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あなたの

出番 です!!
生活支援
生活支援

どんな人が何をしている
のか。生活支援サポーター
！
の全てを大公開！
さぁ、
次のページへ、
進みましょう！！

URL:https://www.kofu-syakyo.or.jp/

〒400-0858 山梨県甲府市相生2丁目17-1

ちょっとした困りごとをお手伝い
生活支援サポーターについて知ってみよう！！
生活支援サポーター
誰かの役に立ちたい！
困りごとをお手伝いしたい！
でもどうしたらいいの？

まず生活支援サポーターに
なる方法は、

❶養成講座を修了。
❷介護の資格を
持っている。
❶か❷のどちらか

多くの方が、生活支援サポーター
養成講座を受講して、
サポーターになっています。

どんな講座なのか
気になるな。
でも、 難しいの
かしら ・ ・ ・

受講したら、
絶対にサポーターに
ならないといけないの？
講座を受けた後、
考えてもいいの？
もちろん！
講座を受けた後も安心して活動が始
められるようにバックアップをきち
んとさせていただきますが、
受講だ
けでもウェルカムですよ！

養成講座の様子です。
訪問マナーや接し方等、
活動をする際の
ポイントを学んで、
安心して活動が始めら
れるようにお手伝いをしていきます！

それなら気負いなく参加できそう！
受講したら、 すぐにサポーターデビューできるの？
サポーターになってくれる方には、
「生活支援サポー
ター」
の登録をしてもらい、
説明会を開催しています。
自分がお手伝いできることなどもここで教えてもらい
ます。
そこからは、
利用する方があらわれるまで、
サポー
ターデビューの日を待っていてくださいね。

ついにサポーターデビュー！

その日は突然に…
もしも〜し
サポーターさんに、
お掃除を
お願いしたい方が
います。

なるほど！ サポーターのこと良く分かったわ！

初回は、私たちも同行するの
で心配しないでくださいね。
1回の活動で500円の謝礼をお
渡しします。

私もサポーターデビューしてみよっと！！
生活支援サポーターの活動って何をするの？

笑顔ふれあい訪問サポート事業

生活支援サポーターの活躍の場

電球交換

買い物・薬受取

衣類の整理補修

ベットメイク

包括に聞いてみたら、
どうやら、 使うことが
出来るみたい！

一般的な調理

お家のちょっとした困りごと
を1回1時間200円でお手
伝いします。
だけど、
ヘルパーさんじゃな
いので、介護などの体に触
れることはご法度ですよ！

サービス内容

洗濯

掃除

生活支援サポーターって
例えば、 どんなことを
してくれるの？

掃除をお願い
できたら助かるな…

どんな人が
来てくれるのかしら。。
合わない人だったら
どうしよう…

サポーターになりたい！

利用できるのは、
要支援1，2
または生活機能が低下
していると判断された人
のみ。
使えるかどうかは、
まずは担当地区の
包括にご相談して
みてくださいね。
ご安心ください！
始まる前に、
お手伝い
してくれる人と私たち
が、
一緒にお宅を訪問
して、
顔合わせをして
いきます。

包括から連絡がき
たら、
お手伝いして
くれる人を私たち
(市社協)で探して
いきますね。

包括の職員さんに
伝えてください。
包括で手続きを始
めてくれます。

使いたくなったら、
誰でも使えるの？

一緒にきてくれるなら
安心かな。
利用の仕方もよくわかったし、
サポーターに助けてもらいながら、
これで、 毎日、 安心して過ごせるわ！

もっと詳しく知りたい！

地域福祉推進課までお問い合わせください。
☎055−225−2118

サポーターに手伝って欲しい！
名

称

ひがし

東ほうかつ

電話番号

担当地域

055-233-6421 琢美・東・富士川

なん とう

055-223-0103 里垣・玉諸・甲運

にし

055-220-7677 貢川・石田・池田・新田

なん せい

055-220-2315 国母・大国・大里

南東ほうかつ
西ほうかつ
南西ほうかつ
みなみ

南ほうかつ

055-242-2055 伊勢・住吉・湯田・山城

ほく とう

055-252-3398 相川・北新・新紺屋

ほく せい

055-252-4165 千塚・羽黒・千代田・能泉・宮本

北東ほうかつ
北西ほうかつ
ちゅう おう

中央ほうかつ
てき なん

笛南ほうかつ

055-225-2345 春日・相生・穴切・朝日
055-266-4220 中道・上九一色

甲府市には、日常生活圏域ご
とに9ヵ所の地域包括支援セン
ターがあります。
お住まいの地区によって担当
する地域包括支援センターが
違います。
ご自身の地区がご不明な場
合は、地域福祉推進課までご相
談下さい。

日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用の支援、
通帳や印鑑等の管理、日常生活における金銭管理への助
言等を行うことで、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
十分でない方で、成年後見制度の利用には至らない方が
対象となります。
サービス利用には事前面談・契約（無料）が必要で、
利用にはサービス利用料が必要になります。（生活保護受
給者は無料）
詳しくはご相談ください。

