「もおか社協だより」は赤い羽根共同募金助成金により発行しています。
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社協会費・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の
納入時期を統合します

真岡北陵高等学校のみなさん
ありがとう
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社会福祉協議会からのお知らせ

編集・発行 真岡市社会福祉協議会
〒321-4305 真岡市荒町110-1総合福祉保健センター内 TEL:0285-82-8844
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FAX:0285-82-5516

真岡市社会福祉協議会が
実施する事業の運営に活
用させていただいており
ます。
また、身近な地域での
地域福祉活動の推進のた
め、会費の ％は各地区
社会福祉協議会に還元し
ております。
会費につきましては、
例年８月に集金と納入を
お願いしておりましたが
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、共同募
金と同時期の 月～ 月
に実施することになりま
したので、ご協力よろし
くお願いいたします。
なお、令和元年度真岡
市社会福祉協議会事業報
告について、４～５ペー
ジに詳しく掲載しており
ますので、併せてご覧く
ださい。

12月10日

今年度の
実施時期

5,000円
3,000円
300円
1,000円

8月

10月 1日

赤い羽根共同募金

450円

10月

歳末たすけあい募金

300円

12月

社会福祉協議会会員会費

特別会員Ａ
特別会員Ｂ
普通会員
賛助会員

2

※民生委員取りまとめの特別会員会費については、歳末たすけあい募金配分対象者
調査の締切に合わせて、11月30日を納入期限とさせていただきます。

社会福祉協議会会員会費とは

社会福祉協議会は、地
域福祉の推進を目的とし
た地域で暮らす住民の皆
様が主体の民間団体です。
行政の福祉施策とは違っ
た住民主体の地域福祉活
動の実施のため、会員制
度を採っております。
社会福祉協議会の事業
には、真岡市等からの補
助金や委託金がその財源
になっているものもあり
ます。しかし、活動をよ
り活発に、また自主性を
高めるためには、会費や
寄付金等の自主財源の確
保が重要となっています。
皆様からいただいた会
費は、各種ボランティア
の養成及び育成のための
講習会の実施、一人暮ら
し高齢者等への老人給食
サービス、福祉団体への
助成金、相談支援事業等、

～

従 来 の
実施時期

額

金

称

名

No.２4
もおか社協だより
令和２年１０月

特 集

社協会費・赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の
納入時期を統合いたします

毎年、
真岡市社会福祉協議会会員会費、
赤い羽根共同募金、
歳末たすけあい募金につきまして
は、
ご協力をいただき誠にありがとうございます。
8 月、
10 月、
12 月と時期を分けてご協力いただいておりました標記の会費納入及び募金活動
についてですが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
今年度は、
納入の時期をあわせて実
施することになりました。
今回の特集では、
会費や募金の概要についてご説明いたします。

10

40

12

じぶんの町を良くするしくみ。
共同募金運動今年も始まります。
やホームページの作成費
用、その他災害見舞金等
に使用しております。
また、老人福祉施設や
障がい者施設、保育園、
幼稚園及びボランティア
団体等へ助成金としても
支出しております。
歳末たすけあい募金とは
歳末たすけあい募金は、
新たな年を迎える時期に、
高齢者、障がい児者、子
ども、福祉サービスを必
要とする人など誰もが地
域において孤立すること
なく、安心して暮らせる
福祉のまちづくりを推進
するために実施する募金
活動です。高齢者、障が
い児者等で支援が必要な
方に対し、民生委員をと
おして配分しております。

3

赤い羽根共同募金とは
赤い羽根共同募金は、
昭和 年から市民が主体
の民間運動として始まり、
年以上の歴史のある募
金活動です。住民相互の
助け合いを基調とし、地
域福祉の推進を目的とし
て、誰もが住み慣れた地
域で安心して暮らすこと
のできるよう多様な活動
を財源面から支援するこ
とを目的として募金活動
を実施しております。
真岡市では、公園など
に設置されている赤い羽
根のベンチや、中高生を
対象としたボランティア
スクール、小学生を対象
としたふれあい体験講座
の費用、無料法律相談の
弁護士費用、社協だより

