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令和元年度 那珂市社会福祉協議会事業報告
●総務・地域福祉グループ
◆法人運営事業
○広報紙「那珂市のふくし」の発行
年４回、
１回につき１５，
５００部を各戸配布しました。
○会員・会費実績
一般会員 １１，８７５世帯 ５，９３７，５００円
特別会員
１３１人
１７５，４００円
法人会員
１７０件 １，７２０，０００円
○募金活動実績
赤い羽根共同募金
５，３８１，９９７円
歳末たすけあい募金
３，７１５，４０６円
○第３７回那珂市社会福
祉大会
社会福祉の増進に貢献さ
れているかたがた６９人
と９団体に対する表彰
と、認知症に関する特別
講演を開催しました。
◆あん・しん・ねっと事業
地域や関係機関が協力して支援を必要とするかたを
見守り、いつまでも安心して暮らせる地域づくりを
行いました。
◆ボランティア活動支援事業
夏のボランティア体験を開催し、延べ４５２人の参
加がありました。また、団体・企業・個人の活動支
援を行いました。

●菅谷分室
◆ふくし相談センター（新規）
○包括的支援体制整備事業（新規）
複合的な課題を抱えるか
た（世帯）に対して、多職
種連携・協働により相談で
きる体制を整えるととも
に、包括的に相談・支援を
行い年間延べ８９３件対
応しました。
○生活困窮者自立相談支援事業
年間４０人の相談支援を行い、自立支援プランを作
成し、うち６人のかたが就労につながりました。
○障がい者差別解消相談室
チラシ、パンフレットによる周知・啓発活動を行い
ました。
○障害者虐待防止センター運営事業
障がい者の権利、利益の擁護のため障がい者虐待に
関する通報や相談に対応しました。
◆地域活動支援センター運営事業
障がいのあるかたに対して生活訓練や創作的活動、
機能訓練等のサービスを行い、年間延べ１，４７０人
の利用がありました。

◆居場所づくり設置・促進事業
誰もが気軽に集うことのできる居場所づくりに取り
組む団体の運営支援や居場所に関する学習会の実施、
居場所の視察や受け入れを通じた設置促進をＰ R し
ました。
◆ふれあい給食サービス事業
ひとり暮らし高齢者や障がいのあるかたに手作り弁
当１，８１９食をお届けし、安否確認を行いました。
◆地域福祉コミュニティ推進事業
○ふれあい・いきいきサロン活動
高齢者や障がい者、子育て中のかたを対象としたサ
ロンの設置運営支援や必要に応じた情報提供などを
行いました。
○身近な暮らしの出前講座
市内のサロンや自治会行事、社会福祉施設、学童保
育施設などから延べ７５２件の依頼があり、講師を
派遣しました。
◆介護予防・生活支援サービス基盤整備事業
○第１層事業
那珂市における多様な生活支援サービスの検討のた
めの会議を４回実施しました。また、サービス担い
手養成のための講習会を開催しました。
○第２層事業（新規）
日常生活圏域ごとに１名の生
活支援コーディネーターを配
置し、地域包括支援センター
と協働し協議体を実施しまし
た。また、地区みらいミーティ
ングの開催などを通じて地域
の実情把握を行いました。
◆ファミリーサポート事業
子育て支援や家事援助など１，１８４件、１，９２４
時間の利用がありました。
◆高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
高齢者のボランティア活動の支援や生活相談事業と
してふれあい電話活動などを行いました。

●障がい・介護支援グループ
◆障害者相談支援事業
障がい者、保護者及び介護者からの相談に応じ、関
係機関との連絡調整を図りながら情報提供や権利擁
護のために必要な援助を行うなど、延べ３，７３７件
の相談支援を行いました。
◆福祉サービス利用援助事業
認知症や障がいのあるかたのうち、判断能力が不十
分なかたがたの日常的な金銭の管理や福祉サービス
利用の相談・援助を行いました。
◆介護保険認定調査事業
介護保険の申請者に対し、年間２，３４４件の介護保
険認定調査を行いました。
◆介護保険事業
在宅生活を送る要支援・要介護者に対し、利用者に
適したケアプランを５９８件作成しました。

令和元年度 那珂市社会福祉協議会決算報告
障害福祉サービス等
事業収入 6,278
介護保険等収入
6,450
負担金収入
941
事業収入 28
貸付事業等収入
217

