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令和 2 年度　社会福祉法人河内町社会福祉協議会事業計画

１．基本方針
　かつて我が国では、地域の相互扶助や家族同士の助け合いなど地域・家庭・職場といった人々の生活
の様々な場面において、支え合いの機能が存在しました。
　しかし、近年、少子高齢化や人口減少が進み、その生活領域における支え合いの基盤が弱まり、支援
を必要とする高齢者や障害者、生活困窮者の増加、それに加え社会的孤立や貧困の連鎖といった新たな
福祉課題も生じており、福祉ニーズはますます多様化・複雑化しています。
　このような中、与えるもの、与えられるものといった「支え手側」と「受け手側」ではなく、地域の
誰もが役割を持ち、分野を超えてお互いが配慮し存在を認め合い、そして時に支え合いながら自分らし
く活躍し、公的支援と協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」が求められます。
　その実現のため「他人事」になりがちな地域づくりを住民が「我が事」と取り組み・制度の縦割りを
超えて、ニーズを「丸ごと」対応できる社会を目指し河内町社会福祉協議会では会員である町民・関係
団体の皆様と諸事業を積極的に遂行してまいります。
２．重点目標
（１）組織体制の安定・強化
　社協事業を効果的に実施するために、執行機関として理事会、議決機関である評議員会といった法人
組織体制の安定と強化を図ります。また、職員が意欲を持って働くことができる職場づくりに取り組む
とともに、常に問題意識を持ち、事業の目的に沿って自ら考え行動のできる職員の育成に努めます。
（２）財政基盤の安定・強化
　事業活動を積極的に広報し、当協議会への理解を高めるとともに、会員会費や共同募金、収益事業等
の自主財源の確保と拡大を図ります。事務、事業を検証し、最小の経費で最大の効果をあげられるよう
取り組んでまいります。
（３）障害福祉サービス（就労継続支援Ｂ型）の充実
　障害者の方が、住みなれた地域で安心して生活できるよう、良質な生活訓練・就労訓練等のサービス
を提供します。
３．実施事項
（１）会務の運営　　

①理事会、評議員会の開催　②監事監査　③関係機関団体の連絡調整
（２）自主財源の確保

①社協会員の加入促進　②共同募金への協力　③寄付金等の募集
（３）ガバナンスの向上

①役員研修会の開催　②職員の各種研修会への参加　③規程要綱等の整備
（４）広報・啓発活動の推進

①社協だよりの発行　②ホームページの運営　
③パンフレットの作成及び配布（社協会費募集、共同募金）

（５）ボランティア活動の推進　　
①ボランティア活動のＰＲ、推進　②ボランティア活動保険の加入促進　
③児童、生徒のボランティア体験学習推進　④ボランティアセンターの充実 

（６）福祉啓発
①福祉作文集の募集、表彰、発行　②かわち子どもヘルパー事業　③地域介護ヘルパー養成事業

（７）児童福祉対策事業　
①町子ども会育成連合会の運営の援助　②特別支援学級への助成　③出産祝い赤ちゃん絵本

（８）老人福祉対策事業　
①町シニアクラブ連合会の運営の援助　②金婚式の開催　③いばらきねんりんスポーツ大会の参加

（９）障害者福祉対策事業
①町身体障害者福祉協議会の運営の援助
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（10）福祉有償運送サービス事業
（11）低所得者対策事業　

