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１　基本方針
　社会福祉法人甲斐市社会福祉協議会は、第２次地域福祉活動計画（４年目）に基づき、令和元年度も地域福祉
推進の中核的な団体として、基本理念の「人と人がつながり安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に向け
て、３つの基本目標で地域福祉の推進を図ります。

１. ふれあい・支え合いの地域づくり

２. 暮らしを支えるサービスの利用促進と相談支援体制づくり

３. 社会参加の促進と交流できる居場所づくり

２　重点事業

（１） 目標 1 「ふれあい・支え合いの地域づくり」
　住民主体の地域づくりを推進するため、生活支援体制整備事業の第１層生活支援コーディネーターを設置す

ると共に、身近な地域で“お互いさま”の助け合い活動の仕組みづくりを支援するため小学校区を対象とした

２層協議体の立ち上げや運営支援を行うなど、地域づくり支援事業の更なる充実を図りささえ合い活動の活性

化を図ります。

　また、第３次地域福祉活動計画策定に向けて準備を進めていきます。

（２） 目標 2 「暮らしを支えるサービスの
利用促進と相談支援体制づくり」

　地域福祉の推進を進める中で、判断能力が不十分な方の権利を擁護するために地域でその人らしく安心した生

活が送れるよう権利擁護の取組みを進めます。本人が必要なサービスを利用し地域で自立した生活を送ることが

できるように日常生活自立支援事業を実施すると共に様々な理由で地域で生活を支えることが難しいなどの後見

ニーズに応えるようその人らしい生活を支える法人後見事業を積極的に実施し地域生活を支援していきます。

（３） 目標 3 「社会参加の促進と交流できる居場所づくり」
　地域や社会の中で役割を持ちながら、いきいきと健康的な生活が出来るよう介護予防のための多種多様な社会

参加事業を引き続き実施します。運動指導を取り入れた体力づくりや交流を行う社会参加、認知症予防や介護予

防に効果がある大会の実施、また、高齢者や子育て世代が交流できる居場所づくりの事業の展開を図ります。

甲斐市社会福祉協議会事業計画令 和
元年度
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３　事業計画内容（財源別）

（１）法人運営事業
　社協の運営に必要な理事会・評議員会の開催、職員の福利厚生事業等を実施します。

（２）地域福祉推進事業
　社協財源を活用しボランティアセンターの運営事業や、ホームページ、福祉サービス周知事業など成年後見
事業、日常生活自立支援事業など地域福祉を推進する事業を実施します。

（３）市受託事業
　甲斐市より、地域介護予防活動支援事業を受託し、いきいきサロン事業、介護支援ボランティア事業、高齢
者運動会、健康ウォーキング事業等を実施します。また、生活困窮者自立相談支援事業、障がい者基幹相談支
援センター事業の相談支援事業や生活支援体制整備事業等、市と連携しながら実施します。

（４）県受託事業
　　山梨県社協が実施する生活福祉資金貸付制度の相談窓口として生活福祉資金貸付支援事業を実施します。
 
（５）市補助事業

　甲斐市よりふれあい福祉事業の実施に伴う事業補助及び福祉団体育成事業として活動補助金の交付を行うと
共に福祉バスの運行管理事業を実施します。

（６）共同募金配分事業
　共同募金配分金を活用し甲斐市社会福祉のつどいや社協だより「かがやき」の発行、災害ボランティアセン
ター整備事業等事業を実施します。

（７）福祉金庫貸付事業
　社協独自の小口貸付制度として、福祉金庫の相談支援を実施します。

（８）介護保険事業
　訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、在宅介護支援センター事業を実施します。　

