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甲府市社会福祉協議会は、
みなさんのふだんのくらしのしあわせのために、

令和2年も全力で頑張りマウス　



令和2年 会長年頭の挨拶
　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのこととお喜び申し上
げます。
　昨年は、新天皇がご即位され令和への改元が行われたことを
始め、甲府が開府 500 年の節目を迎えるなど、新たな時代の
始まりに希望を感じさせる出来事があった一方で、相次いで発
生した台風災害に多くの人々が苦しめられました。
　そうした中で、明日への強い希望を持つことや、人と人、人
と地域が支え合う「絆」の大切さを改めて感じております。
　甲府市社会福祉協議会は、生活支援体制整備事業や成年後
見事業など、住み慣れた地域で生き生きと人々が暮らしていける地域社会をつくるため
に甲府市や地区社会福祉協議会を始め、関係団体と連携して様々な活動に取り組んでい
ます。
　これからも、地域福祉を積極的に推進してまいりますので、皆様方にはなお一層のご
支援とご協力をお願い申し上げますとともに、皆様方のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、
新年のごあいさつといたします。

　第４４回甲府市社会福祉大会（甲府市と共催）を令和元
年１０月１１日（金）に「このまちに　生きる幸せ　福祉の力」
のスローガンのもと甲府市総合市民会館芸術ホールにおい
て開催しました。
　地域福祉関係者や市民約５００名を迎え、式典では、長
年にわたり地域福祉に功労のあった方々を顕彰し感謝の意
を表しました。
　また、リズムオブラブ主宰、渡辺光美様による「かけが
えのない大切な命を愛すること、守ること～楽しく心を弾
ませ、身体を動かして～」と題した講演では、参加者全員
が一体となって軽運動に興じるなど、大変有意義な講演と
なりました。

甲府市社会福祉協議会
会長　山　田　文　夫

第44回 甲府市社会福祉大会を開催しました
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感謝状贈呈
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5 年後、10年後、皆さんはどんな地域にしたいですか？
子どもやお孫さんの世代にどんな地域を残したいですか？
地域づくりには、長い時間が必要です。
今、全国の市町村では、地域での助け合い、支え合いの活動を「地域の視点で広げてみよう ！ 」
という取り組み「生活支援体制整備事業」が始まっています。

地域のみなさんがメンバーとな
り、今やっていることの情報を共
有したり、将来に向けて「自分た
ちの地域をどのようにしたいか」
を話し合います。
見守り活動、趣味や体操等によ
る居場所づくりなど、支え合いの
仕組みづくりを考えていきます。

　地域づくりを進めていくため、皆さんのお住まいの地域の良いところや困りごとなど、様々な情
報を把握しながら、既存の活動や地域資源を活用し、支え合いの仕組みづくりを地域の皆さんと
生活支援コーディネーターが一緒に考えていきます。
　生活支援コーディネーターは、甲府市社会福祉協議会のコミュニティーソーシャルワーカーが務
めています。

どうなるの？

  これからの地域福祉

居場所 健康づくりや介護予防

話し合いの場づくり
（協議体）

こんなことありませんか？

住民同士が助け合うことで、地域で暮らしやすくなります

①ご近所で、気軽に通える交流の場

　参加・活動したい

②体を動かして、元気でいたい

　参加・活動したい

暮らしのお手伝い
③最近、ゴミ出しや買い物が大変

手を貸してほしい・手伝いたい

住み慣れた地域の中でいきいき
と生活できるよう、健康づくりや
介護予防、お茶会やおしゃべりな
ど、地域の皆さんの趣味や関心
に合わせて気軽に集まれる場所
を作ります。

通いの場づくり

具体的に

「地域づくり」
とは

住民の皆さんが、自分達で運営する主体的な活動です ！ 合言葉は“お互いさま”
一人ひとりが“お客様”ではなく、参加者として活動するのが特徴です ！

TEL055-225-2118地域福祉推進課



　昨年は全国各地で台風や豪雨などによる災害が発生

し、被災地では多くの災害ボランティアが活動していま

すが、甲府市社会福祉協議会では災害ボランティア及

び災害ボランティアセンター運営協力員養成のための

「災害ボランティア学習会」を開催しました。

災害ボランティアについて

災害ボランティア学習会

　昨年10月の台風19号での河川の氾濫等により長野市で

は甚大な被害が生じました。

　被害にあわれた方々には心からお見舞い申し上げます。

　甲府市社会福祉協議会では、山梨県社会福祉協議会から

の要請に基づき、これまでに長野市災害ボランティアセン

ターの運営支援に3名、災害ボランティア活動に3名、被災

者への緊急小口資金貸付業務に1名の職員を派遣しました。

　災害ボランティアとは、災害発生時及び発生後に被災地において復旧活動や復興活動
を行うボランティアです。
　がれきの撤去・分別、泥だし、室内清掃など様々な活動を行います。
　また、災害ボランティアセンターは、災害ボランティアの活動を円滑に進めるため被
災地に設置される拠点で、駆けつけてくれたボランティアの方々が効率的に活動できる
ように、被災地でのニーズの把握、ボランティアの受入、ニーズとのマッチングなどを行
います。

