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◇社会福祉協議会とは 

  社会福祉法人守谷市社会福祉協議会（略称：社協）は，住みなれたこ

のまちで，民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的

としない民間組織として，市民をはじめ，福祉・保健・医療・教育など

の各関係者，行政等さまざまな機関と協力し，社会福祉法に基づき，設

置された地域福祉活動を進める福祉団体です。 

 

○設 立   

昭和４５年７月 １日  守谷町社会福祉協議会を設立 

昭和４８年３月１４日  社会福祉法人として厚生大臣認可 

昭和４８年４月１１日  社会福祉法人登記 

平成１４年３月１３日  守谷市社会福祉協議会として名称変更 

 

○組 織 

 会長 １名／副会長 ２名／理事 １５名／評議員 ３１名／会員（市民） 

 

○支 部 

 市内に旧町村単位をエリアとする６支部を設置し，支部長，副支部長 

会計，監事，福祉協力員をおいて支部内の小地域福祉活動を推進していま

す。 

 

○財 源 

  会員の会費，市からの補助金および委託金，共同募金会からの地域配

分金（地域福祉活動費・歳末たすけあい事業費）等を財源として，各事

業を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守谷市社会福祉協議会 事務局 

 

〒３０２－0116 

守谷市大柏９５４－３ 

いきいきプラザ・げんき館内 

Ｔ Ｅ Ｌ ０２９７－４５－００８８ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０２９７－４８－５５５４ 

メ ー ル shakyo.moriya.954-3＠ace.ocn.ne.jp  

時  間 午前８時３０分～午後５時１５分（月～金曜日） 
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⒱ 

〇社会福祉協議会会員・会費 

 守谷市社会福祉協議会では，市民一人ひとり，子どもから高齢者まで，すべ

ての人が住みなれたところで「安心して暮らせる福祉のまちづくり」の一員に

なっていただきたく，下記の会員会費を全戸にお願いしております。 

 社会福祉協議会で展開しております福祉事業の原資となっておりますので，

ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。 

 

□一般・特別会員会費募集期間：5 月 1 日～６月３０日 

 ・一般会員  会費（年額）  ５００円 

 ・特別会員※ 会費（年額） １,０００円 

     （※特に当会にご協力いただける方に一般会員会費２口を 

お願いしています。） 

□法人会員会費募集期間：６月１日～ 

 ・法人会員  会費（年額） ２,０００円以上 

 

 

 

〇広報活動 

□年４回「社協だより」を発行し，全戸配布しています。 

  発行日：４月・７月・１０月・１月の各１０日（市広報発行日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ホームページ 

 ・アドレス： 

http://www.moriya-shakyo.com 

 

□守谷市社会福祉協議会法人化５０周年記念大会の開催 

令和 5 年 3 月，法人化５０周年を迎えるにあたり，市民の皆さまをはじめ、 

福祉・保健・医療・教育などの関係機関・団体，多くのボランティア，法人 

会員等，日頃のご支援に感謝の意を込め，記念大会を開催いたします。 

                                           

☜ホームページ 

http://www.moriya-shakyo.com/
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◇主な事業 

１ 高齢者の方へのサービス・事業 

 

○ふれあい電話訪問                        

65 歳以上のひとり暮らしや高齢者のみ世帯のみなさんに，電話を通

じてお話させていただき，孤独感やご不安等の解消を図るため，傾聴ボ

ランティアによる「ふれあい電話訪問事業（無料）」を実施しています（第

1・第 3 火曜日及び第 2・第 4 水曜日の午後 1 時～午後 3 時）。

ご利用を希望される方は，直接，社会福祉協議会事務局     

☏45-0088 までご連絡下さい。 

 

 

○ひとり暮らし高齢者交流事業  

市内在住で６５歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に交流事 

 業を実施しております。実施時期等詳しい内容につきましては， 

社協だよりをご覧下さい。  

  

○高齢者世帯交流事業   

市内在住で６５歳以上の高齢者世帯を対象に交流事

業を実施しております。実施時期等詳しい内容につきま

しては，社協だよりをご覧下さい。  

 

