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助 け 合 い ・ 支 え 合 い の 仕 組 み づ く り
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古河市社会福祉協議会
マスコットキャラクター
「ももちゃん」

ソーシャルディスタンス ! ! !
外出が必要な時は、
　　　人との距離を取りましょう。

２メートル



　ボランティアの増加とともに事故の発生も増加するなか、保険料を据え置きながら制度を
維持するため、これまでの基本タイプ（Ａプラン・Ｂプラン）、天災タイプ（Ａプラン・Ｂ
プラン）の計４プランを、基本プランと天災・地震補償プランの２プランに整備します。

　令和２年度保険加入補償期間は加入手続きの翌日から令和３年３月31日
までとなりますので、お早めの手続きをお願いします。

◆利用できる方
　・古河市在住
　・在宅で介護用品の必要な方
◆貸出福祉用具の種類と料金（１カ月）
　・介護用ベッド（電動）※　　　1,000円
　・介護用ベッド（手動）※　　　　500円
　・車椅子（自走式・介助式）　　　 500円
　※�但し、介護用ベッドの搬入・搬出は指定業者が行いますので、運搬料金（片道3,300円）

を指定業者にお支払いください。

プラン
保険金額 基本プラン 天災・地震補償プラン

死亡保険金 1,040万円 1,040万円
後遺障害保険金（限度額） 1,040万円 1,040万円
入院保険金日額 6,500円 6,500円

手　術
保険金

入院中の手術 65,000円 65,000円
通院中の手術 32,500円 32,500円

通院保険金日額 4,000円 4,000円
地震・噴火・津波によるケガ × ○
賠償責任（限度額） ５億円 ５億円
保険料 350円 500円

令和２年度ボランティア活動保険
一部改定のお知らせ（令和２年４月～）

福祉用具を貸出しています

問合せ　地域福祉課　48-0808

問合せ　地域福祉課　48-0808

～お知らせ～
　チャイルドシートの貸出しは令和２年３月31日を
もちまして終了となりました。
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平成30年７月豪雨災害義援金
鶴峯八幡宮　高橋　博文

令和元年台風15号・台風19号・大雨千葉県災害義援金
復興支援チャリティーカラオケ発表会　代表　小林　育生

	 令和元年度義援金集計報告

義援金追加報告

　共同募金会では、災害発生時に災害救助法の適用状況に応じて、被災者支援のための義援
金を受け付けています。義援金は、災害により被災された方への見舞金としての性格を持つ
とともに、被災された方の当面の生活を支える資金として位置づけられています。
　共同募金会では、ご寄付いただいた義援金の全額を、被災都道府県行政の設置する義援金
配分委員会を通し、被災者の皆さまにお見舞金としてお渡ししています。

お詫び・訂正 …………………………………………………………………………………………………………………………
　社協だより第45号６ページ「義援金報告」において団体名に誤りがありました。正しくは以下の通りです。
　　【誤】歌声喫茶（昭和の会）　　【正】歌声喫茶（昭和の会）代表　髙橋  美貴子
　訂正させていただくとともに、お詫びいたします。

ご協
力あり

がとうございました。

各義援金合計

平成28年熊本地震義援金 ￥23,000

平成30年７月豪雨災害義援金 ￥43,000

平成30年北海道胆振東部地震災害義援金（終了） ￥63,240

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金 ￥6,087

令和元年台風15号・台風19号・大雨千葉県災害義援金 ￥88,159

令和元年台風19号災害義援金（終了） ￥625,767

令和２年４月28日�現在

（敬称略）
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基本
目標

令和２年度実施事業

１．助け合い・支え合いの仕組みづくり　　　　２．みんなで支え合う人づくり
３．多様な主体による地域福祉活動の活性化　　４．必要とされる社会福祉協議会づくり

古河市社会福祉協議会  事業計画

２．ボランティア活動の推進・
　　� 福祉人材育成事業
（１）ボランティアの発掘と育成
①ボランティアセンター運営
②ボランティア活動助成事業
③ふくしチャレンジスクール
　（やっチャオ！・行っチャオ！）
④学生ボランティアサークル「ふうせん」の育成援助
⑤福祉まつりの開催（ふれあい広場、手づくりまつり）
⑥ボランティア協会への運営援助

（２）災害発生時への備え
①災害ボランティアセンター

（３）福祉人材の育成事業
①地域サポーター養成講座（入門編 ･実践編）
②古河市認定ヘルパー養成講座
③災害ボランティア養成研修会
④実習生の受け入れ（相談援助業務）

１．法人運営
（１）会務運営
①理事会・評議員会の開催
②監事会の開催
③評議員選任・解任委員会の開催
④福祉事業推進委員会の開催
⑤共同募金配分委員会の開催
⑥苦情解決第三者委員会の開催
⑦法人後見運営委員会の開催
⑧衛生委員会の開催
⑨地域福祉活動計画策定委員会の開催

