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主な内容

《本所》 坂東市辺田 48 番地　電 話 0297（35）4811　FAX 0297（36）2355
《支所》 坂東市山 2721番地　電 話 0280（88）1000／ 0297（44）2943　FAX 0280（88）1041

社会福祉法人 坂東市社会福祉協議会

みんな
で創ろう

　安心し
て心豊かに

暮らせるまち

普段からこども食堂を運営している「坂東市生活学校こども食堂」の皆さんと社協職員で
放課後児童クラブに出向き「こども食堂」を開催しました。
わずかな時間での実施でしたが、コロナ禍でも頑張っている子どもたちに向けての応援と
コロナ終息の願いを込め、お菓子などをプレゼント。
元気な子どもたちの笑顔あふれる素敵な時間となりました。

～コロナ禍でもがんばっている子どもたちに笑顔を～～コロナ禍でもがんばっている子どもたちに笑顔を～
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令和2年度事業報告
　社会福祉協議会は地域福祉推進の中核的位置づけのもと、幅広い市民ニーズに応えるため「ひとづくり」「地域・ネットワークづ
くり」「安心な環境づくり」「社協の基盤強化」を念頭に、地域福祉ネットワーク事業やボランティア活動の環境整備などを継続し、
支えあう地域づくりを進めてまいりました。
　長期化するコロナ禍により、事業の中止や延期、縮小等によりご不便をおかけした部分は多々ありますが、皆さまのご理解と�
感染症拡大防止にご協力いただきましたこと、心より感謝申し上げます。
主な事業をご報告いたします。
継続強化事業の推進

○地域福祉ネットワーク事業（生活支援体制整備事業）
○ボランティア活動の推進
　福祉出前講座の開催
　福祉教育協力校推進
　こども食堂活動支援
○援護活動
　低所得者対策事業（食の支援・関係機関と連携した相談業務強化）
　生活福祉資金貸付事業（特例貸付事業）
○第３次地域福祉活動計画の策定
広報活動及び啓発活動

○情報配信
　広報紙「社協だより」の発行・ホームページ運用
○社協啓発活動

関係団体との連携
○各種委員会等の設置及び強化
　�善意銀行運営委員会、支部長連絡会を中核とした小地域
ネットワークづくりの活動強化

○ひとり暮らし高齢者等訪問活動
　「きずな声かけ事業」の実施
○各種福祉団体の育成援助
　社協 13支部の活動支援
効果的事業の展開

○自主財源の確保
　福祉センター施設管理による収益事業（指定管理者制度）
　共同募金運動の積極的な推進
　社会福祉協議会会員加入の促進
　自動販売機設置事業

令和2年度決算報告

収
入
の
部

会費収入 6,212,150 
寄附金収入 1,455,223 
県・市補助金収入 73,414,470 
受託金収入 142,406,305 
事業収入 3,960,889 
共同募金配分金収入 9,206,322 
介護保険収入 34,292,022 
障害福祉サービス等収入 1,399,180 
その他の収入 5,305,370 
区分間繰入金収入 23,508,960 
基金取崩収入 547,900 
退職手当積立基金預け金取崩収入 5,982,000 
前期末支払資金残高 19,402,078 

合計 327,092,869

支
出
の
部

法人運営事業 64,450,006 
福祉広報・企画活動事業 3,635,984 
共同募金配分金事業 10,024,216 
基金運営事業 552,371 
資金貸付等事業 6,726,865 
善意銀行事業 437,223 
退職手当積立金事業 14,949,366 
在宅福祉サービスセンター事業 564,388 
地域ケアシステム推進事業 15,124,548 
生活支援体制整備事業（第１層） 5,639,066 
生活支援体制整備事業（第２層） 11,960,015 
訪問介護事業 1,080,746 
通所介護事業 23,515,061 
居宅介護支援事業 4,565,813 
障害者福祉サービス居宅介護事業 6,721,316 
地域活動支援センター事業 1,399,183 
心身障害者福祉ワークス事業 24,615,324 
地域包括支援センター事業 27,718,552 
居宅介護予防支援事業 6,380,546 
猿島福祉センター指定管理事業 34,181,209 
岩井福祉センター指定管理事業 27,217,020 
自動販売機設置事業 1,723,159 