おじいちゃん保父事業
（社協会費）

ふれあい体験講座
（共同募金）

老人給食サービス
（社協会費）

真岡市商店会連合会と真岡市社会福祉協議会が協定を
結んで実施しているサロンでの移動販売（共同募金）

No.２４
もおか社協だより
令和２年１０月

70

22

令和２年１０月

もおか社協だより

No.２４

令和元年度 社会福祉法人 真岡市社会福祉協議会事業報告
地域福祉の推進の為、本会会費をはじめ、各種事業にご協力くださいました地域の皆様に感謝申し上げ
ます。誠にありがとうございました。
【基本目標１】共に助け合い、支え合うまち
１．支え合いの仕組みづくり
（１）生活支援体制整備事業（受託事業）を実施し、生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置運営を行
いました。各地区で協議体を立ち上げ、それぞれのニーズに沿った取組を行いました。
市全体としては、移動手段の課題解決の一つとして、真岡市商店会連合会と社会福祉協議会が協定を結び、
ふれあい・いきいきサロンを拠点とした移動販売を推進し、サロン14か所で20回実施しました。
なお、真岡市商店会連合会に対し、事務費として100,000円を助成しました。
（２）地域のふれあいの場づくりを支援するふれあい・いきいきサロン事業を実施し、53か所に合計1,979,984円
を助成しました。
２.福祉意識向上のための取組
（１）障がい者への理解と認識を深めることを目的に小学生を対象としたふれあい体験講座を12月に行いました。
（２）高校生が福島県南相馬市を訪問し、地元の地域住民と交流を図り、その現状を知り自分の住む地域に目を
向け、福祉活動を推進することを目的として「Happy berry project 真岡×南相馬」を実施しました。そ
の後、生活支援体制整備事業会議への参加を行い、一年間の活動をふれあいフェスティバルで発表しました。
（３）学童、生徒の「生きる力」を育む環境づくりのため、福祉講話11件、高齢者疑似体験 7 件、車いす体験や
講話17件、点字の体験や講話33件、知的障がい者との交流5件、聴覚障がい者との交流7件の合計80件の福
祉教育の支援及び協力を行いました。
（４）おじいちゃん保父事業を実施し、保育所（園）６か所へおじいちゃん保父７人を派遣しました。
（５）ボランティア登録及び派遣制度を整備し、ボランティアを行う者と必要とする者の連絡調整や情報の提供
を行うことにより、ボランティア活動の普及推進を図りました。
３.福祉活動を担う人材の育成
（１）ボランティアの養成及び育成を目的として各種講習会を行いました。
講習会名
回
数
講習会名
回
数
手話ボランティア養成講習会
全40回
点字ボランティア養成講習会
全21回
傾聴ボランティア養成講習会
全5回
音訳ボランティア養成講習会
全15回
（２）ボランティア団体に対しさまざまな支援を行いました。なお、助成額については次のとおりです。
団体等
助成額
団体等
助成額
ボランティア連絡協議会
310,000円
手話サークルまごころ
50,000円
ふれあいフェスティバル
800,000円
朗読ボランティア「ひばりの会」
50,000円
真岡点訳サークル
50,000円
傾聴ボランティアさくら貝
30,000円
（３）ボランティア・市民活動を活性化するため、
「市民活動推進センターコラボーレもおか」と連携を図りました。
（４）住民主体による福祉の推進を図ることを目的として、地域福祉推進員を71区109人設置しました。
（５）団体や施設・学校等に対しさまざまな支援を行いました。なお、助成額については次のとおりです。
団体・施設
助成額
団体等
助成額
聴覚障害者協会
30,000円
保育ママ連絡協議会
72,000円
ひまわり園保護者会
50,000円
教育福祉懇話会（５地区）
120,000円
障害者支援施設（１か所）
100,000円
地区民生委員児童委員協議会（６地区）
302,000円
民間保育所（12か所）
720,000円
ボランティア活動推進校（市内27校） 1,080,000円
児童養護施設（１か所）
100,000円
地域奉仕団
124,000円
【基本目標２】充実した福祉サービスのあるまち
１．地域福祉ネットワークの構築
（１）地区社会福祉協議会（５地区）の活動費として、3,464,240円を助成しました。
２.地域における福祉サービスの充実
（１）老人給食サービス事業において、月４回食事を提供し、安否確認や社会的孤立感の解消等を図りました。
（２）生きがいデイサービス事業において、ひとり暮らし高齢者等の社会的孤立感の解消等を図りました。
（３）こども発達支援センターひまわり園において、障がい児に療育や集団生活適応に向けた支援を行いました。
（４）就労継続支援『真岡さくら作業所』において、障がい者に就労の機会等を提供しました。
（５）地域活動支援センター『さくらんぼ』において、障がい者に創作的活動や生産活動の機会を提供しました。
（６）団体や施設に対しさまざまな支援を行いました。なお、助成額については次のとおりです。
団 体
助成額
団体・施設
助成額
老人クラブ連合会
408,000円
知的障がい者育成会
64,000円
肢体不自由児者父母の会
50,000円
遺族会連合会
62,000円
身体障害者福祉会
191,000円
介護老人福祉施設（9か所）
900,000円
母子寡婦福祉会
56,000円
（７）緊急用食料等給付事業を行い、低所得者等に14件180,671円の食料等を現物給付しました。
（８）歳末たすけあい募金を12月に実施し、低所得者等に経済的援助を行いました。
募金額
対象者
配分金額
対象者
配分金額
準要保護・低所得者世帯
2,217,000円
母子・父子家庭
1,748,000円
6,332,570円
心身障がい児（者）
174,000円
福祉団体・学校他
1,061,570円
独居・ねたきり・認知症高齢者
1,132,000円
計
6,332,570円
（９）低所得者等からの相談に応じ、次のとおり貸付事業を行いました。
生活福祉資金貸付事業
11件
2,612,000円
社会福祉金庫貸付事業
12件
240,000円
新型コロナウイルス特例貸付
5件
700,000円

