
４．地域で支える子育て支援
　　　児童センターでは，”子育て”支援の視点，”子育ち”支援の両視点に立った事業展開に取り組みました。子
　　どもが安心・安全に，かつ自主的に育っていける環境整備の推進を目的に，「七夕会」，「運動会」「年賀状作
　　り」等，楽しく参加出来るよう工夫を凝らして行いました。また，「父親の育児講座」や「ママリフレッシュ事業」
　　等，養育者同士の交流の場や，地域住民が子育てに関われるきっかけづくりを提供しました。
　　　子育て支援の拠点としても，関係機関との連携強化を図りつつ，主任児童員や子育てコーディネーター相談
　　員と児童虐待予防，子育て相談の強化にも取り組みました。

１．住民活動や福祉教育の強化
　　　地域福祉推進係では，地区社会福祉協議会と福祉活動をともに推進するパートナーとして，行政や関係団
　　体と連携し，横断的な繋がりの強化を図り，地域密着型の地域福祉活動の充実に向け支援に取り組みまし
　　た。地区社会福祉協議会では，地域の特性や実情に添った活動が展開されています。本会としては，見守り
　　活動や食事会などの支えあい活動を中心に，子育て支援・障がい者とのふれあい交流や居場所づくりなど，
　　住民の主体的活動の充実に向けた支援を行いつつ，地域住民自らが地域課題に気づき，協議を行う場（協
　　議体）の整備も取り組んできました。
　　　福祉教育は，幼児から高齢者まで，世代を限定しない“全世代対象型”の福祉意識醸成を目的に取り組ん
　　でおり，出前講座を中心に住民の気づきや相談支援機関につなぐ意識の啓発に注力しました。小・中学生を
　　対象とした福祉学習においては，地域支援の視点から地域住民に講師を務めてもらう機会を積極的に設け，
　　そこで学んだ子どもたちが次は教える側に回るという循環型の流れを作り，活動を提供する中で学びを得る
　　『サービスラーニング』の視点を盛り込み，活発に実施することができました。今後も継続してコミュニティスク
　　ール制度との連携強化を図り，多世代・地域と関わることができる福祉教育のコーディネートを行っています。

３．地域福祉の視点に立った介護サービスの提供
　　　居宅介護サービスセンターでは，利用者の尊厳を保持し，住み慣れた環境で自立した日常生活が継続でき
　　るよう利用者一人ひとりの個性に合わせた個別支援の強化に引き続き取り組みました。
　　　地域の民生委員・児童委員や関係機関の方々とケア会議を実施し関係者との情報共有を図りました。ま
　　た，地域の方にも介護への関心を高めてもらうために，利用者の近所の方へ見守りや声かけなどの活動依
　　頼を行いました。
　　　さらに今年度は，特定事業所加算を取得し「利用者への質の高いサービスの提供」と「安定した財源の確
　　保」を得ることができました。

２．総合的な生活支援体制の構築に向けて
　　　生活支援ネットワーク係では，多機関の協働による包括的支援体制構築事業を基幹事業として，包括的な
　　支援体制構築にむけた取り組みをさらに推し進めました。
　　　民生委員・児童委員の改選に伴い，「地域での支援が困難な方に関するアンケート」の調査を実施し，新規
　　24件のケースを把握し，アウトリーチするなど，その後のフォローも展開しました。また，3年前に実施した同調
　　査の再アウトリーチや，民生委員・児童委員へのフィードバックを行うなど，丁寧な支援を意識し取り組みまし
　　た。
　　　日々の相談にも丁寧に対応し，年々相談は増加傾向にあります。特に，引きこもりがちな方に対する支援
　　は，さまざまな支援ツールや広報を強化したことにより，着実に増加しています。
　　　法人後見事業や家計相談支援事業も，今後の確実な利用者増加を見越して，住民による支援員を導入で
　　きる仕組みを整えるなど，セーフティネットとしての役割も確実に進めることができました。

令和元年度　東海村社会福祉協議会事業報告

重点事業

　令和元年度は，「第4次東海村地域福祉活動計画」（以下，第4次計画）および「第3次東海村社会福祉協議会
発展・強化計画」の2年目の年となり，計画の基本理念である「かけがえのない一人ひとりの想いと行動を紡ぐま
ちづくり」の実現に向け，各種事業や取り組みを推進しました。
　総合的な生活支援体制の構築の基盤となる組織体制については，法人運営強化検討委員会を立ち上げ，検
討を進めました。令和3年6月の理事会・評議員会の委嘱に反映させ，機動力のある組織体制を目指します。
　また，「地域支え合い体制整備事業」と「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」を基軸として，総合的
な生活支援体制の構築のため，様々なアプローチや事業を展開しました。とりわけ，「絆まるっとプロジェクト」で
は，様々な生活課題に対し，どのような取り組みが図れるか，それぞれの立場から意見をいただくなど，村社協
だけではなく行政をはじめ福祉・医療関係機関との更なる連携を深めていきました。
　年度末にかけては，新型コロナウイルスの影響のため多くの会議・事業が延期・中止となり，理事会・評議員会
の新年度事業計画及び予算の審議については文書による決議となりました。



○　理事会

５．障害者センターの運営
　　　障害者総合支援法に基づき，安全に十分考慮した事業を実施してきました。また，利用者へのサービスに
　　ついては，個々の状態やニーズを適切にアセスメントし，生活介護の通所を実施しました。自立訓練の利用
　　者は，いないために事業の休止を行いました。
　　　児童発達支援事業において，通常支援と幼稚園児の夏休みなど，長期休暇中支援を行っています。母親
　　の育児疲れからくる虐待防止に注視して支援を行いました，関係機関との連携は，切れ目のない療育の一
　　つとして継続しています。
　　　特定相談支援事業と障害児相談支援事業については，職員の研修受講することで相談受け入れ態勢をさ
　　らに強化することができました。

　　議案第8号　　東海村社会福祉協議会職員の給与に関する規程（案）について

７．「第4次東海村地域福祉活動計画」並びに「第3次東海村社会福祉協議会発展・強化計画」の着実な推進に
　　向けて
　　　第4次計画並びに第3次発展・強化計画の2年目として，計画の重点施策である「総合的な生活支援体制構
　　築」に向け，基幹事業を中心に，さまざまな実施事業において連携を図りながら事業展開に努めてきました。
　　　また，村社協の組織基盤強化に向け，執行機関としての理事会，議決機関としての評議員会の運営強化
　　を目的に，令和元年11月に「法人運営強化検討委員会」を立ち上げ，必要な検討を重ねてきました。令和2年
　　度には，検討結果を踏まえた答申を受けることとしており，令和3年度の理事・評議員・監事の選任等に反映
　　していく予定です。
　　　さらに，人材育成方針に基づき，村社協組織内における基盤強化や福祉の専門職としての人材育成を図る
　　ための職員研修を進めてきました。
　　　今後も，地域住民や関係機関との連携・協働を通して，東海村における総合的な生活支援体制を構築する
　　ため，第４次計画並びに第３次発展・強化計画を着実に推進していきます。

