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　福祉人材センターは、社会福祉法に基づき設置され、茨城県では茨城県社会福祉協議会が運

営しています。

　福祉の仕事を希望されている方と人材を求める社会福祉施設、介護保険事業所等への架け橋

となるとともに、福祉についての情報提供や、就職のあっせんを無料で行っています。

　なお、無料職業紹介事業については、職業安定法に基づき、厚生労働大臣の許可を得て行っ

ています。【無料職業紹介事業許可番号　08-ム-010006】

　福祉の仕事が初めての方でも、親切・ていねいにご支援いたしますので、ぜひご利用ください。

１　福祉の就職活動をお手伝いします。
■無料職業紹介
　⑴福祉人材センターの窓口を利用する
　　①求職相談・登録
　　　・�資格や求人・求職状況等、福祉の仕事に関

する相談にキャリア支援専門員がお応えし
ます。

　　　・�「求職票」に必要事項を記入し、提出する
と登録ができます。

　　②情報提供
　　　・窓口で求人情報の閲覧ができます。
　　　・毎月 1回、福祉職の求人情報誌「うぇるわ～く」を発行します。
　　③紹介状の発行
　　　・求人事業所と面接等を行う場合、センターで「紹介状」を発行します。
　⑵インターネットを利用する　※誰でも利用できます。
　　※「紹介状」が必要な場合は、求職登録が必要となりますので、
　　　当センターにご連絡ください。
　　①ホームページ「福祉のお仕事」にアクセス
　　　https://www.fukushi-work.jp/
　　　・各種情報が閲覧できます。
　　②求人情報の検索
　　　・�センター登録の求人票を閲覧することが

できます。当センターを利用している登
録事業所や求人情報の検索ができます。

　　③応募用紙の発行
　　　・�希望する求人がありましたら、求人票に掲載の人事担当者に直接連絡し、面接日程を決めてく

ださい。
　　　・�求人票の詳細ページから「応募用紙」を印刷し、必要事項を記入のうえ、面接時に求人事業所

へ提出します。

キャリア支援専門員がサポートします！！

福祉人材センターとは？

福祉のお仕事ホームページ QRコードはこちら！

県内福祉職情報がたくさん。



いばらきの社会福祉令和３年６月25日 No.322

3

●茨城県福祉人材センター
　水戸市千波町 1918　TEL：029-244-4544　受付時間　9：00 ～ 17：00（土・日・祝日・年末年始除く）

■ハローワーク出張相談会
　�　ハローワーク水戸及びハローワーク土浦を会場に、福祉の仕事に興味ある方や福祉の職場に就職を
希望する方にキャリア支援専門員による相談会を実施しています。

　●ハローワーク水戸
2021 年 ７月 15 日（木） ８月 26 日（木） ９月 16 日（木） 10 月 28 日（木）

11 月 25 日（木） 12 月 23 日（木）

2022 年 １月 27 日（木） ２月 24 日（木） ３月 24 日（木）

　●ハローワーク土浦
2021 年 ７月 20 日（火） ８月 17 日（火） ９月 21 日（火） 10 月 19 日（火）

11 月 16 日（火） 12 月 21 日（火）

2022 年 １月 18 日（火） ２月 15 日（火） ３月 15 日（火）

２　福祉のお仕事の魅力を未来ある子ども達へ伝えます。
■福祉キャラバン隊
　�　福祉・介護の仕事への理解促進・イメージアップを目的に、県内中
学校及び高等学校を対象に、「福祉キャラバン隊」を派遣しています。

　�　「ふくし“きらり人。”」（８頁参照）とともに、福祉の仕事の内容や、
そのやりがい・魅力をお伝えします。

３　福祉との出会いの場を作ります。
■就職相談会・福祉のお仕事フェア
　�　就職希望者と事業所とのマッチングを目指し、福祉の仕事に興味
がある人が気兼ねなく相談できる場所を設置します。

■職場体験事業
　�　学生や福祉の仕事に関心のある人に、実際の高齢者施設で職場体
験をする機会を提供します。

４　介護職への一歩を踏み出した人を支援します。
■介護職員初任者研修支援事業
　�　介護職員としてこれから働く人、もしくはすでに事業所等に就職
しながら初任者研修を修了した初任段階の介護職員に対し、受講費
用の一部を助成します。

　　詳細は４頁をご覧ください→

５　求人事業所を支援します。
■職場環境改善セミナー
　�　福祉施設における職員の確保及び定着につなげるとともに、職場環境を改善することを目的にセミ
ナーを開催しています。