4

令和２年１０月

もおか社協だより

No.２４
預託品

預託金

（10）善意銀行事業を実施し、善意により金品等を預かり、低所得者や福祉施設等に払い出しました。
預
託
払
出
預
託
払
出
件 数
金 額
件 数
金 額
41件
40件
14件
921,608円
56件
1,179,000円
※預託1件は次年度繰越
（11）生活困窮者自立支援事業を実施し、経済的に困窮している方等から101件の新規相談を受け、就労や家計
等に関する助言や関係機関への連絡調整を行い、継続的な支援が必要な方に対し、38件のプランを作成し、
相談援助及び関係機関への同行支援等を行いました。
（12）わたの花趣味クラブ加盟団体相互の情報交換等を図るとともに、発表会開催の支援を行いました。
３．相談支援体制と情報提供の充実
（１）相談支援事業所ひまわりにおいて、障がい者や障がい児に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むこ
とができるよう、適切な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援を提供しました。
（２）各種相談事業を実施し、地域住民の相談に応じました。
事業
件数
事業
件数
心配ごと相談
37件
無料法律相談
134件
（３）広報・啓発活動の充実
①もおか社協だよりを３回発行するとともに、広報もおか、ウィークリーニュースもおか等にわたのみ
基金の寄付者と善意銀行の預託者や災害義援金の募集等の情報を掲載しました。
②ホームページにより、本会事業内容やイベント等の情報を発信しました。
③社会福祉に対する意欲をより高める機会とするため社会福祉大会を実施し、42人・１団体に対し表彰
及び感謝状の贈呈を行い、12人に対して共同募金会真岡市支会長表彰を行いました。
４．福祉サービスの質的向上
（１）地域福祉振興基金（わたのみ基金）に一般篤志者の方々から42件2,008,346円の善意が寄せられました。
また、独自事業として市民ゴルフ大会を11月に開催し、基金造成に努めました。
（２）社会福祉協議会会員募集を行い、合計で19,713件9,293,600円納入していただきました。
特別会員Ａ（5,000円）
232件
1,160,000円
賛助会員（1,000円）
69件
69,000円
特別会員Ｂ（3,000円）
830件
2,490,000円
普通会員 （300円） 18,582件
5,574,600円
（３）赤い羽根共同募金事業
①赤い羽根共同募金を10月に実施し、地域福祉と広域福祉の推進を図りました。
目標額
実績額
達成率
10,399,050円
9,610,215円
92.4％
②台風災害に対して義援金を募集し、502,825円の善意が寄せられました。
（４）要保護・準要保護家庭の小学生・中学生を対象に修学旅行費の助成として613,450円を助成しました。
（５）火災の罹災者へ見舞金として115,000円（県共同募金会65,000円・真岡市支会50,000円）を贈りました。
【基本目標３】安全で安心して暮らし続けられるまち
１.暮らしやすい住環境の整備
（１）歩行が困難な方に対して、短期で福祉車両及び車いす等の貸出を行いました。
（２）子どもの遊び場等の環境整備事業を実施し、子どもの遊び場等へベンチ20台を配置しました。
２.安心して暮らせる環境の整備
（１）大規模災害発生時の支援活動を効果的に行うため、関係機関による真岡市災害ボランティア支援委員会を
設置し、運営事業を行いました。また、社会福祉法人等の話合いの場である「294たがやしＮＥＴ」と共
催で、福祉避難所のシミュレーションを行いました。
３.市民一人一人の人権の尊重
（１）日常生活自立支援事業（あすてらす）を実施し、認知症高齢者、障がい者等判断能力の低下した方への相
談支援体制を整備し、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理及び通帳・印鑑等の保全サービスを行う
ため、新規契約者10人を含む70人に対し支援を行いました。
（２）法人後見事業を実施し、法人として５名の成年後見人として身上監護及び財産管理を行いました。