○元気わくわくスポーツ大会  

生きがい活動・健康づくり・体力の保持増進を図ることを目的として

スポーツ大会を実施しております。種目はゲートボール，ペタンク，輪

投げ，グラウンドゴルフになります。なお，この大会はいばらきねんり

んスポーツ大会の予選会に位置づけられており，この大会の成績

上位者については，県大会に出場することになります。実施時期

は毎年 5 月中旬から 6 月上旬になります。 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/--y9aOw5elts/UrEhgOLwK3I/AAAAAAAAb5Q/bes3nQ1GixI/s800/denwa_kotei_woman.png
http://2.bp.blogspot.com/-AFAYZeFK_34/U2srnY8ldjI/AAAAAAAAf00/kPIWxt8NCC0/s800/osyaberi_obaasan.png
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○スロープ付福祉車両の貸出し  

市内居住の歩行困難な高齢者や障がい者等とその家族を

利用対象者とし，福祉車両の貸出しを行っております。 

利用料は無料になります。ただし，走行に要する燃料等

については，利用者負担になります。 

利用については，車両利用希望日の２ケ月前から 5 日前

までに事前に電話で予約状況をご確認の上，車両借用申請

書を提出してください。 

利用時間は，平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時までと

なります。（原則１日，最高 1 泊 2 日まで）  

 

 

○車いすの貸出し  

突然のケガや病気，旅行や外出などで，一時的に必要に 

なった車いすを無料で貸出ししています。 

事前に電話で在庫をご確認の上，借用申請書を提出して 

下さい。（基本 1 週間以内，最大で 1 ケ月） 

 

  

 

※申請書は，ホームページよりダウンロードできます。 

 

 

２ 障がい者の方へのサービス・事業 

 

○買ってＮet！バザール  

毎年７月，イオンタウン守谷を会場に近隣障がい児・者

団体・施設が参加して，日々入所・通所者などが作製した

手作り品や野菜，食品などの販売,施設や活動紹介などを

目的に福祉バザーを２日間開催しています。 

 

○スロープ付福祉車両の貸出し  →上記参照 

○車いすの貸出し  →上記参照 

 

 通院の時に 

借りてみようか 

 
普段，家では 

使っていないけれど，旅行の

時にあると安心ね 

↑スタンダード

型 

↑介助型 

http://4.bp.blogspot.com/-Su4sDSSopj4/VJ6XkDywBEI/AAAAAAAAqNI/hhe0nYJzOdg/s800/kurumaisu_obaasan.png
http://2.bp.blogspot.com/-CcPxqR5ZwmU/U0pTZFbJGMI/AAAAAAAAfKA/fizLuwMlaH4/s800/tatemono_kaigo_shisetsu.png
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３ 子ども・子育て中の方へのサービス・事業 

 

○新生児誕生祝品贈呈事業 

  お子さんが新しく産まれた方を対象に，乳幼児用歯ブラシを 

贈呈しております。贈呈につきましては，母子保健推進員がお 

宅に訪問した際にお渡ししております。 

 

○新入児童入学祝贈呈事業  

 市内の小学校へ入学する児童を対象に，ノートを配布してお 

ります。贈呈については，小学校入学式において社協支部役員 

がお渡ししております。  

 

○ひとり親家庭 小・中学校入学・卒業祝  

ひとり親家庭を対象に，お子さんの小学校への入学や卒業， 

また中学校を卒業時にお祝い金を贈呈しております。申請が 

必要となりますので，ご注意下さい。実施時期につきましては， 

1 月発行の社協だより又はホームページをご覧下さい。 

 

○要保護（生活保護受給）・準要保護家庭（就学援助受給）  

小・中学校入学・卒業祝  

要保護（生活保護受給）・準要保護家庭（就学援助受給）を対象に，お

子さんの小学校への入学や卒業，また中学校卒業時にお祝い金を贈呈し

ております。申請が必要となりますので，ご注意下さい。実施時期につ

きましては，1 月発行の社協だより又はホームページをご覧下さい。  

 

○親子ふれあい交流事業 

ひとり親家庭の親子を対象に，ふれあい交流や親子１日 

ふれあい遠足を実施しております。実施時期や行き先等 

詳細については，社協だより又はホームページをご覧下さい。 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-IysYvUbUZLE/UZRWASRscpI/AAAAAAAAStY/_kM-hovF1vA/s800/sotsugyo_syousyo.png
http://4.bp.blogspot.com/-RKhIfDAFOIU/VZt5Qbb3OSI/AAAAAAAAu2c/2_zDuFxELLc/s800/akachan_ha_nyuushi.png
http://1.bp.blogspot.com/-vuruuR9knKI/VOsJS-bGsjI/AAAAAAAArlo/aHNwOSXfJ4Q/s800/haburashi_kirei.png
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４ 相談・生活支援サービス 

 

