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あなたの町の募金あなたの町の募金は、は、

あなたの町のためあなたの町のために使われていますに使われています

　10 月 1 日から「じぶんの町を良くするしくみ」を合言葉に、
赤い羽根共同募金運動、歳末たすけあい募金運動が始まります。
　皆様のご協力をお願いいたします。
　また、共同募金では、大規模災害による被災地支援のための

「災害義援金」を募集しています。
〇平成 30年 7月豪雨災害義援金
〇平成 28年熊本地震義援金
〇令和 2年 7月豪雨災害義援金

　義援金の受付、お問い合わせは社会福祉協議会までお願いい
たします。
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　皆様に「赤い羽根」で親しまれております共同募金運動と、共同募金運動の一環である歳末たすけあい運
動が、今年も 10 月 1 日から始まります。
　赤い羽根の募金活動は、地域の人のやさしい気持ちを集める活動です。集めた募金の多くは、募金をいた
だいた地域のために使われます。また今年度は、災害時における被災地支援の他に、「赤い羽根　新型コロ
ナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン」として、広く子どもや家族の緊急支援活動、フードバンクの活動、
居場所を失った人への緊急支援活動等に役立てられます。
　牛久市では、小学校区を範囲とした支え合い助け合い活動である「地区社協」や、地域の交流の場である「ふ
れあいサロン」の活動支援など、さまざまな地域福祉活動に活用させていただいております。
　今年も、皆様の温かいご支援ご協力をお願いいたします。

◆世帯を対象とした「戸別募金」　　　◆駅前や店頭にて実施する ｢街頭募金｣
◆福祉教育を目的とした「学校募金」　◆職場などで行う「職域募金」　

～ 10 月 1 日より、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金が始まります～

共同募金を活用した令和２年度の主な活動

皆様に支えられている「赤い羽根共同募金」に、
ご支援ご協力をよろしくお願いいたします

今年度の
募金活動

地区社協活動の支援

福祉タクシー券利用助成 地域福祉活動の助成 有償在宅福祉サービス
（ふれあいサービス）

ふれあいサロン活動の普及2,802,000 円

837,000 円 573,000 円 191,000 円

1,500,000 円

＊歳末たすけあい
　募金は除く。

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
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　令和元年度牛久市社会福祉協議会収支決算をご報告いたします。
　令和元年度も、皆様からの温かいご寄付や社会福祉協議会会費、赤い羽根
共同募金を重要な財源とし、さまざまな地域福祉活動を行ってまいりました。
　今後も、皆様とともに一人の不幸も見逃さない地域づくり・だれもが幸せ
に暮らすことができるまちづくりに努めてまいります。

◆地域福祉
　・地区社協活動の支援
　・ふれあいサロン活動の普及
　・ボランティア市民活動センター
　・在宅福祉サービス事業
　・自立相談支援事業

◆子育て支援
　・保育園事業
　　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
　・ファミリーサポートセンター事業
　・こども発達支援センターのぞみ園事業

◆福祉サービス利用支援
　・地域包括支援センター
　・成年後見サポートセンター
　・成年後見制度利用促進に伴う
　　中核機関委託事業

◆障害者福祉
　・身体障害者デイサービス事業
　・知的障害者デイサービス事業
　・放課後等デイサービス事業
　・障害者相談支援事業

◆高齢者福祉
　・介護保険事業
　　居宅介護支援事業
　　訪問介護事業
　　通所介護事業

令和元年度社会福祉協議会 決算報告

令和元年度の主な実施事業

項　目 決算額 項　目 決算額

①会費収入 11,087,350 ⑧介護保険事業収入 118,060,599
②寄付金収入 942,931 ⑨保育事業収入 452,113,990
③補助金収入 37,619,588 ⑩就労支援事業収入 12,771,748
④受託金収入 219,603,371 ⑪障害福祉サービス事業収入 200,029,437
⑤貸付事業等収入 35,000 ⑫その他 51,450,504
⑥事業収入 1,225,135 ⑬前期末支払資金残高 503,429,037
⑦共同募金配分金収入 11,371,987