≪サービス区分別収支決算≫
サービス区分
①法人運営事業
②心配ごと相談事業
③共同募金配分金事業

収入済額

支出済額

80,959,850

71,781,508

959,966
12,485,673

サービス区分

収入済額

支出済額

⑫職員退職給与積立事業

6,581,192

6,578,640

958,738

⑬地域福祉振興基金運営事業

5,827,883

2,318,346

12,382,421

⑭地域福祉振興基金Ⅱ運営事業

9,892,232

6,904,702

こども発達支援センター
⑮ひまわり園運営事業

39,452,000

37,319,701

⑯相談支援事業

14,422,437

6,782,034

④社会福祉金庫貸付事業

4,405,627

240,000

⑤善意銀行運営事業

7,893,000

1,359,671

119,570

118,735

⑰地域活動支援センター運営事業

26,863,273

25,213,317

518,040

240,809

⑱ 就労継続支援真岡さくら
作業所運営事業

29,841,373

22,860,661

11,317,326

8,711,195

小計

286,580,576

236,045,460

⑨高齢者生きがい活動支援通所事業 10,040,813

9,021,007

内部取引消去額

8,997,432

7,789,238

16,002,889

15,464,737

⑥生活福祉資金貸付事業
⑦法人後見事業
⑧福祉サービス利用援助事業
⑩生活支援体制整備事業
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（単位：円）

⑪生活困窮者自立支援事業

合計

△18,504,640 △18,504,640
268,075,936

217,540,820

もおか HOT NEWS

令和２年度も生活支援体
制整備事業の会議がはじ
まりました！
今年度も生活支援体制
整備事業の会議が、始ま
りました。各地区の取組
をお伝えいたします。
ずーっとすもおか真岡（真
岡地区７月９日開催）

話合いました。今後は、
山前地区に合った取組に
ついて、考えていきます。

ぷらーっとホーム中村（中
村地区７月 日開催）

15

〜標語の入選・生活支援体制整備事業〜

とにこにこの笑顔になれ
る魔法の言葉なんだよ！」
と考えてくれたそうです。
誰もが笑顔になれるよ
うな素敵な標語です。こ
の度の入選誠におめでと
うございます。

17

中村地区では、見守り
や居場所作りを進めるた
め、サロンの全区設置を
目指しています。現在は
区中 区に設置されて
います。高齢者だけでな
く、学校や施設など、様々
な方面からサロンに関わ
ることができるような取
組を協議していきます。

いきいきプラン山前

真岡地区の課題につい
て話合った結果、高齢者
の孤立、認知症の課題や
地域の繋がりの希薄化、
ゴミ問題などが見えてき
ました。次回は、どの課
題解決から取り組むか、
検討していく予定です。
いきいきプラン山前（山前
地区７月 日開催）

山前地区では、昨年度
まで、認知症や見守りに
関する課題を中心に取り
組んできました。今回は、
ゴミ出し・買い物・見守り
の３つのテーマについて、
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海老原大輝くん
標語入選おめでとう！
厚生労働省、社会福祉
法人全国社会福祉協議会、
公益財団法人児童育成
協会が主催で実施してい
る令和２年度児童福祉週
間の標語で、市内にお住
いのやわらぎ保育園（年
中）の 海 老 原 大 輝 く ん
（西郷）の作品が入選い
たしました。
大輝くんの作品は、
「あ
したもみんな にこにこ
に な～ぁれ」です。大
輝くんのお母様が、お友
達が元気になれる魔法の
言葉を考えようと大輝く
んに伝えたところ、「こ
の魔法は、みんながずっ
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No.２４
もおか社協だより
令和２年１０月

6

令和２年１０月

もおか社協だより

No.２４

新型コロナウイルス感染拡大防止のための各種事業の中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の事業が中止となりました。
関係団体の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけま
すよう、お願いいたします。
●ふれあいフェスティバル
●老人・身障合同スポーツ大会
●真岡市老人クラブ大会