　第1回理事会（令和元年5月30日　ボランティア室2・3　出席者：理事11名，監事1名）

　　報告第1号　　平成30年度東海村社会福祉協議会補正予算について

　　承認第1号　　平成30年度東海村社会福祉協議会事業報告並びに決算について

　　議案第1号　　理事・監事候補者の推薦について

　　議案第2号　　評議員候補者の推薦について

　　議案第3号　　評議員会の開催について

　第2回理事会（令和元年6月17日　大会議室　出席者：理事12名，監事2名）

　　議案第4号　　会長・副会長・常務理事の選任について

　　議案第5号　　評議員選任・解任委員会委員の選任について

　第3回理事会（令和元年12月19日　大会議室　出席者：理事12名，監事2名）

　　報告第2号　　令和元年度上半期職務執行状況の報告について

　　報告第3号　　令和元年度東海村社会福祉協議会会員加入状況について

　　報告第4号　　東海村社協における重点施策の進捗状況について

　　報告第5号　　令和元年度東海村社会福祉協議会補正予算（案）について

　　議案第6号　　東海村社会福祉協議会定款施行細則（案）について

　　議案第7号　　東海村社会福祉協議会評議員及び役員の報酬等に関する規程（案）について

６．誰もが親しみを持てるセンター運営を目指して
　　　平成30年度に実施した利用者アンケートを整理し，センター運営協議会で報告しました。同協議会にて，ア
　　ンケート等住民からの意見をフィードバックする仕組みについて意見を徴収をしました。併せて，日頃から交流
　　できる仕組みについて協議し，子どもから高齢者まで住民の情報交換や交流ができるスペースづくりについて
　　検討しました。
　　　アンケートのフィードハックする仕組みと子どもから高齢者が交流できるスペースについては，方針案までの
　　協議をしました。今後は地域福祉活動の拠点として来館者増を目標に，上記案から具体的な対応について検
　　討し実施していきます。



○　評議員会

○　評議員選任・解任委員会

○　法人運営強化検討委員会

○　社協監査等

　第4回理事会【決議の省略】（令和2年3月30日決議）

　　報告第6号　　令和元年度東海村社会福祉協議会補正予算（案）について

　　同意第1号　　令和2年度東海村社会福祉協議会事業計画並びに収入支出予算（案）について

　　議案第6号　東海村社会福祉協議会定款施行細則(案)について

　　議案第7号　東海村社会福祉協議会職員就業規程(案)について

　　議案第8号　東海村社会福祉協議会理事候補者の推薦について

　　議案第9号　東海村社会福祉協議会評議員会の開催について

　第1回評議員会（令和元年6月13日　ボランティア室1・2・3　出席者：34名）

　　議案第5号　東海村社会福祉協議会理事の選任について

　第1回評議員選任・解任委員会（令和元年6月4日　ボランティア室1　出席者：5名）

　　議案第1号　　社会福祉法人東海村社会福祉協議会評議員の選任について

　第1回法人運営強化検討委員会（令和元年11月13日　大会議室　出席者：6名）

　　（1）法人運営強化検討委員会について（趣旨説明）

　　（2）社協組織のガバナンス強化について（意見交換）

　第2回法人運営強化検討委員会（令和2年2月12日　大会議室　出席者：5名）

　　（1）第1回検討委員会で出された4つの課題への対応（案）について

　　（2）社協組織のガバナンス強化について（意見交換）

　　報告第1号　平成30年度東海村社会福祉協議会補正予算について

　　承認第1号　平成30年度東海村社会福祉協議会事業報告並びに決算について

　　議案第1号　東海村社会福祉協議会理事・監事の選任について

　第2回評議員会【決議の省略】（令和2年3月31日決議）

　　承認第2号　令和2年度東海村社会福祉協議会事業計画並びに収入支出予算(案)について

　　議案第2号　東海村社会福祉協議会評議員の及び役員の報酬等に関する規程(案)について

　　議案第3号　東海村社会福祉協議会職員の給与に関する規程(案)について

　　議案第4号　東海村社会福祉協議会職員就業規程(案)について

実施時期 内　　　　　容 会　　　場 対象及び人数

5月15日
平成30年度東海村社会福祉協議会事業報告
並びに会計報告監査

東海村総合福祉センター
内相談室

社協監事2名

社協各担当職員



第4次東海村地域福祉活動計画

○地区社会福祉協議会活動支援事業（地区社協会長連絡会）

○ふれあい協力員リーダー研修会

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 対象及び人数

5月28日

・正副会長の選任について

総合福祉センター
ボランティア室

地区社協会長・副会
長，事務局長，専門
サポーター，関係課
室，村社協　計45名

・各種委員の変更について

・各地区の令和元年度の事業計画について

・赤い羽根共同募金周知活動について

・ふれあい協力員リーダー研修会について

・「ほっとけないシート」について

・令和2年度地区社協予算作成時期について

・中央公民館講座案内について

7月18日

・令和2年度地区社協予算積算基準について
総合福祉センター
ボランティア室

地区社協会長・副会
長，事務局長，専門サ
ポーター，関係課室，
村社協
計32名

・情報交換（各地区の活動状況報告）

総合福祉センター
ボランティア室

地区社協会長・副会
長，事務局長，専門サ
ポーター，関係課室，
村社協　   計28名

・住民座談会について

・情報交換（各地区の活動状況報告）

3月5日

実施時期 内　　　　容 会場 対象及び人数

・新型コロナウイルス感染防止ため中止

地区社協会長・副会
長，事務局長，専門サ
ポーター，関係課室，
村社協　計30名

２．地域の特性や社会資源を生かし，誰もが安心して暮らせるまちづくりを地域一体となって推進
　　します。

○　ふれあい・いきいきサロン事業

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 対象及び人数

サロン交流会
【未実施】
コロナウイルス感染防止のため中止

・地区社協活動に関するワークショップ「会議負担

　の軽減についてのアイディア」

11月28日

・前回のワークショップの結果について

7月8日

・説明
　「ふれあい協力員リーダーの役割について」
　「地域活動に役立つ！東海村まちづくり出前
　　講座」
・ワークショップ
　「つながることや気づきの視点に着目した寸劇」

情報産業プラザ
”アイヴィル”

