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 令和２年度 社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会 事業報告書 

 

自：令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 

至：令和 ３ 年 ３ 月３１日 

 

新型コロナウイルス感染症拡大を受け，会議，研修会等の一部事業を感染拡大防止のため延期及

び中止といたしました。 

 

１．法人運営                                       

（１）法人運営 

①理事会，評議員会 

   ○理事会 

期 日 報 告 ・ 議 案 等 

6月 15日 

令和元年度事業報告，令和元年度決算，令和 2年度補正予算，評議員会の

招集，副会長の選定，役員選任候補者の選出，評議員選任候補者の推薦，

評議員選任・解任委員の選任，会長及び常務理事の職務執行状況報告 

11月 30日 令和 2年度補正予算，評議員会の招集【書面による決議】 

3月 18日 

理事・監事・評議員選任規程の一部改正，嘱託職員就業規程の一部改正，

臨時職員就業規程の一部改正，登録ヘルパー就業規程の一部改正，令和 2

年度補正予算，令和 3年度事業計画，令和 3 年度予算，福祉サービスに

関する苦情解決第三者員の選任，評議員会の招集，会長及び常務理事の

職務執行状況報告 

   ○評議員会 

期 日 報 告 ・ 議 案 等 

6月 29日 
令和元年度事業報告，令和元年度決算，令和 2 年度補正予算，役員の選

任 

12月 7日 令和 2年度補正予算【書面による決議】 

3月 30日 
理事・監事・評議員選任規程の一部改正，令和 2年度補正予算，令和 3年

度事業計画，令和 3年度予算 

②監査 

期 日 内 容 

5月 26日 令和元年度法人の運営状況及び会計執行状況 

8月 25日 令和 2年度法人の運営状況及び会計執行状況（4～7月） 

1月 27日 令和 2年度法人の運営状況及び会計執行状況（8～12月） 

③評議員選任・解任委員会 

期 日 内 容 

6月 15日 評議員の選任 

④会員（一般会員，賛助会員，特別賛助会員）の加入促進 

 一般会員 賛助会員 特別賛助会員 合 計 

件 数 15,379件 930件 26件 16,335件 

会費額 7,308,600円 975,500円 300,000 円 8,584,100円 

  ⑤個人情報保護の徹底 

    本会規程に基づき職員へ周知 
 
（２）福祉サービス苦情解決 

  ①第三者委員会 

    本会における報告事案なし 
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  ②苦情解決研修会 

    茨城県社会福祉協議会運営適正化委員会主催の研修会に参加 

    ＊期日 3月 2日 

    ＊ザ・ヒロサワ・シティ会館大ホール 

  ③苦情処理に関する周知 

    苦情解決に関する第三者委員制度について，福祉事業利用者との契約書等に記載するほか，

事務所前掲示板に掲示 
 
（３）災害見舞金交付 

  令和元年台風第 19号により，生活の本拠として居住していた住家が全壊・大規模半壊・半壊し

た世帯に対し見舞金（1件 30,000円）を交付。 

 ○交付状況 

交付日 対象世帯 交付額 

4月 3日 200件 6,000,000円 

6月 19日 6件 180,000円 

合 計 206件 6,180,000円 
 
（４）その他の事業 

 ①実習生等の受入れ  

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，今年度は受入れ中止 

  ②各種訪問調査，指導監査等 

   ○訪問調査 

    ＊期日  12月 15日 

    ＊場所  総合福祉会館 

    ＊主催  茨城県社会福祉協議会 

    ＊内容  日常生活自立支援事業の実施状況に関するヒアリング 

   ○一般検査 

    ・期日  2月 16日 

・場所  総合福祉会館 

    ・主催  常陸太田市（茨城県） 

    ・内容  社会福祉法に基づく法人の管理運営及び会計点検・検査 

  ③職員研修の実施 

   ○「消毒に関する研修会」 

    ＊期日  8月 5日 

   ＊場所  総合福祉会館 

   ＊講師  久米薬局 薬剤師 萩庭 幹太 氏 

 

２．地域福祉活動計画                                   

  計画に沿った活動の実施状況の確認 

    各支部が開催する「地区地域福祉活動計画」の推進に関する会議等へ出席 
 

３．誰もが参加できる地域をつくる事業                           

（１）ボランティアの育成・活動支援 

  ①ボランティア研修会 

期 日 会 場 参加者 内 容 

第 1回 
10月 26日 総合福祉会館 18名 傾聴講座【傾聴の基本】 

10月 29日 総合福祉会館 16名 傾聴講座【応用編】 

第 2回 
11月 25日 総合福祉会館 18名 傾聴講座【傾聴の基本】 

11月 30日 総合福祉会館 20名 傾聴講座【応用編】 

 ○講師  茨城産業保健総合支援センター 公認心理士・産業カウンセラー 鈴木 弘美 氏 
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②ボランティア団体に対する助成 

