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事業計画

第２次地域福祉活動計画による事業の展開
社会福祉法人甲斐市社会福祉協議会は、平成27年度に策定した第２次地域福祉活動
計画において、「人と人がつながり安心して暮らせる福祉のまちづくり」を基本理念と
し、５ヶ年の計画を策定いたしました。
基本理念の実現を目指し、３つの基本目標で
地域福祉の推進を図ります。

ふ

ふれあい・支え合いの
地域づくり

く

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

し

社会参加の促進と
交流できる居場所づくり
第２次地域福祉活動計画

平成28年度の事業計画と基本方策
第２次地域福祉活動計画の初年度にあたる平成28年度は、６つの基本施策により事
業を展開していきます。
（１）頼られる社協づくり
地区担当者として職員を選任し、課題解決の迅速な対応に努めるとともに社協だより「かがやき」
や、ホームページへの福祉情報の掲載や、甲斐市社会福祉協議会のつどい等で、社協事業、共同募金
事業、日赤事業、介護事業等の各種情報の発信や共有に努めます。

（２）ふれあい・支え合い事業の展開
福祉意識の啓発、福祉教育の推進を図るとともに、ボランティアの担い手育成やボランティアの登
録、ボランティアリーダーの養成、また、いきいきサロン実施区域支援事業やふれあい事業など住民
主体事業への支援強化を図ります。また、災害時・緊急時に備えた災害ボランティアセンターの運営
訓練や災害時要配慮者のための災害講習会など支え合い事業の取り組み強化に努めます。
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（３）情報提供と質の向上
多様化する福祉ニーズや福祉サービス対応のため適切な情報提供を図り、また、各関係機関との相
談連携を強化し、介護事業所、パーソナルサポートセンター事業等、より質の高い福祉サービスの提
供ができるよう努めます。

（４）相談支援体制の確立
住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、また多様化する課題に対応できるよう、さらに
生活困窮相談、こころの相談等にワンストップで対応できるよう各種相談窓口の整備を推進します。

（５）社会参加の促進
高齢者や障がい児（者）に対しての生きがいづくり事業や、在宅介護者、一人親、子育て中の世代
に対して気分転換できる事業を展開し、社会参加の機会支援を行うとともに、地域における介護予防
のための社会参加への取り組みとして、介護支援ボランティア事業の新規展開も進めます。

（６）仲間づくり・交流できる居場所づくりの展開
支え合える関係づくりのため、老人クラブ等各種団体の育成支援に努め
ます。また、地域でのお茶のみサロン、障がいサロン、子育てサロン等の
事業を推進し交流の場の提供や居場所づくりの支援に取り組みます。

平成28年度甲斐市社会福祉協議会予算概要
支出

合計

247,792 千円

収入

合計

247,792 千円

その他の支出 6,006 千円

その他の収入 4,802 千円

サービス区分間繰入金支出 3,988 千円

共同募金配分金収入 6,240 千円
会費収入 12,350 千円

拠点区分間繰入金支出 3,177 千円
事務費支出 30,987 千円
助成金支出 6,725 千円
貸付事業支出
400 千円

貸付事業収入 400 千円
サービス区分間
繰入金収入 2,058 千円
拠点区分間繰入金収入 5,117 千円
障害福祉サービス等
事業収入 4,589 千円

事業費支出
21,320 千円

経常経費補助金収入
46,245 千円

人件費支出
175,189 千円

受託金収入
47,825 千円

介護保険収入
118,166 千円
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高齢者歩け歩け大会
４月８日（金）高齢者歩け歩け大会を実施
しました。
当日は、130名の高齢者が参加し、荒川の河
川敷の桜を見ながらウォーキングを楽しみま
した。秋にもウォーキング大会を企画してい
ますので是非ご参加ください。

世代間交流事業
４月17日（日）敷島保健福祉センターにて世代間交流
事業を実施しました。
当日は、甲府青年会議所主催の「TRESURE HUNTER」
で募集した小学生と甲斐市老人クラブ連合会で募集した高
齢者とが、一緒にほうとうを作ったり、方言カルタ大会や
学習会を行い楽しいひとときを過ごしました。今後も世代
間の交流を図る事業を展開して行きます。