ふれあい協力
員リーダー他
55名

１．住民活動をともに推進する仲間である地区社協活動が，地域に広く根づき次世代につなげら
　　れるように，協力支援を行います。

１　住民主体による普遍的な小地域ネットワーク活動の推進

9月27日

・情報交換（各地区の活動状況報告）

総合福祉センター
ボランティア室



○　ふれあい活動推進事業　

村松

令和2年2月23日（日）9：30～

テーマ：地域にある身近な資源（お宝）の活用
を考えよう

村松コミュニティセンター 48名

白　方

令和2年2月16日（日）9：30～

白方コミュニティセンター 55名
テーマ：地域にある身近な資源（お宝）につい
て話し合おう
～各地域の取り組みや，人材を知りこれから
の活動に活かそう！～

石　神

令和2年2月9日（日）9:30～

石神コミュニティセンター 66名テーマ：地域住民同士の支え合い

真　崎

令和2年2月29日（土）9:30～

真崎コミュニティセンターテーマ：関連団体の活動を報告し，地域福祉を
発展させるための意見交換会
※新型コロナウイルス感染防止のため中止

中　丸

令和2年2月22日（土）10:00～

中丸コミュニティセンター 58名　　　
テーマ：地域にある身近な資源（お宝）につい
て
話し合おう　第2弾！

～福祉マップ活用に向けて～

○食事会
（食事を介す
る事業）

・地域の高齢者に外出の機会を設け，食事を
楽しみながら地域の方々と交流することを目的
に，地区社協のふれあい協力員による手作り
の食事を提供し，レクリエーション等を行う。

各コミュニティセン
ター及び集会所

65歳以上の独居
者，高齢者世帯，
身体･精神･療育
手帳の交付を受け
たひとり暮らしの
者等，地区社協が
独自に設定。

月1回程度 延べ1,609名

25件

３．情報発信や考え語り合う場を通し，住民一人ひとりが主人公となる普遍的な地域福祉活動を
　　推進します。

地　区 実施日及び内容 会　　　場 人数

舟石川・船場

令和2年2月8日（土）10：00～

舟石川コミュニティセンター 53名テーマ：～次世代へのメッセージをどう実現するか～

○　福祉機材等貸与・啓発事業

貸出用具 貸出数

車いす 96件

実施時期 貸与機材・開催内容 貸与件数

通　年

レクリエーション機材（ニュースポーツ含む） 216件

研修会用機材（プロジェクター等） 55件

イベント機材（綿菓子機，ポップコーン機，かき氷機等） 52件

その他機材・備品

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 対象及び人数



○　ボランティア市民活動助成事業

7東海村在宅介護者の会　　

●総会（5月16日），会員研修会（7月16日），赤い羽根ボランティア研
修会(9月14日)，親睦交流会（9月24日），DVD鑑賞会（11月12日），親
睦交流慰労会（3月19日）：コロナウイルス感染防止のため中止。その
他毎月第2火曜日に手芸活動。

8東海村子ども会育成連合会　　
●赤い羽根共同募金（街頭募金）に協力依頼(10月5日)。新任役員会
（2月22日）にて，ボランティア登録団体の紹介・依頼の説明，福祉活
動器材の貸出の紹介についての理解を図った。

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 対象及び人数

11月1日
～

11月15日

市町村社協ボランティア市民活動促進事業費
助成金交付（新規立ち上げ団体）

総合福祉センター
「絆」 1団体

福祉団体名 内　　　　　　容

1東海村高齢者クラブ連合会　　
●総会（4月22日）会議・行事等の会場・バスの調整，春・秋のスポー
ツ大会支援

2東海村母子寡婦福祉会 ●総会（5月12日）●視察研修（11月１～2日）

3東海村遺族会　　　　　　　　　　　

●戦没者の英霊の顕彰及び会員相互の親睦交流や研修会等の開
催
●総会（5月20日），全国戦没者追悼式（8月15日），茨城県戦没者追
悼式（8月23日），女性部総会（10月5日），靖国神社参拝会員研修（11
月10～11日），茨城県戦没者遺族大会（12月3日）

4東海村身体障害者福祉協議会

●総会（5月27日）
●機能回復訓練（7月1日～2日），日帰り機能回復訓練（12月2日），
春季機能回復訓練（3月24日～25日：コロナウイルス感染防止のため
中止）

6東海村日赤奉仕団

【団体等への非常食・救急法等　5回】
●白方地区防災訓練（6月15日），押辺区防災訓練（6月29日），亀下
区防災訓練（8月4日），外宿１区防災訓練（8月24日），豊岡区防災訓
（10月19日)

【訓練・研修等　6回】
●県支部基礎研修（7月12日），全体研修(9月11日），移動研修j（10
月21日），研修・懇親会（1月29日），防災セミナー（1月31日），防災ボ
ランティア養成研修会（2月15日）

