
社協だより

社会福祉法人 久慈市社会福祉協議会

№65
２０２２
（令和４年７月）

　福祉の村にすべり台付きの複合遊具、木製遊具が設置されました。保育園の利用のほ
か、休日には多くの親子が訪れ、子ども達の元気な声で賑わっています。また、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、例年開催している「鯉のぼりフェスティバル」を
中止しましたが、市民の皆様からご寄付いただいた鯉のぼりを４月中旬から５月中旬ま
で掲揚いたしました。ご寄付くださいました皆様、ありがとうございました。

主な内容

福祉の村に新遊具が設置！

２～３㌻… 令和３年度事業報告・決算、社協会費のお願い

４㌻……… 令和４年度事業計画・予算

５㌻……… 相談窓口の紹介

６㌻… 助成事業決定、出張相談、フードパントリー、子ども食堂

７㌻… つどいの広場、手話・点字教室、寄付のお礼、プールのお知らせ

８㌻… 車両寄贈、赤い羽根自動販売機設置、ボランティア募集
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　令和 3 年度も新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、多数の参加が見込まれる事業を中止ま

たは規模を縮小して開催したほか、人が集まる場所を避ける動きも続いており、屋内温水プール等の施設利

用者が大きく減少するなど事業推進が難しい１年でありました。

　このような中で、感染予防に努めながら各種事業を実施するとともに、生活福祉資金貸付事業（新型コロ

ナウイルス感染症に伴う特例貸付）や生活困窮者自立支援事業、一人親世帯を対象としたフードパントリー

事業（食糧無償提供）に継続して取り組み、新型コロナウイルス感染症の影響で生活が困窮している方の支

援に努めたほか、福祉なんでも相談窓口を開設し、地域住民の生活上の困りごとの相談を推進しました。

　また、新たに「つどいの広場」において一時預かり事業を実施し、親の育児負担の緩和など子育て支援に

取組みました。

●ふれあいサロン実施（参加者数延べ 6,785名）

●除雪要支援世帯に対する除雪支援活動への助成
（登録団体 ８団体の内、３団体へ助成）

●社協だよりの「しあわせＳＵＮ」の発行（４回）

●声の広報事業の実施（24回）

●歳末たすけあい運動の実施（732名に激励金を贈呈）

●介護機器の貸出（94件）

●理事会４回、評議員会１回、定例監査、出納調査

　３回、評議員選任・解任委員会１回

●福祉作文コンクールの実施（応募数 28編）

●福祉教育出前講座の実施（実施校数 延べ23校）

●保育園ふれあいサロン実施の支援（２回）

●福祉なんでも相談の実施（24件）

●フードパントリー事業の実施（３回）

●総合福祉センターの管理運営（利用者数 20,698名）

●「福祉の村」「屋内温水プール」「山形老人福祉セ
　ンター」の管理運営（指定管理）

●総合福祉センター避難所対応（２回：避難者数延べ45名）

会の運営

福祉教育

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制づくり事業

福祉施設の運営

施設の管理運営

地域福祉事業

●地域活動支援センターチャレンジランドの運営
　（利用者延べ 1,080名）

●しあわせＳＵＮ つどいの広場の運営
　（利用者延べ 3,137名、一時預かり事業延べ 20名）

ボランティア活動事業
●ボランティア活動センターの設置運営

（登録団体 40団体）

●ボランティア保険料の一部助成（460名に助成）

●地域ボランティア活動への助成（助成団体 ４団体）

●災害ボランティア養成講座（参加者延べ 22名）

●あんしんサポート事業（利用件数 567件）

●敬老会事業（対象者数 6,221名）

●高齢者生きがいづくり事業
（ねんりん講座 ５回、趣味の作品展示即売会）

●精神障害者社会適応訓練事業（２名を延べ158日受入）

受託事業の実施

その他の事業

●ケアプランの作成（延べ 3,071件）

●要介護認定調査（延べ 84件）

●介護予防プラン作成（延べ 148件）

●法人後見受任状況（受任延べ件数 14件）

●法人後見審査委員会の開催（２回）

居宅介護支援事業

法人後見事業の実施

●生活困窮者自立相談支援事業（久慈管内）の実施
（相談件数延べ 2,918件）

●生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業の実施
（貸付件数：生活福祉資金 80件、内、コロナ特例 75件）

