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久慈市社会福祉協議会
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（令和元年７月）

№

社協だより

Wing ★

６月９日、福祉の村を会場に高校生ボランティア（グリーンピース）が主催し
開催されました。このイベントは、子どもたちが高校生、大人の皆さんと遊びな
がらふれあうことで、夢や希望を見出し翼を広げ飛び立って欲しいという願いか
ら開催されています。（このイベントに共同募金から一部助成しております。）

主な内容
１ページ ………… ＷＩＮＧ ☆フェスタ
２〜３ページ …… 平成30年度事業報告・決算

６ページ …… 叙勲・褒章受章者紹介、助成団体決定

４〜５ページ …… 令和元年度事業計画・予算

８ページ …… 社協会費、プールからのお知らせ

７ページ …… お知らせ・ご案内

平成30年度

久慈市社協事業報告

平成30年度は、基本方針に掲げた「地域での支えあい活動の推進」「久慈地域成年後見センター事業」
「生活支援・介護予防体制整備事業」「生活困窮者自立相談支援事業」を重点事業に、久慈市をはじめ関係
機関・団体と連携を図りながら地域住民の参加・協力を得て、子どもから高齢者まで幅広く事業を展開し、
特にも久慈地域成年後見センター事業では、判断能力が不十分な方の成年後見人等となる法人後見事業の
推進に努め、権利擁護を推進したところであります。
そのほか、児童生徒を対象とした福祉教育の推進に努めたほか、指定管理者受託事業（５年目「指定期
間５年」）においては、「福祉の村」等の施設管理や自主事業の実施など、これまでの実績をふまえ、改善
を図りながら事業を推進しました。
以下、主な事業内容は次のとおりです。

会の運営

ふくしサロン「しあわせＳＵＮ」の運営

●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

●
「ご近所介護ステーション」
（デイサービス利用者・一般利用者等

延べ 1,870名）

●
「つどいの広場」

地域福祉事業
●地域での支えあい活動の推進
（地域福祉講演会の開催、ふれあいサロン実施支援「実施
経費の一部助成、訪問相談支援等」、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「登録９団体
の内、１団体へ助成」、住民支えあいマップづくり「１地
区」）

●福祉情報の提供
（社協だよりの発行「４回」、ホームページの更新「毎月・随
時」、声の広報「24回」）

●歳末たすけあい運動の実施（773名に激励金を贈呈）
●介護機器貸し出し事業（貸出件数延べ 524件）
●地域活動支援センターチャレンジランドの運営
（延べ 143回開催、利用者延べ 1,170名）

受託事業
●日常生活自立支援事業
（久慈市利用契約件数 72件、相談件数延べ 2,227件）

●生活支援・介護予防体制整備事業
（町内会等への訪問活動延べ 29回）

●敬老会事業（対象者数 6,216名）
●いきいきシニアスポーツ大会（参加者 454名）
●白樺大学の開催（参加者延べ 587名)
●生活支援相談員設置事業
（被災世帯訪問延べ 210世帯）

●精神障害者社会適応訓練
（２名を延べ 58日受け入れ）

（子育て親子の交流、相談会等

親子等利用者延べ 7,756名）

福祉教育
●鯉のぼりフェスティバルの開催
（15保育園 284名）

●寺子屋合宿の開催（小学生 48名、ボランティア 38名）
●福祉作文コンクールの実施（応募数 45編）
●福祉教育出前講座の実施
（小学校等に出向き車いす体験等延べ 25回）

ボランティア事業
●ボランティア活動センターの設置運営
（ボランティア登録 38団体・1,738名、ボランティア活動の連
絡調整延べ 237件）

●ボランティア保険料の一部助成（417名）
●地域ボランティア活動への助成
（助成団体４団体、助成総額 286,000円）

●手話入門教室・あんしんお手伝い教室の開催
（参加者延べ 42名）

●あんしんサポート事業（有償ボランティアによる家事援
助サービスの提供

利用件数延べ 701件）

●福祉バザーの開催
（台風の影響でふれあい福祉まつりを中止したことから、福祉
バザーのみ開催 来場者 273名）

生活困窮者自立相談支援事業（久慈市、管内町村）
●生活あんしん相談室の運営
（相談件数延べ 2,928件、内 久慈市 1,080件）

居宅介護支援事業

施設の管理運営

●ケアプラン作成（延べ 3,432件）
●要介護認定調査（延べ 108件）
●介護予防プラン作成（延べ 198件）

●総合福祉センターの管理運営
●
「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）
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久慈地域成年後見センター事業（久慈市、管内町村）

