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事 業 報 告 

近年、守谷市においては人口の増はあるものの、少子・高齢化、高齢者の単身や

高齢者夫婦のみの世帯の増加などにより、人々が暮らしていくうえでの課題は、様々

な分野の課題が絡み合って「複雑化」し、また、個人や世帯において複数の分野に

またがることで「複合化」しています。このような状況の中、守谷市社会福祉協議

会（以下、「守谷市社協」という。）においては、社会福祉法人改革など法人を取り

巻く状況の変化にも対応しつつ、子どもから高齢者、障がい児者や生活困窮世帯等

にいたるまで、全市民が幸せに暮らせるように、多くの市民の方々の支援、協力を

得ると共に、行政や民生委員・児童委員をはじめ、様々な関係機関の皆様にもご協

力をいただくとともに連携しながら、通常事業を中心に地域福祉活動を展開してま

いりました。 

特に、事業計画において５つの重点項目として掲げた（１）地域福祉活動の推進

（２）支部社協の支援（３）ボランテイア活動の推進（４）在宅福祉サービスの充

実強化（５）社協事業の検証と基盤整備に取り組んできました。 

これらの取り組みとして、各地区の地域福祉活動計画実行委員会及びまちづくり

協議会並びに支部社協とも連携し、地域の課題解決に向け、さまざまな事業を展開

するとともに、各地区の活動実績を継承しつつ、「第２期守谷市地域福祉活動計画」

を推進してまいりました。 

また、受託事業の地域ケアシステム推進事業や日常生活支援事業につきましては、

利用者は微増しておりますが、生きがい活動支援事業（げんき館・ミナーデげんき

館）においては、新型コロナウイルス感染拡大予防対策のため、３月いっぱい事業

が休止になるなどの影響が出ました。 

介護保険事業につきましては、人員体制の確保が困難な状況であったことから、

居宅介護支援、訪問介護とも厳しい状況は続いているものの、障害福祉サービス事

業の利用者数が微増しつつあることから、事業が成り立っております。しかしなが

ら、今後事業運営の方向性については検討が必要です。 



〇実施事業 

１．法人運営事業 

（１）理 事 会   ３回開催   
期 日         主  な  報 告 ・ 議  案 

 

 

 

 

 

 

・R元. 6. 4 

・守谷中央図書館 

・出席理事：１４名 欠席理事：１名 出席監事：２名 

１）平成３０年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会法人運営事業退

職手当積立金事業区分会計補正予算専決報告（専決第４号） 

２）平成３０年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会事業報告 

３）平成３０年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会収入支出決算報

告及び監査報告 

４）社会福祉法人守谷市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程

の一部改正（案） 

５）守谷市社協ヘルパーステーション障害福祉サービス事業運営規程

の一部改正（案） 

６）社会福祉法人守谷市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任

（案） 

７）社会福祉法人守谷市社会福祉協議会評議員候補者推薦名簿（案） 

 

・R元. 6.19 

・いきいきプラザ・げんき館 

・出席理事：１５名 出席監事：１名 欠席監事：１名 

１）社会福祉法人守谷市社会福祉協議会会長・副会長の選定 

 

 

 

 

・R 2. 3. 9 

・守谷市民交流館 

・出席理事：１１名 欠席理事：３名 欠員理事：１名 

出席監事：２名 

１）平成３１年（令和元年）度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会介

護保険事業居宅介護支援事業区分会計補正予算専決報告（専決第

１号） 

２）令和２年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会事業計画（案） 

３）令和２年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会収入支出予算書

（案） 

４）社会福祉法人守谷市社会福祉協議会理事の辞任に伴う後任理事の

選任名簿（案） 

 

（２）監  査  １回開催（いきいきプラザ・げんき館：出席監事：２名） 

   ・R元. 5.22 (平成３０年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会事業及び収入支出 

決算監査)  

 



 

（３）評議員会   ２回開催 

期 日          主  な  報 告 ・ 議  案 

 

 

 

 

 

 

 

・R元. 6.18 

・守谷中央図書館 

・出席評議員：２６名 欠席理事：５名 出席監事：１名 

１）平成３０年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会法人運営事業退

職手当積立金事業区分会計補正予算専決報告（専決第４号） 

２）平成３０年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会事業報告 

３）平成３０年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会収入支出決算報

告及び監査報告 

４）社会福祉法人守谷市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程

の一部改正（案） 

５）守谷市社協ヘルパーステーション障害福祉サービス事業運営規程

の一部改正（案） 

６）社会福祉法人守谷市社会福祉協議会理事及び監事の選任 

 

