お知らせ
●弁護士による専門相談（高齢者地域支援体制整備事業）●

えがお

輝く結城と
地域福祉の
充実を進めます

結城市社会福祉協議会では、下記のとおり相談事業を実施しております。お悩み事などございましたら、
ぜひご利用ください。（秘密厳守）【問合せ】

地域福祉課総務係

33-0225

相談事業者名

相談員

開催日・場所等

専門相談

弁護士

・毎月第2第4金曜日
・13時30分〜15時30分
・相談時間 1人30分
・予約制
・無料
・市役所駅前分庁舎相談室

福祉サマースクール
2018参加者募集

2018年
7月15日号

発行／社会福祉法人 結城市社会福祉協議会 茨城県結城市結城7473 結城市役所駅前分庁舎
TEL（0296）33-0225 FAX（0296）33-1037 URL http://www.yuki-shakyo.or.jp/

ひとり親世帯等
入学お祝い品の贈呈

（1）サバイバル体験

平成30年度に、小・中学校及び特別支援学校
小・中学部に入学されたお子さんがいる下記対象
世帯に、お祝い品（図書カード）を贈呈します。
ご希望の方は、所定の申請書にてお申込みくだ
さい。

身近な人を助けるための知識と技術をGetしよう！
日 時：8 月 3 日（金）13 時～ 16 時
会 場：結城市役所駅前分庁舎
多目的ホール
定 員：15 名
対 象：小・中学生、高校生

対象世帯

平成30年7月1日現在において、平成
30年4月に小・中学校及び特別支援学校

（2）ニュースポーツ交流会

小・中学部に入学された児童生徒のいる
市内在住のひとり親世帯または児童扶

障害の有無に関係なくスポーツを楽しもう
日 時：8 月 8 日（水）10 時～ 13 時
会 場：かなくぼ総合体育館 アリーナ
定 員：20 名
対 象：小・中学生、高校生
※昼食がつきます

養手当支給対象世帯
申請方法

所定の申請書に住民票の写し（世帯全
表紙は、高齢者趣味教養講座の
中の3講座の様子です。
詳しくは、6ページをご覧くだ
さい。

員）または児童扶養手当認定証明書の写
しを添付のうえ窓口にてお申込みくだ
さい。
※申請時は、印鑑をお持ちください。

（3）傾聴ボランティア体験

申 請 書

社会福祉協議会窓口またはホームペー
ジよりダウンロードできます。

地域のおじいちゃん、おばあちゃんの話を聴こう
日 時：8 月 9 日（木）
１部 10 時〜 12 時（研修）
2 部 13 時〜 14 時 30 分（施設訪問）
会 場：1 部 結城つむぎセンター
2 部 特別養護老人ホームヒューマン・ハウス
定 員：10 名
対 象：中学生、高校生
※昼食がつきます

交付方法

社会福祉協議会窓口にて贈呈します。

申請期限

平成31年3月29日（金）

申込先・問合せ

地域福祉課総務係

スポーツ吹矢講座

〔鹿窪運動公園 武道館〕講師：スポーツ吹矢結城中央支部の皆さん
5月2日から毎週水曜日全10回の講座を開きました。

TEL 33 - 0225

大阪府北部を震源とする地震
災害ボランティアに関する
お知らせ

対象者：市内在住または市内の学校に通学している
小・中学生、高校生
※各項目、定員になり次第、締め切ります
（申込期限 7 月 17 日）
参加費：無料
申込先：結城市社会福祉協議会
地域福祉課総務係 TEL 33 － 0225

被災地復興のボランティアを考えている
方は、ホームページなどで、先方の状況を
よくご確認のうえで、お出かけください。
あらかじめ、お住まいの社会福祉協議会
で「ボランティア活動保険（天災タイプ）
」

※福祉サマースクール 2018 は市民の皆様より寄せられた、
赤い羽根共同募金の一部を活用して実施しています。
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への加入をお願いします。

