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令和３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 11,354 世帯 5,677,000 円
89 人
104,450 円
特別会員
158 件
1,600,000 円
法人会員
○募金活動実績
5,173,594 円
赤い羽根共同募金
3,536,956 円
歳末たすけあい募金
◆地域福祉コミュニティ推進事業
○居場所づくり設置・推進活動
ひきこもりや発達障がい、生活困窮世帯を対
象とした居場所支援を継続的に実施しました。
また、居場所づくりボランティア講座を開催
するとともに、ひきこもりや不登校者を対象と
する居場所づくりの検討を行いました。
○フードパントリー活動【新規】
経済的事情により支援が必要な子育て世帯へ、
保存可能な食品や日用品の配布を行いました。
（あったかふれあい便、なかなかパントリー）
○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
したサロンの運営支援を行いました。また、新
型コロナウイルスの感染状況を踏まえて、各サ
ロンへの情報提供や再開支援などを行いました。
○身近な暮らしの出前講座
市内のサロンやボランティア団体、子ども会
などから延べ 27 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３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や啓発研修会の
開催、取り組みの調査や検討を行いました。
○第 2 層事業
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とも
に協議体を開催しました。また、高齢者のスマー
トフォンの活用状況について調査を行いました。
◆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。
◆ファミリー・サポート・センター事業
子育てや家事援助など、601 件、1,064 時
間の利用がありました。
◆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年
9 回手作りの弁当 544 食をお届けし、安否確
認を行いました。

●菅谷分室

◆ふくし相談センター
○包括的支援体制整備事業
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・支援を行い延べ
1,056 件対応しました。
○生活困窮者自立相談支援事業
延べ 849 人の相談・支援を行い、28 件の自
立支援プランを作成しました。困窮世帯へ 265
件食糧支援を行いました。
○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、延べ 871
人の利用がありました。

●障がい・介護支援グループ

◆障害者相談支援事業
障がい（児）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 1,712 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、延べ 1,190 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延べ 589 件作成しました。

令和３年度那珂市社会福祉協議会決算報告
収入の部

前期末支払資金残高 ,12,173
施設設備等収入 , 2,743
その他の収入等 , 12,078
障害福祉サービス等事業収入 , 1,970

支出の部

会費収入 , 7,381
寄付金収入 , 1,327

介護保険等収入 , 6,623
負担金収入 , 626
事業収入 , 41
貸付事業等収入 , 49

単位：千円

総合保健福祉センター
管理運営事業 , 37,000

障害福祉サービス
事業所運営事業 ,
4,341
介護保険事業 ,
2,934

経常経費補助金収入 ,
64,390

法人･地域福祉事業 ,
99,549
受託事業 ,
147,994

受託金収入 , 193,726

※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。

〈収入計〉
303,127 千円

〈支出計〉
291,818 千円

複合的な課題にも、関係機関や地域の連携で切れ目のない支援体制を目指す

重層的支援体制整備事業 実施に向けた検討を進めています
「地域共生社会の実現」を目指すため、令和 3 年 4 月に国により『重層的支援体制整備事業』が
創設されました。
重層的支援体制整備事業は、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、こども・障
がい・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような複雑化、複合化した支
援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため「属性を問わない相談支援」「参加支援」
「地
域づくりに向けた支援」を一
体的に実施するものです。
那珂市では、これらの事業
の一部をすでに取り組んでお
り、 令 和 ５ 年 度 開 始 に 向 け、
現在検討を進めています。
那珂市社協では、ふくし相
談センターなど、事業の一部
を受託し取り組んでいるほか、
居場所づくりや地域づくりに
ついては、独自事業として実
施して参りました。
今後、より充実した体制整
備のため、これまで培ってき
た、コミュニティソーシャル
ワークをより強化し、個別支
援、社会参加支援、居場所づ
くり、地域づくりといった地
域共生社会を目指す取り組み
を推進していきます。
※地域共生社会のポータルサイト（厚生労働省）から

