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こうふ社協だよりこうふ社協だよりこうふ社協だより

〒400-0858　山梨県甲府市相生2丁目17-1

●発行部数80,000部
●令和２年８月1日発行この広報紙の費用の一部には、赤い羽根共同募金の配分金が使われています。

“ウィズ・コロナ時代”に向き合う
　　　　　みんなで取り組む
“ウィズ・コロナ時代”に向き合う
　　　　　みんなで取り組む

つながりを維持する活動・新たなつながりを作り出す活動(例)つながりを維持する活動・新たなつながりを作り出す活動(例)

ゆるやかな見守りゆるやかな見守り

ゆるやかな見守りとは

　新型コロナウイルスの感染拡大により、要援助者 (支援が必要な人 )への見守り・声かけ・訪問を中心とした小地域ネッ
トワーク活動にも制約が生じています。従来のような活動が十分に出来る状況になく、定期的なつながりを持てない中で、
「ゆるやかな見守り」は、従来の活動を補うのに有効な見守り方法となります。

　市内 31 地区の地区社会福祉協議会は、支援が必要な方への見守り・声かけ活動や、いきいきサロンをはじ
めとした集いの場への支援など、様々な支え合いの地域づくりに取り組んでいます。
　甲府市を 5 ブロックに分け担当しているブロック担当職員は、新型コロナウイルス感染拡大により今まで取
り組んできた地域福祉活動が制限されている状況の中でも、地域のみなさんの繋がりや活動が途切れないよう
に、地区の活動をサポートしていきます。

　毎日の生活の中で、「いつもと違う」「おかしいな」
と感じた場合に声かけをしたり、関係機関に相談し
たりする「さりげない見守り活動」です。
　近所に出かけた際などに、「郵便受けに新聞がた
まってる」「夜になっても部屋の灯りがつかない」な
どの異変はないか、少し気にかけるだけでも、立派
な見守り活動です。
　あいさつをするなどの日頃からのコミュニケーショ
ンもゆるやかな見守り活動の一つといえます。

ゆるやかな
見守り

手紙や電話で近況確認 屋外活動で集まる お弁当を配る

宮川 　洋 窪田 敏一 片岡 秀元 井出 佳弘 望月 郁弥 松木 知佳 齋藤 浩平

担当者による
見守り

福祉推進員や民生委
員等が定期的に訪問
などを行う見守り

往復はがきで近況報告をお願いしたり、
心配な方には電話をかけて近況確認

ウォーキングやラジオ体操など屋外で 3
密 ( 密集、密接、密閉 ) を避け、休憩
時間には距離をとっておしゃべり

地域住民の協力のもと、孤食の子供や、
1人暮らし高齢者などにお弁当をお届け

専門的な
見守り

専門機関の職員が
専門的な知識や
技術で行う見守り

フードアプリケーション
食品や生活関連用品の寄付をお願いいたします

●受付期間：令和２年８月２１日（金）まで
　　　　　　８：３０～１７：１５　(土・日、祝日を除く)

●お問合せ先  甲府市社会福祉協議会　ボランティア振興課
　　　　　　　（甲府市ボランティアセンター）

TEL ０５５－２２３－１０６１
FAX ０５５－２３１－６０６１

※食品については、次の点にご配慮ください

　①賞味期限が明記され、期限は３カ月以上、未開封で破損など中身が出ていないものをお願いします。

　②お米は令和元年以降のものをお願いします。

●受付場所：甲府市社会福祉協議会 ボランティア振興課（甲府市ボランティアセンター）
　　　　　　甲府市相生 2-17-1（甲府市役所南庁舎 1号館 2階）
●ご寄付いただきたい食品
　　　缶詰、インスタントラーメン、パスタ・うどんなどの乾麺、レトルト食品、
　　　海苔などの乾物、飲料、調味料、お菓子、お米　など
●ご寄付いただきたい生活関連用品
　　　洗剤、漂白剤、除菌シート、シャンプー、石鹸、マスク、
　　　トイレットペーパー、ティッシュペーパー、生理用品、タオル類　など