収入合計 1,619,740,677 円

①0.7％ ②0.1％

⑩0.8％

③2.3％

⑨27.9％⑨27.9％
⑪12.3％⑪12.3％

⑬31.1％⑬31.1％

⑫3.1％⑫3.1％

⑤0.1％

⑥0.1％

⑦0.7％
④13.5％④13.5％

⑧7.3％⑧7.3％

項　目 決算額 項　目 決算額

①法人運営事業 119,332,620 ⑥福祉サービス利用援助事業 1,744,696

②調査企画広報事業・ボラン
ティア市民活動センター事業 4,869,188

⑦成年後見サポートセンター事業 5,243,485

⑧介護保険事業 98,783,434

③共同募金配分金事業 14,062,217 ⑨障害福祉サービス事業 276,542,334

④資金貸付事業 51,874 ⑩保育園事業 431,453,718

⑤市受託事業 154,915,214 ⑪当期資金残高 512,741,897

支出合計 1,619,740,677 円

①7.4％ ②0.3％
③0.9％

④0.1％

⑩26.6％⑩26.6％

⑪31.6％⑪31.6％ ⑥0.1％

⑦0.3％

⑤9.6％⑤9.6％

⑧6.1％⑧6.1％

⑨17.0％⑨17.0％

支出の部

収入の部
収入決算額

支出決算額
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生活困窮者自立支援事業　生活支援・相談センター
働きたくても働けない、
家族のことで悩んでいる、など
まずはお困り事を
お聞かせください。
相談員が一緒に考え、
解決のお手伝いをします。
ご家族など周りの方からの
相談でも受付いたします。

病気で働けない病気で働けない

仕事がない仕事がない 借金がある借金がある

家計が苦しい家計が苦しい

家族が家族が
ひきこもっているひきこもっている

生活困窮者自立支援制度を利用して生活を立て直したケース

【問合せ・ご相談】　生活支援・相談センター（牛久市社会福祉協議会内）
住所：牛久市中央 3-15-1　市役所分庁舎内　　電話：871-1295　FAX：871-1296

住居確保給付金
離職などにより住居を失った方・そのおそれのある方
に就職活動を条件に一定期間家賃相当額を支給します。

家計改善支援事業
家計状況を「見える化」して課題を把握し、相談
者自らが家計を管理できるように支援します。

自立相談支援事業
相談支援員がどのような支援が必要かお話を伺い
支援プランを作成し寄り添いながら支援します。

就労準備支援事業
一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向
けた支援や就労機会の提供を行います。

Ａさん（38歳男性）
長期ひきこもりのケース

　Ａさんは両親と 3 人暮ら
し。高校を中退後、一時ア
ルバイトを経験したものの
すぐに辞めて家にひきこも
るようになりました。父親

（80 歳）は無口でとても厳
格な性格で、母親（78 歳）
はもともと病気がちで足腰
も弱いものの身の回りのあ
る程度のことは可能です。
父親の厚生年金が家計の中
心になっており母親が管理
しています。

社会参加から就労へ

　私（A さん）は高校を中退後、アルバイトをしていました
が、アルバイト先でのトラブルで辞めてからは母親を介護す
ることで自分の役割がここにあると思うようになり、特に就
職する必要を感じなくなっていました。しかし、支援員と何
度も話すうちに、近くにある「男性介護者の会」に興味がわ
いてきました。試しに行ってみたところ互いの苦労をねぎら
い、自分の存在を認めてもらえる仲間に出会うことができ、
やがて一緒に活動するようになりました。徐々に自信を取り
戻し、今度は支援員に、ひきこもりの人などにも理解のある
飲食店を紹介してもらい働き始めました。初めは環境に慣れ
ず、休みがちでしたが、職場の理解も得ながら徐々に休みも
減りました。母親の介護は介護保険を申請し、ヘルパーさん
に来てもらっており、今では充実した毎日を送っています。