　※コロナ感染症の関係で各事業を中止又は延期とする場合があります。

学生の皆様に福祉の魅力を伝えます！
※画像は 2020 年１月のもの

福祉のお仕事フェアの様子
※画像は 2019 年 11月のもの

～茨城県福祉人材センターを紹介します～
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社会福祉事業従事者研修への参加お待ちしています

社会福祉事業従事者研修に参加すると
　①�研修システムによる職員の受講管理ができます。これまで受

講してきた職員の研修受講履歴を見ることができます。
　②�レポート提出者には修了証をダウンロードすることができ

ます。
研修形態は3種類！
　〇�録画配信研修➡いつでも何度でも、どこでも学ぶことができ

るため、聞き逃しても再確認できます。
　〇�ライブ配信研修（Zoomオンライン）➡移動時間の短縮、感

染症対策になります。
　〇�集合研修➡これまで通り、演習形式による学び、受講者同士

のネットワークづくり、直接講師とのやりとりができます。
　　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、多様な勤務体制にも対応できます。

これから開催案内する研修は

①コーチング研修
②スピーチロック研修
③社会福祉施設等看護職員研修
　などなどたくさんあります！
　ぜひ、研修システムにアクセスして
　研修日程一覧をご覧下さい。

問　福祉人材・研修部　TEL：029-244-3755

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

　茨城県福祉人材センターでは、次の方を対象に、介護職
員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。
■助成対象
　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

者研修を修了した方
　※�その他、研修修了時期や就職時期等に条件があります。
■助成額
　９万円（上限）
　※事業所が支払った場合は対象外です。
■募集期間
　令和４年３月 15 日（必着）まで
　※�募集期間内であっても、予算の上限に到達次第、終

了します。
■助成人数
　60 名（先着順）

　詳しくはホームページをご覧いただくか、茨城県福祉
人材センターまでお問合せください。

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

資格を活かした再就職に
貸付金をご利用ください！

　介護や保育の資格をお持ちの方が、介護事業所や保
育所などに再就職するための資金を貸し付けています。
＜介護職の方向け＞

〇離職介護人材再就職準備金貸付金
介護職の実務経験があり、再就職する方が対象です。
貸付金額　上限 40 万円

＜保育士の方向け＞

〇潜在保育士就職準備金貸付金
保育所等に再就職、又は新たに就職する方が対象
です。
貸付金額　上限 40 万円

〇未就学児保育料一部貸付金
未就学児がいて、新たに保育士として勤務する方
又は産休等から復帰する方が対象です。
貸付金額等　保育料の半額、１年間（月額上限有り）

※詳細はお問合せください。
問　福祉人材・研修部（人材自立育成担当）
　　TEL：029-350-8366

アクセス方法はこちら！
①研修システムアドレス　
　https://www.ibaraki-kenshu.jp/kenshu_user/
②　　　　　　　　　　　��で検索
③QRコードはこちら

茨城県社協　研修 検索
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　県社協では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対して、生
活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金）の特例貸付を行っています。
　この度、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響が大きいことを踏まえ、緊急小口資金および総合支援
資金の特例貸付について、令和４年３月末以前に返済が開始する貸付について、令和４年３月末日まで据置
期間（返済開始までの期間）が延長されることとなりました。
　それに伴い、該当する方の償還（返済）開始は令和４年４月からとなります。
　該当する方には、個別にお知らせを郵送いたしますので、ご確認くださいますようお願いいたします。
問　生活支援部　TEL：029-244-4559

茨城県内のサロン活動を紹介した動画を作成しました

　みんなで集まりほっとできる、地域の憩いの場「ふれあい・いきいきサロン」は、現在茨城県内で 1,400
か所を超えています（R3.3 末現在）。
　「集まること」が基本であるサロン活動は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、どこの地域でも
活動停止を余儀なくされました。
　コロナ感染拡大の終息が見えない中、各サロンでは「こんな中でも、活動したい」、「つながっていたい」
との思いから、感染対策を行いながら、また新しい形を取り入れながら活動を継続されています。
　また、２年前に発生した台風 19 号は県内に甚大な被害をもたらしましたが、その際にもサロン活動で日
頃よりつながりが出来ていたことから、災害時の助け合いがごく自然にできた地域が多くありました。
　今回は、さまざまな工夫をしながら活動を続けるサロン、またその活動を応援する市町村社協の取組みを
まとめました。本会ホームページに動画を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

