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社協の介護保険事業では、住み慣れた地域でいつまでもお元気で生活が送れるように、
各サービスが連携して皆様の支援を行っています。まずはお気軽にご相談ください！

社協の介護保険事業社協の介護保険事業

　ケアマネジャーは、介護だけでなく、医療や福祉に関する幅広い知識を持ってい
ます。ご本人やご家族と相談しながら、生活全般を支えるための介護サービス計画

（ケアプラン）を作ります。
○サービスの利用支援や生活のケアを継続的に行います

○介護に関する各種手続きの代行を行います
　ご本人が難しい場合に書類等の作成、提出をお手伝いします。
○公的機関、医療機関、ボランティア等、様々な社会資源の活用
　介護保険サービスだけでなく、地域の様々な社会資源を有効に活用して、より良い生活を送れるように支援します。

○調理、掃除等、一緒に行います
　ご利用者様に合わせて、ご自身の持っている力を活かしながら、お手伝いをさせていただきます。
○買物に一緒に行ったり、買物代行を行います
　「買物に行きたいけど、なかなか一人では難しい」
　そのような方の為に、ヘルパーが一緒に行って楽しみながら、品物を選べるように支援します。
○一人では不安な動作をお手伝いします
　「お風呂やトイレが一人では心配」という方の為に、安全に配慮しながら支援することで、生活意欲の向上を図り

ます。

○機能訓練を行います
　理学療法士がご利用者様に合わせた運動メニューを作成実施し、健康

保持に努めます。
○外出行事や季節を感じる行事を行います
　夏祭りや新年会等の季節行事に加え、外出行事も安全面に配慮して企

画します。
○健康管理と入浴による清潔保持を行います
　毎日看護師による健康状態の確認を行い、希望されるご利用者様に入

浴の提供を行います。入浴では車椅子をご利用の方も安心して利用で
きるリフト浴も用意しています。

○交流会やレクリエーションを実施します
　他のご利用者様との交流や運動及び脳トレ等のレクリエーションを行い、いきいきとした活動を提供します。
○利用時間が選べます
　ご利用者様の希望に合わせ、2 通りの利用時間から選べます。
○感染症予防対策を行っています
　毎日の検温とマスクの着用徹底、定期的な消毒と換気等による対策を実施しています。

デイサービス（通所介護）

ホームヘルパー（訪問介護）

ケアマネジャー（居宅介護支援）

住所：牛久市女化町 859-3 牛久市総合福祉センター内　TEL：029-871-0547　FAX：029-874-3969
〔ご相談・お問い合わせ先〕　社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会 介護保険事業

です !!こんにちは
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　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが
住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援
を行う窓口です。
　状態に合わせ、サービス利用に必要な手続き
の支援、適切な窓口への紹介等を行います。令
和２年度より市内 2 ヶ所に窓口を設置いたし
ました。窓口が増えたことで、より身近に細や
かな支援を行います。お近くの地域包括支援セ
ンターにご相談ください。

社会福祉法人 博慈会
地域包括支援センター博慈園

社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会
牛久市地域包括支援センター

◆担当地区（学校区）
　おくの義務教育学校・神谷小

◆担当地区（学校区）
　牛久小・岡田小・牛久二小・向台小・
　中根小・ひたち野うしく小

〒 300-1214　牛久市女化町 253-2
　　　　　　　（特別養護老人ホーム博慈園内）

TEL：029-871-5110
FAX：029-871-0606

〒 300-1292　牛久市中央 3-15-1
　　　　　　　（牛久市役所分庁舎１階）

TEL：029-878-5050
FAX：029-871-0540

地域包括支援センター
博慈園（１階）

牛久市地域包括支援
センター（分庁舎1階）

高齢者高齢者ととその家族その家族のの

相 談 窓 口相 談 窓 口 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
お近くの

にご相談ください！
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Ushiku-MAP

《牛久町》
アシスト
飯島青果店
いずみ内科医院
茨城トヨペット株式会社牛久南店
有限会社入江電機商会
牛久市佛教会
株式会社牛久製作所
牛久都市開発株式会社
株式会社栄幸物産
おおの生花店
株式会社大林化学
久保田精肉店
四国屋米穀店
白岩法律事務所
株式会社新開発エンジニアリング
須沢書店
有限会社鈴木工務店
TAIRAYA エスカード牛久店
タマノ酒店
塚本産業株式会社
東亜電気株式会社牛久営業所
有限会社ナカジマ商事
有限会社中島プレス製作所
ネッツトヨタ茨城株式会社
　マイネ牛久