  ○サークル助成  30団体 

  ○常陸太田地区ボランティア連絡協議会（26団体）及び金砂郷ボランティア連絡会（4団体）

の支援 

③「おうちでボランティアしてみよう」 

  ○外出自粛の中，自宅で出来るボランティア活動を推進 

   ＊福祉施設利用者のための食事用ビニールエプロンの作成 

＊施設が作る布巾の下絵描き など 

   ○参加者 延 180名 
 
（２）ボランティア・市民活動センターの運営 

  ①ボランティアの相談・登録 

   ○登録数（3月 31日現在） 

    ＊サークル  159団体（4,321名） 

  ＊個人ボランティア  60名 

   ○相談件数 47件 

  ②要請に応じたボランティアとの連絡調整 

    調整件数 28件 

  ③ボランティア活動保険加入促進 

    ボランティア活動保険加入  1,792名 

  ④その他の運営内容 

   ○活動場所の提供 

    ＊ボランティアルーム  72件 

    ＊その他  45件 

   ○他機関が実施するボランティア養成事業等の各種事業への支援・協力 

   ○広報及び周知 

   ＊広報紙（ボランティア情報）の配付 

    全社協発行の広報紙を月 1回，市内の関係施設等 4か所に配付 

＊社協広報紙「おおたの福祉」により情報提供 

   ＊マスコットキャラクターの活用（広報紙及び関係パンフレットのほか，衣類等への刺繍

に使用） 
 
（３）福祉・人権教育を支援 

①児童生徒のボランティア活動の支援 

   ○児童生徒のボランティア活動支援 

市内の小・中・高等学校全校（23校（小学校 12校，中学校 7校，高等学校 4校）） 

  ○福祉体験学習（総合学習）の支援・調整 

    ＊相談件数  24件 

    ＊支援・調整件数  24件（延 1,445名） 

     （体験等の内容） 

・車いす 4件  ・高齢者疑似体験 7件  ・アイマスク 4件  ・点字 6件 

・手話 8件  ・その他（講話，交流） 5件 

   ○福祉体験学習器材の貸出し 

学校が実施する福祉体験に伴う福祉体験用器材の貸出し 

     ・車いす 3件  ・疑似体験セット 5件  ・アイマスク 3件 

     ・その他（点字板等） 4件 

   ○活動費の一部助成 

②中学・高校生福祉チャレンジセミナー 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

③教職員福祉セミナー 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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（４）あんしんファミリー介護講座（市受託） 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
 
（５）福祉体験用器材の貸出 

支部等が実施する福祉体験に伴う福祉体験用器材の貸出し 

    ＊車いす 1件  ＊アイマスク 1件 
 
（６）福祉まつりの開催 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
 
（７）ふくし講演会の開催 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
 
（８）社会福祉大会の開催 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
 
（９）おおたの福祉の発行 

   ○発行回数  年 4回 

○全戸配布 
 
（10）ホームページの運営 

   ○社協事業・各種イベント等の各種福祉情報を発信 

○定期的に更新（※必要により随時更新） 
 
（11）在宅福祉サービスセンターの運営（市受託） 

［事業内容］ 援護を必要とする方やその家族に対し，身の回りのお世話をする家事援助サ

ービス，食事の介助や通院の付添いなどの介護サービスを提供。市民の参加と

協力による会員方式の有償サービス。 

①運営状況 

協力会員数 利用延人数 

57名 1,660名 

  ②協力会員研修会 

期 日 会 場 内 容 

2月 26日 総合福祉会館 

講演「正しい消毒の仕方」 

～地域における感染症対策として大切なこと～ 

講師：丸石製薬（株） 感染対策担当者 井手口 忠弘 氏 

※他事業と合同開催 
 
（12）ファミリー・サポート・センターの運営（市受託） 

［事業内容］ 安心して子供を産み，健やかに育てることができるように，産前産後のお世

話や保育所等終了後にご自宅でお子さんのお世話をするサービスを提供。市民

の参加と協力による会員方式の有償サービス。 

  ①運営状況 

協力会員数 利用延人数 

48名 642名 

  ②親子サロン 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

  ③協力会員研修会 

期 日 会 場 内 容 

2月 26日 総合福祉会館 

講演「正しい消毒の仕方」 

～地域における感染症対策として大切なこと～ 

講師：丸石製薬（株） 感染対策担当者 井手口 忠弘 氏 

※他事業と合同開催 
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４．ふれあい，支え合う地域をつくる事業                          

（１）支部事業の支援 

①財政・活動支援 

②財源づくりのための福祉バザーの実施 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

③ふれあい事業，交流事業等の参加者送迎のための車両支援 

［事業内容］ ふれあい事業，交流事業等の参加者送迎のため，マイクロバス，ワゴン車を

借上げ，支部事業の活性化と地域福祉の増進を図る。 

○支援延件数  ＊マイクロバス 0件  ＊ワゴン車 0件  ＊合計 0件 

④支部長会議 

期 日 地区名 内 容 

6月 24日 常陸太田地区 1.新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「新しい

生活様式」の中での地域福祉活動の進め方について 

2.今後の事業について 
6月 25日 金砂郷地区 

6月 25日 水府地区 

6月 26日 里美地区 

11月 2日 全地区 1.長谷川先生，外岡先生による講話 

「新型コロナウイルスの 3つの感染」と支部社協 

2.グループワーク 

 ①「離れていても心はつながっている」をどう作るか 

 ②今後の事業について 

3.後期支部交付金について 

4.歳末たすけあい事業について 

⑤支部連絡会 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

⑥地区ごとの地域ふくし懇談会の開催支援 

 ⑦支部間の連絡調整 

 ⑧各支部における事業実施 

    16ページ「令和 2年度社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会 主な支部事業」参照 
 
（２）小地域でのふれあいサロン（たまり場）活動の拡充 

①小地域でのサロン活動の拡充 

各支部及び自主団体 70か所で随時サロンを実施 

  ②サロン活動への支援 

   ○立上げ支援  0団体 

   ○サロン運営費の一部助成 

＊サークル助成  17団体 

    ＊イベント時の車両支援 0団体 

   ○新型コロナウイルス感染症拡大防止のために，60団体にサロン再開サポートセット（消毒

液・衛生用品等）を配布 

  ③サロンボランティア情報交換・研修会 

期 日 会 場 内 容 参加者 

9月 30日 
市役所金砂郷

支所分館 ふれあいサロン運営者研修会 

「新型コロナウイルス感染症予防について」 

12名 

10月 6日 総合福祉会館 20名 

  ④ふれあいサロン（たまり場）の情報の発信 
 
（３）レクリエーション用具等の貸出し 

支部・ボランティア団体等が実施する事業への遊具等の貸出し 

＊レクリエーション用品（輪投げ等）  10件 

    ＊アンプ・マイク・プロジェクター等  1件 
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（４）おもちゃ図書館の開設 

  ①開設状況等，おもちゃの貸出し 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

  ②クリスマスイベント「サンタさんからのプレゼント」の開催 

期 日 会 場 内 容 参加者 

12月 12日 総合福祉会館 
おもちゃ図書館登録者へクリスマスプ

レゼントを配布 
90名 

  ③研修会（オンライン研修） 

期 日 会 場 内 容 参加者 

3月 5日 総合福祉会館 

TOY らいぶらりあん養成講座「初級」

及び情報交換会 

講師：全国おもちゃの図書館連絡会 

    理事 鈴木 訪子  氏 

28名 

 
（５）歳末たすけあい事業 

支援を必要とする方への事業 

事 業 名 件 数 内 容 

おせち料理等配布事業 1,256件 
おせち料理の調理は中止し，品

物のみ配布 

歳末ふれあい訪問事業 342件  

地域でささえあう赤い羽根大掃除事業  感染症拡大防止のため中止 

ひとり親家庭・両親のいない家庭支援事業 95件  

生活困窮世帯等支援事業 17件  

 