 

 

・R 2. 3.30 

 

・守谷市民交流館 

・出席評議員：２２名 欠席評議員：９名  

１）平成３１年（令和元年）度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会介

護保険事業居宅介護支援事業区分会計補正予算専決報告（専決第

１号） 

２）令和２年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会事業計画（案） 

３）令和２年度社会福祉法人守谷市社会福祉協議会収入支出予算書

（案） 

４）社会福祉法人守谷市社会福祉協議会欠員理事の選任（案） 

 

（４）各種委員会  ２回開催 

  ・H31. 4.18 (守谷市役所大会議室：第１回各種委員会：実施計画) 

・R元.10. 7 (守谷市役所大会議室：第２回各種委員会：前期実施報告・後期実施 

計画) 

 

（５）配分委員会 １回開催 

   ・R元.12. 5 (いきいきプラザ・げんき館：令和元年度歳末贈呈金配分検討) 

 

（６）支部長・副支部長会議 ２回開催 

   ・R元. 6.18 (いきいきプラザ・げんき館：令和元年度法人会員募集について) 

・R元.10. 7 (いきいきプラザ・げんき館：令和元年度法人会員募集結果報告) 

 

（７）評議員選任・解任委員会 １回開催 

  ・R元. 6. 4 （守谷市中央図書館：第５回守谷市社会福祉協議会評議員の選任） 



 

（８）貸付事業 

①貸付相談件数   １３０件（７５世帯） 

・貸付調査委員会  ２回開催 

    

   ②低所得世帯等小口資金貸付 

   ・利用件数  ７件  金額 １３０,０００ 円 

 

③生活福祉資金貸付 

   ・福祉資金   利用件数  ２件  金額    ２５８,８８５円 

   ・総合支援   利用件数  ０件  金額          ０円 

   ・教育支援資金 利用件数  １件  金額  １,３３７,０００円 

   ・不動産担保  利用件数  ０件  金額         ０円 

   ◎新型コロナウイルスに伴う緊急小口資金・総合支援資金特例貸付申請 

（令和２年３月２５日～３１日分） 

           申請件数  ４件  金額    ５８０,０００円  

    ※生活福祉資金貸付金については、茨城県社協より直接貸し付けとなります。 

 

２．調査普及宣伝事業 

（１）広報活動 

・広報紙「社協だより｣発行：年３回（７月・１０月・１月） 

（発行部数：＠２２,０００部×３回＝６６,０００部) 

 ※今年度は発行月を変更したため、３回発行 

・社協情報の周知、情報提供のためホームページ活用（随時更新） 

  ・支部事業説明会と通じて区長や民生委員等に「社協事業案内冊子」を配布 

   ・社協ＰＲＤＶＤ｢あなたと共に福祉のまちづくり｣の貸出・活用 

 

 （２）守谷市ふくしまつり（守谷市ふくしまつり実行委員会・守谷市・社協共催）開催 

   ・R元.11.16 守谷市役所庁舎内・外  

         （ＮＰＯ法人ウブドべによる「参加型福祉系謎解きイベント」や市内 

１７福祉施設・事業所・団体等による模擬店等のほか、守谷高校生や 

県内大学生・福祉系専門学生等のボランティア、市職員や多くの関係 

者の協力のもと開催）  参加者・関係者 約９００名 

           

（３）社会福祉協議会会員募集 

    ・一般会員：１５,０５５件 特別会員：４２件 法人会員：４４８社 

   

 



３．地域福祉活動推進事業 

（１）地域福祉活動計画：各地区まちづくり協議会との協働事業として取り組まれて 

            います。 

   ・みずき野地区（全体会６回） 

      主な活動：みずき野ふれあい朝市、郷州小学校朝のあいさつ運動、福祉 

協力員活動、防犯パトロール、夏祭り、郷州小おとな同窓会、 

ティーふれ、郷州小子どもヘルパー、高齢者食事交流会 

 

