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はんどちゃんネットワーク運動

地域福祉活動
レポート !
詳細は6頁から



　県社協では、新型コロナウイルスの影響を受け、休業や失業等により収入が減少した世帯に対して、緊急小口
資金等の特例貸付を実施しております。また、今回の特例措置では、新たに償還時において、なお所得の減少が
続く住民税非課税の償還を免除することができることとしております。

主に休業された方向け（緊急小口資金）

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
■ 対　象　者： 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維

持のための貸付を必要とする世帯
■ 貸付上限額：20 万円以内
■ 据 置 期 間：１年以内
■ 償 還 期 限：２年以内
■ 貸 付 利 子：無利子
■ 連帯保証人：不要
■ 申　込　先：県内市町村社協、中央労働金庫又は郵便局

主に失業された方等向け（総合支援資金）

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
■ 対　象　者： 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業

等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっ
ている世帯

■ 貸付上限額：（二人以上世帯）月 20 万円以内
　　　　　　　（単身世帯）　　　月 15 万円以内
■ 貸 付 期 間：原則３月以内
■ 据 置 期 間：１年以内
■ 償 還 期 限：10 年以内
■ 貸 付 利 子：無利子
■ 連帯保証人：不要
■ 申　込　先：県内市町村社協

　令和２年３月８日に実施した茨城県介護支援専門員実務研修（通称・ケアマネ試験）の結果は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さま

令和元年度茨城県介護支援専門員実務研修受講試験の結果

１　受験者数および合格者数

受験予定数（Ａ） 受験者数（Ｂ） 合格者数（Ｃ） 合格率（Ｃ /B）

1,014人 586人 116人 19.8％

２　合格者のうち構成比の高い資格・職種（人数・構成比）

介護福祉士 看護師 社会福祉士 准看護師 理学療法士

65人
(56.0%)

19人
(16.4%)

12人
(10.3%)

６人
(5.2%)

４人
(3.4%)

複数の資格を有する者については、各資格において計上してあります。
　令和２年度試験は令和２年 10 月 11 日（日）に実施予定です。

詳しくは、こちら 茨城県社会福祉協議会 検索

貸付手続きの流れ

お悩みの方

市町村社協
中央労働金庫
郵便局店舗

茨城県社協

相談支援

貸付決定
送金

送付

申込み

いばらきの社会福祉No.318 令和２年6月25日

複数の資格を有する者については、各資格において計上してあります。
　令和２年度試験は令和２年 10 月 11 日（日）に実施予定です。
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　茨城県福祉人材センターでは、茨城県から委
託を受けて、福祉・介護・保育など、福祉分野
全般の無料職業紹介を行っています。
　来所による窓口での相談の外、インターネッ
トを通じて、「福祉のお仕事」ホームページから
の求職登録も受け付けています。
　求職登録の外、福祉の資格に関する情報や、
福祉に関する統計情報なども掲載されています。
　福祉のお仕事に興味・関心のある方は、ぜひ
一度ご覧ください。

　問 茨城県福祉人材センター（無料職業紹介所）
　　 TEL：029-244-4544
　　 FAX：029-244-4543

介護職員
初任者研修支援事業のご案内
～介護の仕事をする方の資格取得を応援します～

無資格・未経験から目指せる
プロの仕事
～福祉の仕事を無料で紹介しています～

　茨城県福祉人材センターでは、次の方を対象
に、初任者研修の受講費用の一部助成事業を実
施しています。
⑴ 介護職員初任者研修を修了後、県内の介護施

設・事業所に就職した方
⑵ 県内の介護施設・事業所に就職後、介護職員

初任者研修を修了された方
　上限は９万円で、研修修了や就職の時期等に
条件があります。
　募集期間は令和３年３
月 15 日（必着）ですが、
予算の上限に達した場合
は終了となります。
　詳しくはホームページ
をご覧いただくか、お問
い合わせください。

