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No.

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

小中学生向け

学習支援教室
福祉に挑戦福祉に挑戦

夏休みの課題や自主学習、福祉体験など、ボランティアスタッフと一緒に過ごしませんか。

開催日時 8月25日（木）午前 9時 30分～午後 3時まで
開催場所 坂東市社会福祉協議会　岩井福祉センター　夢積館（坂東市辺田 48番地）

対 象 者 市内の小学４年生から中学３年生まで

参 加 費 無料
内　　容 午前の部…学習支援サポーターの支援による学習時間（※昼食弁当付）

午後の部…福祉体験（手話、白杖、車いす）

申込方法 ８月 12日（金）までに下記の事務所へお申し込みください。
坂東市社会福祉協議会　本所、または支所
※電話、FAXによる申込可

持ち物 課題、ドリル、参考書などは必ず持参してください。

●問合せ先
坂東市社会福祉協議会　
☎本所　0297-35-4811
☎支所　0280-88-1000
　　　　0297-44-2943
※午前 8時 30分～午後 5時 15分
（土日祝日を除く）
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令和3年度事業報告

令和3年度決算報告

　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新型コロナウイルス感染症拡大に
伴う各種予防対策や密の回避などを徹底した中で、可能な限り事業の継続性を第一に考えてまいりました。しかしながら各種団
体事務を取り扱う本協議会としては、３密の回避や人流の抑制を念頭におくなどの理由から、令和２年度に引き続き集会型の事
業は休止を余儀なくされる状況が数多くありました。このような中、刻々と変化する感染状況を注視しながら、安全安心を最優
先に捉え感染予防対策を講じ、市民の健康や予防に繋がる事業を可能な範囲で展開してまいりました。　　　
　また、法人運営など事務的部門や社会福祉協議会支部における見守り事業部門、介護保険サービスなど社会保障制度部門
は、持続可能なものとして安定した事業運営に寄与することを心掛けてまいりました。
　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）

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
○坂東市社会福祉大会の開催

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・福祉団体活動支援

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（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

「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

収
入
の
部

会費収入 6,179,700 
寄附金収入 1,702,315 
県・市補助金収入 66,144,725 
受託金収入 137,361,166 
事業収入 3,593,795 
共同募金配分金収入 9,132,143 
介護保険障害福祉サービス等収入 33,588,862 
その他の収入 2,253,634 
区分間繰入金収入 16,854,903 
前期末支払資金残高 33,910,892 

合計 310,722,135 

支
出
の
部

法人運営事業 71,517,363 
福祉広報・企画活動事業 9,161,118 
共同募金配分金事業 11,367,670 
地域ケアシステム推進事業 14,973,528 
生活支援体制整備事業 18,998,029 
介護保険・障害福祉サービス事業 26,808,033 
心身障害者福祉ワークス事業 26,156,503 
地域包括支援センター事業 34,954,615 
猿島福祉センター指定管理事業 32,058,779 
岩井福祉センター指定管理事業 30,268,221 

合計 276,263,859 

当期末支払資金残高（次年度繰越金） 34,458,276  

会費収入 2.0%
寄附金収入 0.6%

県・市
補助金収入
21.3%

受託金収入 44.2%

事業収入 1.2%

共同募金配分金収入 2.9%

介護保険
障害福祉サービス等収入

10.8%

その他の収入 0.7%

区分間繰入金収入 5.4%

前期末支払資金残高 10.9%

法人運営事業
25.9%

福祉広報・企画
活動事業 3.3%

共同募金配分
金事業 4.0%

地域ケアシステム
推進事業 5.4%

生活支援体制
整備事業 6.9%

介護保険・
障害福祉
サービス事業
9.7%

心身障害者福祉
ワークス事業 9.5%

地域包括支援
センター事業
12.7%

猿島福祉センター
指定管理事業 11.6%

岩井福祉センター
指定管理事業 11.0%

収入の部

支出の部

（単位：円）
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坂東市社会福祉協議会支部長連絡会坂東市社会福祉協議会支部長連絡会

坂東市シニアクラブ連合会坂東市シニアクラブ連合会

　地域福祉を推進する坂東市社会福祉協議会の社協支部は、坂東市内１３小学校区に
配置され地域の状況に応じた地域福祉活動を進めています。
支部長連絡会は、１３支部を統括する組織です。協議や懇談を通して、小地域福祉
活動の推進や地域社会における生活課題等の解決に向けた取り組みを行っていきます。