生活福祉資金　
　特例貸付の据置期間延長について【令和３年５月現在の情報】

つくばみらい市社協 小美玉市社協 東海村社協守谷市社協

水戸市社協 土浦市社協 取手市社協

常陸太田市社協 大子町社協常陸大宮市社協



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３年５月24日取材

～出発点は「ともにはぐくむくらしと未来」～
　いばらきコープは、組合員数 38 万人を超える茨
城県最大の生活協同組合で、食を中心に役立つ商
品やサービスを提供しています。県内に４店舗と
13 の配送センターがあり、宅配事業では毎週およ
そ 16 万世帯を訪問しています。さらに福祉介護事
業、共済を中心とした保障事業など幅広い事業を
通して、組合員の暮らしをよりよくする取り組み
をしています。また組合員といばらきコープが一
体となって、地域で暮らす人たちのために社会貢
献活動を展開しています。今日は、いばらきコー
プの社会貢献活動について、執行役員　政策・CSR
推進室室長の松尾掌さんにお話をうかがいました。

～県社協と災害時における協定を結ぶ～
　2020 年 10 月 12 日に、茨城県社会福祉協議会と
いばらきコープは「災害時における資機材の運搬
に関する協定」を締結しました。この協定は、災
害時の被災地での支援活動を迅速かつ円滑に行う
ために、資機材の運搬について必要な事項を定め
たものであり、「誰もが安心して暮らせる地域づく
り」を目指し、いばらきコープが進めている行政
機関や社会福祉協議会と連携した取り組みの一つ
です。
　そのきっかけとなったのは、新潟県中越地震で
の松尾さんご自身の経験です。新潟県中越地震は
2004 年 10 月 23 日に発生し、松尾さんは新潟県の
生協への支援活動の一環として小千谷市での被災

者支援に入りました。「地域のことをよく知ってい
る社協さんがとにかく頑張っていて、各避難所の
方たちにとって必要なものをしっかりと把握して
いました。小千谷市社協に全国の社協が応援に入っ
ている姿を見て、すごい組織だなと思ったのです」
と当時を振り返ります。令和元年の東日本台風の
際には、県・県社協・内閣府・茨城NPOセンター・
コモンズの災害支援いばらきネットワーク対策会
議にいばらきコープも加わり、支援活動を行いま
した。「私たちは地域の被災状況はわかるが、本当
に困っている人たちの状況についてはわからない
ことも沢山あります。社協さんは私たちが手の届
かない人たちをよく知っているということも、今
回協定を締結した大きな要因となっています」と
松尾さん。

～災害時の支援協定の他にも施設の
就労支援事業を応援～

　コロナウイルスの影響により、商品を製造して
も販売の機会が減少している就労支援事業所を応
援するために、県社協が実施する「福祉施設の商
品を買って応援！キャンペーン」に、いばらきコー
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台風15・19号の被害を受けた
生産者宅への支援活動

常総市の水害時に炊き出しを行う様子

配送センタートラック

いばらきコープ生活協同組合

「一人ひとりの
想いを紡ぐ社会貢献」



プは協力しています。店舗前のテントでの販売や、
毎月１回本部で商品の販売を依頼し、水戸市・日
立市・石岡市に所在する福祉施設※で製造してい
るパンは、ミーティングで訪れる組合員や従業員
に大人気です。その福祉施設の皆さんがコロナ禍
でレクリエーションに困っていると聞き、2012 年
からスポンサーになっているサッカー J2 水戸ホー
リーホックの「いばらきコープサンクスマッチ」
に計 50 名を招待しました。
　このほかにも、NPO法人フードバンク茨城に協
力し、食品を寄付できる「きずな BOX」を全店舗
に設置したり、水戸市の乳児院に子ども用紙おむ
つを寄贈するほか、JAとともに県内各所の直売所
で小学生たちが野菜の販売体験を行う「いばらき
を食べよう！キッズマルシェ」の開催などを行っ

ています。福祉・食育・子育て・環境・災害支援
など幅広いいばらきコープの社会貢献活動には、
全てパートナーが存在します。その理由は、「直接
困った人に手を差し伸べるには、連携をしないと
できないから」ということからでした。