その他の事業

●運営委員会（２回）、ネットワーク会議（６回）の開催
●市民後見人フォローアップ研修の開催

●苦情解決事業及び第三者委員の設置
（苦情申し立て件数 ０件）

（全４回、受講者 28名）

●福祉基金利息の活用

●市民セミナーの開催（参加者 127名）
●相談支援の実施（延べ 238件、内 久慈市 162件）
●法人後見の実施（受任３名、法人後見審査委員会２回）

（30年度末現在 253,158,192円、地域のボランティア活動４
団体へ助成）

●共同募金運動の促進
●久慈地区広域社協連絡協議会事務局
●チャレンジド結いっこ・やませの里連絡協議会
への協力

貸付事業
●生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業
（相談件数延べ 245件、貸付件数 ８件）

貸

借

対

資産の部

照

表

（平成31年３月31日現在）

負債の部

科

目

金

流動資産

額

科

43,498,844

現金預金

その他の固定資産

8,542,530

事業未収金

目

33,410,984

構築物

金

額

科

純資産の部
目

391,846,979 流動負債
666,330
1,088,746

預り金

額

科

目

金

35,411,406 基本金

事業未払金

機械及び装置

金

額

2,000,000

25,515,751 福祉基金

253,158,192

12,066 国庫補助金等特別積立金

98,985,881

立替金

539,080

車輛運搬具

2,910,423

職員預り金

2,140,376 財政調整基金積立金

54,439,165

前払費用

243,250

器具及び備品

5,634,256

賞与引当金

7,743,213 次期繰越活動増減差額

64,674,960

１年以内回収予定長期貸付金

763,000

ソフトウェア

30,600 固定負債

73,919,267 （うち当期活動増減差額） △ 9,274,010

539,090,027

退職手当積立基金預け金

53,606,360

退職給付引当金

基本財産

147,243,048

退職給付引当資産

20,312,907

負債の部合計

建物

145,243,048

福祉基金積立資産 253,158,192

固定資産

定期預金

2,000,000

財政調整基金積立資産
資産の部合計

73,919,267

純資産の部合計

473,258,198

109,330,673 負債及び純資産の部合計 582,588,871
（単位：円）

54,439,165
582,588,871

福祉基
金の
お知ら
せ

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、平成31年３月31日現在、253, 158, 192円の積立額となり
ました。
平成30年度に積立額から生じた利息 266, 000円は、寺子屋合宿事業（子どもたちのボランティ
ア体験）に活用したほか、地域住民の生活を支援するボランティア活動に助成しました。

平成30年度
会費 10,595,200(3.6％）

その他
（受取利息、施設整備補助金等）

寄付金 176,822(0.0％）

11,408,838(3.9％）
積立資産取崩
17,531,178
（5.9％）
事業収入
9,761,517
（3.3％）

21,692,587
（7.3％）

共同募金配分金
9,420,264(3.2％）

積立資産積立金
22,702(0.0％）

その他（負担金、固定資産取得等）
6,480,824(2.2％） 当期末支払資金残高
（令和元年度へ繰越）
15,067,651(5.1％）

共同募金配分金
3,092,000(1.1％）

（29年度より繰越）

収
介護保険
63,562,848
（21.5％）
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前期末支払
資金残高

資金収支計算書

経常経費補助金
50,066,222
（17.0％）

助成金
10,400,320
（3.5％）

入

事業費
53,295,515
（18.0％）

合計
295,440,581
受託金
101,225,105
(34.3％）

支

出

合計
295,440,581

人件費
193,759,193
（65.6％）

事務費
13,322,376
（4.5％）

（単位：円）

令和元年度

久慈市社協事業計画

「ふれあい ささえあい いきがい」を基本方針に、全ての市民が、地域、暮らし、生きがいを
共に創り高め合う地域共生社会の実現に向けて、各種事業を展開するとともに、地域での支えあ
い活動の推進、久慈地域成年後見センター事業、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、生活困窮者自立相談支援事業を重点事業として推進します。

地域福祉事業

法人後見事業

◇地域での支えあい活動の推進

◇法人後見の受任

（支えあい活動モデル地区の推進、住民支えあいマップづくり等）

◇法人後見審査委員会の開催

◇ふれあいサロン実施への支援
（訪問相談、地区集いの開催）

◇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
◇福祉サービス情報の提供
◇歳末たすけあい運動の実施
◇介護機器貸し出し事業の実施
◇地域活動支援センターチャレンジランドの運営