シニアクラブ連合会は、地域を基盤とし、高齢者の生きがい活動や趣味スポーツ活
動など各種活動の中核的組織です。
高齢期を楽しく、生きがいをもって、安心して暮らしていくためには、健康で自立し、
身近な仲間と支え合いながら、住みよい地域づくりを進めていくことが必要です。
皆さんも、地元のシニアクラブに加入しませんか？

チャレンジゴルフ大会

各支部長　意見交換会

ボッチャ講習会

福祉団体の詳細については社協事務局（本所・支所）までお問い合わせください。
《本所》電話 0297（35）4811　《支所》電話 0280（88）1000／0297（44）2943



坂東市社協だより　No.65（4）

坂東市身体障害者福祉協議会坂東市身体障害者福祉協議会

坂東市視覚障害者福祉協会坂東市視覚障害者福祉協会

5月 31日、岩井福祉センター娯楽室において令和 4年度総会を開催しました。こ
の会は、身体に障がいのある方の自立と社会参加を推進するため、「さわやかの会」
を愛称に、スポーツ事業や研修事業など様々な活動を行っています。会員数が減少傾
向にありますが、コロナ禍でもできることを考えながら今後も活動していきます。入会
を希望される方は、事務局までお問い合わせください。

視覚障害者福祉協会は、視覚に障がいのある方等をもって組織している団体です。
研修会や福祉学級などを通し、相互の理解と福祉の増進を図っています。コロナ禍の
影響により、事業を自粛していましたが、段階的に再開をと考えています。興味のあ
る方、入会をお待ちしています。

会長あいさつ グラウンド・ゴルフ大会

陶芸体験日帰り研修

福祉団体の詳細については社協事務局（本所・支所）までお問い合わせください。
《本所》電話 0297（35）4811　《支所》電話 0280（88）1000／0297（44）2943
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坂東市心身障害児者父母の会坂東市心身障害児者父母の会

坂東市母子寡婦福祉会坂東市母子寡婦福祉会

5月 29日岩井福祉センター娯楽室において、令和 4年度総会が開催されました。
一昨年、昨年と新型コロナウイルスの影響により、対
面での総会が出来ませんでしたが、今年は3年ぶりに
開催することができました。
当日は役員の方に会場の準備や受付、議事等ご協力
をいただき、議案は全て可決。無事に終了することが
出来ました。
現在会員は40世帯で、キャンプやりんご狩り、雪
山でのソリ滑り体験など、会員相互の親睦・交流をは
かりながら、障がい児者と保護者が一緒に楽しめる事
業を計画しております。
入会は随時募集しておりますので、事務局までご連
絡・ご相談ください。

母子寡婦福祉会は、ひとり親家庭や寡婦家庭を対象とした団体です。研修会などを
通し、会員同士の親睦や情報交換を目的として運営しています。コロナ禍の影響によ
り、事業を自粛していましたが、段階的に再開をと考えています。興味のある方、入
会をお待ちしています。

総会風景

会長あいさつ

一泊研修

福祉団体の詳細については社協事務局（本所・支所）までお問い合わせください。
《本所》電話 0297（35）4811　《支所》電話 0280（88）1000／0297（44）2943
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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３０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。

　６月１日、茨城県退職公務員
連盟坂東支部よりタオル 380本
を寄贈いただき、市社協を通じ
て市内の保育園、こども園、放
課後児童クラブにお配りしまし
た。また、会員の皆さんと地域
福祉活動に関する情報交換会を
行い、「社協が企画する事業など
への協力について積極的に周知
していきたい」と心強いお言葉
をいただきました。ありがとう
ございました。

　5月 30日、株式会社アイネ
クストから「職員をかたる詐欺
防止に役立てていただきたい」
と、市社協名入りの名札用スト
ラップを寄贈いただきました。
　市社協職員は、写真のような表
が黄色、裏が緑色で表には青色
で「社協シンボルマーク」と黒字
で「社会福祉法人　坂東市社会
福祉協議会」の文字が印字され
たストラップを着用して業務を
行っておりますので、安全安心の
ためにご承知おきください。
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金品寄付者名 金額（円）
福祉寄付

㈱マルエツ 50,000�
合同会社かそうやさん 10,000�
フラダンスOB会 10,000�
猿島分会 4,500�
匿名 5,300�
匿名 5,300
匿名 3,600�
匿名 2,004�

物品寄付者名
使用済み切手

米島　金次 ㈱タカダ
石塚重機㈱ 外丸　靖子
㈲小林畜産 青木　政子
冨山　ゆき江 生子新田シニアクラブ
滝本　修司 関根　喜一
椎名　智希 木村　義平
㈲イシカワスポーツ 荒井　弘
わかなケアサービス 坂東ひな飾りプロジェクト
十和運送㈱ 匿名　4人

