
　この度の東日本大震災により本市では５人の方が
犠牲となられました。ご冥福を心よりお祈り申し上
げます。
　また、未だ１人の方が行方不明となっており、被
災されました皆様には心からお見舞い申し上げます。
　社協では震災の翌日、市の地域防災計画に基づき
市との連携により災害ボランティアセンターを設置
しました。
　県内外からの多くのボランティアの方々により炊
き出し、救援物資の仕分け・配布、ガレキの撤去等
様々な活動が行われております。
　一日も早く、もとのように安心して生活ができる
よう、皆さんと共にこの危機を乗り越えられるよう
頑張りましょう。
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平成23年度北茨城市社会福祉協議会が実施する主な事業平成23年度北茨城市社会福祉協議会が実施する主な事業平成23年度北茨城市社会福祉協議会が実施する主な事業
１．法人運営事業
　地域福祉推進の中核的な社会福祉法人として、適正な法人経営に努めま
す。
○理事会・評議員会の適正な開催
○市、県社協及び関係機関との連携強化
○職員の資質向上、資格取得を図るための各種研修会への派遣

２．地域福祉推進事業
　地域に対する市民の意識啓発および福祉活動への参加促進を図ります。
○関係機関、団体との連携・協働による地域福祉の推進
○地域福祉を考える集いの開催
○社会福祉大会の開催
○小地域における防犯・防災活動の推進
○心配ごと相談事業（南部、北部）の実施
○地域福祉活動計画の実施
○本会ホームページの充実
○地域人材育成事業による福祉人材の育成

３．生きがい対策事業
　介護予防・地域支え合いの視点から、高齢者の生きがい対策等の事業を
実施します。
○高齢者の生きがいと健康づくり事業の開催
○配食サービス事業の実施
○高齢者ふれあいいきいきサロン活動の推進

４．ボランティア活動事業
　ボランティアに対する市民の関心を高め、福祉活動への参加促進を図り
ます。
○ボランティア・市民活動センターの活動強化および充実
○ボランティア活動の啓発と市民参加による福祉講座等の開催
○福祉教育推進のため、福祉機器の貸し出しおよび講師の派遣
○小地域子育てサロン活動の推進
○防災ボランティアの養成

５．共同募金配分金事業
　県共同募金会の配分金・助成金により、地域福祉活動を推進します。
○老人福祉活動の推進
○障がい児・者福祉活動の推進
○児童・青少年福祉活動の推進
○母子・父子福祉活動の推進
○ボランティア活動の育成
○歳末たすけあい配分事業の推進
○共同募金運動への協力

６．心身障害者福祉センター管理運営事業
　利用者の障害特性と家族の意向に配慮した適正な運営を基本とし、利用
者一人一人にあった社会適応訓練等を実施します。
○心身障害者第一福祉センター　華川町臼場
○心身障害者第二福祉センター　華川町下小津田

７．在宅福祉サービスセンター事業
　市民相互の助け合い活動や子育て支援の推進を図ります。
○在宅福祉サービスセンター事業
○ファミリー・サポート・センター事業
○中郷子どもの家子育て支援事業

８．老人福祉センター管理運営事業
　地域に開かれた施設を基本とし、利用者の利便性を考慮した小地域での
事業展開に努めながら、高齢者の各種活動を支援します。
○老人福祉センター「ライト」　華川町臼場

９．地域ケアシステム推進事業
　支援を要する市民に対し、保健・福祉・医療など各種サービスを効果的
に連携させながら提供していくことにより、地域ケア体制の構築を進めま
す。

10．通所介護事業・生きがい活動支援通所事業
　居宅サービス計画に基づき、心身機能の維持・向上のため、生活相談・
機能訓練、その他必要なサービスを提供します。
　また、要介護状態区分が「非該当」（自立）と認定された方や概ね65
歳以上の虚弱な方などを対象に、日常動作訓練、趣味活動（生きがい活
動）等の各種サービスを提供します。