（６）ふれあい型食事サービス事業（市受託） 

［事業内容］ ひとり暮らし高齢者及び障がい者を対象に，ボランティア等による手作りお

弁当を届けて交流を図る。 

   ○年間実施回数 

    ＊常陸太田地区 18回 

    ＊金砂郷・水府・里美地区 

・金砂郷地区 8回  ・水府地区 8回  ・里美地区 8回 

   ○利用状況 

     延配食数 2,084食 

   ○その他 

    ＊4月・5月 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

    ＊6月からは，調理を行わず，業者から購入した弁当を配布 
 
（７）認知症サポーター養成講座事業（市受託） 

  ①講座の開催 

○開催回数  2回 

   ○開催実績  受講延人数 24名 

対 象 受講者 

住民 中城花水木サロン会 17名 

学校 太田西山高校 7名 
 
（８）在宅介護者リフレッシュ事業（市受託） 

［事業内容］ 自宅において高齢者等を介護している家族が，介護から一時的に解放され，

心身の元気回復を図るため，介護者相互の交流会を兼ねた日帰り研修を行う。 
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   内容 

期 日 研修内容 参加者 

9月 15日 研修「新型コロナ感染予防」（パルティホール） 4名 

10月 16日 研修「介護予防栄養講座」（レイクビュー水戸） 9名 

11月 18日 研修「古武術介護」（スパ＆ゴルフリゾート久慈） 6名 

2月 19日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 － 

    ※その他，参加者同士の情報交換，介護相談など 

 

５．みんなで見守り，安心できる地域をつくる事業                      

（１）地域包括支援センター（呼称：おとしより生活相談センター）の運営（市受託） 
［事業内容］ 高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続することができるよう，心身

の健康の保持及び生活安定のための援助を行い，保健医療の向上及び福祉の増
進を包括的・継続的に支援するとともに，関係機関との連携及び様々な社会資源
の有効活用を図り，ネットワークを構築する。 

①設置運営 

事務所 所在地 担当地区 

本所 総合福祉会館内 常陸太田・金砂郷地区 

サブセンター 市役所 水府支所内 水府・里美地区 

  ②高齢者に関する総合的な相談支援 

   新規相談件数  790件（相談延件数（継続を含む） 4,474件） 

③高齢者の権利擁護（虐待を含む） 

区 分 新規相談件数 備 考 

成年後見制度 9件  

虐待相談 6件  

その他 0件  

合 計 15件 対応延件数 58件 

  ④包括的・継続的なケアマネジメント支援 
［事業内容］ 個々の高齢者の状況や変化に応じた支援を実現するため，地域のおける多職

種相互の連携・協働の体制づくりの支援及び介護支援専門員に対する支援等を
行う。 

   ○介護支援専門員への支援 
     個別相談対応延件数 168件 
   ○居宅介護支援事業所連絡会 

＊会場 総合福祉会館 
＊内容 

期 日 内 容 参加者 

5月 22日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 － 

7月 14日 

常陸太田市の高齢者の現状・高齢者福祉サービス説明，研修

「予防ケアプラン評価の留意点」，報告・連絡事項，情報・意

見交換 

33名 

10月 15日 
多職種による事例検討会（多機関ネットワーク会議），報告・

連絡事項，情報・意見交換 
30名 

2月 16日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 － 

   ○介護支援専門員研修会の開催 

期 日 会 場 内 容 参加者 

7月 31日 生涯学習センター 

ひきこもり支援のアプローチについて
（茨城県介護支援専門員協会那珂・太田
合同地区会，那珂市地域包括支援センタ
ー共催） 

常陸太田 

11名 

11月 15日 市役所 分庁舎 

ケアマネジメント過程における介護支援
専門員への支援・助言のポイント 
（主任介護支援専門員スキルアップ研
修） 

19名 
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⑤認知症高齢者支援 

   ○認知症初期集中支援チームの配置 

［事業内容］ 認知症やその疑いのある方に早期に関わり，早期診断・早期対応に向けた

支援を行う。 

区 分 実績 内 容 

実対応件数 

(  )内，新規件数 

6件 

(4件) 