（２）財源確保
①社会福祉協議会会費
②共同募金配分金
③寄付の受入

（３）ガバナンス・コンプライアンスの向上
①役員研修
②職員研修
③顧問弁護士の委託
④産業医の委託
⑤社会保険労務士の委託
⑥衛生委員会の開催

（４）広報・啓発活動の充実
①「社協だより」の発行
②ホームページの公開
③イベント等を通しての広報活動
④第５回古河市社会福祉大会の開催

（５）地域福祉活動計画
①第３次古河市地域福祉活動計画の策定

３．支援・援助事業
（１）古河市老人クラブ連合会への支援
（２）�古河市身体障害者（児）福祉団体連合会への支援
（３）�ひとり暮らし高齢者給食サービス（会食型）の実施
（４）�ふれあいいきいきサロン事業の支援、交流会の実施
（５）�在宅福祉サービスセンター運営事業�

（ももちゃんお助け隊）
（６）陶芸教室事業
（７）救援活動
①緊急生活支援対策事業救済物資支給
②風水震火災被災者に対する援助
③行旅人に対する援助

（８）各種団体に対する補助金の交付及び援助
（９）福祉用具等貸出事業
（10）法人後見受任事業
（11）心配ごと相談事業

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

令和２年度
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令和２年度 古河市社会福祉協議会 一般会計 予算
予算額　 667,212 千円 （単位：千円）

９．指定管理事業
（１）総和老人福祉センター「せせらぎの里」管理運営事業

４．貸付事業
①生活福祉資金貸付事業【茨城県社会福祉協議会の貸付事務受託】�
総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金
②臨時特例つなぎ資金貸付事業【茨城県社会福祉協議会の貸付事務受託】
③生活一時資金貸付事業

６．介護保険事業
（１）居宅介護支援事業
（２）訪問介護事業
（３）�古河市介護予防・�

日常生活支援総合事業
①介護予防訪問サービス
②家事応援訪問サービス

（４）移送サービス事業

５．共同募金への協力
（１）赤い羽根募金運動への協力
（２）歳末たすけあい募金運動への協力
①要援護世帯援護金配分
②歳末地域たすけあい事業配分
③歳末たすけあい事業

７．障害者総合支援事業
（１）指定居宅介護事業
（２）障害者移動支援事業

８．受託事業
（１）日常生活自立支援事業
（２）成年後見制度推進事業
（３）一般高齢者介護予防通所事業
（４）デイステイ事業（のぞみ、さんわ）
（５）地域包括支援センター（古河、三和）
①介護予防・日常生活支援総合事業
②包括的支援事業
③指定介護予防支援業務
④その他
　・地域支援事業の実施
　・防災に関すること

（６）生活困窮者自立支援事業
①自立相談支援事業
②住居確保給付金支給事業
③家計改善支援事業

（７）生活支援体制整備事業
（８）地域力強化推進事業

生活福祉資金貸付事業
 268

成年後見事業  9,027

小口貸付事業  407

心配ごと相談所事業
  218

ボランティアセンター
運営事業　　　5,860
在宅福祉サービス
運営事業   2,691

陶芸教室事業  2,241

共同募金配分金事業
  29,779

法人運営
186,314

日常生活自立支援事業 8,394
生活困窮者自立支援事業 30,072

地域力強化推進事業 9,550
ふれあいの湯運営事業10,787

デイステイ事業 10,760

居宅介護
支援事業
53,299

訪問介護事業
55,210

指定居宅介護事業
56,562

古河地区地域包括
支援センター事業
90,196

三和地区地域包括
支援センター事業 
54,703

老人福祉センター
管理運営事業  37,559

自動車運送事業  284
老人福祉センター売店事業  2,233

生活支援体制整備事業 10,798

会費収入  14,544
寄附金収入  1,500

事業収入  10,983障害者福祉サービス等
事業収入  23,654

地域生活支援
事業収入  2

その他の収入
7,908

その他の活動
による収入  17,878

拠点区分間
繰入金収入
17,158

サービス区分間繰入金収入  6,140

事業区分間
繰入金収入
12,595 受託金収入

192,705

経常経費
補助金収入

80,952前期末支払
資金残高
156,850

介護保険等事業収入
124,343

〈収入〉 〈支出〉
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◆問い合わせ先　地域福祉課　☎48-0808

一般会費　 （１世帯） 300円
特別会費　　 （１口） 1,000円
特別大口会費（１口） 5,000円

※ご協力お願いいたします。
　特別大口会員は、社協だよりに掲載させていただきます。

　社会福祉協議会では「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を実現
するため、住民のみなさんに会員となっていただいております。
　この会費は、福祉コミュニティの推進、在宅福祉サービス、障がい者福
祉、ボランティア活動支援、地域福祉の担い手育成等の事業に活用されます。
　一般会費は、自治会・行政区・町内会を通じ依頼しております。
　ご協力をお願いいたします。