11．居宅介護等事業・生活管理指導員派遣事業
　居宅サービス計画に基づき、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排
泄及び食事等の介護、その他の生活全般にわたり援助を行います。
　また、要介護状態区分が「非該当」（自立）と認定された方やおおむね
65歳以上の虚弱な方などを対象に、自宅に指導員を派遣し、日常生活に
関する支援及び指導、家事に対する支援及び指導などのサービスを提供し
ます。

12．訪問入浴事業
　居宅サービス計画に基づき、訪問入浴車により自宅へ訪問し、清潔保
持・心身機能の維持のため、入浴サービスを提供します。

13．居宅介護支援事業
　要介護認定を受けた方が、その有する能力に応じ自立した日常生活が営
むことができるよう、介護支援専門員（ケアマネージャー）が、関係機
関・サービス事業者と連携し、適切な居宅サービス計画を作成します。

14．障害者居宅支援事業
　障がい児・者の自立した地域生活支援を目的に、障害者自立支援法に基
づく介護サービスを実施します。
○障害者居宅介護事業
○相談支援事業
○障害者訪問入浴介護事業
○生活支援事業
＊障がい者サロンの運営や、障がい者に対する理解促進のための講
座等の開催

○基準該当障害福祉サービス事業

15．在宅介護支援センター事業
　在宅高齢者に対し、必要な保健・福祉サービスが受けられるように、地
域包括支援センター等関係機関と連絡調整を行う。

平成23年度　収入・支出予算

計　264,024千円
収　入

計　264,667千円
支　出

会　費
5,542千円
2.1％ 寄付金

1,060千円
0.4％

補助金
11,314千円
4.3％

助成金
1,075千円
0.4％

受託金
62,486千円
23.7％

施設運営費
52,551千円
19.9％共同募金配分金

13,792千円
5.2％

介護保険収入
75,571千円
28.6％

居宅介護
18,624千円

訪問入浴
9,854千円
居宅介護支援
14,626千円

通所介護
32,467千円

自立支援費等収入
15,494千円
5.9％

補助事業等収入
7,326千円
2.8％

経理区分間繰入金収入等
7,287千円
2.8％

その他の収入
10,526千円
4.0％

法人運営事業
15,510千円
5.9％

地域福祉推進事業
10,527千円
4.0％

生きがい対策事業
41,719千円
15.8％

ボランティア
活動事業
2,551千円
1.0％

共同募金配分金事業
13,823千円
5.2％

心身障害者福祉
センター事業
44,565千円
16.8％

在宅福祉サービスセンター事業
8,498千円
3.2％

老人福祉センター事業
10,159千円
3.8％

地域ケアシステム
推進事業
7,886千円
3.0％

介護保険事業
80,222千円
30.3％

居宅介護
20,391千円

訪問入浴
9,994千円
居宅介護支援
14,636千円

通所介護
35,201千円

障害者居宅支援事業
24,446千円
9.2％

在宅介護支援センター事業
4,761千円
1.8％
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新しくにこにこタイムが
スタートします！！

木皿十字路

北茨城I.C.

磯原　　
中学校●

石
岡
小
学
校
●

中郷第一小学校
●

●
病院

常磐自動車道

磯原駅

中郷
子どもの家

中郷子どもの家中郷子どもの家中郷子どもの家
〒319-1558　北茨城市中郷町石岡814-1
　　　　　　電 話　42－2183

北茨城市

　「中郷子どもの家」は、主に乳幼児のお子さんと、その保護者のためのつどいの場です。室内
遊びはもちろんのこと、広い園庭には遊具もありますので、外遊びも楽しめます。気軽に集まっ
て、おしゃべりや情報交換をする場として是
非ご利用下さい。
　また、子育てに関する相談や悩みがありま
したら、遠慮なくお気軽に担当職員までご相
談下さい。
　お子さんもお母さんもお友達をたくさん
作って、楽しい時間を過ごしましょう！

▶開 所 日　月曜日～金曜日
　　　　　　（土・日・祝日はお休み）
▶開所時間　９：00～16：00
▶対 象 者　乳幼児とその保護者

北茨城市

中郷子どもの家中郷子どもの家中郷子どもの家

　毎週金曜日に行ってきたわくわくタイ
ムですが、絵本・体操．製作など、年齢
（月齢）に合わせた内容を楽しんで頂く
ために、４月より２回に分けて行うこと
になりました。

