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■かみす社協ニュースは皆様から寄せられた会費を使用して発行しています

障害者計画相談支援事業の運営…1,811千円
計画作成とモニタリング 129件

５月開催の理事会、評議員会で認定されました神栖
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市社協の平成27年度事業報告・決算(抜粋)です。社協
ホームページ(
では、事業報
告・決算等の詳細を公開しています。

○福祉の総合相談 1,044件、在宅訪問活動 883件
○こころの相談室 相談件数 195件
神栖市社協は、障害のあるご本人、ご家族などから、生活上の困りごとや不安、

障害者
デイサービス
53,665千円

地域福祉推進
131,607千円

平成27年度

○

悩みなどの相談に応じています。電話、来所してのご相談をはじめ、ご自宅に

249,164千円

お邪魔してお話を聴かせていただくこともできます。

○発達障害療育者研修フォローアップ研修会の開催

安心した暮らしを送れるよう、相談内容に応じ利用できる福祉制度・サービスや適切な支援機関をご案内し

保育士､幼稚園･小学校教諭等22名が参加

（地域福祉事業
・ボランティアセンター
事業）

ます。また、｢市役所への手続きが必要だけど、難しくてよく分からない｣｢福祉施設の見学に行きたいけど一人

○障害者相談支援事業所の受託運営※ 相談件数 813件

では不安｣といった場合は、手続きや見学に行くご本人やご家族に社協の相談員が付き添います。

○広報紙「かみす社協ニュース」の発行 12回

神栖市社協が運営する“障害者デイサービスセンターのぞみ(生活介護事業所)”、“福祉作業所きぼうの家

○精神保健デイケアの一部受託運営 198回開催、のべ1,240名参加

(就労継続支援B型事業所･生活介護事業所)”、“ホームヘルプサービス神栖社協”のご紹介をさせていただく

○

こともできます。障害者手帳の区分は問わず相談をお受けします。お気軽に下記までお問い合わせください。

○市知的障がい児放課後支援事業の受託運営 のべ429名利用
○地域ネットワーク勉強会の開催※ 12回開催､のべ参加者数441名
○ボランティアに関する相談への対応 1,281件
○ボランティア登録者･団体への支援 個人51名、60団体
○交流サロンの運営 のべ利用者1,712名
○広報紙｢ボランティアセンターマガジン｣の発行 6回