　問 茨城県福祉人材センター
　　 TEL：029-244-4544
　　 FAX：029-244-4543

福祉のお仕事 検索

広報誌・ホームページに広告を掲載してみませんか
県社協では、広報誌及びホームページの広告を募集しています。

■広報誌「いばらきの社会福祉」広告
　・広報誌の概要
　　発行時期：年４回（6/25・9/25・1/5・3/25）
　　発行部数：7,000 部
　　配布先：県、市町村社協、県内福祉施設、県内福祉団体、公民館、銀行、ボランティア等
　・規格（1 区画）：縦 5.2㎝×横 8.75㎝
　・料金（1 区画）：20,000 円（税込）※ 1 回の掲載につき最大 8 区画まで
　・掲載場所：県社協が指定した位置
■ホームページバナー広告
　・規格（1 枠）：縦 50 ピクセル×横 160 ピクセル
　・料金（1 枠 3 か月）：30,000 円（税込）
　・掲載場所：県社協ホームページのトップページで県社協が指定した位置
■広告の申込方法
　県社協ホームページ「広告の募集について」に掲載してある要項等をご確認のうえ、お申込みください。

問 総務企画部（広報担当）　TEL：029-241-1133

いばらきの社会福祉 No.318令和２年6月25日
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　急速な人口減少、高齢化率の上昇など、社会をとりまく環境が大きく変わっている中、老々介護、障害者の高
齢化、引きこもりや子どもの貧困など、福祉の課題は広範かつ複雑、深刻になっています。
　また、ここ数年、災害が大規模化、広域化し多発しており、令和元年 10 月に通過した台風第 19 号は、県北地
域を中心に甚大な被害を広範囲にもたらしました。
　このような困難な状況の中で、本会としては、「だれもが　その人らしく　安心して暮らせる福祉社会の実現」
のため、行政、市町村社会福祉協議会をはじめ、社会福祉関係機関・団体等とさらなる連携強化を図りながら、
令和元年度を初年度とする第５次茨城県地域福祉活動推進プランに基づき、次のような事業を展開しました。

コミュニティソーシャルワーク実践者研修
社協職員の専門性
向 上 を 目 的 に コ
ミ ュ ニ テ ィ ソ ー
シャルワーク実践
者養成研修を行い
ました。

福祉教育推進セミナー
福祉の担い手を育
む福祉教育を推進
するため、教職員
や市町村社協職員、
関 係 団 体、 教 育・
行政関係者等の参

加により、「福祉教育推進セミナー」を開催しました。

いばらきねんりんスポーツ大会
　「第 33 回全国健
康福祉祭ぎふ大会

（ねんりんピック
岐 阜 2020） の 予
選会を兼ねた「い
ばらきねんりんス

ポーツ大会」を開催しました。

災害ボランティアセンターの設置・運営訓練
災害発生後の福祉
救援・ボランティ
ア活動が迅速かつ
円滑に実施できる
よう、災害ボラン
ティアセンターの

設置・運営訓練を行いました。

第 32 回全国健康福祉祭和歌山大会
　明るく活力ある長寿社会を築くため、高齢者を
中心とするスポーツ・文化・芸術の総合的な祭典
である「第 32 回全国健康福祉祭和歌山大会」へ
選手団を派遣し、美術展に作品を出品しました。

１．支え合う福祉
　（住民参加と福祉コミュニティづくりの推進）
 
　⑴住民参加によるまちづくりの支援
　　①市町村社協への支援
　　②はんどちゃんネットワーク運動の推進
　　③「絆づくり」チャレンジ応援事業の実施

　　④福祉教育・学習の推進

　　②茨城県健康福祉祭（県版ねんりんピック）開催事業

　　③元気シニア地域貢献事業

　⑵ボランティア・市民活動への支援
　　①ボランティア・市民活動への参加促進
　　②災害時の支援体制の整備

　⑶はつらつと社会参加できる環境づくり
　　①全国健康福祉祭選手等派遣事業

令和元年度の事業報告特
集

災害時の支援活動報告会
令和元年度台風
第 19 号 被 害 等
の 振 り 返 り や

「災害時の支援
活動報告会」
を行いました。

　　③福島県からの県内避難者への支援

いばらきの社会福祉No.318 令和２年6月25日
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本 会 広 報 誌 や ホ ー ム
ペ ー ジ、Facebook 等
を活用し、迅速に福祉
情報を提供することで、
県民への福祉の理解と
啓発に努めました。