障がい児学童支援事業を平成28年度も実施します。
夏休みの期間中の５日間、障がいのある児童を対象に学童支援事業を実施します。
大切なお子さんをお預かりし、楽しい催しで１日を過ごします。
詳しくは甲斐市広報「甲斐」７月号に掲載いたします。是非ご参加ください。
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生活に困っている方の自立を支援します !!
家計が苦しい…
生活に困った…

もしも、生活に困ったときは、
まずはご相談ください！
【相談窓口】甲斐市社会福祉協議会 生活支援係

どこに相談すれば
良いのか…
仕事が
見つからない

・相談日時
・ＴＥＬ
・ＦＡＸ
・所在地

月～金（休日を除く） 8：30 ～ 17：15
０５５ー２７７ー１１２２（代表）
０５５ー２７７ー１２８４
〒400-0123 甲斐市島上条3163
（敷島保健福祉センター内）

甲斐市パーソナルサポートセンターでは
食品のご寄附、ご提供をお願いしております
各ご家庭、企業からご提供していただいた食品等を有効活用し、緊急の支援を要する世帯に対
し支援のお手伝いをさせていただいております。
ご寄附いただきたい食品
◎ カレーやカップ麺等のレトルト食品・インスタント食品 ◎缶詰 ◎ 冷麦やそうめん等の乾物
◎ 砂糖や醤油、ケチャップ等の調味料 ◎お米や小麦粉等の穀類 ◎ コーヒーお茶等の飲料

ご注意いただきたいこと
・賞味期限の明記があるもの ・賞味期限が最低１ヶ月以上あるもの ・常温での保存が可能なもの ・冷凍・冷蔵でないもの
・未開封のもの ・破損がなく中身がでていないもの ・お米は通常の範囲内で古くないもの ・生もの以外のもの

寄附箱の設置場所
◇甲斐市社会福祉協議会 敷島本所、竜王支所、双葉支所 ◇甲斐市役所 竜王庁舎総合案内前、敷島庁舎内、双葉庁舎内
◇いーなとうぶ 竜王店内、昭和店内 ◇スーパーやまと 富士見店内 ◇よってけし 響ヶ丘店内

■ 問い合わせ 甲斐市社会福祉協議会 敷島本所 パーソナルサポートセンター
☎055-277-1122 FAX 055-277-1284

甲斐市障がい者基幹相談支援センターからのお知らせ
４月１日より「差別解消法」（障害を理由とする差別の解消の推
進に関する法律）がスタートしました。
障がいがあることで、障がいのない人たちとは違う扱いを受けて
困ったこと、自分に合った必要な工夫や、やり方をしてもらえな
かったことはありませんか？
障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮
をしないこと」が、差別になります。
センターでは障害者差別地域相談員が、ご相談やお問い合わせに
応じます。
■ 問い合わせ 甲斐市障がい者基幹相談支援センター（甲斐市社会福祉協議会内）
☎055-267-7010 FAX 055-277-1284
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Go 甲斐 ボランティア
ごー

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
055-277-1284

FAX

音楽ボランティアを紹介します
甲斐市ボランティアセンターに
は現在、音楽ボランティアの登録
が14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。

施設慰問
音楽演奏の
様子

また、グループの他にもフルー
ト演奏や歌のレクリエーションな
どを通して笑顔をお届けしている
個人のボランティアさんも活躍し
ています。演奏の希望がある場合
は、ご相談ください。

音楽ボランティアとして
活動していただける方も
募集中です！

甲斐市介護支援ボランティア事業ボランティア登録者募集中 !!
介護支援ボランティア支援事業とは、甲斐市内の65歳以上の方が市に登録された介護施設等でボラ
ンティア活動を行うことにより、健康増進や介護予防、生きがいづくりを目的にするとともに、行った
活動に応じてポイントがもらえ、貯めたポイントに対して交付金を支給する事業です。
甲斐市広報「甲斐」４月号でもお知らせをさせていただいておりますが、ボランティア登録について
は、社会福祉協議会までお問い合せ下さい。

甲斐市ボランティア交流会開催
甲斐市内のボランティアが集まり、活動発表や日頃の活動内
容の展示などを行います。ボランティア同士の親睦が深まるよ
うにレクリエーションも予定しておりますので、皆さんお誘い
合わせの上、お越しください。
○開 催 日 ６月12日（日）
○時
間 午前10時～午後２時（受付９時30分～）
○場
所 甲斐市民温泉 百楽泉
○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
○参 加 費 １人 200円
■ 申し込み・問い合わせ 甲斐市社会福祉協議会 敷島本所
☎０５５－２７７－１１２２