○ふくし相談 

障がい者，高齢者へのサービスなど福祉全般のことに 

ついて，社会福祉士がご相談をお受けします。 

相談日については，毎月第 1 月曜日午後 2 時から 4  

 時までで，会場はいきいきプラザ・げんき館になります。 

この相談は，前週の金曜日までに予約が必要となりま 

 すので，事前に社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。 

 
 ○年金・労務相談 

厚生年金や障害年金のこと，社会保険，雇用に関るこ 

となど社会保険労務士がご相談をお受けします。 

相談日については毎月第 2 月曜日午後 2 時から 4 時 

 までで，会場はいきいきプラザ・げんき館になります。 

この相談は前週の金曜日までに予約が必要となります 

 ので，事前に社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。 

 
 ○電話相談 

子育て，家庭の悩みごとなどさまざまなことについて 

相談をお受けします。相談日については，毎週金曜日 

午前 10 時から午後 3 時までで，電話４８―５５５５ 

までお電話下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉相談 

午後2 時～4 時迄 

要予約 

年金 

・労務相談 

毎月 

第１月曜日 

毎月 

第２月曜日 
午後2 時～4 時迄 

要予約 

電話相談 
毎週 金曜日 

相談専用 
48-5555 

午前 10 時～午後 3 時迄 
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 ○生活福祉資金貸付 

① 生活福祉資金 （茨城県社会福祉協議会） 

市社協が窓口となり，低所得世帯，障がい者及び高齢者世帯の方々

の経済的自立と安定した生活を送れるよう資金の貸付を行っていま

す。貸付には，総合支援資金，福祉資金，緊急小口資金，教育支援資

金，不動産担保型生活資金などがあり，貸付条件，限度額などは貸付

種類により異なります。 

 

② 小口資金貸付（守谷市社会福祉協議会）  

市内に居住する低所得者世帯，障がい者の方がいる世帯で緊急的

かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に資金を必要とする方

に対して短期の貸付を行っています。 

 

  対 象 市内に３ケ月以上住んでいる方で，65 歳以下の方｡ 

ただし，連帯保証人 1 名を必要とします。 

  限度額 5 万円（無利子） 

  償 還 償還期間は 1 年以内となります。 

 

 

 

 

○ほほえみサービス（在宅福祉サービスセンター：守谷市社会福祉協議会内） 

ほほえみサービスとは，高齢者や身体の不自由な方，産前産後の方

の日常生活上の負担を少しでも軽くするため,“たすけあいの心”を持

った地域の人々の協力により行う会員方式の有償福祉サービスです。 

 

□会員とは  

【利用会員】  

市内にお住まいの 65 歳以上の方，身体に障がいをお持ちの方， 

産前産後の方（その他，本会が適当と認めた方）  

【協力会員】  

家事援助等のサービスをして下さる方 

（年齢・性別・資格などは問いません。自分のできることを，できる   

時間活動してもらいます。）  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-tm5KbWlQAL4/VPQTqk3ZKWI/AAAAAAAAsAA/7hpKrdmrl5o/s800/soudan_madoguchi.png
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□サービスの内容  

① 食事の支度  

② 衣類の洗濯，補修  

③ 住居等の掃除，整理整頓  

④ 生活必需品等の買い物  

⑤ 通院及び外出の介助  

⑥ 介護者外出時の留守番  

⑦ 話し相手  

⑧ その他軽易な身の回りの世話 

  

□サービスの利用方法 

【会員になるには】  

利用会員・協力会員ともに事前に申込書による登録が必要です。 

【利用するには】 

登録後，利用したい日時・内容をサービスセンター（守谷市社会福祉協

議会）に申込んでいただき，コーディネーターが調整したのち，サービ

スセンターで介助券（1 時間あたり 600 円）を購入いただき，協力

会員を派遣します。 

【サービスを受けた時】  

利用会員は，協力会員よりサービスを受けた時間数に応じた介助券

を協力会員にお渡し下さい。 

【活動した後は】  

協力会員は，介助券をサービスセンターに提出し，協力費（１時間

あたり 550 円）をお受け取り下さい。 

 

□その他 

【利用時間】  

原則として，平日午前 9 時～午後 5 時（年末年始・祝日は除く） 

活動に伴う交通費，材料費等は利用会員の実費負担となります。 

 

 

 

○生活困窮世帯支援事業（守谷ライオンズクラブ・守谷市商工会共催） 

①もりや もぐもぐ 応援バッグ  

ひとり親世帯をはじめ生活困窮世帯に対し，食料品や日用品など 

  を寄付などを活用し，学校の長期休暇時（夏休み・冬休み）に希望

世帯へ配布しています。 

 