台風 19号被災地の長野市へ支援に行きました



　甲府市社会福祉協議会では、昨年11月10日（日）に実施された甲府市総合防災訓練に
合わせ、「甲府市災害ボランティアセンター」の運営訓練を甲府市立南中学校格技場で実
施しました。
　甲府市で災害が発生した際には、甲府市に災害対策本部が設置されるとともに甲府市
社会福祉協議会も災害対策本部を設置し、市の対策本部からの要請により、市が設置す
る「災害ボランティアセンター」の運営を行います。

災害ボランティアセンターの運営訓練を行いました

訓練の様子

ボランティア振興課（甲府市ボランティアセンター）
電話：055-223-1061　FAX：055-231-6061

災害ボランティアセンター設置

地域住民からのニーズと
ボランティアとのマッチング

災害ボランティアが活動を開始

災害ボランティアに来た人の受付
（ボランティア保険加入手続き）

活動を始める前のオリエンテーション

活動報告



『上九の湯ふれあいセンター』をご利用ください！！

　甲府市上九の湯ふれあいセンターは、自然豊かな芦川渓谷
に位置するカルシウム・ナトリウム - 硫酸塩温泉です。
　清々しい自然の中で大浴場・露天風呂・うたせ湯・サウナ・水
風呂などをお楽しみください。(無料休憩広間あり)

■利用時間：午前１０時から午後８時まで
　（1月1日から2月29日までは午後7時まで）
■入浴料（回数券、障がい者割引等あり）
　甲府市民　大人３１０円、小中学生１００円
　市外者　　大人７３０円、小中学生３１０円
■定休日：木曜日（祝日の場合は前日）
　※１月２日（木）は、臨時開館いたします。

甲府市民は ３１０円 で天然温泉がご利用できます！！

《温泉の概要》

放送日：令和元年１０月３０日
来館者：太川陽介さん、蛭子能収さん、宇垣美里さん

《2月23日は富士山の日》無料招待券プレゼント！！《2月23日は富士山の日》無料招待券プレゼント！！
令和2年2月22日(土)と23日(日)の二日間に「上九の湯ふれあいセンター」をご利用のお客様の中から、抽選で
ペア10組20名様に上九の湯ふれあいセンター無料招待券をプレゼントします。
皆様のご来場をお待ちしております。

TEL0555-88-2525住所：甲府市古関町1174

TEL055-225-2120福祉サービス課　あんしん支援担当

テレビ東京「ローカル路線バス乗り継ぎの旅（太川蛭子の旅バラ）で
上九の湯ふれあいセンターが紹介されました！！

◆「成年後見制度」をご存知ですか？◆
　認知症や障がいなどにより、介護などのサービスや値段の高い買い物の契約など、自分一人で決める
ことが不安だったり、難しいと感じたりしたときにあなたを助けてくれるのが、「成年後見制度」です。
　福祉後見サポートセンターでは、「成年後見制度」についてのお問合せにお答えしています。
　また、平成３１年４月から成年後見制度に関する中核機関として、権利擁護支援のネットワークづくりや、
「成年後見人として活動したい」という市民の方々に対して市民後見人研修をしています。
　まずは、お気軽にお問い合わせください。
※このほか、日常生活自立支援事業や、生活福祉資金貸付事業も行っています。



会員加入をいただいた団体等　(令和元年11月30日現在)

会員加入をいただいた法人　(令和元年11月30日現在)

甲府市社会福祉協議会の会員加入に
ご協力ありがとうございました。

　今年度も自治会連合会、民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会の多大なご協力により、個人・団体・法人等の多くの皆
様にご加入いただき、１１月３０日現在で24,091,250円の実績となっております。頂戴しました会費は、甲府市社会福祉協議会が取
り組む地域福祉推進等の事業に活用させていただきます。

