてほしい。

このような不安やお悩みをお持ちの方は、
以下の４ヵ所の一次相談事業所へ、お気軽にご相談ください！
ご本人の権利を守る為の相談や成年後見制度に関する相談に対応い
たします。

成年後見サポートセンター
成年後見制度や日常生活自立支援事業に関する相
談や申立の支援等を行っています。
住所：牛久市中央３－１５－１　市役所分庁舎内
電話：０２９－８７１－１２９５

障害者相談支援事業所エール
障がい者の生活に関する様々な相談に対応しています。
住所：牛久市女化町８５９－３
　　　牛久市総合福祉センター内
電話：０２９－８７１－１８４１

地域包括支援センター
高齢者の生活に関する様々な相談に対応していま
す。
住所：牛久市中央３－１５－１　市役所分庁舎内
電話：０２９－８７８－５０５０

指定特定相談支援事業所
いなしきハートフルセンター

精神疾患から生じる様々な相談に対応しています。
住所：稲敷市上根本３５５１
電話：０２９７－８７－００５５

〈障がい者支援に関する相談〉

〈成年後見制度全般の相談〉

〈精神に障がいのある方の相談〉

〈高齢者支援に関する相談〉

ただいま右記の義援金を募集しています。
ご協力をお願いいたします。

平成 28 年熊本地震義援金
・山内 洋子　　　5,000円

・平成28年熊本地震義援金
・平成30年7月豪雨災害義援金
・令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金
・令和元年台風15号・台風19号・大雨千葉県災害義援金

心のこもった善意ありがとうございました
　皆様から心のこもったご寄付をいただき、心より
感謝申し上げます。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。

2 月
かわはら台行政区 和太鼓、祭り神輿
土浦友の会 5,000円
親和会（女化西シニアクラブ） 雑巾100枚
やどかり介護・歩む 1,000円

3 月
サイトウコーヒー 138,834円
匿名 1,779円
退職公務員連盟牛久茎崎支部 タオル695本

3 月

匿名

バスタオル10本、
フェイスタオル32本、
ハンドタオル5本、
手ぬぐい2本

匿名 おむつ2袋、
ポリデント4箱

匿名 除菌スプレー
やどかり介護・歩む 1,000円

４月
常陽ボランティア倶楽部 タオル600本
やどかり介護・歩む 1,000円

　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。
　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。
　尚、新型コロナウイルス感染症の状況により変更が生じる場合がございますのでご了承ください。
◆開催日　　令和 2 年 10 月 31 日（土）
◆会　場　　牛久市総合福祉センター
◆対　象　　令和 2 年 1 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日の間に
　　　　　　婚姻後満 50 年（昭和 45 年以前に婚姻届出）を迎えられるご夫妻
　　　　　　※昨年までの対象者で申込みされていない方はお問い合わせください。
◆内　容　　ご夫妻での記念写真撮影、式典
◆申込方法　①郵便番号・住所　②ご夫妻の氏名（ふりがな）③電話番号　④結婚年月日
　　　　　　を記入の上、ハガキもしくは FAX・E メールにてお申込みください。
　　　　　　※準備の都合上、氏名の“漢字・よみがな”は正確にご記入いただきますようお願い申し上げます。
◆申込期限　9 月 11 日（金）　※お申込みいただいたご夫妻には９月中に招待状をお送りいたします。
◆申込み・問合せ
　　　　　　社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会
　　　　　　〒 300-1292　牛久市中央 3-15-1　市役所分庁舎内
　　　　　　 電話：871-1295　　FAX：871-1296　　メール：soumu@ushikushakyo.jp

ご出席を希望される方はお申し込みください

令和2年度牛久市合同金婚式を開催します

（令和２年２月～４月末）
（敬称略）

（令和２年２月～４月末）
（敬称略）



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
　奥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

牛久市社協HP・facebook・twitter を随時更新しています。ぜひご覧ください。

地域包括支援センターは市役所分庁舎１階、総務は市役所分庁舎２
階になりました。どうぞよろしくお願いします。

令和２年度牛久市社会福祉協議会 専任職員募集

⒉　募集人員　　・各採用時期ともに若干名
⒊　処 遇 等　　・月曜日から土曜日までのうち週５日
　　　　　　　　　午前８時 30 分から午後５時 30 分までの８時間勤務
　　　　　　　　・給与月額　一般職高卒　　185,056 円以上　　　一般職短大卒　 197,824 円以上
　　　　　　　　　　　　　　一般職大卒　　213,056 円以上　　　保育士短大卒　 196,144 円以上
　　　　　　　　　　　　　　保育士大卒　　211,152 円以上　　　※前歴換算有
　　　　　　　　・賞与　年 2 回（令和元年度実績 4.45 月）※初年度期間率による算出有
　　　　　　　　・交通費（月額）は規程内において支給
　　　　　　　　・有給休暇は規程内において付与（年間 20 日）※初年度 15 日
　　　　　　　　・夏季休暇は規程内において付与（令和元年度実績５日）
　　　　　　　　・健康保険、厚生年金保険、雇用保険加入
　　　　　　　　・退職手当は規程内において支給
⒋　採用試験　　●第一次試験　令和 2 年 7 月 18 日（土）筆記試験等
　　　　　　　　●第二次試験　令和 2 年 8 月 4 日（火）※予備日 8 月 5 日（水）面接試験
　　　　　　　　●第三次試験　令和 2 年 8 月 17 日（月）最終面接試験
⒌　申込方法　　本会ホームページよりエントリーシート（履歴書）及び職務経歴書合計 4 枚をダウンロードし

写真貼付、内容記載のうえ、受験票用写真１枚（エントリーシートに貼付したものと同一のもの）
とともに、５月 15 日（金）から 6 月 30 日（火）までに牛久市役所分庁舎内社会福祉協議会へ
持参するか、郵送でお申し込みください。

⒍　法人説明会　法人説明会を実施しております。詳しくは、お問い合わせください。
⒎　問合せ先　　社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会　　電話：871-1295
　　　　　　　　住所：〒 300-1292 牛久市中央 3-15-1　市役所分庁舎内

（１）令和 2年 10月 1日採用 （２）令和 3年 4月 1日採用
①社会福祉士有資格者
②介護福祉士有資格者
③社会福祉士、介護福祉士の受験資格のある方
④保健師有資格者
⑤保育士有資格者

①社会福祉士有資格者若しくは、取得見込みの方
②介護福祉士有資格者若しくは、取得見込みの方
③社会福祉士、介護福祉士の受験資格のある方
④保健師有資格者若しくは、取得見込の方
⑤保育士有資格者若しくは、取得見込の方

⒈　採用時期及び受験資格　普通運転免許を有し、それぞれの採用時期で、いずれかの資格のある方
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