受取利息配当金収入 7

単位：千円

その他の収入等 470
前期末支払資金残高
12,795
会費収入 7,833
寄附金収入
1,726

経常経費
補助金収入
64,511

受託金収入 189,085

収入計 290,341 千円

障害福祉サービス
事業所運営事業
3,961

総合保健福祉センター
管理運営事業
36,000

介護保険事業
4,104
法人・地域福祉事業
77,586

受託事業
151,785

支出計 273,436 千円

※内部取引を除いています。 ※収入計と支出計の差額は次年度繰越金になります。

外出や趣味活動などを過剰に控えすぎると、ご高齢
のかたは「フレイル」になってしまうおそれがあります。
フレイルとは、健康と要介護の中間的段階にある「虚
弱状態」のことです。
進行すると、免疫力低下により感染症が重症化しや
すくなる、回復力低下により疲れやすくなるなどの悪
影響があります。
しかし、フレイルは早期に気づき、適度な運動をするなどの予防に取り
組めば、健康な状態に戻ることが可能な段階です。フレイルに効果的な体
操が知りたいというかたは、那珂市シルバーリハビリ体操指導士会が作成
した「おうち版マニュアル」をご活用ください。ご自宅で無理なく行える
体操を選んでありますので、日頃から運動をする習慣がないかたでも取り
組みやすいものになっています。毎日こつこつ続けて健康を維持し、長期
化するコロナ禍を乗り越えましょう。
那珂市社協ホームページ http://www.naka-shakyo.net

『片足組みと足指の運動』
靴下の着脱や足の爪切りが楽に
なります

「おうち版マニュアル」がほしい、地域のシルバーリハ
ビリ体操教室に参加したいというかたは、総務・地域福
祉グループまでお問い合わせください。

問い合わせ：総務・地域福祉グループ ２２９－０３０９

令和２年度

社協会費受付状況（令和２年 9 月 1 日現在）

那珂市社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございます。
令和２年度の那珂市社会福祉協議会会費募集に関しましては、新型コロナウィルス感染症拡大
防止に伴う外出自粛要請などをうけ、募集開始を６月１日からとし、募集期間を延長のうえ実施
しております。そのため、今年度の社協会費実績については、市全体における途中経過のご報告
とさせていただきます。
なお、例年掲載させていただいております、地区別の集計結果については、全地区の会費のと
りまとめが終わり次第、報告させていただきます。

一般会員（世帯）
１１，２９５世帯

特別会員（人）
９４人

金額
５，７６６，９５０円

法人会費（順不同・敬称略） １６２法人 １，６６０，０００円
地域福祉活動推進のため、事業所・福祉施設・企業のみなさまに法人会員としてご協力いただ
けるよう、お願いいたしております。（法人会費は１口１万円以上）
３口ご協力いただいた法人
菅谷地区