福祉サービス課

あんしん支援担当

成年後見制度の利用支援

TEL055−225−2119

上九の湯ふれあいセンター

市民後見人の養成や、市民の皆さまから
の成年後見制度に関する相談もお受けして
います。
また、事業所など地域で開催する成年後
見制度の勉強会での講師等も行っています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

成年後見制度とは
認知症や精神障がい、知的障がいなどによ
り判断能力が十分でない方々の契約や財産管
理などを保護・支援するのが成年後見制度で
す。

福祉後見サポートセンターこうふ
TEL055−225−2120

オフィス家具・ＯＡ機器・学校用家具・事務用品

〒400-0032 甲府市中央2丁目12ー15

TEL 055-232-3611

URL http://www.shojikido.co.jp

ミネラル成分豊かな天然温泉
甲府市在住の方は、３１０円です。
現在、新型コロナウイルス感染症予防対策で
人数や時間について制限がありますので、お問
い合わせください。

上九の湯ふれあいセンター
TEL0555−88−2525

在宅福祉サービスを利用して、
笑顔あふれる毎日を！
訪問介護（高齢の方への介護）
居宅介護（障がいのある方への介護）
ご自宅にホームヘルパーが訪問し、ご利用者様の状況に
合わせ、調理や洗濯、掃除など生活面でのお手伝い、食事
やお風呂の介助など身体的なお手伝いをいたします。
また、障がいのある方に外出支援も行います。

通所介護（デイサービス）
緑豊かな曽根丘陵に位置し、眺望に優れた『甲府市中道
デイサービスセンター』では、介護が必要な方がご自宅で
生きがいを持って暮らせるよう、機能訓練やレクリエーショ
ン、入浴等のサービスを提供します。

福祉や介護などに関する総合相談

（笛南ほうかつ）

『甲府市笛南地域包括支援センター』では、中道地区及び
上九一色地区にお住まいの方々から、福祉や介護などに関
する相談を受け、適切な支援につなげます。

職員を募集しています

『甲府市笛南地域包括支援センター』では、主任ケアマネージャー（正職員）を募集しています。
地域の方々とふれあう機会の多い、とてもやりがいのある仕事です。
勤務条件など、詳しくは下記までお問合せください。

在宅福祉推進課 TEL055−225−2117

甲府市横根町85番地

TEL055
（233）
7753

FAX055
（233）
7738

令和3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3年度実績 ２３,９３７,８４０円

会費収入の約７０％がお住いの地区社会福祉協議会の
活動費等に充てられています
○地区社会福祉協議会の事業費
○会費取扱手数料
○甲府市社会福祉協議会の事業費

決算額15,515,084円
決算額 1,140,568円
決算額 7,282,188円

令和3年度の収支決算額（単位 : 円）
法人運営事業
68,184,123

会費収入
23,937,840

地区社会福祉協議会の事業費
15,515,084
会費取扱手数料
1,140,568

補助金収入
58,866,631

ふれあいまちづくり事業
3,273,343

受託金収入
292,550,077
介護保険事業収入
78,139,888

収 入

生活支援体制整備事業
22,575,725

支 出

住民参加の支え合い事業
30,179,171

521,784,148 503,614,262

障害福祉サービス等
事業収入
34,378,031

ボランティア振興事業
20,756,830
成年後見事業
21,773,922

サービス区分間繰入金収入
19,995,282

指定管理施設経営事業
191,759,661

事業区分間繰入金収入
4,970,285
その他収入
8,946,114

その他事業
11,242,019

介護保険関連事業
117,213,816

令和４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。
第45回甲府市社会福祉大会(11月18日開催)
開催時に掲揚するほか、令和４年度の本会のスローガンとして活用いたします。
◆応募方法
▶郵便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（水）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)

スローガンを募集します
▶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。
▶作品は、未発表のものに限り、著作権は本会に帰属します。
【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

令和4年度 主な事業計画及び収入支出予算の概要
令和４年度事業計画の主な概要
〜 令和４年度主要課題 〜

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・多様化する地域生活課題やコロナ禍での生活支援に積極的に取り
組む。
○適正な財源の確保や経費節減に取り組み、安定した財政基盤を確立す
る。

住民主体による地域福祉活動や小地域ネットワーク活動の更な
る活性化に向けた取り組みを行うとともに、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継続・拡大など、住民
主体の地域福祉活動の充実に取り組みます。

❷ 支え合いのネットワークと協働体制の構築

❸ 権利擁護体制の整備

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、
「災害ボランティアセンター
運営チーム」を中心に実践的な訓練を通じて、発災時への備えを強化します。