ひとりで抱え込まずに、まずはご相談ください
～　相談は無料です　～

自
立
相
談
支
援
機
関
に
よ
る
プ
ラ
ン
作
成

➡➡ ➡➡



◆サービス利用前の様子◆
・グループホームを退所し、一般就労をしながら、

一人暮らしをしている。
・金銭管理や郵便物の管理、家事に不安がある。

～日常生活自立支援事業では～
・通帳や印鑑のお預かり
・各種支払い手続き等の金銭管理
・月に1度訪問し、生活状況や郵便物の確認
・福祉サービス利用の援助

◆Ｂさんの現在◆
・収入の中でやりくりができるようになり、安定

した生活ができている。
・支援していく中で、生活上の新たな課題が見つ

かり、福祉サービスの利用開始に向けて動きだ
すことができた。

Ｂさんのケース
30 代、一人暮らし、軽度知的障がい者

ご自身の力だけで日常生活を
送ることは不安…
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日常生活自立支援事業をご存知ですか？
地域で安心して暮らすお手伝いをします‼

【問合せ・ご相談】　牛久市成年後見サポートセンター（牛久市社会福祉協議会内）
住所：牛久市中央 3-15-1　市役所分庁舎内　　電話：871-1295　FAX：871-1296

Ｑ：足が不自由のため、一緒に銀行に行ってくれ
ますか？

Ａ：判断能力に問題のない方は対象になりません。

Ｑ：利用料金はかかるの？
Ａ：１時間当たり 1,100 円かかります。
　　大切な書類のお預かりは1か月あたり500円です。

Ｑ：誰がお手伝いをしてくれるの？
Ａ：牛久市社会福祉協議会の専門員や生活支援員

がお手伝いをします。

Ｑ：活動時間はどれくらい？
Ａ：毎月１回、１時間程度です。

　当センターでは、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力に不安を感じている方に
対して、お金の管理や重要書類のお預かり、福祉サービス利用援助契約の支援を行っています。

◆サービス利用前の様子◆
・地域の交流に積極的に参加し、カラオケなど楽

しむ。
・認知症が進み、支払い手続きや生活全般の不安

が日常生活に支障をきたしている。

～日常生活自立支援事業では～
・通帳や印鑑のお預かり
・各種支払い手続き等の金銭管理
・月に1度訪問し、生活状況や郵便物の確認
・銀行や市役所への同行

◆Ａさんの現在◆
・紛失していた通帳を再発行し、支払等の金銭管

理の支援を受けることで安心して生活できてい
る。

・週2回デイサービスの利用を開始し、新たな顔見
知りができたことで楽しく生活できている。

Ａさんのケース
80 代、一人暮らし、認知症高齢者

支払等の金銭管理や諸手続きを
自力で行うことは不安…



6･

シニアクラブで活躍しませんか‼

はじめてボランティアオンライン講座

　シニアクラブは、「健康」・「友愛」・「奉仕」を柱に、長い人生で得た知識と経験を活かし、地域での暮ら
しを豊かなものにすることを目的に、さまざまな社会活動に取り組んでいる高齢者の自主的な集まりです。
　現在、牛久市には 42 行政区にシニアクラブがあり、1,518 名が会員として活動しています。各単位シニ
アクラブでは、スポーツや趣味等のさまざまな活動を通しての仲間づくり・生きがいづくりを行ったり、交
通安全教室を行うことで会員の意識を高め、学びの機会にもなっています。
　住み慣れた地域で人生をより
充実したものにしませんか。
　新型コロナウイルス感染症の
影響により例年通りの活動は、な
かなかできない状況ではありま
すが、活動に参加したい方、お
住まいの地域のシニアクラブが
分からない場合など、事務局ま
でお気軽にお問い合わせくださ
い。

　ボランティア活動に興味や関心のある方を対象に、ボランティアの基本内容や市内のボランティア活動の
状況などを動画配信で受講する講座です。
　動画配信は、配信期間内なら受講される方のお好きな時間に視聴することができます。また、受講後、ボ
ランティアコーディネーターが個別でのご相談にも対応します。
　受講を希望の方は、気軽にボランティア・市民活動センターまでお電話ください。

三世代の広場　～三世代で協力してクラブ対抗玉入れ～

　　　　　　【問合せ】　牛久市シニアクラブ連合会 事務局（牛久市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　　　牛久市中央 3-15-1　市役所分庁舎内　　電話：871-1295

【問合せ・申込み】　ボランティア・市民活動センター
　　　　　　　　　電話：870-1001

【受講方法】（WI-FI 環境か有線 LAN 接続が必要です。）
　　受講申込みされた方へ、事前に URL を発行します。
　　受講期間内に、動画サイト YouTube にて動画配信（30 分程度）