【学校・その他啓発活動等 5回】
●東海まつりでの啓発活動（7月28日），東海高校非常食・生活支援
講習（11月20日），東海高校救急法講習（12月4日）

5東海村心身障がい児者親の会
●総会（5月11日）， クリスマス会（12月8日），廃品回収(5/12，8/25，
11/17，2/9）

４．これまで培ってきた経験を生かし，地域とのつながりを深めながらより主体的な活動ができる
　　ように，福祉団体などの運営を側面的に支援します。

１．市民活動者や団体がいきいきと福祉活動を行えるよう，ともに手を携えながら運営・活動を支援
　　していきます。

２．人や活動がつながりあうボランティア市民活動の推進



○　ボランティア連絡協議会支援事業

〇　地域福祉支援ボランティア「はーとふる」支援事業

〇　保育サポート「すくすく」運営支援事業

普通救命講習会（乳幼児）

普通救命講習会（乳幼児）

普通救命講習会（乳幼児）

2月3日 保育グッズ清掃　合同 「絆」陶芸室 15名

3月9日
第5回役員会 「絆」会議室 5名

すくすく通信62号発行 ─ 62名

9月9日 保育グッズ清掃　2班 「絆」陶芸室 7名

10月2日 すくすく交流会（ニュースポーツ） 多目的ホール 23名

11月11日 保育グッズ清掃　3班 「絆」陶芸室 10名

12月5日 第4回役員会 「絆」会議室 8名

1月27日 東海消防署 17名

6月24日 東海消防署

6月26日 第2回役員会 「絆」会議室 9名

6月27日 東海消防署 16名

9月5日 第3回役員会 「絆」会議室 9名

9月5日 すくすく通信61号発行 ─ 62名

15名

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 人数

4月15日 定期総会 「絆」ボランティア１・２ 25名

5月16日 第１回役員会 「絆」会議室 10名

5月31日 すくすく通信60号発行 ─ 62名

6月17日 保育グッズ清掃　1班 「絆」陶芸室 16名

8月30日 第2回役員会 「絆」ボランティア室2 4名

11月13日 「はーとふる」会員研修会 「絆」大会議室 9名

11月14日 身体拘束廃止委員会 「すみれ」 1名

12月19日 普通救命講習会 東海消防署　会議室 5名

2月26日 身体拘束廃止委員会 「オークス東海」 1名

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 人数

4月17日 平成31年度定期総会 「絆」ボランティア室2 18名

4月17日 第1回役員会 「絆」ボランティア室2 5名

6月26日 身体拘束廃止委員会 「オークス東海」 2名

7月3日 「はーとふる」会員交流会 「絆」多目的ホール 10名

12月16日 第9回役員会 「えがお」活動室 役員10名

1月20日 第10回役員会 「えがお」活動室 役員12名

2月21日 第11回役員会 「絆」 役員11名

2月29日 平成30年度会員交流会（中止） 「絆」多目的ホール

3月16日 第12回役員会 「えがお」活動室 役員10名

8月19日 第5回役員会 「えがお」活動室 役員11名

9月17日 第6回役員会 「えがお」活動室 役員10名

10月15日 第7回役員会 「絆」会議室 役員11名

11月18日 第8回役員会 「絆」ボラ室2 役員9名

12月3日 令和元年度会員研修会 霞ヶ浦 会員31名

5月13日 第2回役員会 「えがお」活動室」 役員11名

5月18日 令和元年度定期総会 「絆」多目的ホール 会員59名

6月17日 第3回役員会 「えがお」活動室 役員11名

7月1日 おうえん助成金審査会 「絆」会議室 役員10名

7月16日 第4回役員会 「絆」会議室 役員10名

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 対象及び人数

4月15日 第1回役員会 「えがお」活動室 役員11名



〇　移送サービスボランティア「はーとろーど」支援事業

○　有償サービス実績

○　福祉教育推進校事業(福祉学習支援事業）（学校別）

10月11日 インスタントシニア体験 中丸小4年生 97

10月1日 手話歌 村松小4年生 49

10月2日 点字体験 村松小4年生 49

10月3日 手話体験 白方小4年生 106

10月3日 車いす体験 石神小4年生 39

10月10日 手話体験 石神小4年生 39

7月2日 アイマスク体験 舟石川4年生 98

9月10日 アイマスク体験 白方小4年生 106

9月12日 シルバーリハビリ体操 村松小4年生 49

9月19日 車いす体験 舟石川4年生 98

9月24日 点字体験 中丸小4年生 97

6月14日 点字体験 舟石川4年生 98

6月18日 アイマスク体験 中丸小4年生 93

6月19日 手話体験 石神小4年生 39

6月24日 福祉って何だろう 白方小4年生 105

6月26日 点字体験 照沼小4年生 10

２．これからを担っていく若き福祉の芽を育てるため，長期的視点に立ち福祉教育を推進し，福祉
　　の心を醸成します。

実施時期 内　　　　　　　　容 対　　象 参加実績（名）

5月29日 車いす体験 白方小4年生 106

6月10日 福祉って何だろう 中丸小4年生 97

6月13日 点字体験 白方小4年生 105

はーとろーど 移送サービス
協力会員数 19人 回数 263 360

登録会員数 76人 時間 263 360

合　　　　　　　計
回数 2,682 2,437

時間 7,106 7,257

すくすく

個人保育サポート
協力会員数 62人 回数 878 595

登録会員数 1,012人 時間 2,056 1,431

集団保育サポート
協力会員数 回数 403 82

登録会員数　　46団体 時間 1,731 1,815

3月30日 「はーとろーど」通信第42号発行 － 19名

団体名 サービス名等 本年度実績 前年度実績

はーとふる

家事援助 協力会員数 　34人
回数 336 395

時間 369 449

身体拘束廃止 施設援助 登録会員数 52人
回数 802 1,005

時間 2,687.0 3,201.5

9月7・14日 移動サービス運転者認定講習会 ふれあいの里石岡ひまわり館 1名

11月7日 安全運転講習会 日立ドライバーズスクール 6名

12月19日 普通救命講習会 東海村消防署　会議室 5名

12月27日 「はーとろーど」通信第41号発行 － 19名

2月27日 交通安全講習会 東海村総合福祉センター「絆」 11名

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 人数

4月19日 平成30年度定期総会 東海村総合福祉センター「絆」 12名

5月30日 「はーとろーど」通信第40号発行 － 19名

8月22日 第１回役員会 東海村総合福祉センター「絆」 3名



○　園児による高齢者施設訪問・交流事業

○　手話ボランティア養成講座（1年目コース）

○　保育サポート養成講座　（隔年実施）

総合福祉センター
「絆」ボランティア室

受講者22名
手話講師3名
ろう講師3名

会　　　場 対象及び人数

総合福祉センター
「絆」会議室

受講者22名

令和元年5月15
日～令和2年2
月29日

　厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム
に沿って学習し，手話で会話ができることを
目的として開催（全35回）

実施時期

令和元年10月3
日～令和元年
12月12日

内　　　　　　　　容

　地域の中での子育てを支援するため、子
育て支援に必要な基本的な知識・技術を習
得し、保育サービスを提供できる人材を養
成する。（全11回）

園児22名

11月14日 サンフラワー東海
おーくす船場保育園

園児22名

11月20日 メジロ苑
さちのみ認定子ども園

園児16名

11月21日 萬有の森
みぎわ保育園

園児16名

３．さまざまな特技や知識を生かした活動ができるよう，分野・対象別に市民活動者の発掘と育成
　　を一層進めていきます。

会　　　場 対象及び人数実施時期 内　　　　　　　　容

合計回数 27 合計人数 2,298

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 対象及び人数

11月5日

　村内9ヶ所の保育所・園児が，6ヶ所の社会福
祉施設をそれぞれ訪問し，歌やダンスの発表
等の交流を行った。

すみれ
チューリップ保育園

園児14名

11月6日
常陸農業協同組合
デイサービスセンターふれあ
い

百塚保育所

園児25名

11月7日 オークス東海
舟石川保育所

園児14名

11月11日
常陸農業協同組合
デイサービスセンターふれあ
い

サンフラワーこどもの森

園児19名

11月11日 萬有の森
村松宿こども園

園児30名

11月12日 オークス東海
おおぞら保育園

11月6日
福祉・介護・認知症，手話，読み聞かせ，物づく
り，災害・防災，民話・歴史・観光

東海高校3年生 149

11月20日
福祉・介護・認知症，手話，読み聞かせ，物づく
り，災害・防災，民話・歴史・観光

東海高校3年生 149

12月4日
福祉・介護・認知症，手話，読み聞かせ，物づく
り，災害・防災，民話・歴史・観光

東海高校3年生 149

12月11日
福祉・介護・認知症，手話，読み聞かせ，物づく
り，災害・防災，民話・歴史・観光

東海高校3年生 149

10月30日 手話体験 舟石川4年生 98

11月15日 車いす体験 村松小4年生 49

11月27日 手話体験 村松小4年生 49

2月12日 インスタントシニア体験 照沼小5・6年生 26



○　ボランティア市民活動コーディネート事業

○　ボランティア市民活動センター運営委員会

○　福祉後見サポート事業相談支援・実績

会　　　場

総合福祉セン
ター「絆」会議室

総合福祉セン
ター「絆」会議室

内　　　　　　容

第1回
【協議事項】
（１）平成30年度東海村ボランティア市民活動
　　センター事業報告について
（２）令和元年度東海村ボランティア市民活動
　　センター事業計画について
（３）その他