～奨学金制度でひとり親世帯を支援～
　今後の展開として、現在取り組みの準備をして
いるのは、組合員のひとり親世帯の高校生を対象
とした奨学金制度です。毎月１万円を３年間、返
済のない給付型の奨学金を開始する予定です。財
源は組合員からの募金、「世の中に支えられ支え
合って生きていけるのだということを、ひとり親
で頑張っているお父さんやお母さん、お子さんに
気づいてもらえたらいい」という組合員の思いが
込められています。

～ともに茨城で暮らす人たちのために～
　県社協への期待をうかがうと、「お互いの強みを
出し合って、協力し合えるといいと思います。例
えば災害時にトラックを出すことはいばらきコー
プにとっては難しいことではありませんが、県社
協にとっては貴重なことだとうかがいました。お
互いの組織を知り合うことで、地域のためにでき
ることがもっとたくさんありそうで期待していま
す」と松尾さん。

　今年 50 周年を迎えるいばらきコープは、今困っ
ている人だけでなく、これからのことを見据えて
様々な団体と一緒になって、みんなが楽しく元気
に暮らせる社会にすることを目指されています。

※水戸市知的障害者就労支援施設みのり（水戸市）
　水戸市知的障害者就労支援施設はげみ（水戸市）
　水戸市身体障害者就労支援施設のぞみ（水戸市）
　日立市しいの木学園（日立市）
　はーとふる・ビレッジ（石岡市）
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笑顔で熱い想いを語るいばら
きコープの松尾掌さん

「茨城をたべよう」キ
ッズマルシェ

福祉販売（小美玉本部）の様
子

店舗での福祉販売の様子



　今回の「ふくし“きらり人。”」は、日立市にあ
る成華園デイサービスセンターで、介護職兼生活
指導員として活躍する根本里咲さんをご紹介しま
す。茨城キリスト教大学で４年間福祉を学び、福
祉の現場に出て３年目を迎える現在、どのような
思いで仕事に向き合い、福祉の仕事にどんな魅力
を感じるのかをうかがいました。

人の幸せを支える仕事がしたいから―
　根本さんが福祉の仕事に興味を持ったのは、母
親が介護職をしていたことがきっかけでした。高
校卒業後の進路を決める際に、福祉を学びたいと
いう思いになり、同大の生活科学部心理福祉学科
に進学。「３年生の時にゼミの先生に、福祉の仕事
は人の幸せを支援するためにあり、利用者様の人

生と深く関わるかけがえのない仕事だと教えても
らいました。漠然としていた私の福祉への思いが
明確になり、福祉の仕事に就きたいと思いました。」
と根本さん。ゼミの先生との出会いが、福祉の道
に進む大きな一歩となりました。

現場に出てより多くコミュニケーション―
　成華園での仕事は、入職した当初は同じ建物内
の特別養護老人ホームで勤務、今年４月からデイ
サービスセンターで生活相談員兼務の介護職員と
して働いています。デイサービスに異動して２か
月が経ち、現在はデイサービスの利用者や業務を
知るために学ぶことが多いそうです。利用者の送
迎やレクリエーション、生活機能訓練、入浴介助、
排泄介助などを行い、「ご利用者様とコミュニケー

根
ね

本
もと

　里
り

咲
さ

さん
社会福祉法人正和会　成華園デイサービスセンター
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ションをとる機会を、より多く持てるように現場
で仕事をしています。」と、忙しく充実した日々を
過ごしています。

高齢者の人生に関われることが、やりがい―
　福祉の仕事の魅力は、「ご利用者様の人生の今の
時点だけではなく、過去にどのような仕事をして
いたのか、どういう生活歴があったとか、ご利用
者様の人生に深く関わることができる仕事で、そ
れがいちばんの魅力です。」と根本さん。高齢者の
人生の中で、最後のステージにあたる部分にいる
ことを強く意識して、利用者がどう生きたいのか
を一緒に探していくことに取り組んでいます。「ご
利用者様の人生に関われていると思う時、私は一
番やりがいを感じます」と話していました。

福祉の仕事の魅力は絆を深めていけること―
　根本さんの祖父が施設に入居する際に、家で世
話をしたい気持ちがあり悩んだそうです。「施設の
スタッフが、祖父に家族のように寄り添ってくれ
る姿を見て安心しました。私もそのように関わり
たいと思っています。家族が近くにいない分、い
つも私たちが家族のように関わって、絆を深めて
いけるようにしています。その絆を深めて行ける
ことが、福祉の仕事の大きな魅力だ。」と根本さん
は言います。さらに、もう一つの魅力は、「福祉の
業界は専門職の集団であり、一人の利用者に対し
て大きな目標を決めたら、それに向かってチーム
で取り組んでいくいけること」だそうです。