（９）障がい福祉サービス事業
　居宅介護事業、生活介護事業、相談支援事業を実施します。

支 出
合 計

247,641 千円

収 入
合 計

247,641 千円

会費収入
12,350千円
5.0％

積立資産支出
5,951千円
2.4％

拠点区分間繰入金支出
6,195千円
2.5％ サービス区分間

繰入金支出
5,899千円
2.3％

事務費支出
27,869千円
11.3％

事業費支出
16,962千円
6.8％

貸付事業
支出
400千円
0.2％

助成金支出
6,995千円
2.8％

負担金支出
20千円
0.1％

人件費支出
177,350千円
71.6％

経常経費
補助金収入
53,138千円
21.5％

受託金収入
44,198千円
17.8％

貸付事業収入
400千円
0.2％

介護保険事業収入
114,612千円
46.3％

障害福祉
サービス等
事業収入
8,519千円
3.4％

拠点区分間
繰入金収入
6,195千円
2.5％

サービス
区分間繰入金収入
5,899千円
2.4％

寄附金・その他事業収入
2,330千円
0.9％

令和元年度 甲斐市社会福祉協議会予算概要
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もっと詳しく聞きたい！という地域には、ぜひ、お伺いして説明したい
と思いますのでお気軽にお問い合わせください。

　甲斐市社会福祉協議会では、平成29年度より、甲斐市と協力をして、住民による
助け合い・ささえ合い活動の推進に取り組んでいます。

　甲斐市では、平成29年秋に行われた地域フォーラムを契機に、市全域に係る情報
共有や課題解決に向けた協議、そして資源開発を目的とした、第１層協議体という組
織が平成30年３月に立ち上がりました。

　平成30年度に市内３小学校区の地域で先行し、２層協議体立ち上げに向けて取り組
みました。そして、平成31年１月に、竜王小学校区、敷島北小学校区、双葉西小学校
区の地域で協議体が立ち上がりました。現在は、より身近な地域で話し合いが行われ
るために、どうすれば地域住民に関心をもってもらえるか。また、それぞれの地域の
実情や活動について情報交換をしています。

５年、10年後も安心して生活していく
為に、どのような支え合いが必要か？
自分たちにできることはあるのか？な
ど、みんなで話し合いをしています

協議体とは？
　超高齢社会に突入し、高齢世帯が増え、一人暮らし高齢者、認知症高齢者も増加して

いきます。「ゴミ捨てができない」「買い物にいけない」「地域からの孤立」など様々な問

題がおこり、市や社会福祉協議会、各種サービスだけでは対応が出来なくなると言われ

ています。
　そこで、だれもが住み慣れた地域で、いつまでも元気で安心して生活するために、ど

のような支え合いが必要か？自分たちにできることは何か？など、みんなで話し合いを

する場所が協議体です。

敷島北地区ささえ愛隊

ささえ愛竜王

双葉西ささえ愛クラブ

■ 問い合わせ　地域サポート係　☎055-277-1122

各地区の協議体メンバー

今、地域で「ささえ愛」が広がっています
～ 地域のささえ合い活動の推進 ～
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　甲斐市地域自立支援協議会事業所部会で
は、障がい当事者やそのご家族、地域住民の
方を対象に、地域の事業所について知ってい
ただく機会として、平成31年２月16日（土）
に福祉事業所合同説明会を開催しました。
　当日は、市内12の障がい福祉事業所より日
頃の活動や取り組みについての説明がなされ
ました。参加者からは「各事業所の特徴や取
り組みがわかり参考になりました」「甲斐市内
の福祉事業所が近くにあっても知らなくて勉
強になりました」などの感想がありました。

　甲斐市社会福祉協議会では、今年度も障がい児者の交流でき
る居場所づくり「障がいサロン」や仲間づくり・生きがいづく
りを目的とした「ふれあい福祉事業」、夏休み期間中の障がい
児の余暇支援である「学童支援事業」を実施いたします。
　参加者募集については実施時期に合わせて市広報誌の掲載
や、募集チラシを市内保健福祉センター等に設置いたします。
皆様の参加をお待ちしております。

　平成31年４月25日 ( 木 ) に高齢者歩け歩け大会 ( 春 )
を実施いたしました。当日は晴天にも恵まれ、総勢72
名で約６Km の道のりをウォーキングしました。
　スタート地点の双葉保健福祉センターと折り返し地
点のドラゴンパークにて運動指導員による歩き方指導
など行いました。
　今回のウォーキングで学んだことを活かし、日頃か
ら運動することで地域でいきいきと元気に過ごしてい
ただければと思います。　