前年度からの支援継続及び終結後のモニタリングを

含む 

 延対応件数 111件 訪問，電話対応，関係機関との調整等 

 チーム員事前会議 7回 チーム員会議に向けた支援計画の検討等 

 チーム員会議 13回 医師を交えた支援計画の検討 

他機関・サービス等への

引き継ぎ件数 

（※重複の場合あり） 

4件 

医療機関 2件 

居宅介護支援事業所 1件 

経過観察（地域包括支援センター） 1件 

   ○認知症地域支援推進員の配置 

    ［事業内容］ 認知症の方が，できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ

う，地域の実情に応じた認知症施策や事業の企画調整を行い，地域福祉の向

上を図る。 

    ＊認知症カフェ 

・「オレンジカフェ やすらぎ」の開催 

       会場  生涯学習センター 

期 日 活 動 等 参加者 

5月 13日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 － 

7月 30日 ＊交流会 

＊認知症・健康相談，お薬相談 

＊脳いきいき体操 

＊活動（団扇づくり，ペーパークラフト，マスクケース作

成，しおり作成，認知症介護 Q&A，手品ショー観

賞） 

5名 

9月 17日 6名 

11月 19日 4名 

12月 17日 7名 

3月 19日 3名 

＊認知症ガイドブック（認知症ケアパス）の改訂 

認知症に関連する相談場所，サービスについて理解を示してもらうために平成 30年度

に作成した「認知症ガイドブック」の内容について，現在の情報・状況に更新し，詳細

版：250部，概要版：1,000部を作成して，関係機関や相談者へ配布。 

    ＊認知症相談窓口の PR活動 

      市内の医療関連機関，食品取扱店を対象に，認知症に関する相談窓口である地域包括

支援センター，認知症地域支援推進員等についてＰＲ活動を展開。 

  ⑥保健・福祉・医療関係機関，団体とのネットワークづくり 

［事業内容］ 地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動，インフォーマルサー

ビス等の様々な社会資源が有機的に連携されるよう，多職種協働によるネット

ワークの構築に努める。 

   ○関係機関・団体との連携・支援 

     地域ケア会議関係（ふれあいネットワーク会議，実務者会議，地域ケア会議等），民生委

員児童委員協議会，関係機関連絡会関係（市，在宅介護支援センター，生活支援コーディネ

ーター，主任介護支援専門員会），グループホーム（グループホーム運営推進会議等），認知

症施策関係（認知症医療連携協議会等），介護支援専門員関係（主任介護支援専門員会，茨

城県介護支援専門員協会等），講話等のほか，医療機関，薬剤師会との連携，支援。 

 ⑦地域ケア個別会議の開催 

［事業内容］ 医療・介護の多職種が連携し，個別支援の充実や個別課題解決の検討を重ね

ることにより相互連携を高め，地域課題を把握することで地域福祉の向上を推

進する。 
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   ○参加職種 

     歯科医師，薬剤師，看護師，介護支援専門員，理学療法士，作業療法士，デイサービス相

談員，生活支援コーディネーター，市職員等 

   ○開催内容 

期 日 会場 参加者 備考 

9月 17日 生涯学習センター 16名 夜間開催 

10月 15日 総合福祉会館 
43名 日中開催（居宅介護支援事業所連絡

会） 

12月 17日 生涯学習センター 17名 夜間開催 

2月 16日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

  ⑧介護予防ケアマネジメント業務 

区 分 
ケアプラン作成 相談・対応 

延件数 件 数 合 計 

介護予防支援 1,552件 
3,376件 2,436件 

介護予防ケアマネジメント 1,824件 

   ※介護予防ケアマネジメント 

     介護予防型訪問サービス，介護予防型通所サービスのみ利用する際のマネジメント作成

（居宅介護支援事業所への委託あり） 

  ⑨その他活動（ＰＲ活動等） 

   ○常陸太田市・社協広報紙及びホームページ等への掲載 
 
（２）生活支援体制整備事業（ふれあいネットワーク事業）（市受託） 

  ①生活支援コーディネーターの配置 

   ○生活支援コーディネーター 5名配置 

  ②ボランティア等の生活支援の担い手の養成 

  ③地域での見守り活動の推進 

   ○見守りネットワーク数 748件（協力者数 3,371名） 

   ○個別援助相談件数 424件 

   ○調整会議 32回 

④関係者間の情報共有 
 
（３）生活福祉資金貸付事業（県社協受託） 

［事業内容］ 失業者，低所得者，障がい者又は高齢者の世帯に対し，資金の貸付けと必要な

援助を行うことにより，経済的な自立と生活の向上や社会参加等を図り，安定

した生活が送れるように支援する。 

       なお，令和 2年 3月 25日から「新型コロナウイルス感染症の影響による特例

貸付」の受付を開始 

   ○相談件数  758件（次の「（４）小口資金貸付事業」の相談件数を含む） 

○貸付状況 

 
前年度末 

貸付件数 

新  規 

貸付件数 

償還完了 

件  数 
貸付件数 

総合支援資金 14件 1件 0件 15件 

臨時特例つなぎ資金 0件 0件 0件 0件 

福祉資金 12件 4件 1件 15件 

教育支援資金 5件 0件 0件 5件 

不動産担保型生活資金 0件 0件 0件 0件 

生活復興支援資金 1件 0件 0件 1件 

新型コロナ特例貸付 1件 374件 0件 375件 

合  計 33件 379件 1件 411件 

○新型コロナ特例貸付 

 ＊貸付件数  374件   

＊申請金額  142,150,000円 
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（４）小口資金貸付事業の実施 

［事業内容］ 生活に困窮し緊急に支援が必要な世帯に生活再建のための一時的なつなぎ資

金として貸付ける。 

  ○貸付状況 

 
前年度末 

貸付件数 

新規貸付 

決定件数 

償還完了 

件  数 
貸付件数 

小口資金 6件 3件 2件 7件 

 

６．災害や地域の異変に備える事業                             

災害時の対応 

  ①災害時支援に関する研修会 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 ②災害時介助員の派遣（市との協定） 

    避難を余儀なくされた要援護者に対して福祉避難所に介助員を派遣し介助業務を行う。 

  ③災害初動期対応チームへの参加（県社協） 

 

７．地域福祉を進めるための環境を整える事業                        

（１）善意銀行の運営 

①預託受付 

○金銭預託 

区 分 件 数 金 額 

指定寄付金 10件 2,404,433円 

無指定寄付金 54件 1,682,517円 

募金箱寄付金 48件 176,551円 

    ※無指定寄付金額には，物品預託のプルタブ換金分含む。 

○物品預託 

件 名 件 数 件 名 件 数 件 名 件 数 

使用済み切手 108件 書き損じはがき 9件 未使用はがき・切手 4件 

カード類 9件 タオル類 14件 プルタブ 113件 

ペットボトルキャップ 111件 ベルマーク 33件 マスク 17件 

雑巾 11件 その他 27件 さらし布(マスク用) 7件 

車イス 1件 米 7件   

②預託払出し 

区 分 件数 金 額 ・ 内 容 

金銭 

指定寄付金分 227件 3,664,107円 指定先へ払出し 

無指定寄付金分 

募金箱寄付金分 
117件 3,327,968円 

地域福祉費(支部へ交付)，ひとり親等

小中学校入学祝い金，災害見舞金等 

物品 

指定物品預託分 

34件 

指定先へ払出し 

無指定物品預託 
必要に応じて払出し 

※無指定預託物品のタオル，雑巾等は翌年度払出し 

    ※指定寄付金及び物品払出しについては前年度預託分を含む 

 ③預託，払出状況及び善意銀行についての広報 

広報紙「おおたの福祉」により，預託・払出状況を広報 
 
（２）共同募金運動の推進 

  ①赤い羽根共同募金運動（一般募金・歳末たすけあい募金）への協力 

○共同募金運動に協力し，地域配分金を地域福祉活動に活用 

○赤い羽根共同募金推進期間  10月 1日～12月 31日 
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○実績額 