ファンドレイジングに関する研修
　県社協職員の自主
的な勉強会として発
足 し た CI 会 に お い
て、より良い福祉活
動継続のための資金
調達と活動を支える

「仲間」づくりの手法としての「ファンドレイジ
ング」に関する研修会を開催しました。

令和元年台風第15号及び第19号災害への対応
　千葉県房総半島を中心に多くの被害が発生した

「令和元年台風第 15 号」における被災地の支援活
動を行うため、鴨川市社会福祉協議会に職員を派
遣し、災害ボランティアセンター運営の支援を行
いました。
　また、東日本を中心に多くの被害が発生した「令
和元年台風第 19 号」では、茨城県内の被災地支
援を行うため、茨城県福祉救援対策本部及びボラ
ンティア支援本部を設置し、水戸市社会福祉協議
会・常陸太田市社会福祉協議会・ひたちなか市社
会福祉協議会・常陸大宮市社会福祉協議会・大子
町社会福祉協議会に職員を派遣、災害ボランティ
アセンターの運営支援を行いました。

福祉の仕事総合フェア～就職ガイダンス～
　福祉人材確保と就職
活動支援のため、「福
祉の仕事総合フェア～
就職ガイダンス～」を
開催しました。

社会福祉事業従事者研修
　社会福祉施設及び
市町村社会福祉協議
会役職員を対象とし
て、社会福祉事業従事
者に必要な知識・技術

及び倫理の習得等を目指し、研修を実施しました。

２．安心して利用できる福祉
　（福祉サービス利用者への支援）
　⑴日常生活自立支援事業の充実
　⑵児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業
　⑶苦情解決事業の推進
　⑷評価機関との連携及び支援
　⑸効果的な情報発信と提供

４．切り拓く福祉（新たな課題への対応）
　⑴生活困窮者自立支援制度への対応
　⑵社会福祉法人との連携による生活課題に向けた取組

５．前進する県社協（県社協の組織の充実）
　⑴法人組織の充実と事務局体制の整備
　⑵茨城県災害福祉支援ネットワークの推進
　⑶令和元年台風第 15 号及び第 19 号災害への対応

３．人を育て、共に歩む福祉
　（社会福祉事業の充実・活性化への支援）
　⑴福祉人材の確保と就労の促進
　　①福祉人材無料職業紹介事業の実施

　⑵福祉・介護人材確保及び定着のための支援
　　①人材・介護人材確保及び定着のための支援
　　②子育て支援員研修の実施
　⑶修学資金等貸付事業
　　①介護福祉士修学資金等貸付事業
　　②保育士修学資金等貸付事業
　　③保育・幼児教育人材復職支援事業（保育士分）
　⑷福祉人材の養成と質の向上

　⑸民間社会福祉施設職員等退職手当支給事業の運営
　⑹地域包括ケアシステムの推進

　　② 介護支援専門員実務研修受講試験・実務研修の
実施

　⑹低所得世帯等の自立支援

いばらきの社会福祉 No.318令和２年6月25日
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石塚サン・トラベル株式会社