・守谷地区（全体会６回：２ヶ月毎、各ブロック会議） 

主な活動：「あいさつ運動キャンペーン」（春・秋 各５日間開催）、あい 

さつ看板設置、「わくわく亭」（年６回開催）、「わくわく体操」 

（年７回）、脳トレクッキング、守谷地区広報誌「ささえあう 

街・もりや」発行、守谷野鳥の森・鳥のみちを歩こう（Ａブロッ 

ク）、地域敬老会事業（Ａ・Ｂ・Ｃブロック）、昔あそび・松ケ丘 

小学校交流（Ｃブロック）、地域協働・花壇花苗植え、ティーパー 

ティー、フェイスブック情報発信（Ｄブロック） 

 

   ・高野地区（まちづくり協議会全体会４回、各部会会議） 

      主な活動：絆づくり部会：高野地区子どもヘルパー活動、高野地区市民健康 

ひろば（３回：内１回は台風のため中止）、高野地区敬老行事（松 

ケ丘小学校）、松ケ丘地区交流会、高野地区広報誌「きずな」発行、 

地域福祉部会、防災・防犯部会、互助輸送プロジェクトチーム 

 

   ・大野地区（全体会１回） 

      主な活動：大野ふれあいまつり、地域ふくしまつり・敬老会開催、防火・防 

災訓練、彼岸花まつり、かかしコンテスト、太子堂花まつり、二 

十三夜様祭礼、正安寺花まつり、広報誌１回 

 

   ・大井沢地区（全体会４回、各地区：西板戸井、東板戸井、立沢、大山新田、大木） 

      主な活動：あいさつ運動、秋まつり、あわんとり、ふれあいまつり、防災 

講演会、炊き出し訓練、防災訓練 

 

   ・北守谷地区（総会１回、交流活動部会１１回、広報委員会１１回、地域福祉部会 

          ４回、敬老行事１０回） 

      主な活動：どこでも茶屋ぶらぶら亭（北守谷遊歩道・大山公園・立沢公園）、 

どこでも茶屋くわがた亭（くわがた公園）、北守谷地区多世代交流、 

地域福祉部会（子どもの見守り「のぼり旗」設置）、広報誌「ふれ 

あい北守谷」発行 



 

 （２）福祉教育推進 

   ・市内小・中学校・高等学校福祉活動助成（１校あたり：３万円限度)  

                      （１５校中１４校が申請・助成） 

   ・市内小学校での福祉体験学習支援（５校） 

 

（３）福祉団体助成 

   ・守谷市ボランティア協会 

   ・母子保健推進委員会（乳幼児歯ブラシ配布協力） 

・守谷市障害児父母の会他２団体への助成 

 

（４）高齢者健康水中体操（常総広域屋内プール） 

   ・常総運動公園温水プールを利用し、水中での体への負担を軽減しながら、 

筋肉を鍛える水中運動 

・参加者数:２４名 開催回数：２９回（延５１６名） 

 

（５）住民参加型在宅福祉サービス（ほほえみサービス） 

・地域の方々の協力で行う会員方式の有償家事援助サービス 

・利用登録会員：１８名 協力登録会員：２３名 

・利用延件数：５１８件 利用時間数：６７８時間 

・ほほえみサービス介護講座  参加者：７名  

 

４．相談、援護事業 

（１）ふくし相 談 (毎月第１月曜日 午後２時～４時) 

     年金労務相談 (毎月第２月曜日 午後２時～４時) 

   ◇開設日数：２４日 相談利用件数：２２件  

 

（２）電話相談 (毎週金曜日 午前１０時～午後３時) 

◇開設日数：４８日 相談利用件数：２５件  

 

（３）ふれあい電話訪問 (隔週火曜日・水曜日 午後１時～午後３時) 

・ひとり暮らし高齢者等の安否確認等をボランティア（傾聴ボランティア・ 

ジャスミン）の協力のもと実施 

◇開設日数：４８日 訪問利用者登録件数：６件  

 

（４）児童福祉関係 

   ・新入学児童祝品(ノート２冊)の贈呈      配布者数 ６６８名 

   ・新生児祝(乳幼児用歯ブラシセット)の贈呈 配布者数 ５６１名 

 



 

（５）法外援護(１件あたり３００円) 

   ◇利用件数  ５件  金額：１,５００円 

 