肩こり腰痛予防ストレッチ体操講座

〔結城市役所駅前分庁舎〕講師：塚原幸雄さん
無理のない範囲で、関節を柔らかくするのが基本だそう
です。
1 回ごとに柔らかく動かせるようになるそうです。

パソコン講座

〔結城市民情報センター〕講師：石黒敏恵さん
電源の付け方から始まり、印刷、インターネットなど、
実際にパソコンを使って学びます。

この広報紙は、結城市民の皆様からお寄せいただきました社協会費や寄付金の一部を活用して発行しています。

会 長 就 任ごあいさつ
6 月 6 日付で、結城市社会福祉協議会の会長に就任いたしました塩森茂郎（し
おもり

しげお）でございます。結城市の皆様に一言ご挨拶申し上げます。

現在、わが国では、少子高齢化の進行や人口減少による社会情勢の変化に伴い、
社会保障や介護人材不足その他様々な課題があり、地域生活においてもその影響
が如実に表れていることを感じております。
こうした状況の中、希薄になりつつある地域の力を取り戻す取り組みが求めら
れており、社会福祉協議会といたしましても、多様な福祉課題に対応するため、

会長

平成29年度 収 支 決 算
会費収入
6,940,900（4%）
共同募金配分金収入
9,129,821（6%）

収入の部

財政調整積立取崩収入等
13,581,000（8%）

補助金収入
34,000,000
（21%）

「だれもが住み慣れた地域で生きいきと生活できる地域社会づくり」の実現の
ため、住民の皆様と共に、地域福祉推進に取り組んでまいりますので、ご指導、

受託金収入
51,987,062
（32%）

障害福祉事業
11,919,615
（8%）

支出の部

介護保険事業
19,697,271
（12%）

介護報酬等収入
29,495,063
（18%）

ご鞭撻賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

バス運行事業 1,508,848（1%）
その他事業
6,969,370（4%）

共同募金配分金事業
8,751,690（6%）

163,279,586 円

地域全体を見据えた事業展開を進めているところでございます。

塩森 茂郎

社協支部等事業 1,732,700（1%）
有償在宅事業 2,060,827（1%）
社会奉仕活動事業 1,920,523（1%）
事務所等事業
6,801,163（4%）

その他の収入
13,434,528（8%）

寄付金収入
4,711,212（3%）

158,625,427 円

受託事業
56,611,285
（36%）

法人運営事業
40,652,135
（26%）

単位：円

思い切り遊んで、カレーも食べて・・・

お年寄りの立場に立って

ゆうゆうカーニバル

（総合的な学習の時間）

【拠点区分別内訳】
拠

単位：円

単位：円

収

点

本

部

障害者福祉センター

入

支

出

140,058,331

135,668,456

23,221,255

22,956,971

平成30 年度 収 支 予 算
その他の収入
14,212（8%）

バス運行事業 1,842（1%）
有償在宅事業 1,980（1%）
社会奉仕活動事業 2,279（1%）

寄付金収入 6,000（4%）
▲今回は、約 280 名の参加があり、結城紬太鼓の皆さんが迫力の
音を響かせてくれました。

共同募金配分金収入
9,317（5%）
財政調整積立取崩収入等
14,200（8%）

地域の皆さんに親しんでいただきたい

収入の部

共同募金配分金事業
9,362（6%）

受託金収入
59,386
（35%）

障害福祉事業
11,822（7%）

171,780 千円

補助金収入
33,000
（19%）

ほ ぺ た ん 食 堂 においでよ！！

介護保険事業
17,161
（10%）

介護報酬等収入
28,665（17%）
単位：千円

【拠点区分別内訳】
拠
▲6月15日（金）南部中央コミュニティセンター

【開催日時・場所等】
・開 催 日 毎月第3金曜日 午後5時から午後8時（お食事の提供時間は多少前後する場合があります）
・料
金 子ども100円 大人300円 ※30人分程度
・開催場所 南部中央コミュニティセンター
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本

171,780 千円

単位：千円

単位：千円

予

点

支出の部

受託事業
66,057
（38%）

法人運営事業
42,875（25%）

（子ども食堂）

この日は、「肉じゃが」と「鶏肉とピーマン炒め」をメ
インに、ダチョウの卵焼きと大根の甘酢付などが用意され、
子ども 21 人と大人 14 人、合わせて 35 人が会場を訪れ
ました。
達成堂グループより、パンのご提供がありました。

その他事業支出
7,973（5%）

事務所等事業 8,613（5%）

会費収入 7,000（4%）
▲上山川小学校 4 年 1 組の皆さんがシニア体験と車椅子体験を行い
ました。

社協支部等事業
1,816（1%）

部

算

額

147,912

障害者福祉センター

23,868

ー3ー


平成30年度 結城市社会福祉協議会事業計画

１．会務の運営

●理事会・評議員会・監事会の開催

２．各種委員会の
開催

●評議員選任・解任委員会 ●結城市地域公益事業地域協議会
●結城市地域福祉活動計画推進委員会

３．地域福祉活動の
推進強化

４．生活支援の
推進強化

1

誰もが住み慣れた家（地域）で安心して暮らし続けることができるように、「医療・介護・生活支援・介護予防・
住まい」の5つの要素が連携しながら、高齢者の在宅生活を支える仕組みのことです。
厚生労働省は団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、仕組みづくりの構築を推進しています。