生活相談員としてスキルアップしていきたい―
　生活相談員という仕事は、施設利用者やその家
族との相談業務や施設との調整や手続き、地域と
の連携など、介護福祉サービスにおける様々な「連
携・調整」が大きな役割です。現場に出て３年目
の根本さんは、「これからいろいろな面でご家族

やご利用者、専門職の方達とのつながりを大切に
して、いろいろな方から幅広く吸収して、一人ひ
とりとしっかり向き合える相談員になっていきた
い。」と今後の目標を話してくれました。大学で４
年間学んで現場に出ても、実際にキャリアを積ま
ないとわからないことがたくさんあり、そういう
時には先輩たちに相談をしてアドバイスをもらい、
そのアドバイスを自分の武器にして乗り越えてい
きたいと意欲的です。

福祉の仕事へ挑戦―――――――――
　福祉の仕事の先輩として、この仕事を志す人や
興味のある人へのメッセージをいただきました。
「福祉の仕事は人と関わる仕事なので、人と関わる
ことが好きな人が一番向いていると思います。私
自身、現場に出て２年ちょっとですが、福祉業界
で働いて福祉の仕事の魅力にたくさん気づきまし
た。人と関わる仕事、人の人生に関わる仕事で、
自分の人生も豊かになっていくと思うので、迷っ
ている人はぜひ挑戦してください。」人と関わる中
で「楽しい」という思いを大切にしていきたいと
いう、根本さんのような“きらり人。”を目指して
みませんか。

いばらきの社会福祉令和３年６月25日 No.322
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人と関わる仕事、人の人生に関わる仕事で、
自分の人生も豊かに。
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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
https://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
受付時間：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３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、年末年始を除きます。）

〈SJ20-12302　2020.12.28 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。

（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

　ニュースポーツは、技術やルールが簡単で、誰でも、いつでもどこでも楽しめることを目的に考案された
スポーツで、世界中で数百種目以上あるともいわれています。
　今回は、障がいのある人もない人も共に楽しめ、屋内でも屋外でも場所を取らずにできる、安全性の高い
種目として「ラダーゲッター」と「バッゴー」を中心に紹介します。

〔ラダーゲッター〕
　紐でつながっている２個のボー
ルをラダー（３本のハシゴ）めが
けてアンダーハンドで投げ、ボー
ルがラダーに掛かるとポイントと
なるゲームです。人数や年齢など
により、距離や回数を自由に変え
て楽しむことができます。また、
チームごとに全てのラダーに掛か
る時間を競う「スピードラダーゲッ
ター」もあります。

〔バッゴー〕
　２つのボードを６メートル離して向か
い合わせに設置し、１チーム２人で、ボー
ドをめがけてお手玉（ビーンバッグ）を
投げ、ボードにのれば１点、ホールに入
れば３点と、得点を競うゲームです。他
のビーンバッグに当たり、同時に入れた
ら６点のボーナス得点となるゲームです
が、距離や得点の数え方など自由にアレ
ンジできます。

　このほかには、屋内では、卵形のボー
ルを転がして得点リンクに乗せ得点を競
う「オーバルボール」、ペタンクの屋内
用としてつくられた「ニチレクボール」などがあります。屋内でも
屋外でもできる「スカイクロス」は、布製のリング状ディスクを目
標ポール目指して投げて得点を競います。40 メートルほど飛ばすこ
とができますが、軽く弾力性に富んでいるため、人に当たっても怪
我をさせる心配のない種目です。

次回は、「ユニカール」と「シャフルボード」です。

誰でもどこでもできるニュースポーツ 協力・文　茨城県ニュースポーツ協会
会長　介川　文雄



紹介 県内の
新設福祉施設です！

●特別養護老人ホーム　こころの里
　社会福祉法人　柏章会
　定員／　ユニット型 70 名
　〒 300-1288
　　牛久市久野町 545 番地
　TEL：029-875-5206　FAX：029-875-5207

●特別養護老人ホーム　セントラル阿見
　社会福祉法人　若竹会
　定員／従来型 70 名
　〒 300-1152
　　稲敷郡阿見町荒川本郷 179-23
　TEL：029-893-6868　FAX：029-893-6860