（医）えびすいクリニック

２口ご協力いただいた法人
菅谷地区

㈱海野農機商会

市

㈱カンエイ

外

１口ご協力いただいた法人
神崎地区

大高緑化

㈱常磐ヘリウムサプライセンター 飛竜造園㈱

圷自動車工業所

㈲小沢製作所

㈱植心園

茨城スチールセンター㈱

グループホームふれあいの家 ㈱東海ゴルフ

㈲リライフ那珂デイホームぽっかぽか

㈱イングトップ

㈱サスニ合金鋳造所水戸工場 ㈱那珂グリーン

山﨑工業㈱

㈲栄工社

㈲サワハタ内装

㈱中庭造園土木

㈱木名瀬

常陽自動車工業

㈱マルテック

㈲根本自動車工業

よしかわ歯科

額田地区
㈱エレニックス

（名）木名瀬金物建材

㈲おとと屋

（福）慈川会チルドレンズ・ホーム 丸大産業㈱

菅谷地区

小宅内科医院

三菱マテリアル㈱中央研究所

（医）せき耳鼻咽喉科クリニック ㈱トラスト

あいざわ循環器内科クリニック かしま台保育園

㈲瀬谷モータース

那珂デンタルオフィス

網野歯科医院

㈲カーショップアシスト

㈱千本杉

生天目歯科医院

㈱アペックス

かみが歯科医院

そよかぜ薬局

㈱滑川土建

特別養護老人ホームいくり苑那珂 ケアサポートなか

大進電設㈱

㈱日本ハウスクリニック

茨城県信用組合那珂支店

㈱サウンドフナバシ

高橋建設㈱

日乃出屋

うどの眼科

さがわ皮膚科

髙橋石油店

㈱平野産業

㈱エス ･ キャビネット

㈱常陽銀行菅谷支店

直売所とんがりはっと

㈱フレーズ

㈲大内設備工業所

常陽資材㈱

司寿し

㈱マルトＳＣ那珂店

㈲大畠土木

㈱清水建設

㈱筑波銀行那珂支店

水戸北運輸㈱

㈱大部材木店

㈲杉オート

㈱鶴田組

水戸信用金庫菅谷支店

㈲大森茶寮

スルガヤ薬局

㈲寺門商店

㈱ロングライフ

㈲大和田新聞販売

（医）青燈会小豆畑病院

トヨタカローラ新茨城㈱那珂店

五台地区

小野瀬医院

ＮＰＯ法人たすけあいネット民の会 山喜㈱

青山土木工業㈲

川又自動車㈱

ちばとう歯科医院

㈱浅川建設

後藤商事㈱

（福）豊潤会特別養護老人ホームゆたか園 （医）有朋会栗田病院

㈲えくぼ

㈱後藤商店

㈱増子石油店

ゆたか保育園

エスコートカーサービス

㈲ゴトー

マルコー自動車㈱

よしの薬局

㈲ＳＣＳエンジニアリング 小林デンタルクリニック

水野医院

㈱和光

㈱エヌジェーピー

㈱髙竜組

山金建設㈱

㈲渡辺工務店

㈲スケガワ

関自動車

㈱那珂川交通

戸多地区

大和造園

ＮＴＴエレクトロニクス㈱茨城事業所 ＮＰＯ法人 スマイル愛昌園 ㈱ソニー・ミュージックソリューションズ 森松工業㈱関東工場
芳野地区

（福）栄寿会若草園

古田𡈽商事㈱

（医）貞心会西山堂慶和病院
ＮＰＯ法人とびらオアシス

㈲あおいとり

㈲おたふく

（医）慈心会

㈱味屋商店

木内酒造（資）

（福）実誠会障害者支援施設なるみ園

市岡歯科医院

グループホーム榧子木

ショップてらかど

一乗院

こうのす薬局

㈱スーパーヒロセヤ

稲田屋商店

㈱巽運輸

木崎地区
ＮＰＯ法人ぽこりっと
瓜連地区

こいと自動車サービス
㈲小林土建

大和建設工業㈲

常陸農業協同組合瓜連支店

瓜連中央歯科クリニック

静ヒルズカントリークラブ たに内科クリニック

㈲ホークス

片岡建設㈱

静神社

㈲中央開発センター

㈱松井建設

㈱キウチ建設

㈲静峰商運

中央技術㈱

諸岡医院

君嶋畳店

常福寺

帝青山

（医）緑翠会瓜連中央医院

弘願寺

㈲ケアープランセンターいきいき ㈲スナカワ事務機

（福）ナザレ園

（医）香風会岩上記念病院

㈲萩野谷産業

市

外

※【凡例】 ㈱：株式会社

㈱高野工務店

ルリア記念クリニック

TA.AGENT
㈲：有限会社 （医）：医療法人 （福）：社会福祉法人 （名）：合名会社 （資）：合資会社

会費は引き続き受け付けております。ご支援よろしくお願いいたします。

10月1日から共同募金運動が

今年も

全国一斉に始まります
赤い羽根でおなじみの共同募金運動が始まります。戸別募金や職域募金など地域においてさま
ざまなかたちで募金運動を実施いたします。
ぜひ、ひとりでも多くのみなさまのご協力をお願いいたします。

お寄せただいた募金は、那珂市内の地域福祉活動支援や茨城県内で行われる福祉活動のために活かされます

地区で行われる
配食サービスに

仲間づくり
健康づくりに

子育て支援に

災害時ボランティア
の養成に

「令和 2 年 7 月豪雨災害義援金」の受付（１２月２８日まで）をしています。詳しくは、社会福
祉協議会総務・地域福祉グループまでお問い合わせください。

問い合わせ：総務・地域福祉グループ ２２９－０３０９

社協インフォメーション information
ふくし相談センター

ご本人やご家族、地域などのことで「どこに相談したらよいのかわからない」と思ったら、お気軽にご相

談ください。専門の相談員が一緒に考えながら、解決へのお手伝いをします。
●場

所

市総合保健福祉センターひだまり 菅谷分室

●受付時間

●受付方法

午前８時３０分から午後５時１５分

電話、FAX、面談（訪問も可）、メール

●問い合わせ 社会福祉協議会 菅谷分室 ２９８－８８８１ FAX ２９８－８８９０
Email f-soudan@naka-shakyo.net
※「ふくし相談センター」は、包括的支援体制整備事業・自立相談サポートセンター・障害者虐待防止センター・
障がい者差別解消相談室等の複数の窓口を統合して運営しています。