※個人会費とは別に団体会費をいただいた自治会も掲載させていただいております。　（五十音順・敬称略）
※一口5,000円以上でご協力をいただいております。

※一口5,000円以上でご協力をいただいております。

（五十音順・敬称略）

アーク総合福祉プラザショールーム
（有）あいケアサービス
（株）アイメック
アサヒサンクリーン（株）山梨営業所
（株）アサヒ総合サービス
（有）アスト企画
（株）アセラ技建
穴水（株）
あめみや割烹（2口）
（有）アルファー・キッド
アルプス事務機（有）（2口）
（有）飯田建材
（福）いきいき倶楽部（2口）
（株）井澤
Ｉｓｈｉｉテニスアカデミー（2口）
石川自動車整備工場（2口）
石原歯科医院
和泉電気工業（株）（2口）
（株）いちやまマート増坪店（2口）
稲積神社
井上鋼材（株）
今沢メンテナンス
ヴェオリアジェネッツ（株）
（株）ウカワ
（株）内田印刷所
エキスパート（株）
（株）エクシング甲府支店
（株）エクセレント
（有）縁
（福）大鎌田保育園
（株）オオキ
（福）大里保育園
（有）オオノ
（株）オギノ下石田店
（有）荻野造園
（福）奥湯村福祉会
（株）長田玉夫商会
（株）オズプリンティング
オリエンタル産業（株）
（株）甲斐延
（福）カリタスの園
（株）川上新聞店
北野医院
（有）共栄小林
（株）峡南堂印刷所
（福）旭寿会
（福）くだま福祉会

国峰興産（株）
（有）黒富士農場
（株）ケアフリー
（株）ケイエス・コバヤシ
（福）恵信福祉会
（福）恵優会
（株）ＫＫＳ
（医）健栄会
（株）小泉中部
（福）甲西厚生会
（医）幸仁会
（有）河野モータース
（株）甲府キンダイサービス
（一社）甲府市医師会
（一財）甲府市勤労者福祉サービスセンター
（福）甲府市社会福祉事業団
（福）甲府市民生福祉会（3口）
甲府信用金庫北支店
甲府信用金庫本店営業部
（一社）甲府地区建設業協会
甲府東ライオンズクラブ
甲府冷暖工業（株）
（株）甲府ワインポート
（医）考緑会二宮眼科医院
宏和建設（株）
五光電工（株）
（株）五味新聞店
古守医院
（有）坂本屋
（福）さくら会
ササキ（株）甲府支店
（株）ササモト
（医）笹本会（6口）
佐藤建材金物（株）
三栄自動車工業（有）
三英電業（株）
（株）サンカイゴ
三幸（株）
サンヨー山梨デンカシステム（株）（2口）
（有）さんらいず
ＪＡふえふき中道南支所
（株）シオザワ
（有）塩澤建装
（福）慈光福祉会
（株）シダー（2口）
（医）篠原会
（有）篠原電研

（医）清水医院
（株）ジュエリーＲＡＯＮ
（福）城西福祉会
（株）正直堂
（有）城南観光バス
昭和建設工業（株）
白百合保育園
（福）伸芽保育会
（株）新光設備工業（2口）
（福）心耕福祉会
（福）心和会
（株）ステップ・ケイ・スリー
（公財）住吉偕成会（4口）
（福）清翔会（3口）
（福）清長会
積水ハウス（株）山梨支店
積和建設西東京（株）山梨事業所
セコム山梨（株）
セブンイレブン国母店
（株）洗心
（福）善隣会
相互産業（株）（2口）
（株）ダイアート三枝
ダイイチ総業
だいこく飯店
（福）大寿会
（株）大成電気
（株）竹中工務店山梨営業所（2口）
田原会計事務所（2口）
（株）田丸
だるま家
（株）丹沢電機
（福）たんぽぽ康洋会
千野建材（株）（2口）
中部食品（株）
（株）ツヅキ通信特機（2口）
（特非）デイサービス真心
（株）テレビ山梨
（株）トップジュエリー（2口）
（福）豊住福祉会
とんかつ一心
中込建設工業（株）（2口）
（株）中島鶏卵市場
（株）永田工業所
（一社）中道農産物加工直売組合
（福）中道福祉会
なかむら保育園