●地域密着型特別養護老人ホーム　桜華
　社会福祉法人　千羽鶴
　定員／ 29 名（ショートステイ 10 名定員併設）
　〒 305-0004
　　つくば市柴崎 79-2
　TEL：029-886-9700　FAX：029-886-9701

●特別養護老人ホーム　エミール
　社会福祉法人　朱白会
　定員／従来型 40 名、ユニット型 40 名
　〒 300-0414
　　稲敷郡美浦村信太 2842 番地 1
　TEL：029-896-7061　FAX：029-896-7063

　県社協では、茨城県総合福祉会館１階ロビー
に「きずな BOX」を設置しています。「きずな
BOX」とは、ご家庭で余っている食品を「きず
な BOX」に持ち寄っていただくことで、「NPO
法人フードバンクいばらき」を通じて、生活に
困っている方への支援に役立てることができる
食品寄付BOXです。
　ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。

募集 きずな BOXを
設置しています！

＊�常温保存可能なもので未開封、賞味期限が２
か月以上残っているものをお願いします。

＊�要冷凍・冷蔵である食品や、生鮮食品は受け
付けておりません。

茨城県民間社会福祉事業従事者互助会加入のご案内
　茨城県民間社会福祉事業従事者互助会は、県内の主に社会福祉法人が経営する
民間福祉施設及び福祉団体に勤務している職員を対象に、福利厚生を目的とした、
慶弔関係の給付及び資金の貸付事業を行っております。
　詳細につきましては、茨城県社会福祉協議会のホームページでご案内しており
ますが、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。

〒310-0851　水戸市千波町1918　TEL029-241-3966　FAX029-241-1434

いばらきの社会福祉令和３年６月25日 No.322
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〒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 <令和３年１月～令和３年３月善意金等の預託と払い出し状況>（敬称略）

JSA中核会　茨城支部 茨城県PTA連絡協議会（株）明送

いばらきコープ生活協同組合 （公財）生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会

令和２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。令和２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。令和２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。
（一社）生命保険協会　茨城県協会

いばらきの社会福祉 令和３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
岩井　範嗣 （有）水穂工務店 塩幡　保浩
㈱三福綜合不動産 伊藤　伸子 池田　吉教
金属技研㈱茨城工場 常陽ボランティア倶楽部 茨城いのちの電話
住友生命保険相互会社柏常総支社 有馬　亜希子 ㈱カインズ　水戸店
㈱明送 （公社）JAIFA 茨城県協会 茨城県信用保証協会
茨城県教育研修センター 常陸大宮市商工観光課 アズビル㈱アドバンスオートメーションカンパニー茨城営業所
茨城県保健福祉部長寿福祉推進課
北茨城市、石岡市、水戸市、古河市、神栖市、鹿嶋市、守谷市、常陸大宮市、五霞町、小美玉市、土浦市、ひたちなか市、
龍ケ崎市、牛久市、阿見町、取手市の各社会福祉協議会

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 払出先名
（一社）生命保険協会　茨城県協会 軽自動車（福祉巡回車）２台 北茨城市、潮来市の各社会福祉協議会

（株）セブンーイレブン・ジャパン 食料品・日用品
鉾田市、阿見町、常陸太田市、かすみがうら市、
常総市、茨城町、東海村、小美玉市、日立市、
神栖市、守谷市、大洗町の各社会福祉協議会

善意品

交通遺児福祉基金

預託者名 金額（円）
JSA中核会　茨城支部 130,800
損害保険ジャパン（株）茨城支店 13,080
（株）明送 100,000
茨城県 PTA連絡協議会 200,000

合計 443,880

善意金

預託者名 金額（円）
野木利三郎 30,000
いばらきコープ生活協同組合 10,000,000
（公財）生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会 100,000
茨城新聞文化福祉事業団 900,000
匿名 8,530
（株）ライズ 1,671
匿名 200
茨城県 PTA連絡協議会 300,000

合計 11,340,401

ボランティア基金
助成金額

ボランティア団体助成（13団体） 2,947,755 円
市町村社協ボランティアセンター助成（27社協） 7,020,049 円

交通遺児福祉基金
金額

就学奨励金（合計 20名）
小学校卒業 9名・中学校卒業 11名 1,500,000 円

善意金（本会への払い出しを除く）
金額

指定払い出し 1,950,000 円

令和２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　（約 3,895,173 枚）

換金額
290,300 円使用済みカード（約　  27,892 枚）

ハガキ　　　　（約　　　 948 枚）
※これらについては、ボランティア助成事業として活用させていただきました。