障がい者の暮らしの相談 障がい者の日常生活の相談に応じます（要予約）※

家族関係・人間関係の悩み、生活の工夫、困りごとに、相談員（障がい当事者及び当事者の親）が、相談

に応じます。
●問い合わせ 障がい・介護支援グループ ２２９－０３０９ FAX ２９６－１００２

あがっぺほっとサロン※

こどもの不登校やひきこもりで悩むご家族が、悩みを置いていける場所『あがっぺほっとサロン』

「ずっと仕事をしていない（学校へ行っていない）」「家からほとんど出ない」など、同じ悩みや
子育て経験があるかた同士でちょっと話してみませんか（聞くだけでも OK です）
●日

時

原則毎月第２火曜日 午前１０時３０分から午後０時 途中入退室可

●場

所

瓜連駅から徒歩１分のカフェ

●参加方法

駐車場有

申込不要 参加費無料 飲み物代ひとり２００円～

●問い合わせ 社会福祉協議会 菅谷分室 ２９８－８８８１

那珂市おもちゃ病院 大切なおもちゃを直します※

那珂市おもちゃ病院では、ボランティア活動としてお子様のおもちゃを無料で修理しています。修理の受

付は活動日のみです。（※ゲーム機やアンティークおもちゃなど修理を受付できないものがあります）
●活動予定日

１０月８日・２２日、１１月１２日・２６日、１２月１０日・２４日
（午後１時３０分から午後３時３０分）

●会

場

市総合保健福祉センターひだまり ゆうゆう健康室

●問い合わせ 総務・地域福祉グループ ２２９－０３０９

（※）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になる可能性があります。お手数でも事前にお
問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
多様な人材の宝庫！

公益社団法人

那珂市シルバー人材センター
植木剪定、草刈り、草取り、障子・襖の
張替えなどお気軽にご相談ください。

シルバー会員募集中
■那珂市菅谷3198
■営業時間／8:30〜17:15
■定休日／土曜・日曜・祝日
■E-mail: naka@sjc.ne.jp

■TEL：029-295-5741
■FAX：029-295-5553

きずな BOX へ食品の寄付をお願いします

■あなたの家に未開封の食品はありませんか？未開封
の食品で常温保存可能な賞味期限が２か月以上ある食
品をお預かりします。（お米など、一部の食品について
は状態を確認させていただく場合もございます）
■きずな BOX 設置場所
那珂市社会福祉協議会事務所（市役所瓜連支所分庁舎内）
総合保健福祉センターひだまりロビー
那珂市役所 総合案内前

■問い合わせ

総務・地域福祉グループ
２２９－０３０９

野木利三郎

80,000

匿名

10,000

匿名

10,000

切手・テレカボランティアポピー

15,700

匿名

2,000

ぴっぴお話の会

南波久代

4,547

明治安田生命保険相互会社 水戸支社 那珂営業所

417,700

●書き損じハガキ・切手・テレカ
（届け先

切手・テレカボランティアポピー）

山田道俊

金子葉子

(有)ケアープランセンターいきいき

菅谷第二高砂会

小澤ますみ

那珂菅谷郵便局

石田志乃

蓮田フジヨ
瓜連地区まちづくり委員会

(有)大森茶寮

篠原晃重

㈱味屋商店

よしかわ歯科

横山拓也

間宮好子

●おしりふき布 （届け先

スルガヤ薬局
匿名４件

市内施設・利用者等）

みなさまの善意に感謝します︒

金額（円）

）は指定先、それ以外は那珂市社会福祉協議会

みなさまからお預かりしたあたたかいお気持ち︵お金や物品︶を

預託者（敬称略）
預託者（

■ 善意銀行とは …

令和２年６月５日から令和２年９月２日現在

社会福祉のために活用させていただくための窓口です︒

善意銀行からのご報告

野木利三郎 いきいきサロン日の出会 冨張澪子 沢山洋子 匿名２件

●タオル・ぞうきん等 （届け先
野木利三郎

市内施設）

いきいきサロン日の出会

茨城県立水戸農業高等学校

綿引康裕

菅原久美子
匿名４件

●絵本・キャラクターグッズ（届け先 市内児童養護施設等）
第一生命保険株式会社 水戸支社那珂営業オフィス
那珂市社協は、所得税額から一定の金額を控除できる税額控除対象法人です。社会福祉協議会に寄付された個人のかたは、
税制上の優遇措置が受けられます。

これは“虐待”です !!