訪問から福祉サービスにつながった事例

訪問から社会参加につながった事例

○住民参加型在宅福祉サービス「うぃるかみす」の運営
協力会員 24名、利用会員 58名、活動件数 773件

Aさんは特別支援学校卒業後

Bさんは、月１回病院(精神

に就職しましたが、職場の環境

科)に通う以外の外出がほとん

に馴染めず、離職してしまいま

どなく、ひきこもり状態で、社

した。母親から娘に再度就労に

会参加の第一歩が踏み出せませ

○ひとり暮らし高齢者会食会の実施7回開催、のべ参加者数 244名

挑戦してもらいたいが、どのよ

んでした。ご家族から、ひきこ

○福祉教育出前講座の実施 市内小学校 11校、

○ファミリーサポートセンター事業の受託運営※
協力会員 224名、利用会員 640名、活動件数 2,259件

うに進めてよいかわからないと

Aさん25歳

もり状態を改善したいと相談が

Bさん30歳

の相談が社協に入りました。

身体障害者

ありました。

精神障害者

Aさんの了解を得て自宅を訪問し、Aさんの今

初回は、ご家族を対象に訪問し、Bさんも同席

の気持ちを確認しました。Aさんも母親と同様

しました。何度か訪問することで徐々にBさんと

に、再度就労にチャレンジしたいと希望しました

の信頼関係を築くことができました。Bさんは、

が、まずは生活リズムを立て直したいという気持

「就労したい」という将来の希望を話してくれる

がありました。

ようになりました。

神栖市社協が市から指定管理を受けている福祉

社会参加のための第一歩として、神栖市社協が

作業所きぼうの家(就労継続支援B型)を利用し、

実施する精神保健デイケアを利用するようになり

生活のリズムを改善を図りました。現在も訪問を

ました。先日、市内の障害者就労支援事業所への

重ね、Aさんの就職したい気持ちに寄り添い、不

見学に社協の相談員が付き添い、今後の就職に向

安に対して一緒に解決策を考えています。

けての目標を立てています。

1企業で実施のべ体験者数 2,161名
※印の付いた事業は、
本紙でご案内を掲載しています
福祉教育出前講座
大野原小学校での車いす体験

社協事業は、市民の皆様からいただく会費によって支えら
れています。事業所様に加入をお願いする法人会員（1口
10,000円、2口以上）につきましては、６月からご案内をダ
イレクトメールにて各企業・事業所様にお送りさせていただ
きます。封筒には、従業員の皆様に“赤い羽根”共同募金に
取り組んでいただくための募金箱(紙製)を同封させていただき
ますので、併せてご協力をお願い申し上げます。

神栖市福祉作業所
きぼうの家の運営
(市の指定管理者)
のべ利用者数 4,687名

行政へ本会専門職３名を派遣
（社会福祉課、地域包括支援課、
障がい福祉課）…20,856千円

平成27年度収入決算額合計

○長期休暇中障害児預かり事業 のべ41名利用

※相談者のプライバシーや相談内容などの秘密は守られますので、安心してご相談ください。

福祉
作業所
31,251千円

ホームヘルプサービスの
運営…10,424千円
訪問件数 3,288件
訪問時間数 3,564時間
神栖市障害者デイサービ
スセンターのぞみの運営
(市の指定管理者)
のべ利用者数 3,303名

255,788千円

○会費収入 ………………………… 16,207千円
27年度は、12,825世帯、138法人に社協会
員としてご協力をいただきました。
○寄付金収入 ……………………… 5,211千円
市民の皆様から寄せられた、災害義援金
や社協活動への寄付金です。
○経常経費補助金収入 …………… 82,453千円
神栖市から交付される助成金、茨城県共
同募金会からの事業助成金です。
○受託金収入………………………… 28,728千円
○事業収入 ……………………………23,486千円
行政への職員派遣、社協事業の利用料等
による収入です。
○就労支援事業収入 ………………… 1,347千円
福祉作業所製品等の売上げです。利用者
に支払う工賃の財源です。
○介護保険事業収入………………… 4,624千円
○障害福祉サービス等事業収入 …… 80,639千円
ホームヘルプサービス、障害者デイサー
ビス、福祉作業所運営による収入です。
○その他の収入……………………… 807千円
○積立金の取り崩し…………………… 6,000千円
○平成26年度からの繰越…………… 6,286千円

社協広報への広告掲載のご案内
法人会員としてご加入いただいた事業所様は、か
みす社協ニュース（神栖市内23,800部発行。この
サイズで掲載。1号あたり料金5,000円）、神栖市
社協ホームページ（バナー：5,000円/月）に広告
を掲載することができます。詳しくはダイレクトメ
ールをご覧ください。

かみす社協ニュース
地域の子育てを応援しながら、子どもに元気をもらえる活動です

身近な相談窓口『高齢者相談センター』をご存知ですか?

『子育てサポーター養成研修』受講生募集

「最近、急に足腰が弱くなったわ。」「もしかして認知症かな？」…、高齢者ご本人はもちろん、ご家族や友

“かみすファミリーサポートセンター”は、子育ての手助けをして欲しい人(利用会員)と子育てのお手伝い

人などから寄せられた心配ごとに高齢者相談センターが応じます。高齢者相談

をしたい人(サポーター、協力会員)をつなぐ活動をしています。現在、子育て中のママやパパをサポートして

センターは、神栖市から委託を受けた、高齢者の身近な相談窓口です。福祉サー

くださる方を募集しており、今回の養成研修を修了することで子育てサポーターとして登録・活動できます。

ビスのご案内や手続きの代行、見守りの訪問など、高齢者の皆様が住み慣れた地

利用会員としてサポートを利用しながら、養成研修を受講して時々サポーターとして活動する“両方会員”