（６）日常生活自立支援事業（茨城県社協委託事業） 

   ・判断能力が不十分な方を対象に、福祉サービスの利用援助や金銭管理などの 

サービスを行うための相談、専門員、生活支援員との連絡調整 

      ・利用者数：３８名（内訳：認知：９名、精神：１７名、知的：１１名、 

その他：１名） 

    ・福祉サービス訪問：６９５回、調整：４４４件 延べ回数：１,１３９回 

 

５．ボランティア活動促進事業 

（１）ボランティア活動の推進 

 ・ボランティア相談、連絡調整、情報提供 

   ・育成活動、交流研修会 

①ボランティア協会会員研修会  

 「災害からわかる地域の助け合い」 講師：ＮＰＯ法人みんなの広場理事長   

          参加者：３５名       

②ボランティア協会運営委員会  ２回 

    ③高野地区子どもヘルパー事業（高野支部・高野地区まちづくり協議会） 

     ・実施期間：令和元年７月 ～ 令和２年３月     参加者：８名 

（高野小学校・松ケ丘小学校：４年生・５年生・６年生） 

 ※新型コロナウイルスの影響で３月修了式中止 

    ④ボランティア活動保険への加入・促進    加入者：１,３３７名 

       （保険料の一部（１００円）を本会善意銀行から助成支援） 

    ⑤守谷市ボランティア協会活動助成 

 

（２）善 意 銀 行 

   ・金銭預託件数    ４５件 金額     １,９３９,４１２円（利息も含む） 

                   （プルタブ換金：１２０ｋｇ：１０,５６０円も含む） 

   ・物品預託件数  １６５件（使用済み切手、テレカ､プルタブ、未使用タオル・ 

雑巾、未使用テレカ、車いす、玄米、野菜他） 

 ・金銭払出件数    ２８件 金額       ８２６,７９０円 

（使用済み切手郵送料、福祉車両維持費、ボランティア 

活動保険助成金、ボランティア活動印刷機リース料、 

ふれあい電話訪問事業、地域福祉活動助成金等）                  

   ・物品払出件数   ３０件 (払出先：日本キリスト教海外医療協力会、茨城県 

社会福祉協議会、在宅援護者､市内福祉施設等) 



 

（３）福祉車両、福祉機器等の貸出 

   ・福祉車両貸出（通院、外出、移送等)    件数：５８件 

   ・福祉機器延べ貸出（車いす：２９１台、点字板：９６台、白杖・アイマスク 

セット：６２セット、インスタントシニア器具：５４セット） 

                                                                                                 

（４）入れ歯リサイクル事業 

   ・不要になった入れ歯やアクセサリーなどの貴金属を精製、換金し、ユニセフを 

    通じ、恵まれない子供たちへ、また、東日本大震災孤児を支援する事業へ協力・ 

回収ボックスを設置  

◇換金総額：８０,２６３円（内、３２,１０５円が手数料として社協事業費へ） 

 

（５）フードバンクシステム促進事業 

・賞味期限内で安全で食べられるにも関わらず、規格外、包装ミスなど、様々な理 

由で流通できず、廃棄されてしまう食品を関連企業や農家などから、また、家庭 

などで眠っているお米や缶詰、調味料などを寄付していただき、必要としている 

施設や団体、生活困窮世帯等に無償で提供する事業 

◇きずなＢＯＸ設置（守谷市役所・保健センター・文化会館） 

寄付総量：２９１.５ｋｇ 

    ◇利用状況：約２６０ｋｇの食品の提供を受け、生活困窮２７世帯５９回配布 

 

６．共同募金配分事業 

（１）高齢者福祉関係 

   ・R元. 6.12 ひとり暮らし高齢者ふれあい遠足    都内方面・参加者 ６４名 

   ・R元. 6.16  守谷市元気わくわくスポーツ大会（常総広域運動公園） 

・R元.10.23  いばらきねんりんスポーツ大会（那珂市総合公園） 

・R元.11. 5 高齢者世帯ふれあい１日遠足  鹿嶋・銚子方面 

・参加者 ６０組１２０名 

   ※全国ねんりんピック和歌山大会（グラウンド・ゴルフ）参加者２名支援 

     

（２）児童福祉関係 

   ・ひとり親、要・準要保護児童・生徒への福祉対策(入学卒業祝)  