ボランティア事業
◇ボランティア活動センターの設置運営
◇ボランティア保険料の一部助成
◇地域のボランティア活動への助成
（福祉基金利息を活用）

◇あんしんサポート事業の実施
（ボランティアによる家事援助）

◇ふれあいサロンの集いの開催
◇福祉まつりの開催

施設の管理運営
◇総合福祉センターの管理運営
◇「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）
山形老人福祉センター自主事業

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
◇地域共生社会の実現に向けた包括的な相談支援
体制の推進
◇地域のニーズと資源状況の把握
◇関係者間のネットワークの構築

子ども茶道教室
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受託事業

居宅介護支援事業

◇日常生活自立支援事業
（あんしんねっと）
の実施
◇敬老会事業の実施
◇いきいきシニアスポーツ大会運営
◇高齢者生きがいづくり事業（白樺大学など）
◇精神障害者社会適応訓練事業の実施
◇しあわせＳＵＮつどいの広場の受託・運営
◇久慈地域成年後見センター事業の実施

◇要介護認定調査の受託・実施
◇介護予防プラン作成の受託

生活困窮者自立相談支援事業
（久慈市及び管内町村）
◇生活あんしん相談室の設置運営
◇ネットワーク会議・支援調整会議の開催
◇出張相談会の開催（管内）

その他の事業
◇苦情解決事業及び第三者委員の設置
◇福祉基金利息の活用
（地域のボランティア活動への助成）
しあわせＳＵＮつどいの広場

◇共同募金運動の促進
◇久慈地区広域社協連絡協議会事務局
◇チャレンジド結いっこ・やませの里連絡協
議会への協力

福祉教育
◇寺子屋合宿の開催（小学生対象の体験学習）
◇福祉作文コンクールの実施
◇鯉のぼりフェスティバルの開催

貸付事業

◇福祉教育出前講座の実施（車いす体験等）

◇生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業の実施

令和元年度
その他（受取利息配当金、貸付事業など）
789(0.3％)

会費
10,680(4.4％）

前期末支払資金残高（30年度より繰越）
3,995(1.6％）

寄付金
600(0.2％）

積立資産取崩
21,003(8.7％）
事業収入
11,180
(4.6％）

収
介護保険
46,049
(19.0％）

共同募金配分金
9,848(4.1％）

経常経費補助金
45,315
(18.7％）

入

資金収支予算
当期末支払資金残高
3,179(1.1％）
その他

共同募金
配分金
4,040(1.6％）
助成金
11,372
(4.4％）

合計
242,362
受託金
92,903
(38.3％）

（R 2年度へ繰越）

積立資産積立金
110(0.0％）

事業費
53,233
(21.6％）

（予備費、貸付事業など）

1,972(0.8％）

支

出

合計
242,362

人件費
151,555
(64.8％）

事務費
16,901
(5.7％）
（単位：千円）

5 社協だより

令和元年春の叙勲及び褒章がこのほど発表されました。
社会福祉関係者で受章された皆さんを御紹介します。
と や みね

みち こ

おんなざわ

鳥谷峯 道子 さん

女 澤

更生保護功績
藍綬褒章

●荷軽部青年会（代表 谷地 大輔）
事業名：荷軽部にサンタがやってくる事業
●横沼たんぽぽの会（代表 田中 和子）
事業名：ふれあいサロン用備品設置事業

連絡先

や
夏休みの宿題 よ！
る
き
で
も
り
く
工作づ
あるよ！
楽しい遊びも

おむすびむら食堂
090-5182-5077
代表 森
53-5538
社協本所 地域福祉課 ☎ 53-3380

・ボランティアさんと
一緒に調理をしたい
人は、三角巾、エプ
ロンを持参してくだ
さい。

令和元年度 久慈市共同募金委員会
助成事業の助成団体決定

久慈市社会福祉協議会 福祉基金助成事業

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
動を支援し、「共に支え、元気と安らぎあふれるま
ちづくり」を推進することを目的とした助成事業
に、次の５団体から応募があり、総額44万４千円
を助成することを決定しました。

さん

昭和55年から平成28年まで36年間にわたり
民生委員・児童委員として務め、久慈市民児協
理事、夏井地区民児協会長を務めるなど地域福
祉の向上や民生委員の資質向上に尽力されま
した。

■日 時：８月４日（日） 10時～14時
今回のメニュー
■場 所：中央市民センター
カレーライス
■対 象：市内小・中学生（親子での参加可）
フルーツヨーグルト
■参加費：一人 100 円（食材料代）
ほか
■定 員：20名
■申込み：前日までにお申し込みください。（ショートメールでも申込可）