●日常生活自立支援事業（久慈管内）の実施
（利用契約件数 101件、相談件数延べ 794件）

●成年後見センター事業（久慈管内）の実施
（市民後見人養成講座  受講者延べ89名、相談件数延べ284件）

●苦情解決事業及び第三者委員の設置
　（苦情申立件数 ０件）

●共同募金運動の促進

●福祉基金の積立（総額 253,314,268円）

令和３年度  久慈市社協事業報告令和３年度  久慈市社協事業報告

総合相談支援体制の推進
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　市民の皆さまや団体・企業等から寄せられた寄付金などを積み立て

ている福祉基金は、令和４年３月31日現在、253,314,268円の積

立額となりました。積立額から生じた利息は、地域住民の生活を支援

するボランティア活動に役立てられています。

福祉基金積立の
お知らせ

会費

4.4％
10,444 千円

市・県社協からの
補助金

21.0％
49,521 千円

ボランティア
活動振興事業

6.8％
16,002 千円

介護サービス
事業収入

21.2％
49,986 千円

県・市・県社協からの
受託金

36.0％
84,978 千円

相談支援事業

19.6％
46,369 千円

支　出
236,062 千円

収　入
236,062 千円 高齢者支援事業

1.9％
4,573 千円

子育て支援事業

4.3％
10,204 千円

障がい者支援事業

1.8％
4,209 千円

支えあい活動事業

2.9％
6,723 千円

介護支援事業

16.3％
38,527 千円

施設管理事業

32.6％
76,922 千円

法人運営事業

6.1％
14,522 千円

その他（予備費・繰越金など）

7.7％
18,011 千円

事業収入
(利用料など）

4.2％
9,970 千円

その他（寄付金・繰越金・
受取利息配当金など）

9.8％
23,109 千円

共同募金配分金

3.4％
8,054 千円

令和３年度決算

事業報告及び収支決算の詳細は社協窓口 （総合福祉センター、
山形事務所） やホームページでご覧いただけます。
〈久慈市社協ホームページ〉 http://www.kuji-shakyo.jp

一世帯１,０００円のご協力をお願いいたします。
ふくしのまちづくりのための貴重な財源として活用させていただきます。

　社協の行う福祉活動は、市民の皆様からご協力いただいている会費や寄付金、共同募金からの助成
金のほか、久慈市からの補助金や委託金、介護保険事業による自主財源により実施しています。
　本年度も福祉委員（行政連絡区長）さ
んを通じて一世帯 1,000 円の会費をお願
いしますので、ご理解とご協力をお願い
いたします。
　なお、災害等で被災された世帯や失業
等で協力が難しい世帯につきましては、
可能な範囲でご協力くださいますようお
願い申し上げます。

～ 社協会費へのご協力のお願い ～

  ふれあいサロンの様子
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■ふれあいサロン実施への支援　■住民支えあいマップづくりの推進　■地域支えあい研修会の開催