第2回
【協議事項】
（１）令和元年度東海村ボランティア市民活動
　　センターにおける上半期事業の進捗状況
　　と今後の取り組みについて
（２）その他
【報告事項】
（１）災害ボランティアセンター関連報告について
（２）東海村ボランティア市民活動センター運営
　　事業現地視察について
（３）その他

第3回
（1）令和元年度東海村ボランティア市民活動
　センターにおける重点事業報告と今後の取
　り組みについて
（2）その他
　※新型コロナウイルスの影響により中止

実施時期 対象及び人数

6月25日
委員　 　　7名
事務局　　5名

10月23日
委員　　  10名
事務局　　3名

3月10日

 ボランティアサークル登録者数(通算） 4,689名 5,241名

 個人ボランティア登録数(通算） 65名 74名

 ボランティア市民活動に関する相談（要支援も含む） 222件 206件

 総合学習に関すること（協力校事業も含む） 17件 35件

 出前講座に関すること 0件 0件

 企業ボランティアに関すること 0件 0件

４．地域活動者のさまざまな想いにこたえられる拠点として，ボランティア市民活動センター「えが
　　お」における情報収集・提供などの機能をさらに充実させます。

相談紹介種別 本年度実績 前年度実績

 ボランティア登録団体数（通算） 111団体 111団体

2,596
知的障がい者 4 441

10 1235

その他

25

39

920

精神障がい者

o 0

１．一人ひとりがその人らしさを大切にした地域生活を送ることができるよう，権利擁護について
　　の理解を広め，さらなる地域福祉を推進します。

対象者
初回相談（件） 契約者支援（件）

小計 合計 小計 合計

成年後見制
度に関するこ
と

認知症高齢者 2

7

66

402
知的障がい者 2 132

その他 0 0

日常生活自
立支援事業
に関すること

認知症高齢者

３．その人らしさを大切にする狭間のない支援に向けたネットワークづくり

精神障がい者 3 204



○　福祉後見サポート事業利用実績

〇　東海村福祉後見サポートセンター事業法人後見受任審査会

○　総合相談事業

行政書士相談 開催日数：　13日　　    相談件数：　34件

福祉相談 開催日数：　　通年（年末年始・土日祝日を除く）   相談件数：　219件

家計相談
開催日数 ： 通年（年末年始・土日祝日を除く）
契約件数 ： 新規13件　累計26件

8月30日
（1）新会議委員，ゲスト会議委員紹介
（2）東海村の“足”について考えよう（グ
　ループワーク）

総合福祉センター
「絆」ボランティア室

23名

11月22日

（1）第2～3層における上半期の取り組みにつ
いて
（2）まるっとプロジェクトで今後取り組む内容に
ついて出し合おう（グループワーク）

総合福祉センター
「絆」ボランティア室

17名

2月20日

（1）「絆まるっとプロジェクト」事業報告及び
　今後の取り組みについて（グループワーク）
①店舗フリースペースを活用した通いの場
　づくり
②支え合い活動資源リストの整備検討

総合福祉センター
「絆」ボランティア室

18名

３．相談者の悩みや不安を軽減できるように，一人ひとりの心配ごとを受け止め，問題解決に向け
　　た助言や他サービス機関・専門機関への橋渡しができるように連携を図ります。

事　　業　　名 事　業　内　容

法律相談 開催日数：　10日　　    相談件数：　54件

２．住民や地域組織・専門機関がともに手をつなぎ，暮らしの中にある一人ひとりの想いをつなぐ
　　ネットワークづくりを行います。

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 対象及び人数

今年度は開催していない

○　多機関の協働による包括的支援体制構築事業（地域支え合い体制整備事業共通）

月日 絆まるっとプロジェクト開催内容 場所 参加者数

5月23日
（1）平成30年度事業報告について
（2）令和元年度の取り組みについて（グ
　ループワーク）

総合福祉センター
「絆」ボランティア室

21名

成年後見制度

法人後見
受任件数

後見監督人受
任件数

出前講座
開催件数 日常生活

自立支援
事業

新規契約者
数

解約者数
令和元年
度末利用
者数

7件 0件 3件 7件 6件 29件



○　生活福祉資金貸付事業

○　小口資金貸付事業

○令和元年度小口資金貸付･償還状況

○　法外援護事業

○　食糧品等寄付

○　学習支援事業

行　旅　人 6件

食　糧　品 311件

援　護　金 0件

その他（制服・衣類など） 7件

内　　　容 件　　　　　数

食糧品等寄付受入 182件

内　　　容 件　　　　　数

学習支援事業 利用登録者数：53名　　開催回数：49回

令和元年度新規貸付件数 12件 742,000円

令和元年度末貸付件数 　49件 1,323,500円

前年度末未償還金残高 貸付金 償還金 欠損処理額 年度末未償還金残高

1,666,500円 742,000円 1,045,400円 40,000円 1,323,500円

内　　　　容 件　　　　　　数

件　　　　数 内　　　　容

令和元度新規貸付件数 1件

総合支援資金　　　　　　　0件
福祉費　　　　　　　　　　   0件
教育支援資金　　　　　　  0件
不動産担保型生活資金  1件
緊急小口資金　　　　　    0件

令和元度末貸付件数 23件

総合支援資金　　　　　　  5件
福祉費　　　　　　　　　　   7件
教育支援資金　　　　　　  7件
不動産担保型生活資金  2件
緊急小口資金　　　　　    2件

件　　　　数 貸　　付　　額



○　高齢者センター管理運営事業

○　高齢者センター教室・講座等開催事業

○　居宅介護支援事業

　　　・居宅介護支援/介護予防支援

合　　計 12,539             1,657      2,812                6,419            23,427        

使用料（円） 2,705,000         422,800  692,700             1,388,500      5,209,000    

　　　・カラオケ使用状況

使用日数 39 使用曲数 1,781 使用料 178,100

　　　・施設使用状況

施設使用状況 入浴施設 陶芸作業室 機能回復プール 筋力トレーニング室 合　計

利用者数（人）
個人 12,539             1,657      2,812                6,419            23,427        