６．募金活動等の
強化

●社協会費の募集
●赤い羽根共同募金運動 ●歳末たすけあい運動
●善意銀行（寄付金品の預託及び配分）活動の強化
●各種義援金受付

７．広報・啓発の強化

●広報誌の発行
・社協だより笑顔 ・各種広報誌
●ホームページの運営
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地域包括ケアシステムの姿

医療

診療
医療のサポート

介護のサポート

介護予防や生活の
支援場などの提供

社会参加

介護

通所
入所

いつまでも元気に暮らすために…

生活支援・介護予防

充実・推進

2

介護が必要になったら…

住まい

通院
入院

地域包括ケアシステムが必要となる背景

◎「急激な少子高齢化」

①要介護リスクが高くなる後期高齢者人口は2025年までに急上昇
②単身世帯・高齢者のみ世帯が増加すれば、生活支援・介護サービス等のニーズが増加

え？介護サービスを
使いたくても 使えな
い時代が来る！？

◎「要介護認定者数・認知症高齢者の増加」

①高齢者の増加に伴って、要介護認定者数も増加する見込みとなっている

◎「介護の担い手不足」

①生産年齢人口は減少し続け、後期高齢者人口とのギャップは拡大
②国の推計によると、2025 年には約 38 万人の介護人材が不足すると見込まれていて、今後、介護人材の確保が
さらに厳しくなる状況

3

●生活支援
・ファミリーサポートセンター事業（市委託） ・有償在宅福祉サービス事業
・サロン事業 ・健康農園事業
・介護予防・日常生活支援総合事業 ※移行
・介護保険事業（訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護）
・障害者福祉サービス事業（居宅介護事業、同行援護事業、移動支援事業）
・身体障害者移動入浴車派遣事業
・身体障害者移動入浴車派遣事業
・ミニヘルパー派遣事業（市委託） ・地域コミュニティ運営事業（市委託）
・安否確認事業（ふれあい電話、友愛訪問、安心カード）
●障害者福祉センター管理事業
●地域活動支援センターⅡ型運営（市委託）

ひとりひとりの力を結んで大きな地域の力へ

高齢者を支える地域像（地域包括ケアシステムの仕組みづくり）

病気になったら…

●支部社協（４支部）
●生活支援体制整備事業（市委託） ●生活困窮者・低所得者世帯支援
●ふれあい総合相談の運営（市委託）（弁護士による専門相談、相談窓口の設置）
●日常生活自立支援事業（県社協委託）
●成年後見（法人後見）事業 ※着手
●子ども支援
・ひとり親世帯児童生徒入学祝品贈呈 ・こども食堂
・遊具等修繕及び撤去費用一部助成 ・児童公園ベンチ及び砂の配布
●ボランティア支援
・ボランティア及びボランティアサークル育成 ・ボランティア養成講座
・災害ボランティアセンター設置訓練 ・ボランティア協力校の指定
・ボランティア派遣
●ふれあい福祉のつどい ●障害者週間クリスマス会
●障害者社会参加促進事業（市委託）
・奉仕員（ボランティア）養成事業（手話講座、朗読講座）
・ゆうゆうカーニバル開催 ・福祉サマースクール
・手をつなぐ子らの作品展記念品配布
●敬老の日記念事業（百歳、卒寿、金婚式祝品贈呈）
●高齢者趣味教養講座（市委託） ●高齢者マイクロバス運行事業
●福祉用具貸出事業 ●各団体への助成
●各団体の支援（事務局）
・結城市ボランティア連絡協議会、結城市老人クラブ連合会
・結城市身体障害者福祉団体連合会

５．障害者福祉
センターの
推進強化

生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業＝地域のみんなの力を集結する新しい取組み
多様な主体による協議体

