
平成２４年度取手市社会福祉協議会事業別実績報告 

 

 

事業名 説明 実績報告 

心配ごと相談事業 

 

専門の相談員がさまざまな悩み事相談に応ずる 

取手：毎週水曜日 

藤代：毎週木曜日 

年間相談件数内訳 

生計５件 年金 2件、職業・生業 13 件 

住宅 21 件 家族 34 件 結婚 4件  

離婚 6件 健康・保健・衛生 7件 

医療 3件 人権・法律 8件 財産 7件 

事故 0件 教育・青少年 0件 障害児・児童福祉 1

件 児童福祉・母子保健 0件 母子福祉・父子福祉

0件 老人福祉２件 苦情 15 件 

その他 34 件  

合計 162 件（取手 84、藤代 78） 

生活福祉資金貸付事業 

 

低所得・高齢者・障害者世帯並びに失業者世帯を

対象に資金を貸し付けることにより生活の安定

を図る。 

貸付件数  4 件 

総合支援資金 1件 緊急小口特例 2件 

教育支援資金 1件  

いこいの場事業 閉じこもりや社会からの孤立を防止することを

目的に、各地区公民館で映画上映・演芸・演奏家

によるミニコンサ－ト等を実施。同じ地域で暮ら

すお年寄りや障がい者、世代を超えた交流ができ

る場を提供する事業。 

４月「落語と音楽」605 人 

６月 映画「小川の辺」上映 603 人 

８月「歌とミニコンサート」 580 人 

10 月「落語と音楽」574 人 

12 月 映画「お嬢吉座」上映 358 人 

２月「歌とミニコンサート」 679 人 

年間延開催  71 会場 

年間延参加人数 3,399 人 
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事業名 説明 実績報告 

チャリティコンサート 

チャリティゴルフ 

地域住民の交流とﾁｬﾘﾃｨｰという形での福祉参加、

社協の活動の理解を得て支援して頂くｲﾍﾞﾝﾄ。 

東京ｷﾞﾀ-ｶﾙﾃｯﾄによるｷﾞﾀ-四重奏 参加者 197 人 

チャリティゴルフ参加者 86 人 

フリーマーケット リサイクル運動の推進と住民同士の交流を図る。 出店数 74 店 

備品貸出事業 

 

車イス・福祉図書等の貸し出しを実施。 貸出件数  204 件 

（本所 151 、支所 53） 

総合ボランティア支援センタ

ー運営事業 

各種ボランティア講習会の開催、ボランティア団

体支援、広報誌キューピット発行、イベント参加

及び支援、ボランティアの育成をはかり、ネット

ワ－クをつくる。 

登録ボランティア 205 団体 

個人登録  731 人 

各種講習会 69 回開催 延参加 888 人 

給食サービス助成事業 

 

ボランティア団体がひとり暮らし高齢者の閉じ

こもり防止、安否確認を目的として各地区で実施

する会食、配食の給食サービスに対し活動支援と

活動費の一部を助成。 

 

 

 

利用登録人数  178 人 

利用及び配食延数 2,447 食 

 

いきいきふれあいサロン助成

事業 

 

閉じこもりがちな高齢者の社会参加や仲間作り

を目的として地域住民やボランティアが協力し、

各地区で開催するふれあいいきいきサロンに対

し活動支援と活動費の一部を助成。 

 

 

 

ふれあいいきいきサロン 28 箇所 

開催 448 回 参加延人数 11,835 人 

助成金額 396,000 円 
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事業名 説明 実績報告 

こども発達センター運営事業 

指定管理事業 

就学前及び小学校 1年生（前年度までの利用児で

継続を希望された方）の発達に心配のあるこども

の発達支援を目的として、集団及び個別指導を実

施する。 

開設日 ： 297 日 

延べ利用人数 ： ６，５９８人 

障害者福祉センターつつじ園

運営事業 

指定管理事業 

 

障害者の自立の促進、生活の質の向上等を図るた

め、その障害の状況及び置かれている環境等に配

慮しながら、社会生活への適応のために必要な障

害福祉サービスを関係機関と連携を図り、利用者

の意思と人格を尊重しながらサービス提供を行

う。 

１）生活介護事業 

２）就労継続支援Ｂ型事業 

３）自立訓練（生活訓練）事業 

４）日中一時支援事業 

年間開設日：245 日 延利用者数：13,429 人 

１）生活介護事業 

年間 7,356 人 定員 30 人 1 日平均実利用者数 30.0 人 

２）就労継続支援 B型事業 

年間 5,802 人 定員 24 人 1 日平均実利用者数 23.7 人 

３）自立訓練（生活訓練）事業 

年間 221 人 定員 6人 1 日平均実利用者数 0.9 人 

４）日中一時支援事業 

年間 50 人 

つつじ園障害者生活訓練等 

（夜間支援）事業 

多様化する障害者ニーズを理解し、障害者の自立

の促進等を図ること、日常介護している家族の一

時的な負担軽減を図ること並びに親亡き後（将来

的な生活スタイル）の障害者本人の生活の場の移

行に際して、安定的な生活リズムを確保できるよ

うな訓練を、その障害の状況・環境等に配慮しな

がら関係機関と連携を図りサービス提供を行う。 

年間開設日：70 日 

延利用者数：274 人 

定員：4人 

1 日平均実利用者数：3.9 人 
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事業名 説明 実績報告 

つつじ園地域活動支援センタ

ー事業 

 

障害者の生活支援促進のための事業であり、障害

等により地域や社会に適応することが難しい段

階にある方に対して、生活リズムを作る場所とし

て、日中の居場所、創作的活動又は生産活動の機

会を提供し、安定的な生活リズムが確保できるよ

うにサービス提供を行う。 

年間開設日：245 日 

延利用者数 2,761 人   

登録者数：70 人 

1 日平均実利用者数：11.3 人 

 