■地域のボランティア活動への助成　■あんしんサポート事業の実施　■災害ボランティア養成講座の開催

■町内会等による除雪要支援世帯に対する除雪支援活動への助成　■フードパントリー事業の実施

１　地域での支えあい活動の推進

２　総合相談支援体制の推進

　　「ふれあい　ささえあい　いきがい」 を基本方針に、 地域共生社会の実現に向けて、 地域住民や福祉

団体が主体となって連携 ・協働し、 地域生活課題の解決のための活動を展開していきます。

　地域や関係団体等と連携を図りながら、地域住民が地域の課題を共有し支えあう地域福祉活動を推進します。

　生活困窮者自立相談支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業、成年後見センター事業を

通じて、住み慣れた地域での自立した生活を支援します。また、福祉なんでも相談窓口を開設し、地域で安

心して暮らすことができるよう支援します。P5 各種相談窓口の紹介をご参照ください。

令和４年度  久慈市社協事業計画令和４年度  久慈市社協事業計画

ふくしのまち誰もが参加し、
 支えあい、共に創ろう

基本方針

重点事業

会費

4.5％
10,630 千円

市・県社協からの
補助金

19.8％
46,671 千円

ボランティア活動
振興事業

6.6％
15,540 千円

介護サービス
事業収入

19.2％
45,198 千円

県・市・県社協からの
受託金

36.4％
85,728 千円

相談支援事業

20.2％
47,545 千円

支　出
235,476 千円

収　入
235,476 千円

高齢者支援事業

2.2％
5,182 千円

子育て支援事業

4.0％
9,335 千円

障がい者支援事業

1.7％
4,036 千円

支えあい活動事業

3.5％
8,177 千円

介護支援事業

16.7％
39,355 千円

施設管理事業

33.9％
79,929 千円

法人運営事業

7.7％
18,117 千円

その他（予備費・繰越金など）

3.5％
8,260 千円

事業収入（利用料など）

5.2％
12,311 千円

その他（寄付金・繰越金・
受取利息配当金など）

10.9％
25,574 千円

共同募金配分金

4.0％
9,364 千円

事業計画及び収支予算の詳細は社協窓口 （総合福祉センター、
山形事務所） やホームページでご覧いただけます。
〈久慈市社協ホームページ〉 http://www.kuji-shakyo.jp

令和４年度予算
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久慈市社会福祉協議会
各種相談窓口の紹介

相談項目・事業名 相　　談　　内　　容

ボランティア活動
・ボランティア活動の登録・斡旋

・ボランティア保険の相談

地域福祉係
☎ 53－3380
山形事務所
☎ 72－2800

地域づくり
・ふれあいサロンの立ち上げなどに関する相談

・地域での支えあい活動に関する相談

福祉なんでも相談
・�福祉に関することから日常生活でどこに相談したらいい

か分からないといった様々な相談

生活福祉資金　

たすけあい資金

・低所得、高齢者、障がい者等世帯への資金相談

・�新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した

世帯への資金の特例貸付

日常生活自立支援

事業

・�判断能力が不十分で金銭管理や福祉サービス利用契約が

困難な方やその家族の相談
権利擁護支援係
☎ 61－3741

成年後見制度 ・成年後見制度等権利擁護関係相談

生活困窮者自立支

援事業

・生活に困っている方の相談

・生活再建のための家計相談

・就労へ向けての就労相談

生活あんしん係
☎ 61－3741

居宅介護支援事業
・介護保険に関する相談

・介護認定に関する相談

介護支援係
☎ 61－1554

あんしんサポート

事業

・�高齢、障がいのため日常の家事、通院などでお困りの方

やその家族の相談

・有償ボランティアの登録・斡旋

地域福祉係
☎ 53－3380
介護支援係
☎ 61－1554

介護機器貸し出し

事業
・車いす、ベッドの借用についての相談

管理係
☎ 53－3380

子育て相談
・子育てに関する相談

・一時預かりについての相談

しあわせＳＵＮ
つどいの広場
☎ 61－3933

本会の高齢者、障がい者、子育てなどの相談窓口を紹介します。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯への特例貸付の相談も行っております。
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●畑田沢里町内会
　事業名：高齢者健康・交流ふれあいサロン事業

令和４年度
久慈市共同募金委員会助成事業

助成団体決定
　市民の皆さんなどからの寄付金を積立てている福祉基金
の運用収益を活用して、地域での支えあい活動に助成する
本事業で次の２団体へ総額12万７千円を助成することに
決定しました。

●北野いきいきサロン　事業名：地域での支えあい事業
●読み聞かせボランティア さざなみ　事業名：読み聞かせ事業

令和４年度
地域ボランティア活動助成事業

助成団体決定
　「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」活動を
支援するため、次の団体に助成することに決定しました。
　この助成は令和３年度に皆さまからご協力いただいた
赤い羽根共同募金が活用されるものです。

　福祉に関することから生活上の困りごと、地域の居場所づくりなど、どこに相談したらよいか分からないといった
様々な相談にお応えするため、社会福祉士が市内８地区で出張相談会を開催いたします。
　※社協本所では随時相談を受付していますので、お気軽にお問合せ下さい。

出張福祉なんでも相談出張福祉なんでも相談

【問い合わせ先】社協本所 地域福祉課 ☎53－3380   ※  相談日の２日前までに予約が必要です。

会　　場 開催日 会　　場 開催日 時　間
山形老人福祉センター ７月７日 (木) 宇 部 市 民 セ ン タ ー ９月８日 (木)