《刈谷４丁目》
宮本法律事務所
《刈谷５丁目》
藤森設備株式会社
《田宮町》
荒川沖ハイヤー株式会社
　牛久営業所
飯泉医院
池田商店
牛久印刷株式会社
うま味処 新月
株式会社エージェント
有限会社大井屋
樫原牛乳店
関鉄県南タクシー株式会社
　牛久営業所
有限会社関東総合保険
北島建材株式会社
株式会社木村建設
有限会社佐藤吹付工業
筑波運輸株式会社
東京ガス株式会社茨城南
　お客さまサービスセンター
有限会社浜田設備
株式会社山本不動産鑑定事務所
有限会社洋チャン食堂

有限会社根本材木店
有限会社フジタデンキ
Honda Cars 茨城南 牛久店
有限会社ミーサン
株式会社ミシエル
宮崎利兵衛商店
有限会社宮本新聞店
有限会社みやもと葬儀
有限会社ユーデーシー
　（牛久シティホテル）
有限会社読売新聞牛久中央専売所
有限会社和田興業
《城中町》
桐生工業株式会社
杉浦造園
特別養護老人ホーム元気館
マルホン建材工業
《新地町》
有限会社塚本造園
有限会社椿自動車
有限会社丸栄興業
《遠山町》
株式会社漆原建設
グループホームフレンズ牛久遠山
《刈谷３丁目》
デイリーマートはりがえ

横瀬商店
株式会社リバース
《田宮２丁目》
株式会社イケノベ
有限会社石玄分店
株式会社金太楼鮨本店牛久店
県南造園土木株式会社
株式会社国分建設
手賀建設株式会社
有限会社手賀自動車整備工場
《田宮３丁目》
池辺石油ガス株式会社
河合医院
株式会社常陽銀行牛久支店
株式会社筑波銀行牛久支店
《南１丁目》
いばらきコープうしく店
茨城 YMCA 牛久センター
株式会社門井商会 春さんさん館
カマンベール
天満屋株式会社
株式会社双葉
有限会社マツザカハウス
村山内科クリニック
《南２丁目》
有限会社アサヒ教材

　令和２年度牛久市社会福祉協議会会員募集に際しまして、コ
ロナ禍で大変な状況にもかかわらず、多くの市民の皆様、法人
等の皆様にご加入いただき、心よりお礼申し上げます。
　この会費は、主に『ボランティア・市民活動センター』の運
営、また住民参加による福祉活動の推進等に活用させていただ
きます。今後とも市社会福祉協議会活動にご理解ご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。

【一般会員】7,997,000円（16,429世帯）
【法人会員】2,863,000円（287社）

令和２年度令和２年度 社協会員会費納入 社協会員会費納入ののお礼お礼とと報告報告

令和２年度令和２年度 法人会員 法人会員 （令和3年1月31日現在）（令和3年1月31日現在）
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オカノ写真館
サイクルショップ マイロード
有限会社サンスポーツ
スポーツクラブ牛久
高野耳鼻咽喉科クリニック
根本薬局
《南３丁目》
有限会社インテリア光陽
株式会社関電工人材育成センター
株式会社暖喜
有限会社日栄電器
《南４丁目》
医療法人社団園部医院
《南５丁目》
天満胃腸科クリニック
《南７丁目》
お弁当のまたべい
《中央１丁目》
株式会社エリート情報社
奥田整形外科クリニック
株式会社サポート（漢方薬局 薬心堂）
株式会社竹内電気
なかの循環器クリニック
日本テクノサービス株式会社
《中央２丁目》
中央眼科クリニック
有限会社パヌトン
《中央３丁目》
イースタン商事 諸橋
牛久コミュニティ放送 FM-UU
うしく中央司法書士事務所
牛久郵便局
御菓子司青柳花うさぎ
有限会社オム
キムラ工業株式会社
株式会社さくらエステートホームズ
サワムラヤ靴店
株式会社バース
株式会社平成技研
水戸信用金庫牛久支店
大和産業株式会社
《中央４丁目》
有限会社安全ガス
そば処 ふしみ
株式会社チャンス
有限会社ペット医学機構
　（Ｄ＆Ｃ獣医科クリニック）
《中央５丁目》
株式会社サンヨーホーム
椎名産婦人科
鮨・割烹 清瀧
中央総合鑑定所
株式会社土屋建築研究所茨城支所
有限会社つぼた
有限会社天使のおやつ
《栄町１丁目》
有限会社茨城タッグ
株式会社 SHOWA
《栄町２丁目》
有限会社 TAP 保険倶楽部
《栄町３丁目》
株式会社黒須印刷
はんこ屋さん21
やまと仏壇
《栄町４丁目》
関東ホームズ販売株式会社