中山ユニホーム
（福）なのはな
（福）南西保育会
（福）日新会（2口）
日本連合警備（株）
（株）ニュースコム
認定こども園新生学園
（株）萩原ボーリング
（医）八香会
（有）花寿
（株）樋川建設
（株）平井
（株）平塚メディカル
（有）ファースト商会（2口）
ファミリーマート甲府市場西店
（株）富士グリーンテック（2口）
（福）富士厚生会
不二製パン（株）
（株）ふじでん
富士冷暖（株）
芙蓉建設（株）
（有）プラザ開発（2口）
（株）ＰＲＩＮＫＳ（2口）
プリンセス天功エンタテイメント（株）（2口）
（学）古屋学園
（福）へいりん荘
（有）保泉商事
（福）ホープ会
（株）ホンダ四輪販売甲信
（株）マルモ
（株）緑が丘設備
（福）宮前福祉会
（有）宮本商店
（株）メイキョー
明和工業（株）
（福）明和福祉会
（福）めぐみ福祉会
（医）望月会
（株）望月電気
（株）望月宝飾
（株）百百 
（一社）森の子
八雲製菓（株）（2口）
（株）やさしい手甲府（2口）
山岡看板工芸
（有）山縣塗装店
（株）山交百貨店

（医）山角会
（有）山中商事
（福）山梨樫の会
（福）やまなし勤労者福祉会
山梨グローブシップ（株）
山梨県家具工業（株）
（公社）山梨県看護協会
（一社）山梨県建設業協会
山梨縣護國神社
（福）山梨県社会福祉事業団
（特非）山梨県相続成年後見協会
山梨県遊技業協同組合
（株）山梨施設管理
（福）山梨太陽の家
（株）山梨地質（2口）
山梨トヨペット（株）
（株）山梨日日新聞社
山梨燃料（株）
（独）地域医療機能推進機構山梨病院
（福）山梨ライトハウス（3口）
（有）山平浅川商店
山宮温泉
山本基礎工業（株）
（福）友愛福祉会
（福）ゆうき会
（福）友好福祉会
（福）ゆうゆう
（株）吉田商事
吉平恒産
（福）四葉会
（有）ライフポート
（株）リーベン
（株）ＬＩＸＩＬ
（医）立史会（3口）
（医）立星会
（株）ルピナス
ロイヤルモデル
（有）朗月堂
（株）ＹＳＫｅ－com
Ｙショップやましろや店
（福）和告福祉会
（福）和人会（2口）
（株）和の心
（同）和らぎ

川田町自治会（2口）
貢川地区福祉推進員協議会（2口）
貢川地区民生委員児童委員協議会（3口）
甲府市ガイドヘルパーわの会
甲府市子どもクラブ指導者連絡協議会

甲府・食事サービスをすすめる会
甲府市視覚障害者協会
甲府市自治会連合会
甲府市シニアクラブ連合会
甲府市障害児者・父母の会

甲府市女性団体連絡協議会
甲府市身体障害者福祉連合会
甲府市聴覚障害者協会
甲府市ひとり親家庭相談員会
甲府市母子寡婦福祉連合会

甲府市ボランティア団体連絡協議会
甲府市民生委員児童委員協議会（2口）
桜井町自治会（2口）
湯田地区民生委員児童委員協議会
横根町自治会（2口）
和戸町自治会（2口）

○ 山梨県遊技業協同組合 様
○ なべりんＯＢ会 様

ご寄付ありがとうございました赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました。

　その他多くの方々からご寄付が寄せられまし
た。皆さまからのご寄付は、地域福祉事業などに
活用させていただきます。

　多くの皆様からお寄せいただきました募金は、甲府市内の地域、福祉
施設、団体等に配分され、地域福祉活動等に活用されます。
　また、大規模災害が発生した場合は、県域を越えて被災地の復興支援
にも役立てられます。



令和2年1月1日発行

ホームページをご覧ください

訪問・居宅介護
　自宅に訪問しその方の状
態に合わせて、調理・洗濯・
掃除など生活面のお手伝
いや、食事・お風呂の介
助など身体的なお手伝い
をします。
　また、障がいのある方の
外出の支援もします。

デイサービス
　介護が必要な方が、自
宅で生きがいを持って過ご
せるよう、機能訓練、レク
リエーション、入浴等の
サービスを提供します。

居宅介護支援
介護保険サービスのそ
の方にあったケアプラン
を作成します。

笛南ほうかつ
（中道・上九一色地区担当）

介護等の相談を受け
必要とする支援に繋げ
ます。

在宅福祉推進課　TEL055－225－2117

この広報誌の費用の一部は、赤い羽根共同募金の配分金により発行されています。

社会福祉法人
甲府市社会福祉
協議会
〒400-0858
甲府市相生2丁目17-1 フィッシュランド・イシハラ

甲府駅

平
和
通
り荒

川

遊
亀
通
り

美術館通り

青沼通り

相生交差点本協議会の組織や事業、必要な情報などに
ついて詳しく紹介しています。「甲府市社協」
に関心のある方はアクセスしてください。

携帯電話・
スマートフォン
からはQRコード
を読み取ってく
ださい。