①生活福祉資金の貸付（県社協貸付金）　②小口資金の貸付　③歳末見舞金の配布　
④生活困窮者食料支援（フードバンク）

（12）心配ごと相談所の運営
①月２回の開設　②研修会の実施

（13）結婚支援活動への援助
①ハッピーサポートかわちの情報交換会 ②結婚相談会の実施　③お見合いパーティーの開催

（14）町からの受託事業
①在宅要介護高齢者介護用品支給事業　②ひとり暮らし老人配食サービス事業　③移動支援事業

（15）県社協からの受託事業
①福祉サービス利用援助事業

（16）障害福祉サービス事業所（就労継続支援Ｂ型事業）の運営
（17）収益事業

①食料品及び飲料を含む物品の販売
（18）その他　

①各団体視察研修会　②福祉機器貸与事業

令和2年度予算令和2年度予算 単位：千円

収入：71,749,404円／支出：63,323,623円／差引：8,425,781円

令和元年度決算令和元年度決算 単位：円

補助金収入補助金収入
33,30133,301

（47.0%）（47.0%）

繰入金収入繰入金収入
4,935 （7.0%）4,935 （7.0%）共同募金配分金収入共同募金配分金収入

2,208 （3.1%）2,208 （3.1%）

受託金収入受託金収入
2,519 （3.6%）2,519 （3.6%）

会費収入 1,235 （1.7%）会費収入 1,235 （1.7%）

事業収入事業収入
3,661 （5.2%）3,661 （5.2%）

その他の収入その他の収入
6,056 （8.6%）6,056 （8.6%）

前年度繰越金前年度繰越金
5,725 （8.1%）5,725 （8.1%）

障害福祉障害福祉
サービス事業収入サービス事業収入
11,098 （15.7%）11,098 （15.7%）

収入

70,738

収入

71,749,404

支出

63,323,623

法人運営事業法人運営事業
34,96634,966

（49.4%）（49.4%）

共同募金配分事業共同募金配分事業
2,208 （3.1%）2,208 （3.1%）

受託事業受託事業
2,964 （4.2%）2,964 （4.2%）

その他の支出その他の支出
8,576 （12.1%）8,576 （12.1%）

収益事業収益事業
3,171 （4.5%）3,171 （4.5%）

心配ごと相談、心配ごと相談、
結婚支援事業結婚支援事業
2,586 （3.7%）2,586 （3.7%）

障害福祉障害福祉
サービス事業サービス事業
16,267 （23.0%）16,267 （23.0%）

支出

70,738

補助金収入補助金収入
35,341,83335,341,833

（49.3%）（49.3%）

法人運営事業法人運営事業
36,251,63736,251,637

（57.1%）（57.1%）

受託金収入受託金収入
1,951,491 （2.7%）1,951,491 （2.7%）

共同募金配分金収入共同募金配分金収入
2,172,509 （3.0%）2,172,509 （3.0%） 共同募金配分事業共同募金配分事業

2,285,501 （3.6%）2,285,501 （3.6%）

その他の支出その他の支出
247,735 （0.4%）247,735 （0.4%）

心配ごと相談、心配ごと相談、
結婚支援事業結婚支援事業
2,261,644 （3.6%）2,261,644 （3.6%）

障害福祉サービス事業障害福祉サービス事業
15,936,51215,936,512
 （25.2%） （25.2%）

福祉有償運送福祉有償運送
サービス事業サービス事業
1,118,633 1,118,633 

（1.8%）（1.8%）

収益事業 3,151,754 収益事業 3,151,754 
（5.0%）（5.0%）

受託事業受託事業
2,070,207 （3.3%）2,070,207 （3.3%）

会費収入会費収入
1,201,500 1,201,500 

（1.7%）（1.7%）

事業収入事業収入
3,545,550 （4.9%）3,545,550 （4.9%）

その他の収入その他の収入
8,079,605（11.3%）8,079,605（11.3%）

前年度繰越金前年度繰越金
7,733,802（10.8%）7,733,802（10.8%）

障害福祉サービス等事業収入障害福祉サービス等事業収入
11,723,114 （16.3%）11,723,114 （16.3%）
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福祉有償運送とは・・・？
高齢者や障害者等公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、
通所、レジャー等の送迎をするサービスです。
☆�車での送り迎えの簡単なボランティアなので、ボランティア未経験の方でも気軽に
協力いただけます！！
◆　活動日　　平日のみ
◆　送迎の車は社協で用意した軽自動車と福祉車両です。
◆　「移動サービス運転者認定講習会」に2日間参加して頂きます。
◆　�運転協力ボランティアの詳細は社会福祉協議会までお問い合わせください。

福祉有償運送の
運転協力ボランティアを募集しています！！
☆空いてる時間を利用してボランティアをしてみませんか？

結婚支援事業からのお知らせ
～結婚相談のボランティア～

ハッピーサポートかわち会員募集!!
　ハッピーサポートかわちとは、若者の出会いの相談や仲介等、身の回りにいる独身
男女のお世話を行うボランティア団体です。
◇応募条件等◇
○条　　件：町内在住で満 20 歳以上の方
○活動期間：2 年間 ( 更新可能 )（経験は問いません。）
※ 詳細・申込等につきましては社会福祉協議会までお問