区 分 募金額 
内   訳 

常陸太田地区 金砂郷地区 水府地区 里美地区 

［一般募金］ 

広域配分 1,655,000円 
8,777,413円 2,442,242円 1,258,330円 872,011円 

地域配分 11,694,996円 

計 13,349,996円     

［歳末たすけあい募金］ 

 3,156,100円 2,014,800円 623,800円 304,600円 212,900円 

合 計 16,506,096円 10,792,213円 3,066,042円 1,562,930円 1,084,911円 

○赤い羽根共同募金活用内容 

    ＊一般募金 

・広域配分金  全県的福祉のために活用（民間福祉施設・団体等に配分） 

     ・地域配分金  地域福祉活動事業に活用（翌年度，茨城県共同募金会より配分） 

    ＊歳末たすけあい募金 

      地域の歳末事業に活用（本年度，茨城県共同募金会より配分） 

○街頭及びイベント募金活動の展開 

期 日 場 所 協力者 

10月 1日 

かわねや木崎店 

※新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため職員のみ

で実施 

かわねやフェスタ店 

カスミ常陸太田店 

セイブ金砂郷店 

10月 3日 
水府農産物直売所 

里美農産物直売所 

10月 11日 道の駅ひたちおおた 

   ※イベント募金は，中止 

  ②地域配分金による主な実施事業 

   ○高齢者福祉活動事業 

     高齢者とのふれあい事業（支部へ交付），敬老会事業，当事者団体助成事業 

   ○障がい児・者福祉活動事業 

     共に生きる地域づくり支援事業，当事者団体助成事業 

   ○児童・青少年福祉活動事業 

     おもちゃ図書館運営事業，共に生きる地域づくり支援事業，福祉教育推進校支援事業，

当事者団体助成事業 

   ○母子・父子福祉活動事業 

     共に生きる地域づくり支援事業，家庭とお店の応援プロジェクト，ひとり親・両親のい

ない家庭等への食料品・生活用品配布事業，当事者団体助成事業 

   ○福祉育成・援助活動事業 

     地区福祉活動推進事業，サロン運営費助成事業，研修会助成事業，社会福祉大会運営事

業，地域交流事業，逢えなくてもつながるプロジェクト，当事者団体助成事業 

   ○ボランティア活動育成事業 

     情報提供事業，ふれあいサロン支援事業，地区ボランティア活動事業，備品購入，ボラン

ティアサークル助成事業 

 

８．在宅での生活を支える事業                               

（１）日常生活自立支援事業（県社協受託） 

［事業内容］ 認知症高齢者，知的障がい者，精神障がい者等に対する日常生活上の福祉サ

ービス利用手続き，金銭管理，書類預かり等の支援を行う。 
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 ①利用状況等 

   ○生活支援員  6名 

   ○利用実人数 22名（3月 31日現在） 

 ②生活支援員研修会 

期 日 会 場 内 容 

2月 26日 総合福祉会館 

講演「正しい消毒の仕方」 

～地域における感染症対策として大切なこと～ 

講師：丸石製薬（株） 感染対策担当者 井手口 忠弘 氏 

※他事業と合同開催 
 
（２）軽度生活援助事業（市受託） 

［事業内容］ 軽度の障がいがある概ね 65歳以上の高齢者に対して，調理，洗濯，清掃，買

い物等の日常生活の支援を行う。 

○利用延人数 

軽度生活援助 
生活管理 

指導員派遣 

713名 0名 

   ○協力会員研修会 

期 日 会 場 内 容 

2月 26日 総合福祉会館 

講演「正しい消毒の仕方」 

～地域における感染症対策として大切なこと～ 

講師：丸石製薬（株） 感染対策担当者 井手口 忠弘 氏 

※他事業と合同開催 
 
（３）外出支援サービス（医療機関送迎）事業（市受託） 

［事業内容］ 自力で交通機関を利用しての外出（地区内の医療機関への通院）が困難な概

ね 65歳以上の高齢者等に対して，自宅と医療機関の間の送迎を行う。 

   ○提供地区   金砂郷・水府・里美地区 

   ○利用延人数 577名（片道 1名計上，往復利用 2名計上） 

   ○協力会員研修会 

期 日 会 場 内 容 

2月 26日 総合福祉会館 

講演「正しい消毒の仕方」 

～地域における感染症対策として大切なこと～ 

講師：丸石製薬（株） 感染対策担当者 井手口 忠弘 氏 

※他事業と合同開催 
 
（４）日常生活用具（介護用品）の貸出し 

緊急又は一時的に介護機器を貸出し 

    ＊車いす 23件  ＊介護用ベッド 1件 
 
（５）居宅介護支援事業所「まごころ」の運営【介護保険事業】 

［事業内容］ 心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画（ケアプラン）を作成し，居宅

サービスに沿ってサービスの提供が確保されるよう，提供事業者との連絡調整，

その他の便宜を図る。 

   ○提供日  月曜日から金曜日（祝祭日及び 12月 29日から 1月 3日までを除く） 

  ①介護相談及び介護サービスケアプランの作成 

   ○介護相談受付  11件 

   ○利用延人数 

要介護 介護予防 

1,172名 315名 

  ②介護認定調査（市区町村受託） 

    受託件数  6件 
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（６）訪問介護事業所「まごころ」の運営【介護保険事業】 