生活支援コーディネーター
（地域支え合い推進員）

町会・自治会

※構成員もしくは地域の人材等
※主な役割は調整役

商店街
民間企業など
社会福祉法人
など

4

※一例・協議体の構成員は地域によって変わる

介護事業所
など

行政・社協

民生・児童委員

老人クラブ

サロン

NPOボランティア

地域包括
支援センター

その他
必要な団体

協力員（仮）
など

協議体で考える支え合い（例）

5年後10年後も、
ずっと住み続けられる地域には、
どんな活動が必要か？ みんなで知恵を出し合い、一緒に考えます。
■ まずは、既存の活動から新しい活動まで、地域の情報を話し合います。
■ できることから活動してみます。
■ 様々な気づきから次の展開が見えてきます。
※食材を含む

話し合い

①情報共有
②地域の宝物さがし
③できること探し

活動

たとえば… ①声かけ・見守り
②居場所（サロン等）
③社会参加
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気づき

①新たなつながり
②協力してくれる仲間
③地域の課題

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

高齢者趣味教養講座（平成30年度前期）

〜結城市老人クラブ連合会活動〜

高齢者趣味教養講座は、60歳以上の方に、新たな趣味や
生きがいを見つけていただくことを目的に開催しています。
1講座10回（場合によっては5回）の予定を組み、ニュー
スポーツや手芸など、内容は様々です。
今後も、皆さんに楽しんでいただける講座を取り入れてい
く予定です。

第49期老人大学閉講式
平成30年5月1日（火）に、第49期老人大学
を開講しました。
今年度は33名の参加があり、開講式では学長
の結城市長前場文夫様、運営委員長の結城市老人
クラブ連合会大塚成司会長よりご挨拶をいただき
ました。
開講式後の第1回講座では、「認知症を正しく
理解しよう」というテーマで、市地域包括支援セ
ンター職員による説明に熱心に耳を傾けていまし
た。
▲市長挨拶

平成30年度
パークゴルフ講座

カラオケ講座

〔結城市役所駅前分庁舎〕
〔紬の里結城パークゴルフ場〕
講師：結城市パークゴルフ協会指導員及びアドバイザーの皆さん 講師：結城政大さん

▲会長挨拶

結城市老人クラブ連合会

各種スポーツ大会

平成30年度結城市老人クラブ連合会主催の各種スポーツ大会が全種目終了しました。
選手の皆さんは日ごろの練習の成果を発揮し、白熱した試合が行われました。
なお、ペタンク、ゲートボール、輪投げ大会の優勝チーム及びグラウンドゴルフ大会上位6名の方は、平成30年
10月に開催予定の「茨城県健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ大会」に出場します。

第20回グラウンドゴルフ大会

第19回ペタンク大会

第39回ゲートボール大会

グラウンドゴルフ大会上位3名

ペタンク大会優勝の城南クラブAチーム

ゲートボール大会優勝の筑望会Bチーム

スクエアステップってどんなものですか？

講師：スマイルステップ結城会

講座募集を開始した時に、お問合せが多く寄せられた
ので、スマイルステップ結城会の方に、どのような効果
があるのか、お聴きしました。
四方のマス目で区切った特製のマットを使用し、前進
・後退・左右・斜めの方向へ連続移動を行うエクササイ
ズで、段階的に難易度を増やしますが、足元に自信がな
い方がいた場合には、その方に合ったステップに代え、
多くの方に楽しんでいただくことが可能だそうです。
指導員が「ステップパターン」（見本）を示し、その
後、参加者がそれを模倣することで、脳が活性化すると
のこと。
高齢者の要介護予防（転倒予防・認知機能低下の予
防）、成人の生活習慣病予防・子どもの身体機能の発達
とコンディショニングといった効果があるそうです。

高齢者趣味教養講座の受講生募集は、毎回、講座ごとに広報結城「お知らせ版」に掲載させていただくことになっ
ており、事前申し込みが必要です。
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【優 勝】高橋竹志（城南クラブ）
【準優勝】大羽 勇（城南クラブ）
【第3位】川根侑夫（玉岡寿会）

【優 勝】城南クラブA
【準優勝】城南クラブD
【第3位】城南クラブB

※グラウンドゴルフは上位6名が県大会出場

【優 勝】筑望会B
【準優勝】西の宮桐の実会
【第3位】下り松長寿会D
【第3位】本町泉ヶ丘友の会

第16回パークゴルフ大会

第20回輪投げ大会

パークゴルフ大会上位3名

輪投げ大会優勝の城南クラブDチーム
【優 勝】城南クラブD
【準優勝】新宿新田クラブC
【第3位】立町薬師クラブ
【第3位】福禄会A

【優 勝】野口忠男（玉岡寿会）
【準優勝】間井田健一（見晴町筑望会）
【第3位】阿部田清治（松木合寿会）
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