を視聴後、電話や来庁にて個別相談に応じます。
　　定員は 10 名で、受講料は無料です。
　　まずは、下記までお電話でお申し込みください。
　　申込み締切りは、10月19日（月）です。

配信期間：10月26日（月）～ 11月２日（月）
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心のこもった善意ありがとうございました
　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。

5 月
（宗）雲國寺 米 20kg × 3 袋

東風庵プロジェクト　西村　宗好 手作りマスク 46 枚
不織布マスク 58 枚

（株）漆原建設 10,000 円
匿名 便座カバー 10 枚
稻村　憲治 マスク 150 枚
吉岡　賢一郎 使い捨てゴム手袋2,000枚
匿名 紙おむつ 2 袋
やどかり介護・歩む　青田　政則 1,000 円
東風庵プロジェクト　西村　宗好 手作りマスク 14 枚
牛久茎崎ライオンズクラブ 100,000 円
匿名  手作りマスク 50 枚

6 月
匿名 90,000 円

NPO 法人　月曜クラブ　星野　正直
　ナショナルジオグラフィック日本版 2018 年 1 月～
　12 月号（全 12 冊）、鳥の塗り絵ブック 1 冊

やどかり介護・歩む　青田　政則 1,000 円
月田　勉 1,000 円

7 月
匿名 ぞうきん 60 枚
塩澤　明裕 50,000 円
稻村　憲治 マスク 100 枚
やどかり介護・歩む　青田　政則 1,000 円

　12 月 1 日から 12 月 31 日まで歳末たすけあい募金運動が実施されます。
　共同募金運動の一環として地域の皆様から集められた「歳末たすけあい募金」は、市内の支援を必要とす
る世帯へ、自己申請方式により見舞金として配布いたします。

●対象世帯
　令和 2 年１月１日以前から牛久市に住民登録があり、世帯全員が住民税非課税（生活保護世帯は除く）
かつ、下記いずれかの世帯
① 75 歳以上の一人暮らし世帯　　　② 75 歳以上の高齢者のみの世帯　　　③就学援助対象世帯
④重度障害児（者）の方がいる世帯　（・身体障害者手帳1級、２級　･療育手帳Ⓐ、Ａ　・精神保健福祉手帳１級）
※①②は、同敷地内に親族居住の場合は除く　※３ヵ月以上の入院や施設入所の場合対象外

歳末たすけあい運動在宅援護対象者見舞金配布事業

（令和２年５月～７月末）
（敬称略）

●提出の書類：全員が提出するもの
①歳末たすけあい運動見舞金申請書兼同意書（HP よりダウンロード、その他お問い合わせ）
②振込指定先金融機関口座の通帳表紙の見開きページ
　上記③・④に該当する場合は、以下追加書類が必要になります。
③就学援助審査結果通知書コピー　　④各種手帳のコピー

●申請受付締切り：令和 2 年 10 月 31 日（土）
●申請書類の記載事項について関係機関に確認後、見舞金配布対象の場合は、令和 2 年 12 月 18 日（金）

に指定口座に振り込み予定です。対象外の世帯に対してのみ、通知にてご連絡いたします。
　※見舞金の額については、共同募金のご協力金額によって決定いたします。
●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：870-1001　　FAX：871-1296



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。

令和２年度 牛久市合同金婚式開催 
　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。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、変更または中止となる場合
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します。
◆申 込 み　社会福祉法人　牛久市社会福祉協議会
　問 合 せ　〒 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

　社協広報紙「こんにちは社協です」に広告の掲載を希望
する事業所を募集しています。
　詳細はお気軽にお問い合わせください。
◆掲載号　6/1 号、9/1 号、1/1 号、3/1 号
　　　　　各号とも指定ページ下段 12 枠
◆規　格　1 枠　縦 45㎜×横 85㎜
◆掲載料　1 枠 1 回　12,000 円（税別）
　問合せ　社会福祉協議会 総務担当　電話：871-1295

ご出席を希望される方は
お申し込みください

社協広報紙に広告を掲載してみませんか？

子育てから介護まで
幸せづくりを
サポートします

牛久市社会福祉協議会（規格原寸大）