団体 -                    -           -               

3月 95 21 116

合計 1,143 264 1,407

11月 98 19 117

12月 97 23 120

1月 95 20 115

2月 91 23 114

22 114

8月 96 24 120

9月 98 24 122

10月 95 21 116

２．介護保険サービスなどの提供にあたり，本人や家族の自立支援を行うとともに，人々の生活
　　基盤である地域で展開されている福祉活動との融合を目指します。

介護給付 予防給付・事業対象
月合計

利用者数（人） 利用者数（人）

4月 96 23 119

5月 96 22

94 22 116

7月 92

118

6月

１．豊かな長寿社会を創造するために，高齢者の英知が，地域で十分に生かされるよう情報発信
　　や活動を支援します。

教室名 参加者数（人） 参加者延べ人数（人）

水中体操教室 223 3,171

介護予防健康体操教室 243 2,944

４．一人ひとりの想いが融合する地域生活支援の充実



○　生活介護・自立訓練事業

56 ― ―

教養・娯楽
その他

機能訓練

ラジオ体操，ウォーキング（「絆」2周，雨天時は雨の日体操)
調理実習
お菓子作り（誕生会用)
リハビリ（理学療法士・作業療法士)

毎日
2回／月
随時
1回／週・1回／月

社会適応訓
練

戸外活動
（県庁・千波湖，カバヤ・かわプラザ，小集団戸外活動他）

地域交流（すこやかハウス演奏会・萬有の森音楽交流・晴れカフェ・ク
リーン作戦・イオン東海店イエローレシートキャンペーン等)

ボランティア交流（読み聞かせ・調理実習・夏祭り等)

3回／年
　
随時

随時

厚生相談健
康指導

健康チェック（月初め）
歯磨き支援
医師による健康相談
服薬管理支援，衛生指導・生活リハビリ等

1回／月
毎日
1回／隔月
随時

スポーツ・レ
クリエーショ
ン

レクリエーション
　多目的ホール：バトミントン・ダンス・バランスボール・縄跳び等
　多目的グラウンド：個別での運動等

随時

―

　利用延べ人数（人） 4,086 341 ― ―

内　　　　　容 開催頻度

音楽療法（集団療法)
ミュージックケア
ビデオ鑑賞会，カラオケ大会
避難訓練

2回／月
毎日
随時
2回／年

創作活動

基本事業：作業（手芸，木工，紙すき）

選択事業：クラブ活動(パソコン・レク散策・音楽・ゲーム）
　　　　　　　オシャレ講座

毎日

1回／週
2回／月

入浴
　契約者数（人） 162 14 ― ―

　利用延べ人数（人） 668

事
業
別
利
用
状
況

基本 　利用延べ人数（人） 3,664 305 990 83

給食
　契約者数（人） 300 25 ― ―

　利用延べ人数（人） 526 44 ― ―

性　別
男（人）

送迎
　契約者数（人） 300 25 ―

居住地
村内（人） 191 16 199 17

村外（人） 113 9 0 0

127 11 114 10

167 14 85 7

○　障害者センター利用状況

項　目
生活介護・自立訓練事業 児童発達支援事業

年間 月平均 年間 月平均

女（人）

241 20 149 5

利用契約数（人） 301 25 199 12

３．一人ひとりの個性を生かしながら社会参加を促進し，地域生活の維持継続を支援していきます。

サービス日数（日）



○　指定特定相談支援・指定障害児相談支援事業

○　きれい！スッキリ！年末ごみ出しお助け隊事業　　　

○　点字・録音サービス事業

○　デマンド交通運営事業

7

合計 42 42 36 50

11,348 3,500 152.2 23

3月 11,355

11,289

149.4 23

内　　　　　　　　容 対象及び人数

広報紙発行
時

「広報とうかい」や「社協だより」の広報紙の音訳・点訳，マガジン等の
音訳活動の実施。

音訳CD   　  7名
点訳利用者  3名

登録者累計（人） 利用者数（人） 1日平均利用者数（人） 運行日数（日）

158.6 26

5

12月 2 2 1 3

1月 2 2 4 1

2月 3 1 3 7

11,241

3,733 155.5 24

1月 11,324 3,436

3月 13 7 7

11月

3,887 149.5 26

3,081

7月 1 2

8月 3 3 3 4

9月 6 12 6 7

3

10月 5 2 0 4

123.2 25

4月 11,021 3,679 153.3

3 2 4

新規・更新計画作成 モニタリング書作成 新規・更新計画作成

4月 2 3 1

5月 2 1 3 6

11,103 4,124

2月

3,633 151.4 24

12月

11月

6月 0 5 3 2

指定特定相談支援 障害児相談支援

151.7 25

7月

9月 11,156 3,636 158.1 23

10月 11,210 3,773 150.9 25

24

5月 11,033 3,494 158.8 22

6月 11,068 3,793

実施時期 内　　　　　　　　容 対象及び人数

8月 11,141

合 計 43,769 150.9 290

年末の大掃除時期に，独居高齢者等ごみ出しが困難な方の自宅を訪
問し，自分では搬出しにくい粗大ごみ等の回収を行った。また訪問を
アウトリーチの機会と位置付け，ニーズ把握や解決に向け，関係機関
と連携を図り支援した。

75歳以上独居・身体障
害者手帳所持独居・80
歳以上の高齢者のみ
の世帯　 153件

実施時期

1

12月

４．住民の生活を安心安全なものにしていくために，地域社会との関わりを深めます。

1

モニタリング書作成



○　児童センター管理運営事業

　　　・月別利用者数

　　　・年間登録世帯数

　　　・月別活動状況

合　　　　　計 1,005

月 活動内容 参加者（人）

市町村名 登録者数（組） 市町村名 登録者数（組）

東海村 568 水戸市 44

ひたちなか市 183 那珂市

151
74
27

136
7

220
103
12
18

7月

育児講座［1歳児火・木」
　〃　　　「2歳児」
「お父さんと遊ぼう」ﾌﾟﾗﾚｰﾙ遊び
七夕会
ｴﾝｼﾞｮｲｻﾅｰｽｸｰﾙ小学生対象
（ｿﾘﾃｨｱ・ﾄﾞﾘﾙ・電池ﾁｪｯｶｰ）
（囲碁・お化けを作ろう）
小学生対象卓球
避難訓練
自主サークル

112
79
16

148

131
36

319
11
10

1月

育児講座［1歳児火・木」
　〃　　　「2歳児」
「おとうさんと遊ぼう」ﾌﾟﾗﾚｰﾙ遊び
小学生対象卓球
避難訓練
自主サークル

130
86
17
39
12
14

43

42

１．子どもたちが心身ともに豊かに夢や希望を持って生活できるよう環境を整え，支援していきます。

月 利用者数（人） 月 利用者数（人）

合　　　　　計 22,417

日立市 125 その他

121
77
33

136
6
9

6月

育児講座［1歳児火・木」
　〃　　　「2歳児」
「お父さんと遊ぼう」ﾌﾟﾗﾚｰﾙ遊び
児童センターまつり
高校生赤ちゃんふれあい事業
ママリフレッシュ事業
小学生対象卓球
避難訓練
自主サークル