［事業内容］ 利用者が可能な限り居宅において，その能力に応じた自立した日常生活を営

むことができるよう，訪問介護サービスを提供。 

   ○提供日  年中無休（受付は，月曜日から金曜日（祝祭日及び 12月 29日から 1月 3日までを除く）） 

 ①利用延人数 

要介護 介護予防 

2,978名 212名 

  ②日常生活に関する相談 
 
（７）多機能福祉サービス事業所の運営【障害福祉サービス事業】 

［事業内容］ 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，生活介護・就労継

続支援（非雇用型）によるサービスを提供。 

○提供日  月曜日から金曜日（祝祭日及び 12月 29日から 1月 3日までを除く） 

  ①ゆめの樹 

○提供場所   総合福祉会館（稲木町） 

○対象者    生活介護の認定者 

   ○提供・活動内容  食事並びに排泄等の介助・介護，日常生活上の支援，生産・創作活動を

通した能力や機能の維持・向上のための支援 

   ○主な生産活動 

＊縫製    裾上げ，雑巾，布巾，立体マスク，手差し など 

    ＊受注作業  袋加工 

   ○利用延人数  2,789名 

  ②つなぐ 

○提供場所   増井町 

○対象者    就労継続支援（非雇用型）の認定者 

   ○提供・活動内容  生産活動を通した基礎的体力の維持・向上のための支援，就労に必要な

知識及び能力向上のための支援 

   ○主な生産活動 

＊手工芸  キーホルダー 

＊縫製   ふきん，巾着，立体マスク など 

    ＊受注作業 清掃業務，請負作業（部品組み立て，不良品チェック），タオル織，どんぐり

拾い，干柿作り 等 

    ＊その他  アルミ缶リサイクル活動，花苗 

   ○利用延人数 2,300名 
 
（８）児童発達支援事業所「あいあい」（多機能型）の運営【障害福祉サービス事業】 

［事業内容］ 日常生活における基本的動作習得の支援及び発達にあった訓練・援助を行い，

集団生活に適応することができるための養育を行う。 

○提供場所  総合福祉会館 

○提供日   月曜日から土曜日（※祝祭日及び 12月 29日から 1月 3日までを除く） 

   ○実績及び提供・活動内容 

区 分 利用延人数 活動内容 

児童発達支援 

（未就学児） 
1,487名 

日常生活における基本的な動作の指導，集団

生活への適応訓練等 

放課後等デイサービス 

（就学児） 
113名 

生活能力向上のための訓練，集団生活への適

応訓練 

保育所等訪問支援 

（保育所，幼稚園，学校） 
2名 

障がい児に対する集団生活の適応のための専

門的な支援等 
 
（９）居宅介護事業所「まごころ」の運営【障害福祉サービス事業】 

  ①身体介護，家事援助等 

［事業内容］ 居宅において日常生活を営むことができるようホームヘルパーを派遣し，生

活等に関する相談及び助言のほか生活全般にわたる援助・支援を行う。 
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   ○提供日  年中無休 

※受付は，月曜日から金曜日（祝祭日及び 12月 29日から 1月 3日までを除く） 

   ○利用延人数  1,197名 

②障害者等移動支援事業（市受託） 

   ［事業内容］ 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出を支援

することにより，地域での自立生活を促す。 

   ○提供日  年中無休 

※受付は，月曜日から金曜日（祝祭日及び 12月 29日から 1月 3日までを除く） 

  ○利用延人数  35名 
 
（10）障害者等相談支援事業所の運営【障害福祉サービス事業】 

   ［事業内容］ 利用者の有する能力や障がいの特性を考慮したサービス等利用計画を作成し，

自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，提供事業者，関係機関

との連絡調整，その他の便宜を図る。 

   ○提供日  月曜日から金曜日（祝祭日及び 12月 29日から 1月 3日までを除く） 

   ○利用状況 

    ＊契約件数（3月 31日現在） 

     ・特定相談支援（身体・知的・精神障がい者，難病者等）  122件 

     ・障害児相談支援（障がい児）  97件 

   ○サービス等利用計画件数及びモニタリング回数 

 
サービス等 

利用計画 
モニタリング 

特定相談支援（障がい者） 135件 320回 

障害児相談支援（障がい児） 107件 322回 

合 計 242件 642回 

 

９．介護予防を支援する事業                                

（１）生き生きふれあい事業（市受託） 

［事業内容］ 介護保険該当外の在宅のひとり暮らし高齢者等に対し，介護予防体操，創作

活動，趣味活動やレクリエーション等の各種サービスを提供し，生きがい活動

のための支援を行う。 

○提供場所  総合福祉会館 

 

○提供日（祝祭日及び 12月 29日から 1月 3日までを除く） 

  ＊総合福祉会館    月曜日，水曜日，金曜日 

○利用延人数  1,114名 

 ※4/17～6/5 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止 

 ※1/15～2/7 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止 
 
（２）介護予防栄養改善事業（市受託） 

介護予防口腔機能向上事業（市受託） 

  ①区分 

○介護予防栄養改善事業 

［事業内容］ 「食べること」を通じて栄養状態や生活の改善を図り，いつまでも自分らし

く生活するための支援を行う。 

○介護予防口腔機能向上事業 

［事業内容］ 生涯を通して，おいしく，楽しく，安全な食生活を営むことができるよう，

口腔ケアの方法や摂食嚥下低下予防のための支援を行う。 
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  ②一般高齢者を対象とした事業 

栄養改善事業 口腔機能向上事業 

栄養に関する出前講座 

＊実施回数 17回 

＊参加人数 181名 

個別栄養相談 

 ＊実施人数 8名 

口腔に関する出前講座 

 ＊実施回数 18回 

 ＊参加人数 178名 

個別口腔相談 

 ＊実施人数 6名 

※新型コロナウイルス感染症予防資料を配布 421名 

※ふれあい給食受給者へ「フレイル予防の簡単献立」パンフレット配布 142名 

  ③日常生活支援総合事業「らくらく健康塾」 

［事業内容］ 65歳以上の方で体力低下等が気になっている方を対象に，運動機能向上・栄

養改善・口腔機能向上・認知機能向上のプログラム（全 15回）で，介護予防の

全体的な要素を集中的に学び，改善・向上につなげる。 

   ○事業の内容 

    ＊事業 集団 

    ＊場所 市内 2ヵ所（常陸太田会場，水府会場） 

    ＊期間 前期 5月～9月 （※8月は中止） 

後期 11月～3月（※12月は一部中止，1～2月は中止） 

    ＊回数 各会場（栄養 6回，口腔 5回） 

    ＊定員 各会場 25名 

○契約人数 

 常陸太田会場 水府会場 合 計 

前期（5月～9月） 9名 8名 17名 

後期（11月～3月） 11名 9名 20名 

○実績（集団） 

栄養改善事業 口腔機能向上事業 

月 延人数 月 延人数 月 延人数 月 延人数 

5月 0名 11月 33名 5月 0名 11月 0名 

6月 9名 
12

月 
9名 6月 0名 12月 29名 

7月 13名 1月 0名 7月 0名 1月 0名 

8月 0名 2月 0名 8月 0名 2月 0名 

9月 13名 3月 0名 9月 13名 3月 0名 

合  計 91名 合  計 42名 

○延人数（会場別） 

 常陸太田会場 水府会場 合 計 

栄養改善事業 62名 29名 91名 

口腔機能向上事業 28名 14名 42名 

合  計 90名 43名 133名 

○令和元年度参加者へのフォローアップ（電話確認） 45名 

 



(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

※ アンダーライン，太文字・・・実施事業

＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)
＊地域ふくし懇談会(中
　止)

令和２年度 社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会 主な支部事業

西 小 沢 支 部支　部　名 太　田　支　部 機　初　支　部

＊三世代交流会(中止)
＊みんなの料理教室(中
　止)