贈呈者数 ５０名 

   ・R元. 3.29  ひとり親子ふれあい１日遠足    

葛西臨海水族園・フジテレビ 申込者１８組４１名 

※新型コロナウイルス感染予防の影響のため、開催中止 

 

 



（３）障がい児者福祉関係 

   ・R元.7.6.7  第１２回買ってＮｅｔバザール開催（イオンタウン守谷）（２日間） 

（参加数：１７障がい児者施設・団体） 

   ・R元.11.24  伊奈特別支援学校（守谷地区会）との交流事業（学びの里） 

（障がい者スポーツを楽しもう！：参加者１１９名） 

   ・R元.12.14  市内小・中学校特別支援学級・伊奈特別支援学校（守谷地区会）の 

「みんなで楽しむクリスマス会」事業支援（北守谷公民館） 

                 

（４）福祉教育推進関係 

  ・R元. 8. 7  市内小中学校・高校福祉教育担当者研修会（守谷市役所） 

（ユニバーサルデザインと障がい者に関するシンボルマークに 

関する講義や点字・車いす・目かくし歩行体験：参加者１４名） 

 

 （５）災害援護(火災見舞金) 

    ◇対象件数     ２件 見舞金額 ３０,０００円 

 

 （６）歳末配分贈呈事業 

（ひとり暮らし高齢者・障がい児者・交通遺児・準要保護家庭  

◇贈呈者数  ２３８件 贈呈金額 ２,９４６,２０１円） 

 

７．受託事業 

（１）地域ケアシステム推進事業 

    ・医師､訪問看護､福祉施設､民生委員・児童委員､ボランティア、行政関係者を 

会議員として調整会議、研修会を開催 

    ・調整会議 ６回 講演会・研修会 １回（参加者約１５０名） 

     ファミリーケア １０件、ケアチーム数 １１０チーム、クイック会議 ３７８回、 

延べ相談件数 １,１００件 

 

（２）生きがい活動支援事業 

   ①いきいきプラザ・げんき館利用状況（開館日：月曜日から金曜日） 

     （高齢者介護予防施設として対象高齢者が週１回利用し、ボランティアの協力の 

もと、さまざまな活動や体操などを実施） 

      ◇利用状況：利用登録人数 ６３名 延べ利用人数 １,９８５名  

  

 

 

 

 



②ミ・ナーデげんき館利用状況（開館日：月曜日・火曜日・水曜日・金曜日） 

（南守谷児童センターミ・ナーデを利用し、対象高齢者が週１回利用し、 

ボランティア協力のもと、さまざまな活動や体操などを実施）   

◇利用状況：利用登録人数 ２５名 延べ利用人数 ７５４名     

※両館とも、新型コロナウイルス感染拡大予防対策のため、令和２年３月２日 

から事業休止 

 

８．介護保険事業 

 （１）守谷市社協居宅介護支援事業所 

   ・居宅介護支援事業（要介護１から要介護５） 担当利用者数：３２名 

   ・介護予防居宅介護支援事業（要支援１・２） 担当利用者数：１５名 

 

 （２）守谷市社協ヘルパーステーション 

   ・訪問介護事業（要介護１から要介護５）   担当利用者数：１５名 

   ・介護予防訪問介護事業（要支援１・２）   担当利用者数：１３名 

 

９．障害福祉サービス事業 

 （１）守谷市社協ヘルパーステーション 

   ・居宅（訪問）介護事業           担当利用者数：１５名 

   ・同行援護事業               担当利用者数： ２名 

 

１０．その他事業 

（１）社会福祉基金 

   ・取扱件数      ０件  金額      ０円 

              

 （２）表彰関係 

・R元.10.27 第６９回 茨城県社会福祉大会（ザ・ヒロサワ・シティ会館） 

          ◇守谷市からの顕彰者 茨城県知事表彰：１７名、１団体 

茨城県社協会長表彰：２４名 

                    ※令和元年台風１９号災害に伴い、大会中止 

    

（３）災害支援活動 

  ・R元.10.17～11.23 水戸市社協災害ボランティアセンター業務支援  

延べ職員２９名派遣 

 

 



 

令和元年度 

 

社 会 福 祉 法 人  

守 谷 市 社 会 福 祉 協 議 会  

収 入 支 出 決 算 報 告 書  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

自 平成３１年４月 １ 日 

至 令和２年 ３ 月３１日 

 