《栄町５丁目》
アリデザイン株式会社
井上内科クリニック
茨城県信用組合牛久支店
兼久歯科医院
木村電設工業株式会社
常南サイクル
平出商事株式会社牛久店
株式会社水越製作所
《栄町６丁目》
菊水サトー建設株式会社
小林青果店
シャディサラダ館牛久栄町店
株式会社バンビック
《神谷１丁目》
飯島電気工事株式会社
有限会社ストアー中野
有限会社バディ
　（ケアサポート・グループホームけやき）
連根屋
《神谷３丁目》
有限会社大貫園
熊谷エンジニアリング有限会社
《神谷５丁目》
有限会社神谷クリーン産業
有限会社大栄工務店
弥七
《神谷６丁目》
有限会社ヒロ興業
《東大和田町》
株式会社板倉組
株式会社ほーむけあ いしやま
《中根町》
株式会社板倉興業
布瀬自動車興業
《下根町》
有限会社邦光建設
株式会社常信企業
株式会社東和鉄工
ひたち野内科クリニック
《東猯穴町》
ダイナックス株式会社
《ひたち野東１丁目》
一誠商事株式会社
　ひたち野うしく支店
茨城トヨペット株式会社
　ひたち野うしく店
そうだ耳鼻咽喉科クリニック
ヤマニ建設工業株式会社
《ひたち野東２丁目》
茨城トヨタ自動車株式会社
　ひたち野うしく店
えのもと皮膚科
株式会社筑波銀行
　ひたち野うしく支店
《ひたち野東３丁目》
ひたちの司法書士事務所
《ひたち野東４丁目》
スプリング国際特許事務所
《ひたち野東５丁目》
有限会社池田商事
則武内科クリニック
株式会社プラクティス
《ひたち野西１丁目》
株式会社細谷造園
《ひたち野西２丁目》
有限会社おとどけ工房

セキショウホンダ株式会社
　ひたち野うしく店
ひたち野ファミリークリニック
山野井商事株式会社
《ひたち野西４丁目》
株式会社オーシーラポール
小野田電気管理事務所
第一工業株式会社茨城営業所
有限会社デパナジュ
日産プリンス茨城販売株式会社
　ひたち野うしく店
《猪子町》
茨城トヨタ自動車株式会社牛久店
茨城日産自動車株式会社牛久店
グループホームあんずの木
桜井精機株式会社
医療法人社団常仁会
　牛久愛和総合病院
有限会社染谷家具牛久店
東部液化石油株式会社土浦支店
有限会社中里建材店
有限会社丸喜
《上柏田１丁目》
有限会社安藤製作所
落合交通有限会社
上柏田クリニック
《上柏田２丁目》
柏田診療所
コーワ技研株式会社牛久営業所
湯原興業株式会社
有限会社吉田写真館
《上柏田３丁目》
株式会社アイコンサルタント
株式会社ミヤモト開発
《上柏田４丁目》
犬童こどもクリニック
株式会社エイ・ビー・エス
タイヤショップ ビッグロード櫻井
《柏田町》
有限会社あすなろ
牛久葬儀社 こころ斎苑
有限会社栄進オフィス
柿沼葬祭
有限会社ケン河村
ＪＡ水郷つくば牛久支店
司法書士塚本事務所
司化成工業株式会社うしく工場
株式会社塚原建設
つくば開成高等学校
トヨタカローラ南茨城株式会社牛久店
株式会社野口商事
ハナキゴム株式会社
ファイテンショップ牛久店
宮本建設株式会社
株式会社ゆなご教材舎
社会医療法人 若竹会
　つくばセントラル病院
《岡見町》
青木営繕サービス
有限会社牛久建装
ガレージハシモト
有限会社倉持
有限会社甲州屋
忠仁会 岡見第一医院
檜乃アットホーム株式会社
株式会社プラウド
株式会社本橋造園
有限会社ワタベ商会