　毎週火曜日にこにこタイムは、０才～２才くらいのお子さんに合わせた内容で、毎週金曜日
わくわくタイムは、２才～４才位のお子さんに合わせた内容で行います。
　２人お子さんのいる方は両方に参加してもOKです！
　「年齢は違うけどお友達と参加したい」といった方は、どちらの日に参加してもOKです！
　また、みなさん両方でもどちらかでも自由に参加できますので、ぜひ遊びにきて下さい！
　お母さん、お子さんと一緒に楽しい時間を共有できるよう頑張りますので、一年間、よろし
くお願いいたします。
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入れ歯を回収ボックスへ寄付する方法
①入れ歯に熱湯をかけて消毒するか、入れ歯洗浄剤で
　洗浄してください。
②備え付けのビニール袋に入れ、回収ボックスに投入
　してください。

　次の方々より温かいご寄付がありました。寄付されました方々のご趣旨に添うよう、各種の福祉事業費として
使わせていただいております。ここに紹介して厚くお礼申し上げます。 （平成23年2月8日～平成23年3月31日）

物品寄付者芳名簿（敬称略）物品寄付者芳名簿（敬称略）物品寄付者芳名簿（敬称略）
プ　　　ル　　　タ　　　ブ

使 用 済 切 手 ・ カ ー ド

氏　　　名 金額

小　高　うすえ
山　越　ありさ
近　藤　花　子
野　口　哲　男
高　橋　訓　一
松　本　智　仁
山下長寿会
弥　生　会
芳 賀 商 店
小　室　公　平

下　川　愛之助（2回）
さつきふれあい電話
うららの湯十王
根　本　千　代
みのりグループ
荒　川　シ　モ
汐見ヶ丘ボランティアグループ
赤　津　ミツ子
㈱髙山建設従業員一同
地魚料理どん

華川小学校
さつきふれあい電話
匿　　　名
五浦観光ホテル

汐見ヶ丘ボランティアグループ
平潟公民館
中郷中学校
常陽銀行磯原支店

清　水　な　つ（2回）
金　成　ナミ子（3回）

紙 　 折 　 箱 ・ 雑 　 巾

藁　谷　愛　子　　（布団・カーテン）
さつきふれあい電話（未使用ハガキ）
久野布団店　　　　（毛布５枚）
㈱長谷川工務店　　（タオル）
小　室　公　平　　（未使用ハガキ）

そ　　　　　の　　　　　他

北茨城のひなあかり夢良
茨城パシフィックカントリー倶楽部
匿　　　名
ボーイスカウト北茨城第一団

3,942円
77,599円
30,000円
10,000円

寄付者芳名簿（敬称略）寄付者芳名簿（敬称略）寄付者芳名簿（敬称略）

心配ごと相談事業
心配ごと…

あなたは一人で悩んでいませんか？

　心配ごと相談所とは、地域の日常生活で
の困りごと全般（法律、家族、財産、年金
等）について、専門的知識を持った相談員
が無料でご相談に応じます。

心配ごと相談所開設場所
　　　　　ならびに相談日時
●北茨城市地域福祉交流センター2F
　毎月／第１・３木曜日…午後１時～４時
　第５木曜日特別相談…午後１時～４時

●大津公民館研修室
　毎月／第２・４木曜日…午後１時～４時
※相談ごとのある方は、
　直接相談所へお出か
　けください。
※午後３時30分までに
　受付をすませてくだ
　さい。

不要になった入れ歯と
使用済インクジェットカートリッジを
寄付して下さい

　入れ歯には金属のクラスプ（歯にかけるバネ）がついてい
ますが、そのクラスプには貴重な貴金属が含まれています。
　入れ歯等の金属部分に
含まれる貴金属は、地球
上にわずかしか存在しな
い貴重な資源です。
　リサイクル、環境保護
の観点から、回収BOXを
設置し、その益金により
地域社会に役立てていま
す。

北茨城市の地域福祉に役立てています。

北茨城市社会福祉協議会内に
回収ボックスを設置しました
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