合計 293,181,977 
当期末支払資金残高（次年度繰越金） 33,910,892 

会費収入 1.9%
寄附金収入 0.5%

県・市
補助金収入
22.5%

受託金収入 43.5%

事業収入 1.2%

共同募金配分金収入 2.8%

介護保険収入
10.5%

障害福祉サービス等収入 0.4%

その他の収入 1.6%

区分間繰入金収入 7.2%
基金取崩収入 0.2%
退職手当積立基金預け金取崩収入 1.8%

前期末支払資金残高 5.9%

法人運営事業
22.0%

福祉広報・企画
活動事業 1.2%
共同募金配分
金事業 3.4%
基金運営事業 0.2%
資金貸付等事業 2.3%

善意銀行事業 0.1%
退職手当積立金
事業 5.1%

在宅福祉サービス
センター事業 0.2%

地域ケアシステム
推進事業 5.2%

生活支援体制
整備事業（第１層） 1.9%

生活支援体制
整備事業（第２層）

4.0%

訪問介護事業
0.4%

通所
介護事業
8.0%

居宅介護支援事業 1.6%

障害者福祉サービス
居宅介護事業 2.3%

地域活動支援
センター事業 0.5%

心身障害者福祉
ワークス事業 8.4%

地域包括支援
センター事業 9.4%

居宅介護予防支援事業
2.2%

猿島福祉センター
指定管理事業 11.7%

岩井福祉センター指定管理事業 9.3%

自動販売機設置事業 0.6%

収入の部

支出の部

（単位：円）

「みんなで作ろう 安心して 心豊かに暮らせるまち」「みんなで作ろう 安心して 心豊かに暮らせるまち」「みんなで作ろう 安心して 心豊かに暮らせるまち」「みんなで作ろう 安心して 心豊かに暮らせるまち」坂東市社会福祉協議会基本理念
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利用会員
（利用したい人）
年会費 1,000 円

協力会員
（協力できる人）
年会費 1,000 円

コーディネーター
（調整役）
社会福祉協議会

提 供

申 込
調 
整

在宅福祉サービスセンター在宅福祉サービスセンター事業事業

地域ケアシステム推進事業地域ケアシステム推進事業

○在宅福祉サービスセンター事業とは？　“助けられたり”“助けたり”地域でより良い暮らしができるように
『自分たちの住む町を 自分たちの手で 快適に住み続けられるようにする』そんな思いを形にした住民参加
型の福祉サービスです。詳しくは、お気軽にご相談ください。

○主な活動内容

○サービスの
　仕組み

◆通院介助
◆見守り話し相手

◆掃除　◆買い物
◆簡単な調理

◆お子様の託児
　　　　　　など

介助の手助け生活援助 子育てサポート

利用会員の登録も随時受付けています。対象になる方
は、在宅で日常生活において援助を必要とする方です。

協力していただける方、大募集！

ボランティア（有償）活動で、
家事や仕事の空き時間を有効

に活用しませんか？
資格は問いません。

○地域ケアシステムとは？　支援を必要とする全ての方々に対して、地域ケアコーディネーターが中心となり、
保健・医療・福祉の関係者や地域住民・ボランティア等による在宅ケアチームを編成し、きめ細かい在宅サービス
を提供し支援するシステムです。

障がいの
ある人と
その家族

ひとり暮らしの
お年寄り

○例えば…
寝たきりや

認知症のお年寄り
とその家族

困ったなぁ困ったなぁ……
と思ったら、と思ったら、
なんでもなんでも

ご相談ください。ご相談ください。

認知症の方を支える取り組みについて認知症の方を支える取り組みについて
　坂東市北部地域包括支援センター　社会福祉協議会では様々な関係機関と連携を図り、 
認知症の方を温かく支える取り組みを続けております。

　最近物忘れの頻度が増え、認知症かどうか判断がつ
かなかったり、相談すること自体をためらったりすること
はありませんか？
　市内の地域包括支援センターでは、医療と介護の専
門職がチームとして認知症の不安や疑いがある方を訪
問し、適切な医療・介護につなぐ支援を日々行っており
ます。認知症は早期発見・早期治療が最も大切です。
お気軽にご相談ください。

　市内の民生委員・児童
委員の皆さまに『認知症
サポーター養成講座』を
受講していただきました。
日頃より高齢者などの見守
り活動も丁寧にされている
こともあり、皆さん熱心に受講され、たくさんの感想も
いただきました。