《さくら台１丁目》
桂建設株式会社
有限会社栗原酒店
小林製作所
医療法人社団橘会
　さくら台土肥クリニック
有限会社長浦自動車工業
《さくら台２丁目》
有限会社アイネットサービス
有限会社いずみ管材
株式会社シイナクリーン牛久営業所
《さくら台３丁目》
グループホームきらり・
　健康サポートセンターきらり
《さくら台４丁目》
東京王冠株式会社
《女化町》
アイシービルメン株式会社
株式会社いしじま
牛久産機有限会社
株式会社広進
澤田茶園
有限会社塚本興商
鳥越クリニック
社会福祉法人博慈会
　特別養護老人ホーム博慈園
株式会社ヒーロー
ＮＰＯ法人 ほっとピア
山賀商店
《上太田町》
株式会社ペットの郷
《結束町》
一般社団法人牛久市医師会
《小坂町》
いいはたらくばトポス
有限会社小坂自動車
八紘運輸株式会社
株式会社雄建
吉田青果
《久野町》
うしくグリーンファーム株式会社
牛久大仏・牛久浄苑
株式会社喜久屋工務店
ケアセンター輪・ケアセンター梵
シンジェンタジャパン株式会社
ヒラデ・スタイル株式会社
株式会社わかな
《正直町》
有限会社イーペック牛久
《島田町》
長沼りんご園
有限会社水間製油所
株式会社ヤマイチ味噌
《奥原町》
重環オペレーション株式会社
大和薬品株式会社つくば工場
日本メクトロン株式会社牛久事業場
株式会社ホギメディカル筑波工場
株式会社ヤマダフーズ
《桂町》
筑波南桂工業団地連絡協議会
《福田町》
鯱梱包運輸株式会社
《その他》
牛久市歯科医師会

※地区別に五十音順にて
　掲載しております。
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　家族以外の人との交流がない、生活リズムが崩れている、仕事が長続きしないなど、働くことに悩みを抱
えた方を対象に、就労相談や参加者同士が交流をもつ集いの場です。カフェに参加されてみたい方、関心の
ある方はぜひご参加ください。就労相談のみ、予約制になります。
　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、延期または中止になる場合がありますのでご了承く
ださい。
●開催日　　令和 3 年 3 月 10 日（水）　午前 10 時 30 分～正午
●場　所　　牛久市ボランティア・市民活動センター懇談スペース
　　　　　　（牛久市役所分庁舎 1 階）
●内　容　　就労アドバイザーによる就労相談、参加者同士の交流
●参加費　　無　料
●定　員　　５～６名

【問合せ・申込み】　生活支援・相談センター（牛久市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　電話：029-871-1295

就労準備支援カフェのご案内

－生活困窮世帯支援のための食品提供にご協力ください－

ご家庭に眠っている
食品はありませんか ～きずな BOX 設置～

　皆様のご家庭で、いただき物や、つい買いすぎてしまった缶詰やレトルト食品など、開封しないまま保管
されている食品がございましたら、提供にご協力をお願いします。
　皆様からの食品提供は、下記に設置した「きずなＢＯＸ（収集箱）」でお預かりし、
NPO 法人フードバンク茨城が取りまとめしたうえで、市社会福祉協議会が連携して、
生活にお困りの世帯にお渡しさせていただきます。よろしくお願いいたします。

●提供いただきたい食品
　缶詰、お米、インスタント麺、うどん・そば・パスタ等の乾麺、レトルト食品など
　＊常温保存可能で、賞味期限が 2 ヶ月以上ある未開封のもの
　＊生鮮食品は受付できませんので、ご了承ください。