 

コーディネーター 

と面談の後，協力 

会員さんをご紹介 

します。 

 

最近腰が痛くてね。 

週 1回お掃除を頼み 

 たいんだけど… 

1 時間６００円 

http://4.bp.blogspot.com/-zMAWNK7rnkA/WUJG2kAzn0I/AAAAAAABE0c/Re78TR5YL_gr1XRh5b16w9daw7eD7s8cACLcBGAs/s800/souji_table_fuku_clean.png
http://4.bp.blogspot.com/-3PDmsO6EyHw/UO1Dp4mjntI/AAAAAAAAKfE/fTVtWt3L5ro/s1600/sentaku_kago.png
https://3.bp.blogspot.com/-xiuGiiu17G8/VvpdptbU5PI/AAAAAAAA5Ro/wn_Nhl4mmdsMZymsGX4D5lKuANf8lrdww/s800/cooking_frypan_teflon.png
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②体操着・制服リユース事業 

    卒業や買い替えなどで不要となった市内の小中学校の体操着や

制服の寄付を募り、必要な世帯に「お渡し会」（仮称）を通じて配布

するリユース事業です。 

  

 

 

５ ボランティア活動 

福祉活動への寄付や企業の社会貢献等のご相談もお受けいたします。 

 

たとえば，こんなご相談もどうぞ 

寄付をして，社会の役に立ちたい。 

寄付をしたいが，どこにしたらいいかわからない・・・ 

ボランティア活動や社会福祉関係へ寄付したいが，どうしたらよい

かわからない。 

 

○ボランティア講座  

各種ボランティア講座を実施しております。各講座実施時期が異なり

ますので，社協だよりやホームページで随時お知らせいたします。  

 

 

〇小・中学校等福祉教育 

小学校・中学校等での福祉体験学習をボランティアサークルの協力を

得ながらサポートしております。車いすや白杖（アイマスク），インスタ

ントシニア体験，手話や点字など。自治会・町内会や企業の社員教育な

どでも行います。詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-73omeYECGyo/Ugsrohhl5OI/AAAAAAAAXHM/wDovLB4HoBI/s800/kurumaisu_blue.png
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○小・中・高校福祉教育担当者研修事業 

市内小・中学校，高等学校の福祉教育担当 

 教職員を対象に，福祉教育に関する研修会を 

実施しております。 

 

 

○ボランティア活動保険 

市内・外で活動しているボランティアを対象に，ボランテ

ィア活動中の事故によるケガや損害賠償責任を補償するボラ

ンティア活動保険があります。また，被災地でのボランティア活動では，

予測できない事態も想定されますので，二次被害に備え，「天災・地震補

償プラン」，「特定感染症重点プラン」などもあります。その他，活動に

関する相談や保険の加入，内容等，詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

 

○善意銀行 

誰もが地域のために「何か少しでも役に立ちたい」という温かい気持   

ちがあることと思います。その「何か？」を金銭や物品でご協力いただ

き，その「善意」を地域の福祉事業や市内施設等の社会福祉に役立てら

れており，その「善意の橋渡し」を行っております。 

・預託内容  

① 金銭預託 

チャリティーバザーやイベントの収益の一部，企業や個人の善

意の寄付などがあります。 

② 物品預託 

活用できる福祉機器，使用済み切手やプリペイドカード（テレ

フォンカード・クオカード等），プルタブなどをお預かりし，

善意の橋渡しをしています。  

・預託方法 

① 金銭預託方法には，市内の福祉事業を始め，福祉機器の購入や

修繕，災害時に活用させていだく「一般預託」と寄付者の意向

に基づき活用する「指定預託」があります。 
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① 車いすなどの預託は，福祉機器の状態を踏まえ，貸出用等として

活用します。使用済み切手やプリペイドカードは，日本キリスト

教海外医療協会や茨城県社会福祉協議会に送付。まとめて収集業

者が換金し，途上国の子どもたちのワクチンなどに，プルタブ

は，守谷市社会福祉協議会が収集業者で換金し，車いすの修繕や

購入費に充当させていただきます。 

 

６ 共同募金運動 

共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）は，毎年１０月 1 日～１２月

３１日の期間，多くの市民の皆さまによって支えられ，民間社会福祉事

業の向上のため，また，明るく住みよい地域社会づくりに大きな役割を

果たしております。守谷市社会福祉協議会は，茨城県共同募金会守谷市

共同募金委員会として赤い羽根募金，歳末たすけあい募金，災害援助の

ための義援金活動などに協力しています。（募金は期間外でもおあずか

り致しますのでお問合せください。） 

 