令和元年度
地域ボランティア活動助成事業
助成団体決定

宏

社会福祉功労
瑞宝単光章

平成９年から盛岡保護観察所の保護司として
委嘱を受け、現在に至るまで更生保護に大きく
貢献したほか、平成13年から主任児童委員、
平成18年から日常生活自立支援事業生活支援
員として、地域のために尽力されています。

おむすびむら 食堂

ひろし

「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、次の団体に備品整備費として１０万円を助成する
ことに決定しました。この助成は平成３０年度に皆様からご
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。

●ふれあいサロン麦っ娘 侍浜町（代表 中居 久子）
事業名：高齢者介護認知症予防事業
整備品：液晶テレビ、ＤＶＤプレーヤー

ご寄付ありがとうございました
（平成３１年３月から令和元年６月まで）

（敬称略）

◆法人運営事業
●門前町内会青年部銀杏会 ……… ２０,０００円

●荒町町内会（代表 外里 壽）
事業名：一人ぐらし高齢者支えあい配食事業
久美子）

●おむすびむら食堂（代表 森 千賀子）
事業名：おむすびむら食堂（子ども食堂）開催事業

各地で大きな被害をもたらした次の災害に対して、義援
金を募集しております。皆さまのご協力をお願いします。

北海道胆振東部地震義援金（令和元年９月30日まで）
平成28年熊本地震義援金（令和２年３月31日まで）
平成30年７月豪雨災害義援金（令和２年６月28日まで）

▽▽▽

●久慈地域傾聴ボランティアこころ
（代表 中村
事業名：こころの健康づくり事業

社協だより 6

お知らせ・ご案内

「しあわせ S U N」
つどいのひろば行事予定
・絵本の読み聞かせ会「よんで！よんで！
！」
7／5（金）・ 8／2（金）・ 9／6（金）
・つどいの会
7／19（金）・ 8／30（金）・ 9／27（金）
・親子あそびの講習会「SUNSUN ひろば」
7／12（金）・ 8／23（金）・ 9／13（金）
・まちの保健室（健康相談）
7／8（月）・ 8／8（木）・ 9／8（日）
◇時

間

いずれも１０時30分～
（まちの保健室のみ１０時～）

※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。

令和元年度

高齢者講座 白樺大学

白樺大学は健康維持と生きがいづくりを目的に、市内の概
ね60歳以上の方を対象として開催しています。開講式・閉
講式、市内５地区を会場に開催する地区学級などを行いなが
ら10月から３月にかけて全７回開催いたします。
昨年度の参加者は、延べ580名程が参加する人気の講座
です。今年度も多くのご参加をお待ちしております。

■開講式
◇日 時：10月８日（火）13時30分～
◇内 容：「10歳若返る、若返り体操」
◇講 師：にいや整骨院＆からだメンテナンスサロン
院長 新井谷 潤 氏
◇場 所：久慈市総合福祉センター ◇参加費：無料
◇申込み：９月27日（金）までに社協本所 ☎53－3380へ
■地区学級開催地区（予定）
河南地区、久慈湊地区、長内地区、大川目地区、宇部地区
※詳細につきましては10月の社協だよりに掲載いたします。

ゃマーケット
ち
も
お
のご案内

山形老人福祉センター自主事業

「生きがいづくり教室①」参加者募集

ご家庭で使用しなくなった不要なおもちゃ
がありましたら、ご寄付くださるようお願いいた
します。おもちゃのリサイクルを目的としたつど
いの広場主催の「おもちゃマーケット」で皆様に
安価で販売させていただく予定です。赤ちゃんの
おもちゃ、ままごと、ロボットなど大歓迎。
なお、勝手ながらぬいぐるみ、絵本は相当数在
庫がございますので、ご遠慮させていただきま
す。ご了承下さい。
※おもちゃマーケットは、やませあきんど祭
り中（８月６日〜８日）に開催します。

◇日
◇場
◇内

時：７月18日（木）10時～11時30分
所：山形老人福祉センター
容：実技 お家でできる美容カイロ
（ゴムバンド体操・腰痛体操）
講師 カイロプラクティック 美容カイロエステティシャン
中 森 美喜子 氏
◇参加対象：市内に居住する関心のある方
◇参 加 費：無料
◇申 込 み：７月10日（水）までに
山形老人福祉センター ☎72－2800へ