午後２時～

午後３時30分

夏 井 市 民 セ ン タ ー ７月８日 (金) 山 根 市 民 セ ン タ ー ９月９日 (金)
大 川 目 市 民 セ ン タ ー ７月13日 (水) 侍 浜 市 民 セ ン タ ー ９月13日 (火)
長 内 市 民 セ ン タ ー ７月15日 (金) 小 久 慈 市 民 セ ン タ ー ９月14日 (水)

　新型コロナウイルス感染症の影響により、家計の負担が大きくなるなど、生活に対する不安が大きくなってい
ます。久慈市社会福祉協議会では、市内に住所を有するひとり親世帯を対象に、食料品を無償で提供します。

 受付期間 　７月１日（金）～７月８日（金）17時まで
 受渡日時 　７月21日（木）16時～19時　※ 受渡日時に連絡なく来られない場合はキャンセルとなります。
 受渡場所 　久慈市総合福祉センター
 対象世帯 　30世帯（30世帯を超えた場合は、抽選となります。）
 　　　　 　※  市内に住所を有するひとり親世帯で高校生以下の未就労の子どもを
　　　　　　 一人で養育している世帯で経済的に大変な世帯。
 　　　　 　※  生活保護を受給されている世帯、祖父母等と同居している場合
　　　　　　 （世帯別でも同一建物（敷地内含む））は、対象外となります。
 申込方法 　専用フォームからお申込みください。
　　　　　  ・ 久慈市社協ホームページからアクセス
　　　　　  ・  ＱＲコードを読み込んで申し込みフォームへアクセス
　　　　　  ・  パソコン・スマートフォンからのお申込みが難しい方は、
　　　　　　 専用申込書からお申し込みください。（窓口配布）

■時　　間：11：30～12：30

■各回定員：30名　

■参 加 費：無料

■申 込 先：おむすび村食堂

　　　　　　代表　森　 090-5182-5077

　　　　　　お電話またはショートメールOK！
この事業は、 岩手県生活衛生営業指導センター、 岩手県飲食業生活衛生同業
組合久慈支部のご協力で開催します。

子ども食堂開催のお知らせ子ども食堂開催のお知らせ 　新型コロナの影響がありますので、おむすび村

食堂の子ども食堂はお弁当を配布いたします。

ミニフードバンクも
一緒に開催します。

会　　場 開催日 申込期間

大川目市民センター ７月３０日（土） ７月19日～７月26日

小久慈市民センター ９月１１日（日） ８月28日～９月６日

ひとり親世帯の家計を応援します!

《問合せ先》 久慈市社会福祉協議会 地域福祉課　☎53－3380　 52－7715

ＱＲコード⇒

久慈市社協で検索

相談無料。秘密は守ります！

フードパントリー事業は、
企業・個人の皆様からのご
寄付を活用して実施しま
す。食料品の購入資金やお
米、レトルト食品などの寄
付も募集しています。皆様
のご協力をお願いします。
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お知らせ・ご案内