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会
＊その他諸会議

＊幼稚園児との交流会
  (中止)
＊小学生との昔遊び(中
  止)

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会
＊広報会議

＊読み聞かせ活動(小学校
　・幼稚園)

＊料理教室(中止)
＊サロン会
＊敬老会(中止)
＊友愛訪問
＊ふれあい給食サービス
＊合同交流会(中止)

＊健康教室
＊三世代交流会(中止)
＊クリスマス交流会

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会

＊小学校授業応援指導
　(中止)
＊食事サービス体験学習
　(中止)
＊昔遊び授業の応援(中
　止)

＊ふれあい給食サービス
＊合同交流会
＊敬老会

＊八十路交流会(中止)
＊ふれあいスポーツ大会
　(中止)

＊ふれあいネットワーク
　会議

＊広報紙の発行(中止)

＊小学3年生体験学習(中
　止)
＊ボランティア研修会
　(中止)

＊お節料理作りと配布
　(中止)
＊ふれあい訪問

＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)
＊サマーフェスティバル
　(中止)

＊ふれあいネットワーク
　会議(中止)

＊広報紙の発行

＊お節料理作りと配布
　(中止)
＊ふれあい訪問

＊ふれあいネットワーク
　会議(中止)

＊広報紙の発行

＊ボランティア研修会
　(中止)

＊お節料理作りと配布
　(中止)
＊ふれあい訪問

＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
区
　
　
　
　
分

会　議　等

児 童 福 祉

高齢者福祉

地域福祉活動

ふれあいネット
ワーク事業

啓 発 活 動

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成

歳末たすけあい
事　　　　　業

その他の活動

＊中高年の料理教室(中
　止)
＊ふれあいサロン(中止)
　対象者へ手紙・プレゼ
ントの送付
＊ふれあい給食サービス
＊敬老会(中止)
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(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

※ アンダーライン，太文字・・・実施事業

＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)
＊地域ふくし懇談会(中
　止)

啓 発 活 動

＊ボランティア研修会
　(中止)
＊ボランティア会議

＊お節料理作りと配布
　(中止)
＊ふれあい訪問

＊お節料理作りと配布
　(中止)
＊ふれあい訪問

＊お節料理作りと配布
　(中止)
＊ふれあい訪問

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成

＊ふれあい給食サービス
＊食事サービス事業(中
　止)
＊高齢者芸能発表会(中
　止)
＊敬老会(公民館共催)
　(中止)
＊友愛訪問(中止)

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
区
　
　
　
　
分

会　議　等

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会

児 童 福 祉

＊小学生福祉体験
＊こどもサロン(中止)

＊書初め大会(中止)
＊保育園児交流

＊男子料理教室(中止)
＊健康教室
＊公民館奉仕作業
＊三世代交流事業(中止)
＊生きがい教室(中止)
＊誉田地区交流の集い
　(中止)
＊つなぐと交流会
＊ほまれサロン会(中止)

ふれあいネット
ワーク事業

＊ふれあいネットワーク
　会議

＊ふれあいネットワーク
　会議

＊ふれあいネットワーク
　会議(中止)

＊広報紙の発行(中止)

＊ボランティア研修会
　(中止)

＊広報紙の発行 ＊広報紙の発行

＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)

＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)
＊小中学生用マスクづく
り

歳末たすけあい
事　　　　　業

その他の活動

支　部　名 幸　久　支　部 佐　竹　支　部 誉　田　支　部

地域福祉活動

＊介護教室(中止)
＊三世代交流会(中止)
＊物づくり教室(中止)
＊料理教室(中止)
＊一人暮らしふれあい交
　流会(中止)

＊親子ふれあい事業
＊中高齢者親睦レクリエ
　ーション交流会

高齢者福祉

＊料理教室(中止)
＊友愛訪問
＊ふれあいサロン(中止)
＊ふれあい給食サービス
＊敬老会協力(中止)

＊ふれあい給食サービス
＊高齢者ふれあいの集い
　(中止)
＊料理教室(中止)
＊合同交流会(中止)
＊生き生きふれあいサロ
　ン会
＊友愛訪問
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※ アンダーライン，太文字・・・実施事業

ふれあいネット
ワーク事業

＊協力者会議(中止)
＊ふれあいネットワーク
　会議(中止)

＊ふれあいネットワーク
　会議(中止)

＊ふれあいネットワーク
　会議(中止)

その他の活動

＊運営委員研修会
＊福祉バザー(中止)
＊地域ふくし懇談会(中
　止)

＊研修視察(中止)
＊福祉バザー(中止)

＊運営委員研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)
＊地域ふくし懇談会(中
　止)

歳末たすけあい
事　　　　　業

＊お節料理作りと配布(中
　止)
＊ふれあい訪問

＊お節料理作りと配布(中
　止)
＊ふれあい訪問

＊お節料理作りと配布(中
　止)
＊ふれあい訪問

＊ボランティア研修会
　(中止)

啓 発 活 動
＊広報紙の発行 ＊広報紙の発行 ＊広報紙の発行(中止)

河　内　支　部支　部　名 佐　都　支　部 世　矢　支　部

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
区
　
　
　
　
分

会　議　等

＊運営委員会
＊役員会
＊広報委員会
＊監査会

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会

高齢者福祉

＊合同交流会(中止)
＊サロン会(移動サロン
　研修会)(中止)
＊ふれあい給食サービス
＊敬老会協力(中止)
＊おじいちゃん・おばあ
　ちゃんの料理教室(中
　止)
＊友愛訪問

＊友愛訪問
＊サロン会(中止)
　対象者への安否確認
＊シルバークッキング
　(中止)
＊敬老会(中止)
＊ふれあい給食サービス
＊茶論会(中止)
＊合同交流会(中止)

＊ふれあい給食サービス
＊合同ふれあい会(中止)
＊ヘルシー料理教室(中
　止)
＊敬老会協力(中止)
＊ふれあい講座(中止)

地域福祉活動

＊介護教室(中止) ＊三世代交流(中止)
　幼稚園児へのプレゼン
　ト配布
＊健康教室(中止)
＊ふれあい祭り(中止)
＊世矢小4年生との交流
　会(中止)
　児童へのプレゼント配
　布