い合わせください。
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赤い羽根
　　共同募金

茨城県共同募金会河内町共同募金委員会茨城県共同募金会河内町共同募金委員会
令和２年度　赤い羽根共同募金運動が

10月１日よりはじまります
　本年も 10 月１日から全国一斉に「じぶんの町を良くするしくみ」をテーマに、共同募金運動が展開されます。
毎年、各区長さん、班長さんなどを通して町内の皆様へお願いをさせていただいております戸別募金、職場
等でお願いする募金、イベント等での街頭募金、児童生徒の学校募金など、様々なところでいただく皆様か
らの温かい募金が地域福祉増進に役立てられます。
　今年度も、河内町の地域福祉増進のために、また県下の民間福祉施設や団体の事業充実のために、皆様の
共同募金運動へのご協力をよろしくお願いいたします。

令和元年度　赤い羽根共同募金運動のお礼とご報告令和元年度　赤い羽根共同募金運動のお礼とご報告
（１）一　般　募　金

合　　計　　　　　　１，２４５，４３１円
戸　別　募　金　　１，０９７，０００円
学　校　募　金　　　　　３５，３５７円（子ども園、かわち学園）
職　域　募　金　　　　　７７，３８１円（団体募金）
イベント・街頭募金　　　１８，９１３円
その他の募金　　　　　　１６，７８０円

（２）歳末たすけあい募金
合　　計　　　　　　１，１３１，００１円

戸　別　募　金　　１，０９７，５００円
職　域　募　金　　　　　１２，０００円（団体募金）
その他の募金　　　　　　２１，５０１円

歳末たすけあい見舞金事業
（歳末援護金内訳）

独 居 老 人 見 舞 158 名

心身障害児（者）見舞 106 名

療育手帳保持者見舞 53 名

生活保護世帯見舞 16 世帯

準要保護世帯見舞 　9 世帯

　きずな BOXとは、ご家庭にある食品をどなたでも寄付することのできる食品収集箱です。寄付され
た食品は、必要としている福祉施設や児童養護施設などの支援に使われます。
◆寄付できる食品は？
　缶詰、インスタント食品、レトルト食品など、常温保存可能、未開封で賞味期限
が 2カ月以上ある食品です。
※要冷蔵、冷凍品、野菜・果物等の生鮮食品、割れやすい容器の食品等、寄付でき
ない食品もあります。
◆どこに行けば寄付できる？
　河内町福祉センター内 (生板 9593-1) に設置されています。寄付をされる際には、
窓口へお声がけください。

ご自宅にある食品を
「きずな BOX」に寄付してみませんか？

受領年月 寄付者氏名 寄付金（物品）
令和 2 年 4 月 常陽ボランティアクラブ 未使用タオル　90 枚

寄付金（物品）報告寄付金（物品）報告
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日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業
利用対象者

　高齢や障害により判断能力が低下し、福祉サービスの利用手続きについてひとりで
行うには不安のある方、お金の管理がひとりでは難しい方が利用できます。
　例えば・・・認知症・知的障害・精神障害のある方など

このようなお手伝いができます （支援内容）

①福祉サービスを利用するためのお手伝い
②ふだん使うお金の出し入れや支払いについてのお手伝い
③大切な書類のお預かり

利用料金

・福祉サービスを利用するためのお手伝い
・ふだん使うお金の出し入れや支払いについてのお手伝い

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 時間あたり 1,100 円
・大切な書類のお預かり・・・・・・・・・・・・・1 ヶ月あたり 500 円
（大切な書類は銀行の貸金庫で保管します。その際の保管料になります。）
　※生活保護を受給されている方は免除になります。

～相談からサービス開始まで～　※相談からサービス開始まで、おおよそ２か月です

相　　談

サービス開始

訪問・調査

契約書・支援計画の
作成

契　　約

社会福祉協議会へ相談

生活支援員がお手伝いします。

専門員がお伺いし、お話をお聞きします。

ご本人の希望を聞きお手伝いする内容を作成します。

ご利用のお気持ちを再度確認し、内容に間違いがなければ契約を結びま
す。ご本人・市町村社会福祉協議会・県社会福祉協議会の三者で契約を
結びます。

⇒
⇒

⇒
⇒
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心配ごと相談所
どこに相談していいかわからないような悩みや不安などがあれば、お気軽にご相談ください。
経験豊富な相談員が親身になってアドバイスいたします。また、弁護士による法律相談も行って