「ボランティアバス
運行で紡いだ心の糸」

はんどちゃんネットワーク運動

地域福祉活動
レポート!
令和２年5月14日取材

石塚サン・トラベル株式会社石塚サン・トラベル株式会社

「ボランティアバス

～地域の旅行会社がボランティアバス運行～
　旧常北町石塚（現城里町石塚）で創業の老舗、
なかでも県央地域にお住まいの方には、親しみの
ある手書きチラシでもおなじみ、更には「石塚観光」
と言えばすぐにお分かり頂ける方も少なくないの
ではと思います。今回の地域福祉活動レポートで
は、そんな石塚観光こと石塚サン・トラベル株式
会社が東日本大震災以降、長年にわたって運行を
続けたボランティアバスが、石巻市大川小学校の
震災遺構の保存工事が開始されることに合わせ休
止になりました。今回は、これまでの活動につい
て綿引社長にお話を伺って来ました。

～きっかけは市同士の交流から～
　ごく普通の旅行会社である石塚サン・トラベル株
式会社がボランティアバスを運行するに至るきっ
かけには、ひたちなか市と宮城県石巻市が姉妹都
市提携をしていたことから。いきなりひたちなか
市が何故？と不思議に思われるかもしれませんが、
綿引さんはひたちなか市青年会議所（ＪＣひたち
なか）のＯＢ。現役当時は積極的に活動に参加さ
れており、その関係から市同士、そしてＪＣ同士
も震災前から交流
を続けていたこと
で綿引さん自身も
ＪＣ石巻との密接
な関係が構築され
ていたのでした。

～未曾有の大震災で即断即決～
　そして運命の 2011 年３月 11 日。突如として東日
本を襲った悪夢のような災害は、各地に甚大な被害
をもたらしました。綿引さんは石巻市の懇意にして
いる仲間たちの身を案じ、まずは連絡を試みたそう
です。「私たちも被害はありました。でも、それ以
上に石巻が甚大な被害を受けたことを知り、何かし
なくてはと思ったのです」。ですが音信不通の状態
が続き、ようやく連絡が取れたのは３月 20 日。現
役ＪＣの仲間たちと、とるものもとりあえず車で石
巻へ。そこで目にした惨状は筆舌に尽くしがたいも
のでした。「この状況は絶対に助けが必要。それも
一時的なものではなく、長期的な視野で行わなけれ
ばならない」とそう直感されたのだそうです。

～ボランティアバス運行が実現～
　とは言うものの具体的に何をどうすればいいのか
見当も付きませんでした。ですが「自分は人を運ぶ
プロ。人を運ぶことなら誰よりもうまく出来る」そ
う気付いた綿引さんは、お付き合いのあった県社協
にまずは声を掛けました。そして、社協をはじめと
するたくさんの仲間から様々なアイディアやサポー
トを受け、またメディアに取り上げられるなどして
周知され、ようやくボランティアバスは実現された
のです。そして 2011 年４月 29 日。茨城のみならず、
全国各地から熱い思いを持って集まった仲間たち
を乗せ、ボランティアバス第一号が石巻に向け、出
発しました。

想いを伝えようと
手書きにこだわって
作られた折込チラシ

いばらきの社会福祉No.318 令和２年6月25日
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現地到着。これから準備を済ませ、
さっそく作業に取り掛かります。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

～得られた経験をノウハウとして蓄積～
　以来、９年の長きにわたりボランティアバスが
石巻へ運んだ人々の数は延べ人数３万２千人。学
校単位でボランティアに参加してくれた高校生か
らは、主な活動場所となった石巻市立大川小学校
の清掃作業で作業の終わりに地元の語り部から伝
えられた悲劇について、何物にも代えがたい貴重
な人生経験になったという話が聞かれました。ま
たボランティアバス運営で得られた経験がノウハ
ウとして蓄積することも出来、のちのつくば市で
の竜巻災害や昨年の台風 19 号水害でのボランティ
アバス運営に大きく役にたったのです。