プルタブ
野口　勝幸 染谷　 子
関根　喜一 板垣　里視
倉持　美佐江 青木　美廣
滝本　修司 木村　善男
わかなケアサービス 西村中えがお会
木村　廣志 匿名　2人

ベルマーク
㈲小林畜産 青木　政子
椎名　智希 生子新田シニアクラブ
板垣　里視 匿名　2人

その他食品
武井　知子 十和運送㈱

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4年5月1日～令和4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

逆井　秀夫 染谷　 子
さしま環境管理事務組合 渡辺　民子
野口　勝幸 板垣　里視
㈱渡辺保険事務所 新町シニアクラブ
後藤　さとみ 特別養護老人ホーム　恵愛荘
関根　喜一 霜田　京子
倉持　美佐江 髙地　里子・飯田　みさい
飯田　佳子 ㈱タカダ
岩井農業協同組合 しずかの創造苑
石塚重機㈱ 武井　勝男
藤田プラチナクラブ 青木　美廣
ヨークベニマル坂東店 大利根交通
冨山　敏子 島田　啓一
中村　欽哉 野口　亜恋
松崎　岩一 木村　善男
Tokyo�Tea�Trading 林　作
㈲小林畜産 吉泉苑
冨山　ゆき江 島田　正博
滝本　修司 倉持　昇
椎名　智希 倉持　恵子
神坂　栄子 木村　廣志
秋森　昌代 丸太
石塚　照子 染谷　恭助
㈲太陽樹脂化工 穴澤　修治
わかなケアサービス さしま保育園
西村中えがお会 真中石油
坂東ひな飾りプロジェクト 木村　巳三夫
十和運送㈱ 村山　晟
髙島　八重子 塚原　耕喜
匿名　5人

その他物品
逆井　秀夫 茨城県退職公務員連盟坂東支部
合同会社かそうやさん 匿名　3人
坂東市生活学校こども食堂

フラダンスOB会 茨城県退職公務員連盟坂東支部
※写真撮影時のみマスクを外しています。
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　坂東市生活学校こども食堂では、ひとり親家庭などを対象
に「お菓子」や「キャラクターグッズ」などを無料配布します。
　数に限りがありますので、お早めにお申込ください。

利用方法

主催　坂東市生活学校こども食堂　　後援　坂東市社会福祉協議会　問合せ先　☎０２９７－３５－４８１１

★とき 

 ①８月２０日(土) 午後１時から午後２時  場所 岩井福祉センター「夢積館」正面玄関 

 ②８月２７日(土) 午後１時から午後２時  場所 猿島福祉センター「ほほえみ」正面玄関 

・配 布 数 ①８月２０日(土) 岩井福祉センター「夢 積 館」 ５０セット 
②８月２７日(土) 猿島福祉センター「ほほえみ」 ３０セット 

・対 象 者 １５歳未満のお子様（中学生以下） 

・申込方法 窓口申込 または 電話申込 

窓口申込 申込書に必要事項を記入し、坂東市社会福祉協議会(本所)までご持参ください。
 

 電話申込 希望数などの詳細を電話でお伝えください。 
      住所 坂東市辺田４８番地 岩井福祉センター「夢積館」 
      電話 ０２９７－３５－４８１１ 

・受 付 日 次の３日間で受付します。 
      ８月８日(月)・９日(火)・１０日(水) 
      ※配布数に達した場合は受付を締め切りとさせていただきます。  

・受付時間 午前９時から午後４時まで 

※申込書（チラシ）は、社会福祉協議会本所・支所・こども課・児童福祉センターの窓口にあります。 

食品等の無料配布！  

あそびにきてね！  

坂東市社協デイサービスセンター　嘱託職員（介護員）を募集します
1�採用職種及び採用予定人員　介護員　若干名
2 業務内容　通所介護事業におけるサービス提供
3 条　　件　�６５歳未満の者で、介護福祉士または

介護初任者研修（旧ホームヘルパー�
２級）以上の資格を有する者

4  申込手続�
　申込書、履歴書（市販のもので可）、資格証明
書の写しを社会福祉協議会本所（岩井福祉センター
「夢積館」）にご持参ください。�
　申込書等は、社会福祉協議会本所・支所にあり

ます。また、社会福祉協議会ホームページからも
ダウンロードできます。�
　なお、提出いただいた書類は返却いたしません。�
※郵便による受付は行いませんので、ご注意ください。

5 受付期間
　�令和４年8月22日（月）まで
　�（土日祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）
6 申込・問合せ
　�坂東市社会福祉協議会本所
　�電話�０２９７－３５－４８１１