○赤い羽根共同募金 

共同募金のシンボル＝「赤い羽根」を使うようになったの

は，第 2 回目の運動からです。1948 年頃，アメリカでも，

水鳥の羽根を赤く染めて使っていました。それにヒントを得て，日本で

は，不要になった鶏の羽根を使うようになりました。「赤い羽根」は，寄

付をしたことを表す「共同募金」のシンボルとして，幅広く使われてい

ます。 運動は，北海道から沖縄まで全国一斉に行われます。 

 

毎年１回，全国一斉に募金を行うため，厚生労働大臣の告示によって，

募金期間が決められています。守谷市においては，集まった募金を茨城

県共同募金会へ送金し，県内市町村の募金とあわせ，ボランティアの育

成や活動支援，高齢者や障がいのある方に対する在宅サービス，地域福

祉の充実のために使用させていただいております。 

運動強化期間：10 月１日～１０月 31 日 

 

 

 

 

 

ボランティアによる 

街頭募金 
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○歳末たすけあい募金 

新たな年を迎える時期，援助や支援を必要とする人たちが  

安心して暮らせるように，市内在住で，支援を必要として   

いる世帯へお届けさせていただいております。 

運動強化期間：1２月１日～１２月２８日 

 

 

○歳末たすけあい配分 

□配分対象 

市内６ケ月以上（10 月１日現在）居住し，下記のいずれかに該当する    

世帯 

□対象となる世帯・要件（※対象年齢は，年度末を基準とする） 

① 満７５歳以上のひとり暮らし高齢者で，市民税非課税世帯 

② 満１９歳以上の障がい者（身体障害者手帳１・２級，または療育手帳

○Ａ・Ａ，精神障がい者保健福祉手帳１・２級）のいる世帯で，世帯全

員が市民税非課税世帯 

③ 満１８歳以下で障がい児（身体障害者手帳１・２級，または療育手帳

○Ａ・Ａ） 

④ 保護者のいずれかもしくは，両親が交通事故等で亡くなられた１８歳

（高校３年生）までの交通遺児 

⑤ 準要保護（就学援助受給）世帯                 

※上記に該当する場合でも，生活保護世帯のほか，施設入所や長期入

院（３ケ月以上）などで在宅でない場合は，対象外となります。 

□申請方法 

  10 月発行の社協だより又はホームページにある申請書に記入の上，期日 

までに社会福祉協議会に申請となります。なお，配分対象となる世帯・要件 

は変更する場合もあります。くわしくは，お問合わせ下さい。 

 

 

中央共同募金会のホームページ（http://hanett.akaihane.or.jp） 

では，赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の使いみちを， 

全国の市町村ごとに一つひとつ紹介しています。守谷市では， 

どのように募金が生かされているのか，是非ご覧ください。 

  

 

http://hanett.akaihane.or.jp/
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○災害義援金 

地震や風水害など国内で発生する大規模災害による被災者を支援す

るため「災害義援金」を募集しています。守谷市共同募金委員会に寄せ

られた義援金は，被災都道府県の「義援金配分委員会」（共同募金会・日

本赤十字社・NHK・行政などで組織）で取りまとめ，現地の被災状況を

もとに同委員会が公正に配分を行います。 
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７ 受託事業 

 

○生きがい活動支援通所事業 

生きがい活動支援通所事業とは，特定高齢者のための通所型介護予防

事業です。体操や趣味活動に取り組み，生きがいや社会参加意欲を高め

ます。 

【対象者】  

守谷市内にお住まいの 65 歳以上の方で，下肢の筋力低下等があり，

通所による介護予防が必要と認められる方（申請が必要となります。） 

【内容】 

いつまでも健康で，いきいきと楽しく過ごすことが出来るよう健康維

持や新しい出会いを支援する事業です。 

【利用料】 

無料（但し，昼食代や活動，材料費は実費負担です。） 

【開催日】  

毎週月曜日から金曜日 午前１０時から午後３時 （週１回） 

（※ミ・ナーデは木曜日を除く） 

【場所】 

いきいきプラザ・げんき館 / ミ・ナーデ げんき館 

【問合せ】 

 守谷市 健幸福祉部 健幸長寿課 電話４５－１１１１ 

 

 

 