～活動は全国へと波及～
　「上手く商売に取り込んだ、などと揶揄や中傷さ
れることも少なくありませんでした。また周囲から
も本業はどうしたの？と心配されることもありま
した。」それでも己の信念だけは曲げることなくボ
ランティアバス運行を完遂。「ボランティアバスの
運行は一段落です。しかし、今後も日本全国に降
りかかるであろう災害による被災地に手を差し伸
べ続けていこうという気持ちに変わりはありませ
ん。」と屈託なく笑って話す綿引さん。この活動が
手本となりボランティアバス運行は既に全国に波
及しつつあります。災害が起きないことが一番で

すが、万が一に備えた活動が、このように、定着し
ていくことを是非とも期待したいと思います。

いばらきの社会福祉 No.318令和２年6月25日
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学校の花壇には植栽されたひまわりやコスモスが咲いています

ユニフォーム姿で流木撤去作業に励む高校球児たち

大川小学校での活動の様子

みんなで力を合わせ、瓦礫の撤去を行っています

清掃跡にはきれいな芝桜が咲き、景色を彩っています



　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、社会福祉事業従事者研修を当面の間、開催することができません。 
　しかしながら、職員の研修の必要性には変わりありません。
　このような状況であることから、茨城県社協では、研修システム内で、動画配信による研修が実施できるよう
に整備しました！
　事業所内でも、職員個人のスマホでも学べる仕組みとなっております。
　順次、ご案内しますので、研修システムページをご確認ください。
　また、研修システムに登録していない事業所の方は、ぜひ、システムへの登録をお願いします。
　「社会福祉事業従事者研修」は、知識や技術の習得だけではなく、グループワークを通して、気づきや日々の
業務を振り返る機会となり、研修後は、支援の向上や仕事への意欲向上につながることを目指しております。ま
た、研修で出会った新たな分野の人たちとのつながりづくりや横のつながりも重要視しております。新型コロナ
ウイルス感染症が終息した後は、グループワーク形式を中心とした研修を再開します。
問 茨城県社会福祉協議会　福祉人材・研修部　TEL：029-244-3755

　寄附付自販機とは、購入者は自動販売機を通常通り利用するだけで、社会貢献に繋がるシステムです。売り上げ
の一部を設置者が希望する団体に寄付ができ、継続してその団体の活動支援を行います。現在設置されている自動
販売機の入れ替えを考えている場合は、ご連絡いただければ、入れ替え後の見積を出すことができます。
　見積した結果、寄附付自販機を導入するかどうかは、設置団体様の意向になりますので、お気軽にお問合せください。
　茨城県社会福祉協議会が寄付先である寄付付自販機は、現在、県内に３台設置しております。
　これまで、自販機管理会社の（株）ライズを通して寄付をいただき、昨年度に発生しました台風 19 号の災害活動
支援に活用させていただきました。
　現在の自販機を見直してみたい事業所の方は、ご連絡ください。

問 茨城県社会福祉協議会（CI 会担当）　 TEL:029-241-1133

動画配信研修画面イメージ
研修システムトップページ

研修システムアドレス
https://www.ibaraki-kenshu.jp/kenshu_user/

QR コードは
こちら

クリック！

寄附付自販機の設置状況と設置協力団体募集

社会福祉法人博慈会

2018.1 ～
設置中

東筑波ユートピア

2019.3 ～
設置中

社会福祉法人紬会

2019.4 ～
設置中

動画配信による研修をはじめます！
いばらきの社会福祉No.318 令和２年6月25日
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災害時の被災地活動をいち早く！
～資機材ストックヤードの整備～