●きずなBOX（収集箱）設置場所
　＊牛久市役所　本庁舎ロビー ＊牛久市ボランティア・市民活動センター
　＊牛久市総合福祉センター（女化町） ＊牛久市立中央図書館
　＊すくすく広場（上柏田） ＊にこにこ広場（さくら台）
　＊中央生涯学習センター ＊三日月橋生涯学習センター
　＊奥野生涯学習センター ＊かっぱの里生涯学習センター
　＊牛久運動公園体育館

【問合せ】　生活支援・相談センター（牛久市社会福祉協議会内）　電話：029-871-1295

カフェに

お越しくださ
い
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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。

赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金へご協力いただき、ありがとうございます。

11 月
親和会（女化西シニアクラブ） 雑巾100枚
やどかり介護・歩む　青田政則 1,000円
岡田地域女性団体 タオル20枚

（株）セブン- イレブン・ジャパン 食料品、日用品
（宗）雲國寺 小林正夫 米（20kg ×３袋）
匿 名 500,000円
匿 名 知育玩具等

12 月
田中敏孝 1,000,000円

（株）ヒュリカ 古切手、20,000円
匿 名 880円

12 月

佐藤幸子、古手英子 クリスマスプレゼント
50個（手作り人形）

匿 名 16,015円
やどかり介護・歩む　青田政則 1,000円
西野玲子 9,467円
吉岡賢一郎 使い捨て手袋1,800枚

1 月
グリーンジュースコンペ 30,000 円
NPO 法人 茨城 YMCA 10,000 円
山田章 タオル 41 枚
やどかり介護・歩む　青田政則 1,000円

心のこもった善意ありがとうございました
（令和 2 年 11 月～令和 3 年１月末）

赤い羽根共同募金の追加ご報告
（令和 2 年 12 月 8 日～令和 3 年 1 月 31 日）

（敬称略）

（敬称略）

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

地域の支え合い活動に

活用させていただきま
す

＊戸別募金	 312 世帯　126,200 円
＊山﨑武治	 70,000 円
＊ガールスカウト茨城県連盟
　茨城県第 27団	 10,000 円

＊戸別募金	 307 世帯　150,800 円
＊学校募金	 25,202 円
＊募金箱	 53,153 円

　テーマ型募金は、地域課題や社会課題解決に取り組む団体の活動を財政面から支援することを目的に、
3月31日（水）まで行っている使途を選べる募金です。その課題を解決していく必要性を広く市民の皆様に
アピールしながら活動に必要な資金を共同募金運動を通じて募集しています。
　今年度は牛久市で活動するきらきらスペース「子ども食堂うしくっ子 Sun 運営事業」を含む茨城県内 9 団
体の事業が募集をしています。事業詳細やお問い合わせは茨城県共同募金委員会のホーム
ページをご覧ください。皆様のご理解ご協力をお願い致します。

令和2年度いばらきテーマ型募金運動を行っています！
～共同募金運動！みんなで応援！～

【問合せ】　社会福祉法人　茨城県共同募金会
　　　　　電話：029-241-1037　FAX：029-244-1993

ホームページは右記
二次元コードをご利
用ください。



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
	 おくの義務教育学校　北校舎内
　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。

　重度の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者が通院等で利用するタクシーの「初乗り運賃」を助成
する「福祉タクシー利用券」を交付します。（年 1 回・再交付不可）

令和 3 年度 福祉タクシー利用券の交付

■対象者
　市内に住所があり、次の①～③のいずれかの手
帳をお持ちの方
　①　身体障害者手帳 1・2 級の方
　②　療育手帳Ⓐ、Ａの方
　③　精神障害者保健福祉手帳 1 級の方
※ただし、本人若しくは家族が、自動車税の減免
を受けている方は対象外となります。

■申請に必要なもの
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳のいずれか

■交付開始日
　令和 3 年 3 月 22 日（月）から交付開始
※現在交付されている方には、事前に通知いたし

ます。

■交付時間
　午前 9 時～午後 5 時
　月曜日～土曜日（祝日除く）

■交付場所　＊問合せも同様
　牛久市社会福祉協議会
　電話　029-871-1295

社協広報紙に広告を掲載してみませんか？

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（税込）

【問合せ】　社会福祉協議会　総務担当
　　　　　電話　029-871-1295

　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。

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）

＊イメージ図