手話入門教室 参加者募集

◇連絡先：しあわせSUN つどいの広場 ☎61－3933
営業時間：10時～15時 火曜日は定休日

◇日

令和元年度 地区ふれあいサロンの集い
今年度は、下記の４地区でふれあいサロンの集いを開催
いたします。
サロン参加者や地域の方のご参加をお待ちしております。
対象地区

開催日（予定）

内

容

会

場

７月２４日
（水）
侍浜地区
１０時３０分〜

侍浜市民センター

小久慈・ ８月２３日
（金） 認知症予防
運動など
山根地区 １０時３０分〜

小久慈市民センター

夏井地区

９月１２日
（木）
１０時３０分〜

山形地区

９月３０日
（月）
（予定）

夏井市民センター
調整中

山形老人福祉センター

◇申込み：開催日の１週間前までに社協本所 ☎53－3380へ

7 社協だより

時：7月25日（木）、８月１日（木）、８日（木）、
22日（木）、29日（木）の18時30分～20時
◇場 所：久慈市総合福祉センター
◇内 容：手話の基礎、あいさつなど
◇受講料：無料
◇定 員：20名
◇申込み：７月19日（金）までに社協本所 ☎ 53－3380へ

令和元年度

赤い羽根チャリティパークゴルフ大会
◇日
時：10月５日（土）８時30分受付
◇場
所：平庭高原パークゴルフ場（雨天決行）
◇参 加 料：1,000円（赤い羽根共同募金と昼食代として）
◇部
門：男性の部、女性の部
◇申 込 み：９月25日（水）までに
社協山形事務所 ☎72－2800へ

しあわせＳＵＮ

〜 社協会費へのご協力のお願い 〜
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。
久慈市社会福祉協議会（社協）は、「誰もが参加し、支えあい、共に創ろう

ふくしのまち」を基本目標に、

各種事業を展開しております。
令和元年度は「地域での支えあい活動の推進」「久慈地域成年後見センター事業」「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」「生活困窮者自立相談支援事業」を重点事業として推進してまいります。
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なお、災害等で被災された世帯（家屋が全壊・半壊した方や失業・収入減などの間接的な被害を受けた方）に
つきましては、可能な範囲（納入見送りでもかまいません）でご協力くださいますようお願い申し上げます。

００１４
久慈市旭町７
１２７

久慈市社会福祉協議会

３

−

業計画と予算もご覧ください〕
ご理解とご協力をお願いいたします。

発行／社会福祉法人

−

共同募金からの助成金のほか、介護保険事業による自主財源の確保にも努めております。〔４〜５ページの事
今年度も昨年同様、一世帯 1,000 円の会費を福祉委員（行政連絡区長）さんを通じてお願いしますので、

〠０２８

−

活動を支える財源は、市民の皆様からご協力いただいている会費や寄付金、久慈市からの補助金や委託金、

●平成 30 年度社協会費の実績報告

10,281 世帯より 10,280,200 円のご協力をいただきました。ご協力いただいた会費は、ふれあいサロ

ンやあんしんサポート事業など、地域福祉活動の財源として活用いたしました。ご協力ありがとうござ
いました。

自
コ

ー

ス

内

容

主

開催日時

ＴＥＬ

スイムレッスン

水泳の基礎を練習します。

火曜
木曜 13：30～14：00
土曜

アクアサーキット

有酸素運動と筋力トレーニングを交互
に行う体力アップのプログラム。

金曜 14：00～14：30

運動強度：★★★

０１９４ ３３８０

楽々ウオーキング
運動強度：★☆☆

インターバルウオーキング
運動強度：★★☆

浮力を利用し、安全で効果的な全身運
動を行います。
インターバルを取り入れた脚力強化を
目的としたトレーニングを行います。

ＦＡＸ
７７１５

※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。

【問い合わせ】
福祉の村屋内温水プール ☎53-9292

火曜
10：30～11：00
土曜

事
対

象

１８歳以上

業
入

場

料

３００円×回数／月

水曜 19：00～19：30
水曜 14：00～14：30
金曜 19：00～19：30

回数券の
お知らせ
使用期限設定の

現在、福祉の村屋内温水プー
ルでは、１０回券、２０回券、３０
回券の回数券を販売しておりますが、令和元年８月１日から
販売する回数券から使用期限を設定させていただきます。
使用期限は購入の日から１年間です。
令和元年７月３１日以前に販売した使用期限のない回数券
は、これまでどおり使用できます。
なお、令和元年７月３１日以前に販売した使用期限のない回
数券をお持ちの方は、令和６年３月３１日までにご使用いただ
きたく、ご理解とご協力をお願いします。

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
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