令和 4 年度

社協会費受付状況（令和 4 年 8 月 23 日現在）

那珂市社会福祉協議会会費のご協力ありがとうございます

みなさまからお寄せいただきました会費は、社協活動の貴重な財源として地域福祉活動推進の
ため、大切に活用させていただきます。
今後とも、会費の趣旨をご理解いただき、社協活動にご支援とご協力をお願い申し上げます。

一般・特別会費

5,536,600 円

地
区
神崎地区
額田地区
菅谷地区
五台地区
戸多地区
芳野地区
木崎地区
瓜連地区
合
計

一般会員（世帯）
1,099
774
2,736
1,952
514
1,072
622
2,150
10,919

特別会員（人）
0
3
9
6
0
1
25
27
71

法人会費（順不同・敬称略） 151 法人

会費実績（円）
549,500
390,000
1,378,100
982,000
257,000
537,000
337,000
1,104,000
5,534,600

1,560,000 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
芳野地区

㈱木内酒造

２口ご協力いただいた法人
五台地区
市

外

（福）豊潤会
㈱カンエイ

マルコー自動車㈱

１口ご協力いただいた法人
神崎地区

大高緑化

㈱植心園

三菱マテリアル㈱イノベーションセンター

圷自動車工業所

㈲小沢製作所

㈱東海ゴルフ

㈲リライフ那珂デイホームぽっかぽか

茨城スチールセンター㈱

グループホームふれあいの家 ㈱那珂グリーン

㈱イングトップ

㈱サスニ合金鋳造所水戸工場 ㈱中庭造園土木

㈲栄工社

㈲サワハタ内装
額田地区

飛竜造園㈱

（福）慈川会チルドレンズ・ホーム 丸大産業㈱

㈱木名瀬

常陽自動車工業

㈱マルテック

（名）木名瀬金物建材

㈲根本自動車工業

よしかわ歯科

菅谷地区

山﨑工業㈱

㈲杉オート

㈱筑波銀行那珂支店

あいざわ循環器内科クリニック ㈲大和田新聞販売

㈱大部材木店

スルガヤ薬局

㈱鶴田組

㈱アペックス

小宅内科医院

（医）青燈会小豆畑病院

㈲寺門商店

網野歯科医院

㈲カーショップアシスト

（医）せき耳鼻咽喉科クリニック ㈱ドライビングスクール那珂

特別養護老人ホームいくり苑那珂 かみが歯科医院

㈲瀬谷モータース

㈱トラスト

茨城県信用組合那珂支店

ケアサポートなか

㈱千本杉

那珂デンタルオフィス

うどの眼科

㈱サウンドフナバシ

そよかぜ薬局

生天目歯科医院

㈱エス ･ キャビネット

さがわ皮膚科

大進電設㈱

㈱滑川土建

（医）えびすいクリニック

㈱常陽銀行菅谷支店

髙橋石油店

㈱平野産業

㈲大内設備工業所

常陽資材㈱

直売所とんがりはっと

㈱フレーズ

㈲大畠土木

㈱清水建設

司寿し

学びの杜フォレスト

菅谷地区
㈱マルトＳＣ那珂店
五台地区
㈱浅川建設

水戸北運輸㈱

㈱ロングライフ

水戸信用金庫菅谷支店
川又自動車㈱

ＮＰＯ法人たすけあいネット民の会 （医）有朋会栗田病院

後藤商事㈱

ちばとう歯科医院

ゆたか保育園

㈲えくぼ

㈱後藤商店

㈱増子石油店

よしの薬局

エスコートカーサービス

㈲ゴトー

水野医院

㈱和光

㈲ＳＣＳエンジニアリング 小林デンタルクリニック

山金建設㈱

㈲渡辺工務店

㈱エヌジェーピー

産機システム㈱

山喜㈱

小野瀬医院

㈱髙竜組

大和造園

㈲スケガワ

関自動車

戸多地区

森松工業㈱関東工場

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
芳野地区

一乗院

こうのす薬局

ショップてらかど

㈲あおいとり

（福）栄寿会若草園

古田圡商事㈱

㈱スーパーヒロセヤ

㈱味屋商店

㈲おたふく

（医）慈心会

（医）貞心会西山堂慶和病院

市岡歯科医院

グループホーム榧子木

（福）実誠会障害者支援施設なるみ園 ＮＰＯ法人とびらオアシス

木崎地区
ＮＰＯ法人ぽこりっと
瓜連地区

稲田屋商店
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

㈱松井建設

片岡建設㈱

静神社

㈲中央開発センター

（医）緑翠会瓜連中央医院

㈱キウチ建設

㈲静峰商運

帝青山 弘願寺

ルリア記念クリニック

君嶋畳店

常福寺

デイサービスつくし苑

中央技術㈱