実施事業及び実施時期（予定）
　・障がいサロン「みーんなおいでよ」 ………毎月１回実施
　・ふれあい福祉ボウリング大会………………７月20日（土）
　・ふれあい福祉レクリエーション……………10月14日（月）
　・ふれあい福祉クリスマス会…………………12月上旬
　・障がい児学童支援事業………………………７月〜８月（計５回）

ふれあい福祉ボウリング大会

障がい児学童支援事業

「甲斐市福祉事業所合同説明会」を開催しました。

高齢者歩け歩け大会 ( 春 ) を実施いたしました。

今年度も障がい児者に対する支援事業を実施いたします。
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甲斐市ボランティアセンター
（甲斐市社会福祉協議会）
敷島本所  ☎ 055-277-1122
 FAX 055-277-1284Go 甲斐 ボランティア

ボランティアじょうほう
ごー

甲
斐
社 協

　甲斐市内でボランティア活動をしている方や、ボランティアに興
味のある方が集まり、活動発表や活動掲示を行います。ボランティ
ア活動未経験の方も気軽に来ていただける内容になっていますの
で、皆さんお誘いあわせの上、ぜひお越しください！

開催日時　６月８日（土）午前９時30分から正午まで（９時より受付開始）
場　　所　竜王保健福祉センター
対 象 者　甲斐市ボランティアセンター登録団体・個人
　　　　　ボランティア活動に興味のある方
内　　容　・ボランティア活動発表
　　　　　・活動展示
　　　　　・交流レクリエーション（ゆる体操）
参 加 費　無料

　甲斐市ボランティアセンターには現在、

朗読ボランティア団体の登録が11グループ

あり、市内の福祉施設やいきいきサロンな

どに慰問し活動しています。活動場所に合

せた本を選んで読んだり、レクリエーショ

ンを行いながら笑顔を届けています。

　また、市内在住の視覚障がい者に対して

広報を吹き込み配達する「声の広報」でも

朗読ボランティアが活躍しています。

　興味のある方はぜひ甲斐市ボランティア

センターへご連絡下さい！

朗読ボランティア
を紹介します！

　　　　　　   などボランティアについての様々な相談に対応します。
　相 談 日：毎月第２水曜日（4/20、5/8、6/12、7/10、8/7、
　　　　　　　9/11、10/9、11/13、12/11、1/8、2/12、3/11）

　時　　間：午後１時30分〜３時30分
　場　　所：甲斐市ボランティアセンター（敷島保健福祉センター内）

　相談方法：来所及び電話

ボランティア
相談日

今行っている
ボランティア以外に
自分に合ったボラン
ティアはないかな？

甲斐市ボランティア交流会を開催します
竜王で
開催決定

ボランティア
したいけど
はじめ方が
わからない
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自治会（区）長さんへ
お知らせ

　甲斐市社会福祉協議会では地域福
祉推進事業の一環として「共同募金
活動支援事業」を実施いたします。
　毎年ご協力いただいています共同
募金を自治会（区）での地域福祉事
業の充実のため活用していただきた
いと思います。助成を希望する自治
会（区）がありましたら、郵送させ
ていただいた要綱に従って申請をお
願いいたします。

　私たちは、暮らしの中で災害にいつ遭遇するかわかりません。
　日本赤十字社では、災害時に救援救護活動や医療活動など、
さまざまな活動を続けております。献血事業や救急法等の講習
会はもとより、これらの活動資金は皆様からの会費により支え
られております。日本赤十字社の活動をより充実したものにし
ていくために皆様のご理解とご協力が必要です。今年度も日本
赤十字社会費へのご協力をよろしくお願いいたします。

☆日本赤十字社会費の納入方法☆
　自治会（区）に加入されている方は、自治会（区）でお取り
まとめいただいておりますが、それ以外の方は、下記のところ
で受け付けております。