＊三世代ふれあいの集い
　(中止)
＊しめ飾り作りふれあい
　会
＊物づくり教室(中止)

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会

児 童 福 祉

＊地域ふれあい訪問 ＊読み聞かせ活動・授業
応援(中止)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成

＊ボランティア研修会
　(中止)

＊ボランティア活動の普
　及と発掘
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※ アンダーライン，太文字・・・実施事業

支　部　名 久　米　支　部

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
区
　
　
　
　
分

会　議　等

＊運営委員会
＊役員会
＊事業打合せ会
＊三役会議

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成

＊健康ウォーキング大会
　(中止)
＊パターゴルフ大会
＊グランドゴルフの普及
＊健康教室推進普及(中
　止)
＊健康体操交流会(中止)
＊ふれあい祭り(中止)

＊料理教室(中止)
＊サロン会
＊軽スポーツ大会

郡　戸　支　部

＊ボランティアの集い(研
　修会)

その他の活動

＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)
＊地域ふくし懇談会(中
　止)

＊福祉バザー(中止)
＊研修会(中止)

＊運営委員会
＊役員会
＊部会・事業打合せ
＊三役会

高齢者福祉

＊ふれあい交流会(中止)
＊わくわくクッキング
　(中止)

＊ふれあい交流会(中止)
＊健康教室(中止)

歳末たすけあい
事　　　　　業

＊お節料理等の配布(中
　止)
＊ふれあい訪問

＊お節料理等の配布(中
　止)
＊ふれあい訪問

児 童 福 祉

＊昔遊び(中止)
＊久米っ子わくわく発表
　会(中止)
＊グランドゴルフ交流会
＊金砂郷中学校地域ボラ
　ンティア活動

＊クリスマスファンタジ
　ア
＊子ども向け事業(中止)

＊読み聞かせ
＊児童と高齢者との交流
　(中止)

＊地域交流会(中止)
＊健康教室(中止)

＊ふれあいネットワーク
　会議

啓 発 活 動
＊広報紙の発行 ＊広報紙の発行 ＊広報紙の発行

ふれあいネット
ワーク事業

＊ふれあいネットワーク
　会議

＊ふれあいネットワーク
　会議

地域福祉活動

＊お節料理等の配布(中
　止)
＊ふれあい訪問

＊友愛訪問
＊サロン会

＊研修会
＊福祉バザー(中止)

金　郷　支　部

＊運営委員会
＊役員会
＊小役員会
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※ アンダーライン，太文字・・・実施事業

支　部　名 金　砂　支　部 山　田　支　部 染 和 田 支 部

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
区
　
　
　
　
分

会　議　等

＊運営委員会
＊役員会

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会

高齢者福祉

＊ふれあい交流事業
＊高齢者地域交流事業
　(中止)

＊友愛訪問
＊サロン会(中止)
＊さわやか交歓会(中止)
　75歳以上の高齢者への
プレゼント配布

ふれあいネット
ワーク事業

＊ふれあいネットワーク
　会議

＊ふれあいネットワーク
　会議

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会
＊広報委員会

児 童 福 祉

＊クリスマス交流会

その他の活動

＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成

＊ボランティア研修会
　(中止)

＊ボランティア研修会
　(中止)

＊健康教室(中止)
＊三世代交流事業(中止)
＊山田夏祭り(中止)
＊三世代ふれあいデー(中
　止)

＊三世代ふれあいデー(中
　止)

＊ふれあいネットワーク
　会議

歳末たすけあい
事　　　　　業

＊お節料理等の配布(中
　止)
＊ふれあい訪問

＊ふれあい訪問 ＊ふれあい訪問

＊研修会(中止)

啓 発 活 動
＊広報紙の発行(中止) ＊支部広報紙の発行

＊広報「知恵袋」の発行

＊地域交流事業(中止)
＊金砂地区民交流大会
　(中止)
＊講演会(中止)
＊星空観察会(中止)

＊友愛訪問
＊にこにこふれあい広場
　(中止)

地域福祉活動

＊研修会(中止)
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※ アンダーライン，太文字・・・実施事業

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会
＊広報委員会

＊サロン会(中止)
＊友愛訪問

＊友愛訪問
＊敬老ふれあい感謝の集
　い(中止)
＊ふれあいサロン(中止)
＊おでかけサロン(中止)

＊ふれあいネットワーク
　会議

＊ふれあいネットワーク
　会議(中止)

児 童 福 祉

＊サロン会(中止)
＊敬老会協力

＊健康教室(中止)
＊天下野交歓会(中止)
＊三世代ふれあいデー(中
　止)

＊さわやか健康広場(中
止)
＊三世代交流会(中止)
＊いきいき地域交流会(中
　止)
＊三世代ふれあいデー(中
　止)

歳末たすけあい
事　　　　　業

その他の活動

地域福祉活動

啓 発 活 動
＊広報紙の発行

天 下 野 支 部 高　倉　支　部 小　里　支　部

＊研修会(中止) ＊研修会(中止) ＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)

＊ふれあい訪問 ＊ふれあい訪問 ＊ふれあい訪問

支　部　名

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
区
　
　
　
　
分

会　議　等

高齢者福祉

ふれあいネット
ワーク事業

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会

＊健康教室(中止)
＊三世代交流事業(中止)

＊協力員会議
＊ネットワーク定例会
＊友愛訪問(小妻，徳田)

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会
＊広報会議

＊広報紙の発行

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成

＊水府小学校ふれあい祭
　り(中止)

＊水府小学校ふれあい祭
　り(中止)

＊おはなし会
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※ アンダーライン，太文字・・・実施事業

＊広報紙の発行

その他の活動

＊研修会(中止)
＊福祉バザー(中止)
＊地域ふくし懇談会(中
　止)
＊コミュニティセンター
　祭協力(中止)

歳末たすけあい
事　　　　　業

＊ふれあい訪問

支　部　名 賀　美　支　部

事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
区
　
　
　
　
分

会　議　等

＊運営委員会
＊役員会
＊監査会

児 童 福 祉

高齢者福祉

＊サロン会(中止)
＊敬老会協力
＊ふれあい交流会(中止)

地域福祉活動

＊健康教室(中止)
＊三世代交流事業(中止)
＊賀美フェスティバル(中
　止)

ふれあいネット
ワーク事業

＊協力員会議
＊ネットワーク定例会

啓 発 活 動

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成
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