います。
どのような相談でも結構です。お気軽にご利用ください。

◇日　　　時　　毎月１日・１５日（土日祝日等の場合翌日）
◇時　　　間　　午前１０時～１２時
◇会　　　場　　第２地区共同利用施設（福祉センター隣）又はつつみ会館
◇弁護士による相談は、予約が必要です。社会福祉協議会までお問い合わせください。
◇相談料は無料です

心配ごと相談開設予定表
開設日 場　　　　所 弁護士 時　　　間

令和2年   9.  1（火） つつみ会館 有 10時～12時
〃   9.15（火） 第２地区共同利用施設（福祉センター隣） 無 10時～12時
〃 10.  1（木） 〃 有 10時～12時
〃 10.15（木） 〃 無 10時～12時
〃 11.  2（月） つつみ会館 有 10時～12時
〃 11.16（月） 第２地区共同利用施設（福祉センター隣） 無 10時～12時
〃 12.  1（火） 〃 有 10時～12時
〃 12.15（火） 〃 無 10時～12時

令和3年   1.15（金） 〃 有 10時～12時
〃   2.  1（月） つつみ会館 有 10時～12時
〃   2.15（月） 第２地区共同利用施設（福祉センター隣） 無 10時～12時
〃   3.  1（月） 〃 有 10時～12時
〃   3.15（月） 〃 無 10時～12時

　河内町にお住いの概ね 60 歳以上の方で、健康で働く意欲のある方ならどなたでも入会でき
ます。まわりのみんなと協力して、あなたの豊かな経験や能力を社会に役立ててみませんか。
◆入会にあたって◆
○定められた会費を納入していただきます。（年額 2,000 円）
※センターの趣旨やしくみをご理解のうえ入会していただいておりますので、詳細につきましてはお
電話等にてご確認ください。
◆お問い合わせ◆
河内町シルバー人材センター　（河内町生板 9593　福祉センター内）
☎ 0297-84-5455

河内町シルバー人材センターからのお知らせ

あなたの能力や経験を
「シルバー人材センター」で活かしてみませんか

（7） 第20号  



　本会の福祉活動を展開するため、自主財源確保の一環
として、福祉センター敷地内で「社協のお店」の運営（収
益事業）を行っています。
　得られた収益につきましては、社会福祉事業に活用さ
れます。
　純米吟醸「かわち丸」は利根川水系の良質な水と豊かな土地で育てら
れた町内産の酒造好適米「五百万石」を100％使用した精米歩合55％
のお酒です。（1,500円 /720ml　　3,000円 /1,800ml 各税込み）

　就労継続支援 B 型事業所として、現在 8 名のご利用者が月曜日から金曜日まで通所しながら様々な
作業をおこなっています。ご利用希望の方は気軽にお問い合わせください。

★施設外研修 ★ストレッチ体操

　コロナ禍でいつものお出掛けは出来ませ
んでしたが、感染予防をしながら久しぶり
に公園でお弁当ランチをし、たつのこまち
龍ヶ崎モールにて思い思いの買い物を楽し
みました。

　月に１度シルバーリハビリ体操指導士、

熊木さんによる指導のもと、ストレッチ体

操をしています。体の緊張もほぐれとても

良いリフレッシュになります。

※マスクはついていません

�数量限定！��お早めにお買い求めください
【値段】 普通・小さめサイズ １枚 200 円
 キッズサイズ 1 枚 100 円

【販売場所】　河内町福祉センター

お近くの販売場所でお
買い求めください

【値段】
1袋（600g）　200円

【販売場所】
河内町福祉センター
河内町公民館
つつみ会館
ミニストップ北方店

販売場所：河内町福祉センター
※かわち丸がプリントされています。
※ 注文制となりますのでご希望の方は早め

にご連絡ください。
【お問い合わせ】　河内町障がい者支援センターひかり　担当：海老原
　　　　　　　℡　0297ー84－3699（河内町福祉センター内）

河内町障がい者支援センターひかり河内町障がい者支援センターひかり

販売のご案内

市販の使い捨て
マスクに被せて
使用します！

社協だよりは、皆さまからご協力いただいた共同募金配分金により発行しております。

（8）  第20号