○地域ケアシステム推進事業  

地域で援護を必要とする高齢者や障がい者等とその家族一人ひとりの

ために，住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らせるよう地域住民や

地区民生委員，保健・医療・福祉の関係者が連係をとり，地域

全体で総合的かつ効率的に各種サービスを提供し，支援してい

く事業です。 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-N4HgXY1JbGE/VoX5OdrN12I/AAAAAAAA2Tg/sDgYAlvwKZ8/s800/isu_undou_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-WMX1lVsfkSU/UYiN4_jzsXI/AAAAAAAARUw/BI1rc65Gwq4/s800/kaigi.png
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○日常生活自立支援事業 

認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者の方などで，判断能力

が不十分な方が対象です。自分ひとりで福祉サービスの契約などの判

断をする事が不安な方や，生活費の管理に困っている方などが利用で

きます。利用者本人との契約によりサービスの提供がおこなわれます。 

 

【サービスの内容】 

・福祉サービスの利用援助 

・日常的な金銭管理サービス 

・書類などの預かりサービス 

 

【利用するには】 

① 相談：社会福祉協議会へご相談ください。 

② 訪問・調査：専門員がお伺いしお話をお聞きします。 

③ 契約書・支援計画の作成 

       ：ご本人の希望を聞き，お手伝いする内容を作成します。 

④ 契約：本人の意向を再確認し間違いが無ければ契約を結びま     

   す。ご本人・市社協・県社協の三者で契約を結びます。 

⑤ サービス開始：生活支援員がお手伝いします。 

 

    ※相談からサービス開始までおおよそ 2 ケ月です。 

 

【利用料】 

・福祉サービスの利用手続きの援助，金銭管理サービス 

 1,100 円) 

・書類など預かりサービス    (保管料1ケ月あたり 500円) 

※生活保護を受けている方は，利用料が免除されます。 

 

 

 

 

 

(1 時間あたり   

http://www.irasutoya.com/2017/07/blog-post_140.html
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○家計改善支援事業                      

家計収支の均衡が取れていないなど，家計に課題を抱える生活困窮   

者からの相談に応じ，家計の状況を明らかにして家計改善の生活の再  

生に向けた意欲を引き出した上で，家計の視点から必要な情報提供や 

専門的な助言を行います。 

また，家計に課題を抱える被保護世帯について，生活保護受給中か

ら家計管理のスキルを身につけ，安定した家計管理へ円滑に移行する

ことにより，保護脱却後の生活保護再受給の防止を目的としています。 

 

【支援対象者】 

① 生活困窮者 

守谷市に居住している生活困窮者で，福祉事務所の生活保護担

当者，または守谷市自立相談支援事業所の自立相談員によるアセ

スメントの結果，家計改善支援事業による支援が適当と認    

められた方 

② 被保護者 

福祉事務所が，自立を助長する観点から家計改善支援を実施す

ることが必要と認められる生活保護受給世帯の世帯員であり，本

事業の参加を希望する方 

  

【内 容】 

① 家計管理に関する支援 

② 滞納（家賃，税金，公共料金など）の解消や各種給付制度等の

利用に向けた支援 

③ 債務整理に関する支援 

④ 貸付の斡旋     
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8 介護保険事業 

 

○居宅介護支援事業（守谷市社協居宅介護支援事業所） 

①介護サービス計画の作成（ケアプラン） 

   介護サービスを受けるには，ケアプランの作成が必要となります。 

ケアマネージャーは，どんな介護サービスが必要となっているのかを   

利用者と話し合い，相談しながらケアプランを作成します。 
 

⓶情報の提供・申請の代行 

   福祉サービスに係る情報を確認し，お伝えしています。また，担当

している利用者の介護保険に関わる市への申請を代行して行うこと

ができます。 
 

③関連サービス事業者などとの連絡調整 

  利用者と関わる福祉事業所と連携し，連絡やサービスの調整をします。 
 

④給付管理表の作成・提出 

   毎月，国民健康保険団体連合会への給付管理表を作成・提出し，サ

ービスをチェックします。 

 

 

○訪問介護 / 介護予防・日常生活支援総合事業  

（守谷市社協へルパーステーション） 

要介護と認定された方のご自宅にヘルパーが訪問し，可能な限り自宅

で，その能力に応じ自立した生活を営むことができるように，生活全般

にわたる下記の訪問介護サービスを提供します。 

 

① 身体介助・・・入浴・排泄・食事など 

② 生活援助・・・調理・洗濯・掃除・買物など 

③ 生活等に関する相談及び助言など 

 