・絵本の読み聞かせ会「よんで！よんで！！」

　　7／7（木）・ 8／4（木）・ 9／2（金）

・親子あそびの講習会「SUNSUNひろば」
　　7／7（木）・ 8／4（木）・ 9／2（金）

・つどいの会（子育て相談）

　　7／14（木）・ 8／12（金）・ 9／9（金）

・こはくのまちの保健室（健康相談）

　　7／18（月）・ 8／8（月）・ 9／８（木）

　◇時　間　いずれも１０時～

「しあわせSUN」
つどいのひろば行事予定

※行事予定は変更になる場合がありますので、

　ご確認をお願いします。

◇連絡先：しあわせSUN つどいの広場

　　　　　☎61－3933
　　　　　　※火曜日は定休日です

【手話入門教室】◇日時　7／28、8／4、8／18、

　　　　　　　　　　　 8／25、9／1

【点字入門教室】◇日時　8／3、8／10、8／24

 時　　間：18時30分～20時

 場　　所：久慈市総合福祉センター

 定　　員：各 10 人

 受 講 料：無料

 申　　込：７月20日（水）までに

 　　　　　社協本所 地域福祉課 ☎53－3380へ

ボランティア活動に役立つ

手話・点字入門教室開催

● 久慈法人会女性部会 ………………… １０,０００円

● ボランティアサークルホットタウン … １０,０００円

（令和４年４月から令和４年６月まで） （敬称略）

◆ フードパントリー事業

◆ 生活困窮者自立相談支援事業

ご寄付ありがとうございました

【申し込み・問い合わせ】　福祉の村屋内温水プール　☎53-9292

福祉の村屋内温水プール福祉の村屋内温水プール（ショートプログラムのご案内）（ショートプログラムのご案内）

※�各コースは､月単位で申込出来ます。１カ月分の入場料を、当月１回目の教室時にお支払い頂きます。
※�前月末日までにご予約下さい。前月末日時点で、予約数が４名以下の場合は、休講とさせて頂きます。
※�シニアフリーパス券での参加も可能です。前月末日までの事前予約制となります。
※３０分間のショートプログラム参加前後のプール利用は、入場料の差額として２００円必要となります。

レベルに応じてクロール・背泳ぎ・平

泳ぎ・バタフライの基礎を練習します。

浮力を利用し、安全で効果的な全身運

動を行います。

有酸素運動と筋力トレーニングを交互

に行い、筋力・持久力を向上させ、体

力アップのプログラムです。

脚力強化を目的に、３分ごとに早足と

ウォーキングを交互に行う、インター

バルトレーニングを行います。

スイムレッスン

楽々ウォーキング

アクアサーキット

インターバルウォーキング

火・木・土曜  13：30～14：00

火・木・土曜  10：30～11：00
水曜  19：00～19：30

金曜  14：00～14：30

水曜 14：00～14：30　金曜 19：00～19：30

運動強度
★★★

運動強度
★☆☆

運動強度
★★☆

対象　18歳以上 入場料　300円×回数／月
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 ゴミ出し

 ゴミステーションま

 で持っていく活動で

  す。（週２回程度）

【問い合わせ先】

久慈市共同募金委員会

☎53-3380

久慈市社協ホームページ　http://www.kuji-shakyo.jp
　　　　　　　　 E-mail　info@kuji-shakyo.jp
この広報紙は共同募金助成金の一部をあてて発行しています

　岩手県社会福祉協議会を通じて、日本

郵政グループ労働組合ユースネットワー

ク様から軽自動車の寄贈をいただきまし

た。

　この車両は本会の訪問相談活動などに

活用いたします。

　活動内容や活動日時はご相談に応じます。ご自身の可能な時間・頻度でお手伝いしてみませんか？

性別、資格は問いません。

　社会福祉法人修愛会様では、気軽にできる社会貢

献活動として、赤い羽根自動販売機を恵水園の食堂

内に設置いただきました。

　この自動販売機の売り上げ

の一部が赤い羽根共同募金に

寄付され、地域福祉活動や子

育て支援、障害者の自立支援

などに役立てられます。

　ご協力に感謝いたします。

車両を寄贈　 　　車両を寄贈　 　　
　 いただきました　 いただきました

赤い羽根自動販売機　赤い羽根自動販売機　
　 が設置されました　 が設置されました

困って

　　いる方

③サービス提供
（家事援助など）

①サービス利用
の申し込み

②サービス提供
の依頼

【利用会員】 【協力会員】

地域の方

（ボランティア）

サービス提供の調整

【社会福祉協議会】

あんしんサポート事業

有償ボランティア 募集 募集!!!!
活動費：
１時間 500円

お手伝い出来ない活動 → お金の管理、入浴介助、トイレ介助、服薬管理、車での送迎など

《問い合わせ先》 介護支援課 ☎61－1554 ／ 地域福祉課 ☎53－3380

④活動の報告

⑥活動費支払い

⑤利用料請求

　高齢や障がいなどで、日常生活の困りごとのお手伝いをし

てくれる協力会員（有償ボランティア）を募集しています。
外出支援

通院などの外出時の付

き添いをお手伝いして

　いただく活動です。

家事支援

掃除や洗濯などのお手

伝いをしていただく活

　動です。