㈲ケアープランセンターいきいき ㈲スナカワ事務機

㈲萩野谷産業

（医）香風会岩上記念病院

㈲ホークス

市

外

※【凡例】 ㈱：株式会社

㈱高野工務店
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
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、一人でも多くのみなさまのご協力をお願いいたします。
お寄せいただいた募金は、那珂市内の職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

問い合わせ：総務・地域福祉グループ

子育て支援に

災害時のボランティア
の養成に

２２９－０３０９

「那珂市のふくし」の一部には、赤い羽根共同募金の配分金が使われています。

社協インフォメーション information
相談

相談
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 午前８時３０分から午後５時１５分
●受付方法 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 FAX298-8890
E-mail f-soudan@naka-shakyo.net

案内

障がい者の暮らしの相談 ※１
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 ＦＡＸ２９６－１００２

案内

あがっぺほっとサロン ※２
こどもの不登校やひきこもりで悩むご家族へ
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 瓜連キリストの教会内あがっぺ
カフェ（瓜連５７３－１）
●参加方法 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
29 8 - 8 8 8 1

那珂市おもちゃ病院
大切なおもちゃ直します ※３
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 13 日・27 日
11 月 10 日・24 日
12 月 8 日・22 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
●問い合わせ 社会福祉協議会 菅谷分室
298-8881

※１・２・３については、新型コロナウイルス感染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。

ショートステイ・日中一時支援
社会福祉法人

実誠会

障害者支援施設なるみ園
農産物直売所サンファームなるみ
理

事

長

那珂市飯田 2529-1

仲

田

実

☎ 029ー295−9100

「那珂市のふくし」への
有料広告掲載事業所を募集します
【広告の規格】
【広告掲載料】
①半枠 縦4.5cm×横8.8cm
①半枠 10,000 円（1 回）
②全枠 縦4.5cm×横17.6cm ②全枠 20,000 円（1 回）
※掲載する広告ページは表、裏表紙を除くページになります。
（2色刷り）
詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。
（２２９−０３０９）

）は指定先、それ以外は那珂市社会福祉協議会

切手テレカボランティア ポピー
ぴっぴお話の会
第 10 回芳野地区親善ゴルフコンペ
社会保険労務士法人 人事サポート
ECC ジュニア下菅谷教室一同
野木 利三郎
ぬかんざきまつり実行委員会

11,420
6,246
15,000
10,000
10,000
30,000
10,000

●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）
生長の家茨城県教化部、菊地靖子、愛のグループすずらん、
宮田とし子、佐藤宣子、
（有）サワハタ内装、片岡裕、
よしかわ歯科、
（株）木名瀬、
（株）味屋商店、
ぴっぴお話の会、匿名12件
●おしりふき布
（届け先 市内施設・利用者等）
愛のグループすずらん、
野木 利三郎、
磯邉 栄子、間宮 好子、
佐藤 知賀子、山中 澄子、匿名２件
●タオル・ぞうきん等
（届け先 市内施設）
野木 利三郎、山中 澄子、
芳野地区親善ゴルフコンペ様から
菅原 久美子、匿名３件
寄付いただきました