これらのサービスを訪問介護計画（ケアプラン）に沿って行います。 

また，要支援者には身体介護や生活援助，支援事業該当者（※守谷市による基本

ﾁｪｯｸﾘｽﾄによる）には，生活援助の介護予防訪問介護サービスも提供します。 
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９ 障がい福祉サービス事業 

 

○障がい福祉サービス（守谷市社協へルパーステーション） 

障害者総合支援法に基づき，障がい者が地域で安心して日常生活を営

むことができるように，下記のサービスを提供しています。 

① 居 宅 介 護・・・自宅において，入浴，排泄及び食事等の介護,  

調理及び掃除等の家事などを行います。 

② 同 行 援 護・・・重度の視覚障がい者が外出する際，移動に伴う 

         援護や視覚的情報の支援（代筆・代読を含む）を 

         行います。 
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10 地域福祉活動計画事業 

 

地域福祉活動計画は，守谷で住み続け「みんなでしあわせ」になりた

いとの思いを実現するために，平成２２年度から２カ年かけ、市内を６

地区に分け，市民のみなさんと協働して、その地区ごとの実情を話し合

い，市民の活動計画「第１期守谷市地域福祉活動計画」（５カ年計画）を

策定しました。そして，地域福祉活動計画実行員会を組織し，地域で暮

らしていくうえでの課題解決に向けたさまざまな取り組みがされ，地域

の輪が広がり，平成２９年度から第２期地域福祉活動計画に引き継がれ、

各事業を展開してきました。 

しかし，新型コロナウイルス感染拡大により計画された事業の中断が      

余儀なくされる中，現在，実行委員会を母体とした各地区の「まちづく

り協議会」に継承し，継続しての取り組みが必要との声やこれまでの活

動状況を踏まえ，令和４年度からの第３期地域福祉活動計画で取り組む

べき事項を検討し，計画に反映し，策定しました。 

これからも各地区でのさまざまな取り組みに市民のみなさんも参加・  

参画していただき，「全ての市民が住み慣れた地域で安心して幸せに暮

らせるまちづくり」の実現に向け，引き続き，ご支援ご協力をよろしく

お願いいたします。 
 

第３期守谷市地域福祉計画・地域福祉活動計画（抜粋） 

≪令和 4 年度～令和 8 年度≫ 

１ 基本理念と基本目標 

（１）基本理念 

   市民誰もが安心して幸せに暮らせるよう，市民や地域，各種団体， 

行政等が絆を大切に，支え合い・助け合いながら共に福祉を育むこ 

とができるまちづくりを推進することが大切になります。 

このため，この計画の基本理念を次のとおりとします。 

「全ての市民が住み慣れた地域で安心して幸せに暮らせるまちづくり」 

<<副題>>支え合い・共に育む・福祉夢彩都～絆を大切にするまち守谷～ 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-RXtO68jwci4/VuI93lVwWjI/AAAAAAAA4us/66gH32IK32gDnjBmkaoWXIy5Y_tcAmVsw/s800/roujin_family.png
http://3.bp.blogspot.com/-K6_iAIudAMw/WWcYfKHmFRI/AAAAAAABFi8/A2cxRdKNgLM-ov6AyJG5GdgeEjqfOmyRgCLcBGAs/s800/rounyakunannyo2.png
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， 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本目標 

基本理念の実現に向けて，３つの基本目標を掲げ，地域福祉を    

推進します。 

 

 基本目標１ 支え合い助け合う地域づくり   

 ≪目指す姿≫ 

地域の住民や団体が共に支え合いや助け合いの活動に積極的に 

取り組み，絆を深め地域全体で支え合い助け合う思いやりのある 

地域を目指します。 

 

基本施策１・・地域活動のきっかけづくりの推進と人材育成 

基本施策２・・支え合い活動の推進 

 

 基本目標２ 生きがいを感じ健やかに暮らせる地域づくり 

 ≪目指す姿≫ 

個人の心身の状態に合わせた生きがい活動や健康づくりに取り 

組み，健やかに暮らせる地域を目指します。 

 

基本施策１・・健康寿命の延伸と介護予防の推進 

      基本施策２・・地域における生きがいづくりの推進 

基本施策３・・市民の活動支援 

       

基本目標３ 安心して暮らせる地域づくり 

≪目指す姿≫ 

日頃から地域の助け合いの中で防災・防犯に取り組むことで緊急 

時に備えるとともに，一人ひとりの権利が守られ，さらには，擁護 

を必要とする人に対する支援体制の充実を図ることにより，安心安 

全に暮らせる地域を目指します。 
 

基本施策１・・保健福祉サービスの充実 

      基本施策２・・保健福祉サービスの利用支援 

基本施策３・・安全・安心な生活環境づくりの推進 

基本施策４・・権利擁護の推進 
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○ ６地区の地域福祉活動計画 