プラス

　家庭や企業で余った食品や生活関連用品を寄付して
いただき、甲府市役所やＮＰＯ法人などを通じて市内の
必要な方々にお渡しします。
　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

家庭

甲府市社会福祉協議会
（甲府市ボランティアセンター）

必要な方々市役所やＮＰＯ法人など

企業

地域福祉推進課　TEL055－225－2118お問合せ先



収  入
503,360,631

支  出
503,360,631

令和元年度社会福祉協 議会が行った主な事業
社協会費は様々な事業に使われています！　令和元年度実績　24,655,750円

令和2年度 社協会員加入のお願い
　ご協力いただいた社協会費は、地域の福祉活動を支える
大切な財源になっています。地域福祉活動推進のため、社
協会員へのご加入をお願い申し上げます。

社会福祉事 業会計（一般会計）
（単位 : 円）

令和元年度 の収支決算額

公益事業会計 （上九の湯ふれあいセンター）
（単位 : 円）

①受託金
②事業収入
③雑収入等

29,642,010
13,664,321

53

収  入　43,306,384
①人件費支出
②事務費支出
③事業費支出
④負担金支出

22,559,110
5,105,591
14,391,376
210,046

支  出　42,266,123

法人運営事業
60,520,844

ボランティア振興事業
22,060,042

ふれあいまちづくり事業
8,362,526

配食サービス事業
26,469,038

指定管理施設経営事業
157,293,907

介護保険関連事業
153,450,204

成年後見事業
18,497,377

生活支援体制整備事業
28,875,718

その他 事業
11,91 6,629

会費収入
24,655,750 地区社会福祉協議会の事業費

15,914,346
補助金収入
56,794,043

受託金収入
235,447,408

積立資産取崩収入
5,184,000

前期末支払資金残高
32,652,801

その他の収入
4,688,844

介護保険事業収入
103,496,408

１．地区社会福祉協議会の事業費　決算額15,914,346円
〈 会費収入の約65%がお住いの地区社会福祉協議会の活動費に充てられています〉

２．市社協の事業費　決算額8,741,404円
ボランティア振興事業費、地域福祉推進計画策定事業費、心配ごと相談等に係る経費

　新たな地域福祉推進計画は、甲府市と甲府市社
会福祉協議会が協働して市民アンケートやワーク
ショップを実施し、生活実態や福祉ニーズ、解決すべ
き課題や対策などを把握したうえで、地域福祉を担
うマンパワーの充実、市民と地域のつながりの強
化、適切なサービス提供についての方策を計画にと
りまとめたものです。

○甲府市地域福祉推進計画を策定しました。

ふれあいのまちづくり事業　8,362,526円

介護保険事業収入
103,496,408円

障害福祉サービス等事業収入
40,441,377円

生活支援体制整備事業
28,875,718円

ボランティア振興事業
22,060,042円

受託金収入
235,447,408円

障害福祉サービス等
事業収入
40,441,377



社協の在宅福祉サービ スをご利用ください社協の在宅福祉サービ スをご利用ください
雨にもマケズ、夏にもマケズ、コロ ナにもマケズ、がんばっています！雨にもマケズ、夏にもマケズ、コロ ナにもマケズ、がんばっています！

ホームヘルパー（24時間対応）
介護保険制度開始前からの実績

高齢者のみなさんの元気を支えます

新入職員の紹介
保健師　田島怜奈保健師　田島怜奈

移送サービスを始めました

緑あふれる高台で、まごころ交わす楽しい時間

訪問介護事業所・居宅介護事業所　TEL 055-228-7560訪問介護事業所・居宅介護事業所　TEL 055-228-7560

　長きにわたる実績を活かし、介護が必要な高齢者や障がい
のある方が住み慣れたご自宅で安心した日常生活を送れるよ
う、ホームヘルパーがご自宅を訪問し、家事や介護を状況に
合わせて支援します。
　障がいのある方への生活支援や同行援護も実施しています。

　社協のホームヘルパー・デイサービスのご利用者
で、タクシーや公共交通機関を一人で利用すること
が困難な方に、通院やお買い物などの日常的な外出
を支援します。

デイサービス
　介護が必要な方が、ご自宅で生きがいを持って生活が送
れるように通所により支援します。地域住民やボランティア、
小学生との交流などを行い、より一層開かれた運営に努め
ています。