　毎年、大雨や大雪、地震や竜巻など、私たちの生活を脅かすさまざまな自然災害が発生しています。
　また、これらの災害は大規模化することも多く、昨年本県を襲った台風第 19 号では、県内 44 市町村の内
15 市町に人的被害が、建物被害については 42 市町村に及びました。
　その中で、特に被害の大きかった５市町においては、社会福祉協議会が中心となり「災害ボランティアセン
ター」が設置され、ボランティアによる被災地の住民支援のための活動が行われましたが、今回は台風の大雨
による河川の越水、堤防の決壊による被害となり、その地域が河川流域を中心に集中し、資機材が比較的近い
地域で同時に必要となった為、特に初期の段階で調達することが大変困難となりました。
　そこで、被災地の円滑な支援活動を行うため、資機材の不足により支援に遅れが生じないよう、昨年度から
県内の複数個所に災害ボランティアセンター用資機材のストックヤードを整備し、資機材の分散配置を進める
こととしました。
　ストックヤードの配置場所選定にあたっては，県内どの地域からも概ね１時間以内で資機材を運搬すること
が可能となること。また，
地震や水害などの災害によ
る道路等の寸断を想定し，
地理・交通アクセス等を勘
案して，本会のほか，県北
山間，県北臨海，鹿行，県
南，県西のいずれかに所在
する市町村社協，社会福祉
施設や企業等に協力を求め
ることとしています。
　現在、県北山間地域は常
陸大宮市、県南地域にはつ
くばみらい市の社会福祉法
人に協力をいただき設置を
進めており、その他の地域
についても順次整備予定で
おります。

県北山間地域 県北臨海地域

鹿行地域

県央地域

県西地域

県南地域

セブン－イレブン・ジャパン、茨城県と
「社会福祉貢献活動に係る寄贈品に関する協定」

を締結しました！
　去る３月 31 日に、セブン－イレブン・ジャパン、茨城県、本会の 3 者は、「社会福祉貢献活動に係る寄贈
品に関する協定」を締結しました。
　この取り組みは、セブン－イレブン店舗での改装時等に発生する在庫商品の一部を、本会に寄贈いただき、
店舗所在地等の市町村社会福祉協議会への配分を通じて、地域における高齢者、障がい者、子どもへの支援
や生活に困難を抱えた個人・世帯を支援することにより、地域福祉を推進していくことを目的としています。

寄贈品 寄贈品

いばらきの社会福祉 No.318令和２年6月25日
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　新型コロナウイルスの感染拡大により、あらゆる事
業活動が中止や延期を余儀なくされている中、その影
響は仕事や私生活に大きな変化をもたらしました。日
常の生活場面においても、身体的な距離を取ることや
マスクの着用、こまめな手指消毒など、一人ひとりの
生活様式が大きく変化していったことは、今までにな
かった経験の一つでした。
　SNS では“#Stayhome”や“おうち時間”が話題となり、
人と人との関係をオンラインの場面に移して、対人関
係を新たな形で続けていく動きもありました。私も、友
人たちと週 1 回程度の“オンライン飲み会”を開催し、
それぞれが参加できる時間に好きなお酒や料理を自分
で用意して、マイペースな飲み会を開催しました。時
間を気にせず楽しめるし、何といっても安上がりなオ
ンライン飲み会に対して、最初の方は、「居酒屋なんか
行かなくても、ずっとこれでいいじゃん！！」と、完全

なる“オンライン飲み会肯定派”の立場でしたが、回
数を重ねるごとにその価値観も少しずつ変わっていき
ました。
　オンライン飲み会で感じた点の一つとして、「相手の
表情や動きが分かりづらい」という点です。ネット環
境で改善する部分もあるかもしれませんが、相手がど
んな感情なのかが感じ取り切れない。逆に自分の感情
が伝わっているかも不安になり、大きな声になり過ぎ
たりオーバーリアクションになり過ぎたりする点は、オ
ンラインならではの伝わりにくさなのだと感じました。
やはり、人と人とのつながりは、「大切に思っている人
ほど SNS ではなく、会いに行くこと」が重要。これに
尽きると思います。この状況が終息したら、お顔を見
ることが少なくなってしまった人たちに会いに行きたい
と思っています。
　今回、執筆の機会を与えてくださった茨城県社協の
皆様と那珂市社協の浅野さんに御礼申し上げます。あ
りがとうございました。
　次は、古河市社協の山中さんにお願いしたいと思い
ます。

いばらきの社会福祉No.318 令和２年6月25日
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日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

全国200万人
加入!!