認知症初期集中支援チームの設置 認知症サポーター養成講座の開催

▲民生委員・児童委員向け養成講座

介護保険のご利用や介護予防体操などについてもご相談ください！
＜お問合せ＞　坂東市北部地域包括支援センター　社会福祉協議会　電話：０２８０-８２-１２８４
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食品寄付にご協力をお願いします食品寄付にご協力をお願いします
一時的な困窮により支援を必要としている方々
へ食品を提供するため、ご協力をお願いします。
◆ お預かりしている食品　 

①缶詰　②インスタント食品　③レトルト食品

④お米（玄米等） 
※ ①～③の食品は、常温保存が可能で未開封、賞味期限

が 3ヶ月以上あるもの

◆ お預かりしている場所

社協本所（土曜、日曜、祝日除く、午前 8 時 30 分 
から午後 5 時 15 分まで）

食 の 支 援 「もったいない」から「ありがとう」へ

寄贈ありがとうございます　大切に活用させていただきます
　セブン－イレブン・ジャパン、茨城県、茨城県社会福祉協議会の三者において「社会福祉貢献活動に
係る寄贈品に関する協定」に基づき、5月 28日に坂東市社会福祉協議会に商品寄贈が行われました。
　この協定は、セブン－イレブン店舗で改装時等に発生する在庫商品の一部を、茨城県社会福祉協議会
を通じて市町村社協に寄贈し、社会福祉貢献活動及び食品ロス削減への対応に役立てるものです。
　当会では、生活に課題を抱えた方々への支援（食の支援事業）などに活用させていただきます。

5月28日、株式会社アイネクストから「広報活動に使用
してください」と坂東市社会福祉協議会用のバックボード
を寄贈いただきました。
当会では、ご意向に沿った形で活用させていただきます。

▲㈱アイネクスト

▲セブン -イレブン・ジャパン㈱寄贈品
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金品寄付者名 金額（円）
福祉寄付

㈱マルエツ 50,000�
㈲栄次工業 10,000�
板場　浩 12,767�
匿名 5,000
匿名 1,300�

物品寄付者名
使用済み切手・未使用切手

㈲わかなケアサービス 自民党猿島支部女性部
スポーツクラブさしま 大鳥建築
梶山　静子 ㈱つくばサービスネット
木名瀬電機商会 滝本　修司
関根　喜一 羽富　健真
B.S.K 代表　木村　久雄 ㈲飯田さく泉ポンプ店
㈱森角ダイカスト 板場　浩
張替　光子 穴澤　修治
匿名　2人

プルタブ
㈲わかなケアサービス 木名瀬電機商会
関根　喜一 滝本　修司
鈴木ゴム工業所 ホンダカーズ南筑波岩井店
大庭　文子 岩本　利夫
後藤　英雄 中野　栄一
西村中えがお会 大鳥建築
渡辺　俊昭 野口　勝幸
木村　廣志 匿名　2人

ベルマーク
木名瀬電機商会 自民党猿島支部女性部
匿名　1人

食品（缶詰・インスタント食品・レトルト食品・米等）
霜田　光廣 匿名　3人

衛生用品（マスク等）
匿名　1人

心温まるお気持ちをお寄せくださいまして、誠にありがとうございます。お預かりした善意は、社会福祉向上の 
ために活用させていただきます。

善 意 銀 行

令和3年5月1日～令和3年6月30日受付分 （敬称略、順不同）

あなたのまごころ伝えたい

お預かりしているもの �現金、ペットボトルキャップ、使用済み切手、その他社会福祉推進に活用できるもの
お預かりしている場所 ��社協本所・社協支所（土曜、日曜、祝日除く、午前8時30分から午後5時15分まで）

物品寄付者名
エコキャップ

さしま環境管理事務組合 自民党猿島支部女性部
㈲わかなケアサービス 後藤　英雄
㈱ホリテック 林　作
関根　喜一 島田　マサ子
七重小学校 西村中えがお会
文倉　秀勝 大鳥建築
小川木工所 木村　廣志
梶山　静子 たいようの家
冨山　ゆき江 ㈱つくばサービスネット
ヨークベニマル坂東店 滝本　修司
高地里子・飯田みさい ホンダカーズ南筑波岩井店
鈴木ゴム工業所 スズキトラスト㈱
染谷自動車 岩本　利夫
古谷自動車商会 中野　栄一
大庭　文子 中村　保
後藤　さとみ 岩井自動車学校
木名瀬電機商会 羽富　健真
ビジネスサポートキムラ しずかの創造苑
中山　隆 ㈱森角ダイカスト
小松崎　光子 板場　浩
木村　巳三夫 張替　光子
深津　ちひろ 博愛学園
倉持　萬吉 穴澤　修治
渡辺　俊昭 さしま保育園
㈲飯田さく泉ポンプ店 染谷　恭助
野口　勝幸 匿名　6人