「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づくりに取り組みます。

❹ 福祉施設サービスの充実

❺ 在宅福祉サービス事業の経営

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。

国における福祉施策の動向等を見極めながら、収支のバランス
の取れた事業運営に努めるとともに、利用者へのきめ細かいサー
ビスを提供します。

❻ 人材育成と業務効率化

❼ 法人運営・財政基盤の強化

甲府市との人事交流、研修計画の策定、自主研修の支援を継続
して実施し、人材育成に取り組むとともに、業務の効率化に努め
ます。

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
るとともに、社会福祉協議会の役割や事業の周知のための積極的
な情報発信に努めます。

令和4年度の収支予算額（単位：千円）

法人運営事業
89,025

会費収入
24,134

ふれあいのまちづくり事業
3,665

補助金収入
58,887

生活支援体制整備事業
27,457

受託金収入
269,287
介護保険事業収入
98,993
障害福祉サービス等事業収入
42,236

収 入

562,223

住民参加の支え合い事業
34,379

支 出

ボランティア振興事業
22,495

562,223

成年後見事業
24,466

その他収入
44,873

指定管理施設経営事業
200,044

サービス区分間繰入金収入
19,401

介護保険関連事業
145,875

事業区分間繰入金収入
4,412

ご寄付ありがとうございました
○坂井 春枝 様
○オリエンタル産業株式会社 様
○武山工業株式会社 様
○甲府東ライオンズクラブ 様
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。

その他事業
14,817

新入 職 員 紹介
社会福祉士

介護福祉士

㓛刀 莉沙

小林 史明

新 入 職 員 の 功 刀 で す。

在宅生活をされてい

南ブロックの担当とし
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うに頑張りますのでよ

し て 頑 張 り ま す。よ ろ し
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くお願いします。

す。

フードアプリケーション

プラ
ス

食品や生活用品のご寄付をお願いいたします

家庭や企業で余った食品や生活用品をご寄付していただき、子ども支援や生活支援に関わる NPO 法
人などを通じて必要とする方々にお渡しします。この取組は、
ＳＤＧｓへの取組に繋がるものであります。
長引くコロナ禍で、まだまだ支援が必要な方がいらっしゃいますので、皆様のご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。
●受付期間：令和4年7月1日
（金）
〜22日
（金）
まで ８：３０〜１７：１５ (土・日、
祝日を除く)
●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
※賞味期限が明記され、３か月以上あるもの※未開封で、破損など中身が出ていないもの
※お米は令和３年以降のもの

●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

ネット募金のご紹介

など

災害ボランティア
事前登録のお願い

災害
ボランティア

スマートフォン（インターネット
上）から、左記の QR コードを読
み込み、手続きを行っていただく
ネット募金
と、赤い羽根共同募金に協力する
QR コード
ことができます。

市外ボランティアの受入には、災害の規模や状
況によって日数が掛かる場合があります。この間、
被災者に地元市民による一日も早い、支援活動を
行うため、災害ボランティアを募集しています。
詳細はホームページをご確認ください。

甲府市ボランティアセンターの貸出備品と回収品について、ヒント①〜⑦を参考に、ワードパズルに
「ひらがな」
を当てはめ、㋐〜㋘の文字を導き出して、答えを完成させてください。
ハガキでご応募いただいた正解者の中から抽選で５名の方に記念品をお贈りします。

⑦

⑥

【ヒント】
①高齢者の方の暮らしの中での体の不自由さやその気持ちを体感することができる教材で、学校
等に貸し出しを行っています。➡■■■■■■疑似体験セット
②日にちや予定を管理するためのもので、年末に集めて、必要とされている方に配布しています。
➡カレンダーと■■■■
③子ども支援や生活支援を行うため、家庭や企業に寄付を募り、年３回、NPO法人などを通じて、
必要とされている方に配布しています。
➡■■■■■と生活用品
④怪我等で歩行が困難な方に、一時的に貸し出しを行っています。
➡■■■■■
⑤咀嚼が困難な方が使用するもので、それを回収し、金歯などの貴金属部を精製して、世界の子ど
も達の支援に役立てています。➡■■■
⑥カルシウムが摂取できる飲み物で、その容器を再生ハガキや名刺の材料として、障がい者施設に
寄付しています。➡■■■■■■パック
⑦手紙を送る際に貼るもので、それを換金して、
東南アジアの子ども支援のため、
役立てています。
➡使用済み■■■

イ

ふ

ウ

②

イ

③
①

ア

ウ

エ

⑤

ク

④

カ

オ

（答えは、
ホームページで発表します。）

※
「ひらがな」
で記入
【答え】
ア

ケ

キ

ウ
エ

か

オ

ふ

カ

ウ

キ

イ

ケ

ク

か

オ

「住所」
「氏名」
、
「連絡先」
、
をご記入いただき、ご応募ください。
（８月３１日（水）必着）
【応募方法】 ハガキに「答え」、
なお、
当選者の発表については、
記念品の発送をもって代えさせていただきます。

【応 募 先】 〒400-0858 甲府市相生2丁目17-1 甲府市社会福祉協議会 ボランティア振興課

ボランティア振興課

TEL055−223−1061

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。
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