笛南ほうかつ
　中道・上九一色地区の介護・医療・保健・福祉の総合相談窓口として
主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師の３人で各種相談に応じながら、
地域と連携して福祉のネットワークづくりに取り組んでいます。

　皆様に多くの笑顔をお届けする
ことが出来るよう、精一杯頑張り
ます。よろしくお願いします。午前９時～午後４時

月曜日～土曜日（年末年始を除く）

入浴、食事、心身の機能維持向上や日常

生活の自立を助ける動作訓練（リハビリ・

運動）やレクリエーションなど

甲府市南部

営 業 時 間

営 業 日

サービス内容

送 迎 地 域

お問合せ先 ケアマネジャー
経験豊かな「社協ケアマネ」にご相談ください

居宅介護支援事業所　TEL 055-225-2210居宅介護支援事業所　TEL 055-225-2210

　介護支援専門員（ケアマネジャー）が介護サービスを利
用する要支援・要介護者と相談し、一人ひとりの生活状況
や身体状況にあったケアプランを作成します。

お問合せ先

笛南地域包括支援センター　TEL 055-266-4220　※緊急時の電話は24時間対応します。笛南地域包括支援センター　TEL 055-266-4220　※緊急時の電話は24時間対応します。
お問合せ先中道デイサービスセンター　TEL 055-266-6699中道デイサービスセンター　TEL 055-266-6699

お問合せ先



収  入
528,852

支  出
528,852

社会福祉事業（一般会計）
（単位：千円）

（単位：千円）
公益事業（特別会計）

令和2年度収入支出予算の概要

収  入
46,644

支  出
46,644

人件費支出
25,628

受託金収入
29,674

事業収入等
14,802

事業区分間繰入金収入
2,168

事務費支出
5,739

事業費支出
15,107 負担金支出

170

会費収入
24,723

補助金収入
58,723

受託金収入
239,977

ボランティア振興事業
22,524
配食サービス事業
27,475

指定管理施設経営事業
158,999

居宅介護支援事業
11,782

訪問介護等事業
82,292 地域包括支援センター受託事業

18,785

通所介護事業
37,244

成年後見事業
23,925生活支援体制整備事業

32,543その他支出
23,184

介護保険事業収入
108,002

障害福祉サービス等事業収入
40,003
サービス区分間繰入金収入
29,759

その他の収入
27,665

法人運営事業
90,099

令和2年度事業計画の概要
～　令和２年度主要な取組　～ ❶ 住民主体による地域福祉活動の推進❶ 住民主体による地域福祉活動の推進

○地区社会福祉協議会や関係団体、甲府市との連携・協働を一層
強化する。

○複雑・多様化している地域生活課題に積極的に取り組む。
○人材育成を図り、安定した経営基盤を確立する。

　住民参加による地域福祉活動や小地域ネットワーク活動の更な
る活性化に向けて支援を行うとともに、いきいきサロンの設立・
運営の支援、生活支援体制整備事業の推進等を継続・拡大して、
住民主体の地域福祉活動の充実に取り組みます。

❸ 権利擁護体制の整備❸ 権利擁護体制の整備
　「福祉後見サポートセンターこうふ」による成年後見制度に関
する事業の総合的展開と甲府市から受託した中核機関による権利
擁護支援の地域連携ネットワークの運営に取り組みます。

❺ 在宅福祉サービス事業の経営❺ 在宅福祉サービス事業の経営
　国における福祉施策の動向等を見極めながら、在宅福祉サービ
ス事業の見直しを更に進め、収支のバランスの取れた事業運営に
努めます。

❼ 法人運営・財政基盤の強化❼ 法人運営・財政基盤の強化
　財政の健全化及び組織のガバナンスの強化に向けた取組を進める中、
市社協ホームページや広報紙等、情報発信手段の見直しを行います。
　また、貴重な自主財源である社協会費については、関係団体と協議し、
より一層の理解と協力を得られるよう、新たなあり方を検討します。