●真岡市民ゴルフ大会
●ふれあい・いきいきサロン

※サロン活動の中止に伴いまして、補助金の返金手続きをお願いいたします。
手続きの期間は、令和２年１１月３０日（月）までとなっております。ご不明
な点は、地域福祉係（☎８２－８８４４）までお問い合わせください。
真岡北陵高等学校からメッセージカードをいただきました

真岡北陵高等学校の方々から手作りのメ
ッセージカードをいただきました。これ
らは、老人給食サービス受給者などに贈
られました。素敵な贈り物に、みなさん
感激されていました。（表紙の写真）

令和２年６月に開催された理事会・評議員会についてご報告いたします
◆６月３日（木）に開催された「令和２年第２回理事会」の結果は次のとおりです。
番

号

議

案

名

等

結果

第10号議案

令和元年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会事業報告について

可決

第11号議案

令和元年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会決算について

可決

第12号議案

社会福祉法人真岡市社会福祉協議会評議員候補者の推薦について

可決

第13号議案

社会福祉法人真岡市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の招集について

可決

第14号議案

社会福祉法人真岡市社会福祉協議会評議員会の招集について

可決

◆６月１７日（木）に決議の省略により承認された「令和２年第２回評議員会」の結果は次のとおりです。
番
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号

議

案

名

等

結果

第４号議案

令和元年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会事業報告について

可決

第５号議案

令和元年度社会福祉法人真岡市社会福祉協議会決算について

可決

第６号議案

社会福祉法人真岡市社会福祉協議会理事の選任について

可決

令和２年１０月

もおか社協だより

No.２４

社会福祉協議会からのお知らせ
令和３年４月１日付け採用の
真岡市社会福祉協議会職員を募集します

心配ごと相談（予約不要・相談料無料）
開催時間は午前９時〜正午（受付は１１時
３０分まで）となります。
総合福祉保健センター
二宮分館
総合福祉保健センター
総合福祉保健センター
大内分館
総合福祉保健センター
総合福祉保健センター
総合福祉保健センター
山前分館
総合福祉保健センター
総合福祉保健センター
総合福祉保健センター
中村分館
総合福祉保健センター
総合福祉保健センター

６日
１３日
２０日
２７日
１０日
１７日
２４日
１日
８日
１５日
２２日
５日
１２日
１９日
２６日

１０月

１１月

１２月

１月

アクセスマップ（各種相談会場）
至宇都宮
芳賀赤十字病院
真岡工高
48

北真岡駅
真岡病院

市役所

真岡市社会福祉協議会

検索

警察署

真岡高

真岡市社会福祉協議会
消防署

47

真岡東中

294
真岡女子高

詳しくは、ホームページでご覧いただけます。

足利銀行

至益子

真岡小

真岡駅

※詳しくは、ホームページの「試験案内」
をご覧いただくか、直接お問い合わせく
ださい。

予約受付開始日
開催日
９月２５日（金）
１０月１３日（火）
１１月１０日（火） １０月３０日（金）
１２月 ８日（火） １１月２７日（金）
１月１２日（火） １２月２５日（金）
１月２９日（金）
２月 ９日（火）

至上三川

【採用人員】
２名
【業務内容】
法人の一般事務に従事、若しくは法人が
運営する就労継続支援（Ｂ型）事業所、
地域活動支援センター、児童発達支援事
業所、放課後等デイサービス事業所、相
談支援事業所（特定・障害児）に従事。
【応募（受験）資格】
・平成３年４月２日以降に生まれた方で、
高等学校卒業以上の学歴を有する方。
（令
和３年３月卒業見込の方を含む。）
・福祉活動に意欲のある方。
※その他、普通自動車運転免許を有するこ
となどの条件があります。
【申込期間】
令和２年１０月１日
（木）
～１０月３０日
（金）
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く
【選考方法】
書類選考、作文試験、適性試験、面接試
験等
【試験日程】
書類選考結果発表
：令和２年１１月 ５日（木）
１次試験：令和２年１１月１４日（土）
２次試験：令和２年１１月２８日（土）
【申し込み・問い合わせ】
採用試験申込書に履歴書、写真、その他
必要な書類を添えて、真岡市社会福祉協
議会へ本人が直接お申し込みください。

無料法律相談（完全予約制・真岡市民対象）
弁護士への相談で、予約受付は予約開始日
の午前８時３０分からです。
（先着１２名）

至筑西

http://www.moka-shakyo.com
真岡市社会福祉協議会 TEL 0285-82-8844
〒321-4305 真岡市荒町110-1総合福祉保健センター内
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