日本赤十字社　山梨県支部　 甲府市池田一丁目６番１号 
☎０５５－２５１－６７１１

日本赤十字社　甲斐市地区　 甲斐市島上条３１６３ 
☎０５５－２７７－１１２２

　　　　　　　　　　　　　　　（甲斐市社会福祉協議会内）

日本赤十字社社員
募集のお願い

車いす・福祉車輌・地域活動に必要な用具の貸し出しをしています
☆車いす・福祉車輌☆
一時的に必要とされる方に利用していただけます。

車いす 福祉車輌（車いす対応の軽自動車）

対 象 者 甲斐市内在住の方
（介護保険サービス利用の方は介護保険優先）

甲斐市内在住の車いすご利用の方
（運転者は利用者が確保してください）

利 用 料 無料 無料
（ただし、燃料費をご負担いただきます。）

利用期間 ２週間以内 ３日以内

そ の 他
・事前に空き状況を確認していただき、窓口にて申請してください。
・貸し出し時には運転免許証を確認させていただきます。
〔持ち物〕印鑑、運転免許証

☆地域活動に必要な用具☆
《輪投げ・ビーンボウリング・たいこ相撲・らくらく的あて・白黒ゲーム・
 けん玉・スカットボール・防災グッズカードゲーム・防災釜　他》

対 象 者 甲斐市内自治会・いきいきサロン・福祉施設・団体等

利 用 料 無料

そ の 他
・事前に空き状況を確認していただき、窓口にて申請してください。
・用具によっては本所のみの貸し出しとなります。
〔持ち物〕印鑑

※貸し出し業務は月曜日から金曜日（ただし、年末年始・祝日は除く）

● 問い合わせ
　福祉総務係　☎055-277-1122
　竜 王 支 所　☎055-279-1112
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この広報誌の一部は、赤い羽根共同募金の配分金より発行されています。

ご協力ありがとうございます （順不同・敬称略）

● 寄附金
傾聴ボランティアうさぎの耳　１６，６３２円

● 食糧寄附（２月１日～３月31日）

（個人） 長谷川武子、秋山幸江、中山とねか、横森美保、西澤孝二、望月圭子、岩田きみ江、中村こはる

（企業） 生活協同組合ユーコープ（おうちコープ）、株式会社ろすまりん、アピタ双葉店、

 生活協同組合ユーコープちづか店

（団体） 松島保育園

● 使用済み切手 ( 寄附期間：２月１日～３月31日）

（個人） 望月圭子、井上史子、長田久子、井上芳子、大澤孝彦、鮫田万里子、岩田きみ江

● エコキャップ ( 寄附期間：２月１日～３月31日 )

（個人） 望月圭子、井上史子、松本雅子、井上芳子、大澤孝彦、山田弘志、猪股夕暉・千尋、櫻井節子、
西澤孝二、岩田きみ江、中村安行・こはる、中込正文、千野正邦、篠原勝男、大久保立雄、

 長田初夫、伊藤純一、佐久間節子、中込チエ子

（団体） 敷島小学校、敷島台自治会環境衛生部、玉川保育園、竜王みゆき連、竜王新町サン・サロン、
田中区自治会、竜王北小学校、玉幡小学校、敷島南小学校、竜王北保育園、下八幡２区長寿会、

 クローバー保育園、松島保育園、双葉中学校、双葉中学校３年３組、甲斐市ペタンク協会、
 双葉東小学校、人形劇サークル「うふふ」、敷島新町花水木会、新居区ふれあいサロン

ご家庭に「未使用のタオル」は眠っていませんか？
皆様からの寄附をお願いしています。
寄附していただいた未使用タオルは、市内福祉施設へ届けています。
今年度の募集は、令和元年10月末まで行っています。
皆様のご協力をお願いします。

エコキャップ運動の年間報告 ( 平成30年度 )
　●受取重量・・・１，４７０㎏　●受領累計個数・・・６３９，４５０個
　　( 例：ポリオワクチンにすると、744人分。約860個＝ワクチン１人分 )
　　ご協力ありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。

「未使用タオル」を募集しています

クローバー保育園

敷島小学校

双葉中学校

松島保育園

双葉中学校3年3組

玉幡小学校

敷島南小学校

竜王北保育園