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険
http://www.fukushihoken.co.jp

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

令和２年度

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）

ケ
ガ
の
補
償

年間保険料

の
補
償

賠
償
責
任

死亡保険金
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円

5億円（限度額）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

後遺障害保険金
入院保険金日額

4,000円

350円 500円

通院保険金日額
地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術
外来の手術

手術
保険金

保険金の種類
プラン

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3 を除きます。）

〈SJNK19-12918　2020.2.10 作成〉

〈引受幹事
保険会社〉

団体割引20％適用済／過去の損害率による割増引適用

＜基本プランに加入される方へ＞
基本プランでは、地震・噴火・津波が起因する
死傷は補償されません。

◆災害ボランティア活動の参加は、「天災・地震
　補償プラン」への加入をおすすめします。
※被災地でのボランティア活動では、予測できない様 な々
事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらか
じめ「天災・地震補償プラン」に加入いただきますと、より
安心してボランティア活動に参加いただけます。

損保ジャパン日本興亜は、関係当局の認可等を前提として、2020年4月1日に商号を変更し、「損保ジャパン」になります。

（ふくしの保険ホームページ）

商品パンフレットは
コチラ

ふくしの保険 検 索

「オンライン飲み会」
五霞町社会福祉協議会　地域福祉係

主事　倉持 圭亮

市町
村社

協職
員

リレ
ート

ーク



茨城県総合福祉会館　ご利用案内
　茨城県総合福祉会館では、来館者の皆様に安心してご利用いただける
よう、新型コロナウィルス感染予防として、入り口及びトイレ前に手指
消毒液を設置するとともに、館内清掃を強化しております。
　また、各種研修室は一般の方にも貸し出しを行っておりますので、お
気軽にお問合せください。
　なお、駐車場の混雑状況はホームページでご案内しておりますので、
ご来館の際の参考としてください。

〒 310-0851　水戸市千波町 1918　TEL029-244-4545　FAX029-244-4548

いばらきの社会福祉 No.318令和２年6月25日
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茨城県総合福祉会館 検索

募集 本会会員を募集しています！

募集 きずな BOX

県社協の趣旨・目的にご賛同いただける会員の方を広く募集しております。
会員の皆様からいただいた会費は、県内の地域福祉向上のために活用させていただきます。

■会員種別
　・正会員
　　県社協の趣旨・目的に賛同する社会福祉施設及び社会福祉団体等
　・賛助会員
　　県社協の趣旨・目的に賛同する個人または団体等

■会費
　県社協の規程に従い所定の会費を納入して頂きます。

■会員特典
　① 県社協が実施する「社会福祉事業従事者研修」について、優先的に申し込むことができます。また、一部

の研修を除いて、受講料が非会員に比べて 2,000 円 / １日安くなります。
　②民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入できます。

問 総務企画部　TEL：029-241-1113

　生活困窮者支援団体等への安定的な食品確保のため、NPO 法人フードバンク茨城と連携し、茨城県総合福祉
会館の１階に「きずな BOX」を設置しています。
　家庭で余っている食品などを「きずな BOX」に持ち寄っていただき、集められた食品などをフードバンクが
回収し、福祉団体や施設、市町村社協を通じて生活困窮家庭などに配分し
ています。
　引き続き、皆様のご協力をお願いいたします。

＊ 食品は常温管理できるもので未開封、賞味期限が２か月以上残ってい
るもの

＊ 生活困窮者への支援に必要な、缶詰・レトルト食品などすぐに食べら
れる「おかずになる」食品が不足しています。



〒310-8586　茨城県水戸市千波町1918
TEL：029-241-1133（代）
FAX：029-241-1434
ホームページ　https://www.ibaraki-welfare.or.jp
Facebook　https://www.facebook.com/ibarakikenshakyo
E-Mail　ibashakyo@ibaraki-welfare.or.jp発行者／社会福祉法人　茨城県社会福祉協議会