みなさまの善意に感謝します

預託者（

金額（円）

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）

■ 善意銀行とは …

令和４年６月６日から令和４年８月23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

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。

あん・しん・ねっと事業 で災害時に安心を!
近年各地で大きな災害が発生してお
り、那珂市においても令和元年台風
１９号災害や東日本大震災などで被災
しています。災害が発生すると、電話
やメールなどがつながりづらくなり、
安否確認が難しくなります。そんなと
き、近所の助け合いが力になります。
東日本大震災では、あん・しん・ねっ
と登録者の約８割が地域支援者による
安否確認を受けており、普段のみまも
りが災害のときにも力になることが分
かっています。
いつ発生するか分からない自然災
害。あん・しん・ねっと事業に登録して、
普段の暮らしと災害時のあんしんを！

問い合わせ：総務・地域福祉グループ

２２９－０３０９

きずなBOX にお寄せいただいた寄付食品の活用されかた
～集めるボランティア・整理するボランティアから必要なかたへ～

きずな BOX は、ご家庭にある食品を必要なかたに寄付することができる食品収集箱です。市内に
3 カ所設置された「きずな BOX」には、令和３年度は一年間に合計 2，160kg もの寄付が集まりました。
回収した寄付食品は、その後どのように集められ、どのように活用されているのでしょう。今回は
集められた寄付食品活用の流れについてご紹介します。

寄付食品はどのように集められているの？
那珂市のきずな BOX には毎週多くの食品寄贈があり、それらの食品はフードバ
ンク水戸支部に集められています。那珂市では那珂明るい社会づくりの会が、週に
1 度寄付食品を運ぶボランティア活動を行っており休むことなく続けられています。

寄付食品はどのように活用されているの？
集められた寄付食品の活用について、NPO 法人フードバ
ンク茨城水戸支部（以下、フードバンク）の田中健一さん
にお話をうかがいました。
フードバンクでは、公共施設や社会福祉協議会（以下、
社協）などに設置された「きずな BOX」、所属する団体な
どが実施する「フードドライブ」、そしてフードバンク事務
所へ持ち込まれた寄付食品を整理し、食糧支援を必要とし
ている個人・団体・関係機関へ届けています。その後、相
談支援などを通じた生活困窮者世帯の食品ニーズに応える
ほか、児童養護施設などの福祉施設へ提供しています。
那 珂 市 に お い て も、 相 談

フードバンク茨城水戸支部 田中健一さん

支援などを通じて生活困窮者世帯に配布されたり、「なかなかパント
リー」を通じて、子育て中の母子父子世帯の支援などに活用されて
います。
みなさまから寄付された食品は、ボランティアの手によって集め
られ、相談支援などの専門職を通じて支援を必要としている個人・
団体・福祉施設などへ届けられています。
食品ロスが問題となっているなか、「もったいない を ありがとう」

フードバンクボランティアに
よって整理された寄付食品

に変えるフードドライブ活動に今後ともご協力ください。

TEL 029-229-0309

７月に五台小学校で行わ

れ た 手 話 体 験 の 様 子 で す。

ボランティアのかたがたに

教わりながら、一人ひとり

一生懸命に取り組んでいま

福 祉 体 験 学 習 を 通 じ て、

した。

大和田 優
上原 精一
舘
祝子
小澤 祐一

思いやる心を育てています。

編集委員
委 員 長
副委員長
委
員
〃

社会福祉法人那珂市社会福祉協議会

「きずな BOX」への寄付について

■きずな BOX 設置場所■
社会福祉協議会事務所（瓜連３２１市役所支所分庁舎内）
総合保健福祉センターひだまり（菅谷３１９８）
那珂市役所 1 Ｆ総合案内前（福田１８１９−５）
■問い合わせ
総務・地域福祉グループ
２２９ー０３０９ ※お米に関しては、令和３年産
以降のものを受け付けます。

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