１ 地区の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守 谷 地 区 ・・・ 赤法花，小山，同地，本町，松並，松並青葉， 

  中央，ひがし野，百合ケ丘 

高 野 地 区 ・・・ 乙子，けやき台，高野，鈴塚，松ケ丘，美園 

大 野 地 区 ・・・ 大柏，野木崎，緑一丁目 

大井沢地区 ・・・ 板戸井，大木，大山新田，立沢，緑二丁目 

北 守 谷地区 ・・・ 久保ケ丘，御所ケ丘，松前台，薬師台 

みずき野地区 ・・・ みずき野 

 

上記の６つの地区は，守谷市社会福祉協議会支部と同じ地域になって

いることから，今後も連携して取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

６地区の範囲 

北守谷地区 守谷地区 

みずき野地区 

高野地区 大野地区 

大井沢地区 
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， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各地区別の「まちづくり協議会」の取組          

（地区別地域福祉活動計画（市民計画）） 

  各地区の「まちづくり協議会」では，現在，地域の特性を踏まえた地

域づくりや地域課題の解決に向けた活動に取り組んでいます。今回，本

計画を策定するに当たり，守谷市社会福祉協議会と各地区の「まちづく

り協議会」では，本計画の基本理念である「全ての市民が住み慣れた地

域で安心して幸せに暮らせるまちづくり」を実現するために，各地区の

「まちづくり協議会」で設定した基本理念及び活動のモットーに基づき， 

地区別地域福祉活動計画を策定しました。 

  なお，守谷 D 地区においては，現在，まちづくり協議会の設立がなさ

れていないため，協議会設立後の守谷 D 地区地域福祉活動計画の策定

を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期守谷市地域福祉計

画・地域福祉活動計画の詳

細は，守谷市社会福祉協議

会ホームページで閲覧でき

ます。 
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１１ 寄付について 

  

○食の支援 フードバンク「きずなＢＯＸ」 

社会的支援を必要とする人たち，食事提供をする団体や福祉施設な

どに食品を届ける活動をしている NPO 法人フードバンク茨城との地

域連携活動として，公共の場所に「きずなＢＯＸ（食品収集箱）」を設

置し，市民などからの食品のご協力をお願いしております。 

守谷市社会福祉協議会では，フードバンク茨城と連携し，この活動の  

支援と生活困窮者世帯等へ１週間程度の食料品の現物援助を行ってい

ます。 

  

【きずなＢＯＸ設置場所】 

・守谷市役所 １階市民ホール 

・守谷市保健センター 入口 

・守谷市文化会館   入口 

【こんな食品が特に必要とされています】  

缶詰・お米・レトルト食品・インスタント麺・うどん・そば・パスタ等の

乾麺その他，いただきもの，つい買い過ぎてしまったもので，ご家庭に眠

っている食品（いずれも常温保存可能,未開封で，賞味期限が２ケ月以上残

っている食品） 

【寄贈いただく食品に関するお願い】 

*要冷蔵・冷凍品及び野菜・果物のような生鮮食品は，入れないでください。 

*割れ易い容器の食品は，入れないでください。 

*市販の精米・玄米以外の米類は，お問合せ下さい。 

   

 

   

○ご不要になった入れ歯（貴金属）のリサイクル 

守谷市社会福祉協議会では，ＮＰＯ法人日本入れ歯リサイクル協会 

事業へ協力し，入れ歯回収ボックスを設置し，ご不要になった金属を 

含む入れ歯や絡まって使えなくなったネックレスや片方だけになっ

たピアスなど貴金属の回収を行っています。日本入れ歯リサイクル協

会が回収し，精製，換金され，ユニセフを通じて世界の困窮している

子どもたちや災害孤児の為に役立てられています。 
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【入れ歯回収ボックス設置場所】 

・いきいきプラザ・げんき館（守谷市社会福祉協議会）１階ロビー 

・守谷市役所 １階市民ホール 

 

 【回収方法】 

不要になった入れ歯を熱湯や洗浄剤で消毒し，回収        

ボックスに備付けの袋に入れてお出しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守谷市社会福祉協議会内

の回収ボックス → 
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     社会福祉法人守谷市社会福祉協議会 

令和４年３月  