5月

育児講座［1歳児火・木」
　〃　　　「2歳児」
「お父さんと遊ぼう」ﾎﾟﾗﾚｰﾙ遊び
小学生対象卓球
避難訓練
自主サークル

154
94
24

196
10
35

11月

育児講座［1歳児火・木」
　〃　　　「2歳児」
「おとうさんと遊ぼう」ﾌﾟﾗﾚｰﾙ遊び
小学生対象卓球
避難訓練
自主サークル

2,476

月 活動内容 参加者（人）

4月

「お父さんと遊ぼう」ﾌﾟﾗﾚｰﾙ遊び
小学生対象卓球
避難訓練

15
457
22

10月

育児講座［1歳児火・木」
　〃　　　「2歳児」
「おとうさんと遊ぼう」ﾌﾟﾗﾚｰﾙ遊び
運動会
小学生卓球
避難訓練
自主サークル

141
74
25

157
110

7
11

1月 1,678

8月 2,990 2月 1,628

132
65
32

171
32
16

178
6

34

12月

育児講座［1歳児火・木」
　〃　　　「2歳児」
　〃　　　「3歳児」
　〃　「おとうさんと遊ぼうよ」
小学生対象「年賀状作り」
クリスマス会
小学生対象卓球
避難訓練
自主サークル

7月

9月 1,913 3月 0

4月 2,299 10月 1,798

5月 1,646 11月 1,659

6月 2,289 12月 2,041

５．地域ぐるみで子育ち・子育てを応援するサポート体制の強化



○　児童発達支援事業（母子通所事業）

○　育児支援・相談事業

○　育児支援講座「いっしょにあそぼう」

〇　地域密着！子育て応援事業

２．養育者が安心して子どもを産み育てられるように，地域ぐるみで子育て世帯を応援していきます。

実施時期 内　　　　　　　　容

開催回数　81回
参加者延べ 1,862
名

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 対象及び人数

各月　支援日
イベント時

主任児童委員による支援日・イベントへの参加
児童センター各室
多目的ホール

支援日回数 15回
相談　3件
ｲﾍﾞﾝﾄ開催回数 5回
参加者延べ 825名

内　　　　　　容

集団生活指導

身辺自立：衣服の着脱の練習,食事指導,排泄指導など
戸外活動：公共交通機関を乗る体験，神峰動物園，国営ひたちな
ど
幼稚園児の支援：幼稚園長期休み中や週1～2回幼稚園での課題
となる活動を支援

毎回
随時
毎水・金曜日午後

発達相談及び
就学等　相談

個人の発達に応じて個別に保護者への支援を行う
幼稚園・保育園と連携し，入園時の情報提供をすることで，利用児
の一貫した療育を図る

随時
随時

会　　　場 対象及び人数

141
66
27
25
81
16
28

3月 ＊新型コロナウイルスのため休館

8月

ｴﾝｼﾞｮｲｻﾏｰｽｸｰﾙ小学生対象
（お化け屋敷関係）
（卓球大会・工作）
（民話・昔語り・雑巾縫い）
（ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄ・ﾄｰﾝﾁｬｲﾑ）
「お父さんと遊ぼう」ﾌﾟﾗﾚｰﾙ遊び
小学生対象卓球
避難訓練

104
53

103
53
29

439
5

2月

育児講座［1歳児火・木」
　〃　　　「2歳児」
「おとうさんと遊ぼう」ﾌﾟﾗﾚｰﾙ遊び
節分会
小学生対象卓球
避難訓練
自主サークル

128
64
18

148
57
４

11

開催頻度

内　　　　　　　　容 会　　　場 対象及び人数

各クラス週1回
 5月～3月

東海村在住の1歳から3歳までの各クラ
ス15組を対象に，散歩・工作・リズム体
操など年齢に応じた遊びを提供してい
ます。

児童センター支援室
子どもひろば・砂場

9月

育児講座［1歳児火・木」
　〃　　　「2歳児」
「おとうさんと遊ぼう」ﾌﾟﾗﾚｰﾙ遊び
ママリフレッシュ事業
小学生対象卓球
避難訓練
自主サークル

実施時期

通　　年

季節や年齢にあわせた「親子リズム」
「運動遊び」「絵本の読み聞かせ」を毎
日行っています。（設定保育）子育てに
悩みを抱える養育者に対しては，個別
に育児相談に応じています。

児童センター遊戯室
図書室・相談室

児童センター利用
者
育児相談　12件



第３次東海村社会福祉協議会発展・強化計画

○　苦情解決事業

　通年実施

○　人事管理制度

　通年実施

○　職員研修事業

【内部職員研修】

【外部職員研修】

○広報啓発推進事業

　　・「社協だよりとうかい」発行

３．住民誰もが，必要とする情報を得られるよう創意工夫し，積極的な広報活動を行います。

配布日 内　　　　　　　　容 発行部数

第91号
5/25

高校生ふれあい事業，会長挨拶・平成31年度社協予算・重点事業，社協会
費の使いみち，「ほっとけないシート（仮）」について，地域における支援事
例の紹介，ボランティア紹介Vol.3　音訳ボランティア，寄付募集，寄付報
告，あなたの悩みお聞きします，社協出前講座の紹介，児童センターの年
間行事

16,319部

第92号
8/25

障害者センター戸外活動の紹介，総合福祉センター「絆」紹介，保育サービ
ス養成講座開催のお知らせ，2019年度水中体操教室（後期）参加者募集，
2019年度介護予防健康体操教室（後期）参加者募集，あなたの地域のボラ
ンティア「地区社協」ってなに？，ひきこもり者等バックアップ事業”ファースト
ステップ”紹介，寄付募集，寄付報告，あなたのお悩みお聞きします，介護
保険についてご相談ください

16,357部

実施時期 内　　　　　　　　容 対象及び人数

通　年
回数　7回
参加者（延人数）
145名

新規採用職員研修（10名），ハラスメント防止研修（32名），組織マ
ネジメント研修（31名），普通救命講習Ⅱ（20名），ファンドレイジン
グ研修（40名），働き方改革研修（12名）

通　年
回数　93回
参加者（延人数）
104名

管理・代表者研修（労務管理とコンプライアンス），ハラスメント研修
（アサーションスキル），業務改善研修，令和元年度経営基盤強化
セミナー，OJTトレーナー研修，会計実務講座（入門コース），ク
レーム対応力強化研修，スーパービジョン研修会，社会福祉士実
習指導者講習会，障害者相談支援従事者専門別研修，児童館等
職員研修会，日本地域福祉学会，地域包括ケア全国実践研究集
会，支え合いを広げる住民主体の生活支援フォーラム，生活支援
コーディネーター研究協議会，県央地区こども食堂交流会，ファシ
リテーション研修，全国福祉教育推進員研修　ほか