障害者福祉センターふじしろ

運営事業 

指定管理事業 

障害者の自立と社会復帰を目的に作業・生活訓練

を実施する。 

 

開設日 249 日 

延利用人数 5,719 人 

障害者福祉センターあけぼの

運営事業 

指定管理事業 

身体障害者に対して送迎や給食、入浴のサービス

を提供するほか、各種活動グループを実施し機能

回復に努める 

利用延人数         2,070 人   

送迎利用延回数   3,011 回 

 

地域活動支援センターあけぼ

の事業 

 

身体障害者に対して、創作的活動、社会適応活動

などさまざまなサービスを提供することにより、

自立の促進、生活の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用延人数 275 人 

送迎利用延回数 183 回 
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事業名 説明 実績報告 

ヘルパーステーション 居宅介護支援事業（介護保険） 

訪問介護事業（介護保険） 

介護予防居宅介護支援事業（介護保険） 

介護予防訪問介護支援事業（介護保険 

居宅介護事業（障害福祉サービス） 

「愛の定期便」受託事業（安否確認事業） 

 

 

契約延人数 181 名 

契約延人数 244 名  

契約延人数  44 名 

契約延人数  20 名  

契約延人数 132 名  

利用延人数 4,350 名  

ホームケアふじしろ 居宅介護支援事業（介護保険） 

訪問介護事業（介護保険） 

介護予防居宅介護支援事業（介護保険） 

介護予防訪問介護事業（介護保険） 

居宅介護事業（障害福祉サービス） 

「愛の定期便」受託事業（安否確認事業） 

契約延人数 192 名 

契約延人数 203 名  

契約延人数  39 名 

契約延人数  61 名  

契約延人数 147 名  

利用延人数 470 名 

歳末助け合い募金配分事業 歳末助け合い運動により市内の要援護世帯やボ

ランティア団体に対して一時金（物品）を配分 

１）一人暮らし高齢者の安否確認事業 

２）支援を必要とする世帯への歳末見舞金 

３）歳末事業助成 

 

 

 

１）2,750 世帯 3,861,543 円 

２）101 世帯  1,561,935 円 

３）47 団体   1,993,995 円 
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事業名 説明 実績報告 

在宅福祉サービス事業 高齢者や障害者及びその家族の日常生活の負担

を軽くするために地域の人々の協力にて援助を

行う有料の福祉サービスです。 

利用延時間   5,332 時間 

利用延回数   3,275 回 

登録利用会員数  511 人 

登録協力会員数  417 人 

介護予防拠点施設運営 

（げんきサロン） 

指定管理事業 

要介護になることを予防するため、ボランティア

講師による様々な趣味講座を定期的に開催し自

由に参加してもらう。 

4 箇所（いきいきプラザ、げんきサロン稲、げんき

サロン戸頭西,げんきサロンふじしろ） 

ボランティア延人数 4,455 人 

利用延人数 21,030 人 

老人福祉センターあけぼの運

営 

指定管理事業 

各種趣味教室をとおして高齢者が生きがいの向

上を図り、入浴施設やカラオケ、マッサージ機器

などを利用し相互の親睦を図る。 

趣味教室 19 種 27 団体 

趣味教室利用者 延 18,175 人 

一般利用者   延 40,271 人 

さくら荘管理運営事業 

指定管理事業 

各種趣味教室を通して高齢者のいきがいづくり

と健康増進を図り、他各種グループの施設利用、

入浴施設の利用により利用者相互の親睦を図る。 

趣味教室 12 教室 14 団体 

趣味教室利用者 延 4,543 人 

一般利用者   延 17,191 人 

 

いきがい対策事業 いきいき講座、あけぼのまつりなど高齢者向けの

事業を開催し、健康の増進と教養の向上を図る。 

 

長寿をたたえる事業を実施し、99 歳以上の高齢

者、金婚（50 年）ダイヤモンド婚（60 年）のご

夫婦に寿状を贈呈する。 

いきいき講座 12 回 延 642 人 

あけぼのまつり      700 人 

 

長寿をたたえる事業対象者 

    99 歳以上 80 人 

金婚 59 組、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ婚 11 組 
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移送サービス事業 身体上の理由などにより歩行困難な障害者及び

高齢者方に対し、運転ボランティアの協力を得て

補助装置付きの車両による移動の支援を行い、在

宅での福祉向上を図る。 

登録人数 

利用者・・・197 人 

運転ボランティア・・・19 人 

述べ利用回数・・・2,743 回 

 

高齢者クラブ育成事業 高齢者クラブ連合会事務局として、高齢者の社会

参加並びに健康増進、教養の向上を促進するため

各種事業を開催する。 

クラブ数       43 クラブ 

会員数           2,070 人 

 

日常生活自立支援事業 平成11年10月に茨城県社会福祉協議会の事業と

して開始し、今年度から基幹的社会福祉協議会と

して事業を受託。 

認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など

判断能力が不十分で、かつ親族等の援助が得られ

ない方に対して、福祉サービスの利用手続きの援

助や日常生活における金銭管理援助及び書類な

どの預りサービスなどを行い、自立した地域生活

が送れるよう在宅での日常生活を支援する。 

利用契約者人数   18名 

 うち 認知症高齢者  10名 

    精神障害者     8名 

 

生活支援員 11名 

ファミリーサポートセンター

運営事業 

子育て中の世帯への送迎や病後の預り、急用時の

預り等の育児支援をする。 

利用会員 334世帯 

協力会員 234世帯 

両方会員  51世帯 

情報誌発行事業 社協と市民を結ぶパイプ役として福祉情報をお

知らせする 

年 4回発行 

発行部数 1回 37,900部（年 151,600部） 

 