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

も募集しています。多くの方のご参加をお待ちしています。

プログラム

★会 場:市保健･福祉会館 2階 会議室２
★受講料:無料

月 日

内

域で安心した生活を送るためのお手伝いをします。

圏域ごとの相談窓口は下記のとおりです

アドバイザー

※地名は行政区名ではなく、住所の地番を表します。

容

オリエンテーション(社協事務局)

１日目
6月８日(水) 神栖市の子育て支援サービス(市子ども課)
10:00〜
15:00

子育てを取り巻く環境と保育の基本(市子ども課)
(市保健師)
子どもの事故と安全、緊急時の対応
(神栖済生会病院小児救急看護認定 看護師 高松薫氏)

２日目
6月14日(火) 成長時期にあった子どもの遊び(市保育士)
10:00〜
15:00

利用会員
市内在住･在勤の方
2ヶ月以上のお子さんがいる方

☏ 0299-91-1015

サポーター
市内在住の方で
心身共に健康な方

開催！６月のわくわくサロン､子育てサロン

【サポート活動の主な内容】

★保育園、幼稚園、学校等の帰宅後や休み
の時のお子さんの預かりや送迎
※研修後に登録された方は、実際の活動前に、すでに活動中のサポー
★家族の通院、美容院、買い物等の外出時
ターに同行し、サポートを体験をしていただきます。
の預かり
※現在サポーターとして活動中の方も、この研修を受講できます。
サポート活動の流れと心構え(社協事務局)

【活動料金】

★午前７時から午後７時
650円/時間
★午前６時から午前７時及び
午後７時から午後10時
750円/時間

第221回 地域ネットワーク勉強会のお知らせ

ハローワークの障害者就労支援と他機関連携

６月29日(水)
午後1時30分〜午後3時30分
保健・福祉会館 ２階 研修室
※事前申込みが必要です。

ハローワークでは、障害者の求職申込みから就職後のアフターケアまで、一貫した支援
を行うために専門の職員を配置しています。職業紹介にあたっては、障害者向けの求人を

☆寄付金預託☆

嶋田 海
ADEKA労働組合
茨城木工㈱
匿名

開拓するとともに、健常者向けの求人であっても障害者の就労に適していれば企業に障害
者の雇い入れを提案するなど、障害者雇用の拡充にも力を入れています。
関係機関による支援が必要な障害者については、福祉施設や特別支援学校、地域障害者職

神栖市シニアクラブ連合会
わくわくサロン松原

三国屋建設㈱

利美会(タオル20本)
中村貴彦(タオル29本)
岸田みどり(紙おむつ3袋)
天王 勇(封筒222枚)
関 てるみ(手芸キット7セット)

額賀米子(未使用ハガキ)
鈴木学習教室(未使用切手)
匿名２件(

) 1,572円 三国屋建設㈱

今回の勉強会では、鹿行地区を管轄するハローワーク常陸鹿嶋における、障害者雇用の現状と就労相談から

の方など、就労支援に携わる方々の参加をお待ちしています。

長谷川光男

サタデーズ 鈴木学習教室(
内池文一
茅原一美
ハミングハウス
36,245円 波崎柳川高等学校
匿名3件
吉沢千栄子
728円
匿名8件(
1,609円

まで、チームで求職者を支えるよう取り組んでいます。

障害者就労支援事業所及び障害者計画相談支援事業所の職員、障害者雇用に関心のある企業の人事担当

嶋田 海
安藤三枝
額賀米子
みどりの会
うずも図書館 ベルの会
中央図書館
ザ･イングリッシュ
三国屋建設㈱
奥野谷浜産業㈱
鈴木学習教室
鹿島サンケン㈱
㈱鈴和
14,436円
匿名5件
7,486円

31,718円
50,000円
30,000円
6,000円

21,877円

業センター、障害者就業・生活支援センターなど支援者との連携を図ります。就職に向けた準備から職場定着

職場定着まで、関係機関との連携について説明していただきます。

☆物品預託☆

匿名2件

)

)