わかち合おう小さな善意　～みなさまからのあたたかい支援をご紹介します～
＜令和２年１月～令和２年３月善意金などの預託と払い出し状況＞（敬称略）

令和元年度の各基金の払い出し（配分）状況についてご報告いたします。
ボランティア基金 　交通遺児福祉基金

助成金額 金額

ボランティア団体助成 (14 団体 ) 3,578,586 円 就学奨励金 ( 合計 19 名 )
小学校卒業８名 ・中学校卒業１１名

1,440,000 円
市町村社協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱセンター助成 (36 社協 ) 10,542,180 円

令和元年度　使用済み切手・使用済みカード等寄付の換金結果
使用済み切手　　　497,800 円　（約　5,261,669 枚）
使用済みカード　　　10,000 円　（約　　 46,579 枚）
※これらについては、ボランティア助成事業として使わせていただきました。

　善意金

金額

指定払い出し 15,918,795 円

団体助成 350,000 円

預託者名 善意品 払出先名
一般社団法人生命保険協会茨城県協会 福祉巡回車　3 台 県内市町村社協
北茨城市社会福祉協議会 チラシ小箱　約 800 個 県社協
いばらきコープ生活協同組合 紙おむつ 243 袋、大人用紙おむつ 32 袋 社会福祉施設
リスカ㈱ コーンポタージュ 30 袋× 2 箱、ラスク 30 袋× 2 箱 社会福祉施設

預託者名
平松　弘子 高栁　美智子 山田　健瑠

（株）明　送 茨城県母子寡婦福祉連合会 天台宗涌石山　佛性寺
ＪＡＩＦＡ茨城県協会 山本　玲子 （株）三共建設　水戸営業所
大和ハウス工業（株）茨城支社 常陽ボランティア倶楽部 （株）平山ピアノ社
霞ヶ浦問題協議会 青木　久美 水戸酒門郵便局
Love 堺プロジェクト陵南地区 ハミルトン 茨城県信用保証協会
茨城県腎臓病患者連絡協議会 茨城労働局　労災補償課
茨城県（長寿福祉推進課　/　健康・地域ケア推進課）
社会福祉協議会（神栖市、阿見町、牛久市、日立市、鹿嶋市、常総市、ひたちなか市、石岡市、古河市、つくば市、龍ケ崎市、
笠間市、潮来市、城里町、小美玉市、土浦市、稲敷市、水戸市）

（一社）生命保険協会茨城県協会幡谷　浩史

茨城新聞文化福祉事業団 （公財）生命保険ファイナンシャル
アドバイザー協会

茨城県ＰＴＡ連絡協議会西村やすとし後援会

（株）ツクイ（株）明送

いばらきの社会福祉 令和２年6月25日
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いばらきの社会福祉
Social Welfare of IBARAKI

預託者名
使用済み切手・使用済みテレホンカード等

預託者名

善意品

善意金 台風19号被害に関する支援金
預託者名 金額（円）

茨城新聞文化福祉事業団 1,300,000 円
（公財）生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 100,000 円
（株）ライズ 2,645 円
丸大食品（株） 8,038 円
茨城県ＰＴＡ連絡協議会 500,000 円

合　　計 1,910,683 円

預託者名 金額（円）
（株）ツクイ 10,150 円
いばらきコープ生活協同組合 500,000 円
ものまねキャラバン代表コロッケ 500,000 円
茨城トヨタ自動車（株） 500,000 円
兵庫県社会福祉協議会 200,000 円
西村やすとし後援会 300,000 円

合　　計 2,010,150 円

交通遺児福祉基金　
預託者名 金額（円）

（株）明送 100,000 円
幡谷浩史 1,000,000 円

合　　計 1,100,000 円

ボランティア基金
預託者名 金額（円）

野木利三郎 30,000 円
セキショウふれあい基金 1,000,000 円

合　　計 1,030,000 円