ハガキ
梶山　静子

大型バックボードウォーリー
㈱アイネクスト

ポータブルトイレ
匿名　1人

坂東市
生活学校
～地域みんなでこどもの未来を応援するために～

坂東市生活学校「こども食堂」は
「お腹が空いたら食べにおいで　
ひとりじゃないよ」をキャッチフ
レーズにボランティアの皆さんが
作ったご飯やお菓子を一緒に食べ
る場所です。

と　き 毎月第２土曜日　正午から午後３時
ところ 猿島福祉センターほほえみ　
 （住所　坂東市山２７２１番地）

と　き 毎月第３土曜日　正午から午後３時
ところ 岩井福祉センター夢積館　　
 （住所　坂東市辺田４８番地）

参加費　　こども　無料　　おとな　300円（食事代）
○小学生・中学生向け学習支援・けん玉や折り紙、紙芝居などもあります

※アレルギー対応の食事は、用意しておりません。
申し込み不要。こどもだけでも参加できます。お気軽にお立ち寄りください。

※現在は、コロナウイルス感染症拡大防止のため休止中です。
現在、上記の「こども食堂」が休止中のため、ボランティアの皆さんが「茶房わたぬき」を拠点として、毎月第3土曜日
正午から「こども食堂」を開催しています。お気軽にお立ち寄りください。

 ど よう び  ど よう び

むつ みかん
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小･中学生のための

学習支援教室
小･中学生のための

学習支援教室
夏休みの課題や自主学習など、ボランティアスタッフと一緒に勉強しませんか。また、
福祉の勉強やレクリエーション、おやつタイムなどもあります。

1対象者
●市内の小学４年生から中学３年生まで
●１会場小中学生合わせて１５名まで
●通学している中学校区の学習支援教室への参加となります

2参加費
小中学生：３００円（保険代等）　※当日徴収

3 申込方法
坂東市社会福祉協議会　本所、または支所にお申込みください。
（電話、FAXによる申込み可）

4 持ち物
●課題、ドリル、参考書などは必ず持参してください。

5 会場・日程

※時間帯：午前 10時から午後２時まで（全日程）

★みなさんの経験を生かして、地域に貢献しませんか？★
・学生（大学生、短大生、専門学生）、社会人、元教員等で下記の内容に該当する方
①「小中学生向け学習支援教室」の日程にご協力をいただける方
　（8日間のうち数日の参加も可）
②子どもたちの活動を見守り、一緒に考えることが好きな方
③学校や仕事では体験できない経験を通じて、共に成長したい方
④将来、子どもに関わる仕事や福祉の仕事を視野に入れている方
※電話での学習支援サポーター登録はできません。詳細は、坂東市社会福祉協議会本所へお問合せ
ください。

参加者を
募集します！

中学校区名 会　　場 日　程
岩井中学校区 岩井福祉センター夢積館 
8 月 17日 ( 火 )・18日 ( 水 )
南中学校区 七郷コミュニティーセンター
　 8 月 19日 ( 木 )・20日 ( 金 )
東中学校区 神大実分館　和室 8 月
24日 ( 火 )・25日 ( 水 )
猿島中学校区 猿島福祉センターほほえみ　 
8 月 26日 ( 木 )・27日 ( 金 )

学習支援サポーターを募集します！

中学校区名 会　　場 日　程
岩井中学校区 岩井福祉センター夢積館 8 月 17 日 ( 火 )・18 日 ( 水 )
南中学校区 七郷コミュニティセンター　 8 月 19 日 ( 木 )・20 日 ( 金 )
東中学校区 神大実分館　和室 8 月 24 日 ( 火 )・25 日 ( 水 )

猿島中学校区 猿島福祉センターほほえみ　 8 月 26 日 ( 木 )・27 日 ( 金 )