7月4日～6日 　宝塚市及び阪南市社協視察研修 2名

12月4～6日 　日向市及び都城市社協視察研修 2名

２．住民から信頼され頼られる組織であるため，職員一人ひとりが常に考え，学び，行動します。

１．住民ニーズに迅速かつ的確に対応する専門組織の確立

１．積極的な情報公開・説明責任を果たし信頼される組織を，役職員一丸となって目指します。



　　・ホームページ管理運営

○　計画進行管理委員会

小学生と高校生が協働作業！ペットボトル車・段ボール車，令和元年度社
協会員加入状況報告（自治会・直送組合），育児用品交換会のお知らせ，
茨城県福祉大会表彰，住まいるリセットプロジェクト，寄付募集，寄付報告，
あなたのお悩みお聞きします，「絆」のアダプト募集中，児童センター運動
会の報告

16,405部

ホームページ 内　　　　　　容 アクセス数

社会福祉協議会
(平成10年7月24日
開設）

トピックス，社協概要，各種事業PR，月間行事予定，地域福
祉活動計画紹介，社協だより東海pdf，赤い羽根共同募金お
知らせ，地区社協関係記事，社協へのアクセス，リンク集

33,888件

総合福祉センター
｢絆」
(平成17年1月29日
開設）

お知らせ，各センター行事予定，各センター概要，施設利用
時間・使用料，健康づくりメニュー，絆へのアクセス，絆利用
状況及び利用者の声

第93号
11/25

第94号
2/25

「鬼は外！」節分会開催，「一日も早く生活を元通りに」災害ボランティアセ
ンター支援，成年後見制度・日常生活自立支援事業の紹介，居宅介護支
援事業所の紹介，ボランティア紹介vol.4 個人ボランティア，令和元年度社
協会員加入状況報告（法人会員），令和２年度(前期)介護予防健康体操教
室・参加者募集，令和２年度(前期)水中体操教室・参加者募集，寄付募集，
寄付報告，あなたのお悩みお聞きします，あなたの好きな作業はなあに？

16,430部

第3回東海村地域福祉活動計画進行管理委員会

11,971件

４．住民とともに地域福祉活動計画を策定し，広く評価を得て，時代のニーズに合わせて柔軟に
　　展開していきます。

実施時期 内　　　　　　　　容 会　　　場 出席委員

6月3日 第1回東海村地域福祉活動計画進行管理委員会
総合福祉センター「絆」

9名
大会議室

10月21日 第2回東海村地域福祉活動計画進行管理委員会
総合福祉センター「絆」

7名
ボランティア室2・3



２．住民の理解と協力に基づく安定した経営基盤の確立

○　赤い羽根共同募金事業

　　　・赤い羽根共同募金 　※（　）内は前年度

　　　・歳末たすけあい募金 ※（　）内は前年度

内訳

○　社協会員制度 ※（　）内は前年度

○　善意銀行運営事業

預託金：37件（含む未使用テレカ等 72,286円）

預託品：157件　使用済み切手等：133件

実施時期 内　　　　　　容 実　　　　　績　　

10月1日～12月31日

目標額 6,667,000円　（7,039,000円） 実績額 6,691,329円　（6,872,156円）

内訳

① 戸別募金 5,143,100円　（5,144,900円）

② 法人募金   760,000円　（  785,000円）

③ 職域募金   413,699円　（  493,834円）

④ 学校募金　   159,426円　（  237,641円）

⑤ 街頭募金     94,992円　（  133,432円）

⑥ その他（募金箱設置等）   120,112円　（    77,349円）

１．制度・募金の趣旨や目的を積極的に発信し，多くの理解を得てさらなる増強を目指します。

払出金等 0円 払出件数：0件

福祉推進基金積立金 0円

善意銀行残高 1,301,728円 預託金：37件のみ

内訳

① 戸別募金　　 2,277,600円　（2,414,000円）

② その他（団体･個人募金）　     38,812円　（    46,013円）

12月1日
～

12月31日

実施時期 内　　　容 実　　　　　績

通　年

 内 訳
① 普通会員
　　　　　300円以上/世帯
② 特別会員
　　　1，000円以上/世帯
③ 法人会員
　　　5，000円以上/団体

会員数　 7,795件　（7,894件）

会費額 3,493,800円（3,523,800円）

① 7,616件　（7,708件）

　2,238,800円　（2,312,800円）

② 9件　（16件）

　10,000円　（16,000円）

③ 170件（170件）

　　1,200,000円　（1,195,000円）

項　　　目

目標額　2,348,000円　（2,500,000円） 実績額　2,310,412円　（2,460,013円）

実施時期 内　　　　　　容 実　　　　　績　　

金　　　　額 備　　　　　　考

預託金品等 1,374,014円



○　とうかい明日への架け橋基金運営事業

○　総合福祉センター管理運営事業

○　総合福祉センター運営協議会

○　法人財源運用管理

（第2回） 新型コロナウイルスのため中止

使 用 料（円） 415,500 30,500

実施時期 内　　　　　　　　容 　　　　　　　　実　　　　　績　　※（　）内は前年度

通　年

  内 訳 実績額375,442,290円　（372,318,203円）

① 社協会費 ①3,493,800円（3,523,800円）

② 寄付金（善意銀行） ②1,301,728円（945,620円）

③ 東海村補助金 ③151,957,346 円（169,257,049円）

④ 東海村受託金 ④193,814,468円（176,804,997円）

⑤ 県社協受託金 ⑤1,996,400円 （1,905,300円）

⑥ 共同募金助成金 ⑥7,827,885円（5,480,907円）

⑦ 介護保険収入 ⑦ 15,050,663円（14,400,530円）

29,600 22,000 26,200 29,900 4,500 558,200

実施時期 内　　　　　　容 会　　　場

(１)令和元年度総合福祉センターの利用状況について

総合福祉
センター「絆」

大会議室

委員5名
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
4名
事務局6名

（２）来館者アンケート結果の対応について

（第１回） （３）来館者へのアンケートについて

（４）その他

9月24日

対象及び人数

利用件数（件） 365 29 106 82 174 218 81 1,055

利用者数（人） 14,104 354 1,743 1,069 2,942 3,456 899 24,567

架け橋基金残高 　　　　　　6,295,571円

２．安定した経営基盤を確立するため，新たな自主財源確保の方法を確立し，積極的かつ着実に
　　財源確保に取り組みます。

　入館者数　　 開館日数 1日平均 視察受入

124,509人 292日 426人 1団体 22人

貸館業務 多目的ホール 視聴覚室 大会議室 ボランティア室1 ボランティア室2 ボランティア室3 調理実習室 合計

項　　　目 金　　　　額 備　　　　　　考

預託金品等 316,258円 預託金：28件

払出金等 700,000円 払出件数：1件

架け橋基金積立金 0円