❷ 支え合いのネットワークと協働体制の構築❷ 支え合いのネットワークと協働体制の構築
　市民の協働によるまちづくりに向け、ボランティアの発掘や育成、ネッ
トワークの強化を図り、広くボランティア活動の活性化に取り組みます。
　特に、災害ボランティアセンターの運営については、地域住民の関心
が高く、また、その充実は喫緊の課題でもあるため、実践的な訓練を通
じて発災時への備えを強化します。

❹ 福祉施設サービスの充実❹ 福祉施設サービスの充実
　指定管理施設の適正な管理・運営に努め、幅広い社会福祉事業
の展開や地域福祉・健康づくりの拠点として、福祉サービスの充
実に努めます。

❻ 人材育成と業務効率化❻ 人材育成と業務効率化
　甲府市との人事交流、研修計画、自主研修を通じて、人材育成
に取り組むとともに、職員それぞれが担当業務の効率化に向けて
業務改善に取り組みます。

「成年後見制度」をご存知ですか？
　知的障がい、精神障がい、認知症などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てを
し、援助する人をつけてもらう制度が、 「成年後見制度」です。
　福祉後見サポートセンターこうふでは、「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、 甲府市から 成年後見制度に関する中核機関を受託し 、 甲府市における権利擁護支援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 、市民成年後見人としての活動を目指した養成研修を開催していま
す。
　まずは、お気軽にお問い合わせください。

「日常生活自立支援事業」 「生活福祉資金貸付事業」
　福祉サービスの利用を支援したり、日常生活におけ
る金銭管理に助言をしたりすることで、安心して生活
できるよう支援するサービスです。
　知的障がい、精神障がい、認知症などにより判断能
力が十分ではなく、成年後見制度の利用には至らない
方が対象です。
　サービス利用には、事前面談（２～３回程度）と契約、
サービス利用料が必要になります。

　緊急かつ一時的な生活費や、高等学校・大学などに就
学するために必要な経費などの貸付けを行います。
　低所得者・障がい者・高齢者世帯が対象となります。
　山梨県社会福祉協議会の審査や貸付資金ごとに条件
がありますので、ご希望の方は事前にお問い合わせく
ださい。
　また、現在、新型コロナ対応の特例貸付受付も行っ
ています。

福祉サービス課　あんしん支援担当　TEL 055-225-2119お問合せ先

福祉サービス課　あんしん支援担当
（福祉後見サポートセンターこうふ）　TEL 055-225-2120

お問合せ先

○宮川　真有　様
○坂本　勝彦（坂本ビル）様
○甲府東ライオンズクラブ　様

ご寄付ありがとうございました訪問介護職員募集

　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。

スローガンを募集します第45回甲府市社会福祉大会(10月24日開催)

◆応募方法
　▶官製ハガキにスローガン及びその思いをお書きになり、住所・
　　氏名・年齢・電話番号をご記入のうえご応募ください。(8月31日必着)
　▶Eメール／FAXでの応募も可能です
　　(Eメール：ksk@kofu-syakyo.or.jp／FAX:055-237-1179)

▶詳細は社協ホームページにも掲載しています。
▶採用された方には記念品をお贈りします。
 【応募・お問合せ先】
〒400-0858　甲府市相生2丁目17-1　
甲府市社会福祉協議会　総務課　℡055-225-2116

総務課　TEL055-225-2116お問合せ先

❶ サービス提供責任者（常勤嘱託職員）
　　勤務時間：8：30～17：15
　　日　　給：6,900 円（各種手当あり）
　　資　　格：介護福祉士または介護職員実務者研修修了者

❷ パートヘルパー
　　勤務時間：週 16時間程度（勤務時間は応相談）
　　時　　給：1,134 円（夜間・早朝は1,417円、日・祝日は1,530円）※各種手当あり
　　資　　格：介護職員初任者研修修了者以上

山梨県宅地建物取引業協会会員
山梨県知事免許（15）号185号

〒400-0858 山梨県甲府市相生1丁目12-4（飯豊橋北）
TEL 055－228－8419
FAX 055－228－8427

E-mail:yamanaka@j-gate.net

有限会社 山 中 商 事

山 中 商 事
ホームページ