～障がい者のかたへの虐待に関する相談窓口～

守ってくれるはずの人からこのようなことをされていたら
それは虐待かもしれません。「虐待かな？」と思ったら相談・通報をお願いします。
なぐられる・けられる
部屋に閉じ込められる

無視される
暴言や罵声を
あびせられる

勝手に貯金を
使われる
年金や賃金を
もらえない

身体的虐待

心理的虐待

経済的虐待

むりやり胸やおしりを
触られる
裸の写真を撮られる

食事を与えてくれない
病気なのに病院に
連れて行って
もらえない

那珂市障害者
虐待防止センター

放棄・放任

２２９－０９５２ ＦＡＸ２９８－８８９０

性的虐待

専用電話 ２４時間３６５日対応
＊相談・通報者のプライバシーは、守ります

～あったかはあとをみんなの手で～

ご近所の 第５７回 ふれあい・いきいきサロン
活動拝見 『サロンに笑顔が戻ってきています！』
新型コロナウイルス感染症予防のため活動を自粛していた市内
のサロンが、７月頃から徐々に再開し始めています。各サロンを
訪問すると、検温・消毒・身体的距離の確保などの予防策を踏ま
えつつ、人数や活動内容に制限を設け、安心して参加できる環境
づくりに会員が一丸となって取り組んでいる様子が伺えました。
参加されていたかたからは「自粛期間中は先が見えず不安でいっぱいでした
が、こうして再びみなさんとお会いできてほっとしています」との喜びの声と、
マスク越しではありますが満面の笑顔があふれていました。
気心の知れた仲間とともに、体操やおしゃべりをして楽しく過ごす憩いの場
が地域に戻ってきています。
ふれあい・いきいきサロンに興味・関心のあるかた、「やってみようかな」とお思いのかた、那珂市社協までご連絡ください。

あ り が と う！！ 企 業 の 社 会 貢 献 活 動
新型コロナウィルス感染症によって不安や混乱が生じる中、地域を元気にし
てくださっている企業のみなさまの、あたたかい社会貢献活動の一部をご紹介
いたします。
『第一生命保険株式会社様』７月１日に「外出自粛が続いている子どもたちを
笑顔にしたい」と、
絵本やキャラクターグッズなどのご寄付をいただきました。
市内の児童養護施設と学童保育所へお届けし、たくさんのお子さんに喜んでい
ただけました。
『明治安田生命保険相互会社様』８月５日に、コロナ禍で地域社会全体に大き
な影響が生じていることをふまえ「地域社会の絆を深める取り組み」へと、会
社と社員のみなさまの心のこもった寄付金（私の地元応援募金）をお届けいた
だきました。寄付金は、今後市内の福祉活動に活用させていただきます。
社協では「誰かのために何かしたい」という思いやりの気持ちをつなぐお手
伝いをしています。企業や個人は問いませんので、お気軽にご相談ください。

思いやりをつなぐ

第一生命保険株式会社
水戸支社 那珂営業オフィス 様

明治安田生命保険相互会社
水戸支社 那珂営業所 様

笑顔のマスクプロジェクト活動報告

６月２日から７月３１日にかけて実施しました、「思いやりをつなぐ笑顔のマスクプロジェクト」は、
多くのみなさまのご協力を得て、１，２３９枚のマスクを寄贈いただきました。
寄贈いただきましたマスクは、
８月１８日に那珂市長へ手渡しました。
今後、
市を通じて市内の福祉施設や
児童施設等へ配布されます。
マスクが不足する中、
多くのかたにご協力いただきありがとうございました。
那珂市障がい児者親の

会 の 活 動 と し て 行 って い る

TEL 029-229-0309

手 作 り プランタ ーの 寄 せ 植

え。きれいな 花 を 楽 しむこ

とで「 笑 顔 づく りの」お手

伝 い と 会 の Ｐ Ｒ を 行 って い

ます。

プランターは市役所正

四郎

優

祝子

祐一

面、社 会福 祉協 議 会事務所

に飾られています。

吉野

舘

小澤

委 員 長

編集委員

員

大和田

〃

副委員長

委

社会福祉法人那珂市社会福祉協議会

ありがとう
ございました
皆さんの思いやり、
たくさん集まりま
した。

１，
２３９枚

住所 〒 319-2102 茨城県那珂市瓜連 321 番地

FAX 029-296-1002

HP http://www.naka-shakyo.net

E-mail shakyo@naka-shakyo.net

facebook.com/nakashakyo