今年度も傾聴ボランティア
講習会開催します！
今年度も傾聴ボランティアの講
習会を７月に開催いたします。
多くの方々の参加をお持ちして
おります。
※詳しい日
時は、甲斐市広
報「甲斐」６月
号にて掲載。
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福祉車輌・車いす等を貸し出します
☆車いす・福祉車輌（軽自動車・車いす対応）
一時的に必要とされる方に利用できます。
車いす（介助式・自走式）

福祉車輌（車いす対応）

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）

甲斐市内で車いすご利用の方、またはその
家族が介護のため使用する方
（運転者は利用者が確保してください）

利用料

無料

無料（燃料費は実費１㎞ 20円またはガソリ
ン満タンで返却してください）

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の上、窓口にて申請（印鑑持参）してください。
・貸し出し時には運転免許証をご提示いただきます。

☆地域活動に必要なグッズ

《輪投げ・ペタンク・グラウンドゴルフ・ビーンボウリング
白黒ゲーム・お手玉・けん玉・スカットボール・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の上、窓口にて申請（印鑑持参）
・グッズによっては敷島本所のみの貸し出しとなります。

※貸し出し業務は月曜日から金曜日（ただし、年末年始・祭日は除く）

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、郵送されました要綱に従って申請を
お願いします。
■ 問い合わせ 甲斐市社会福祉協議会 総務係 ☎０５５－２７７－１１２２

平成 28年度日本赤十字社社費にご協力ください
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社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
日本赤十字社社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
日本赤十字社 甲斐市地区

甲府市池田一丁目６番１号

☎０５５－２５１－６７１１

甲斐市島上条３１６３

☎０５５－２７７－１１２２

（甲斐市社会福祉協議会内）
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子育てサロン“クローバー”
〈平成 28 年度 年間予定〉

会 場
日 時
対象者
内 容
定 員
参加料

敷島保健福祉センター
毎月第３水曜日 午前10時～ 12時
甲斐市内在住の未就園児の親子
歌と手遊び・工作など（内容は毎回違ったものを行います）
親子20組（定員になり次第締切り）
無料
※参加募集は、毎月 甲斐市の広報へ掲載します。

開催日

内

容

歌と
手遊び

絵本の
読み聞かせ

紙芝居

6月15日

七夕工作

○

○

○

7月20日

へんしんごっこ！

○

○

○

8月17日

夏祭り

○

○

○

9月21日

プレゼントをつくろう！

○

○

○

10月26日

ミニ運動会

○

○

○

11月16日

かいものごっこ

○

○

○

クリスマス会

○

○

○

冬のあそび

○

○

○

ひなまつり

○

○

○

がっきをつくろう！

○

○

○

12月21日
Ｈ29
１月18日
2月15日
3月15日

パネル
シアター

○

○

お母さんたちの情報交換、子どもさんたちの交流、子育てボランティアさんのアドバイスもあり、
子育て中のお母さん、お子さんのための楽しいサロンです。

未使用タオル募集

未使用タオルを募集しています。集められたタオルは市内の福祉施設へ少しずつ分配していま
す。ご自宅で使う予定のない未使用タオルがありましたらご協力をお願いします。
甲斐市社会福祉協議会 敷島本所、竜王支所、双葉支所までお願いいたします。

ご協力ありがとうございます

（順不同・敬称略）

● 使用済み切手

片岡みさほ・須田信子・岩田きみ江・保坂京子・横森美保・小宮山昇
サンサロン・敷島幼稚園

クローバー保育園

竜王東保育園

敷島北小学校

玉幡小学校

● エコキャップ

片岡みさほ・山田弘志・桶幹也・堀井節子・サンサロン・もみじの会
竜王みゆき連・かのん・笹本自工・花水木会
敷島南小・竜王北小・敷島幼稚園・竜王南幼稚園・玉川保育園

● 食糧寄附
（個人）

清水公子・小川己佐子・片岡弥一・片岡みさほ・服部初美
大西花代・安藤幸子・古賀睦美・樋川祐一

（企業）

アピタ双葉店・㈱カニヤ
ワークハウスふたば

あたたかいご芳志ありがとうございます

金丸ゑい子様 20,000円

しきしま幼稚園様 2,552円

竜王南保育園 保護者会様 82円

竜王南保育園様 164円

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。