誰もが安心して暮らせるまちづくりの実現をめざして

令和２年度 社協会費ご協力のお願い

令和元年度　会費実績
（平成31年４月１日～令和２年3月31日）

一般会費 １世帯 300円 10,715,720円
特別会費　 　１口 1,000円 648,000円
特別大口会費 　１口 5,000円 3,511,000円
合計 14,874,720円
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自分のまちの応援団

沢れい子後援会ドリーム会 様 新春歌まつり実行委員会�様

氏名・団体名 物　品
㈱花恒（はなつね）【指定：コミュニティ・エリア９】 お茶500ml５ケース
茨城県退職公務員連盟古河支部総和分会 タオル等77枚
茨城県退職公務員連盟古河支部三和分会 タオル等104枚
広絆会会長　眞田　廣憲 ポケットティッシュ300個
菜の花会 雑巾160枚
西沢　友季子 車椅子、空気入れ
奥貫　宏子 アクリルタワシ50個
匿名（４名） 洗剤８箱、手洗い洗剤セット、米270㎏、オムツ４袋

○寄��贈

ご寄付をいただき
誠にありがとう
ございました。

◆問い合わせ先　地域福祉課　☎48-0808

氏名・団体名 金　額
デイリーヤマザキ総和東店（募金箱） ￥8,582
中央運動公園総合体育館（募金箱） ￥2,980
スーパーフレッシュ古河鴻巣店 ¥14,618
ダイセーロジスティクス㈱ ¥3,740
沢れい子後援会ドリーム会 ￥37,589
新春歌まつり実行委員会 ￥15,487
㈱ベルク　古河駒羽根店 ￥21,898

○寄付金
氏名・団体名 金　額

鶴峯八幡宮　高橋　博文 ￥5,000
古河みずほ会 ￥12,731
宇宙の会 ￥1,254
髙橋　美貴子 ￥20,000
瀬下　英一 ￥17,850
服部　悦子 ￥30,000
匿名（５名） ￥10,458

寄付をいただいた皆さんをご紹介いたします。
 令和２年２月１日～４月28日（敬称略・順不同）

○収集ボランティア（使用済切手・使用済プリペイドカード・書き損じハガキなど）
氏名・団体名

茨城県退職公務員連盟古河支部総和分会
㈲ピートサービスソリューション
セブンイレブン茨城三和南店
日本トーカンパッケージ㈱
㈱積水化成品関東　水の会
猿島土建一般労働組合
古河市総和くらしの会
日本バイリーン㈱
㈱渡辺本家倉庫

氏名・団体名
カーネーション
㈲栗田製作所
㈱ヨシダ包装
渡辺　るみ子
針谷　陽子
戸山　悦子
中山　栄
匿名（３名）
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社協だよりは、皆さまからご協力いただいた共同募金の配分金により発行しています。

古河市社協の新しい情報は、ホームページの新着情報をご覧下さい。
URL　http://www.koga-syakyo.com/ もしくは、 古河市社協

検索

福祉の妖精『ももちゃん』が
社協の事業や、日々の出来事に
ついてつぶやき中。

古河社協ももちゃんブログ 検索　

訪　問　介　護
臨時職員・登録ヘルパー募集

室内では
扇風機やエアコン、遮光カーテン
を利用
室温をこまめに確認

外出時には
日傘や帽子の着用
日陰の利用、こまめな休憩

こまめに水分を補充する
のどの渇きを感じなくても
こまめにスポーツドリンクや経口補水
液などを補給する

そろそろ来るよ！　あつーい季節
~熱中症予防のために~

広 告 募 集
社協だよりに広告を掲載してみませんか？
古河市社会福祉協議会では、「社協だより」に掲載する有料広告を募集しています。

［広告の枠・広告料］　　　　　　　　　　　　　　　　　
　広告の枠サイズは２通りあります。
　各ページ最下段（表紙・裏面除く）
　　下面通し（42㎜×175㎜）　　 １回あたり25,000円
　　下面２分の１（42㎜×82㎜）　１回あたり13,000円

［色］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　２色刷（社会福祉協議会指定）
　※詳しくはホームページ（URL：http://www.koga-syakyo.com/）の新着情報をご覧ください。

　問合せ　地域福祉課　☎48-0808　Ｅmail：koga@koga-syakyo.jp

　古河社協介護ステーションでは、下記の通
りスタッフを募集しています。
【常勤職員】
　資格：介護福祉士
　内容：�身体介護・家事支援、訪問介護計画

書の作成、コーディネーター業務全般
【登録ヘルパー】
　資格：�介護職員初任者研修以上（訪問介護

員２級以上）
　内容：身体介護・家事支援等
　実務経験がない方やブランクがある方で
も、やる気と熱意をお持ちであれば大歓迎！
　仲間思いのスタッフ達が、現場で活躍でき
るまで丁寧に指導いたします。
　興味のある方、お気軽にお問い合わせくだ
さい。
　問合せ　在宅支援課　☎47-0150
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