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今、私たちにできること
特 集
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高校生×社協×NECで実現

コロナ禍の子育て中の女性サポートイベント
川崎市社会福祉協議会（通称：川崎市社協）

川崎市社協キャラクター
ななふく

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

令和４年度

事業計画・予算
予算

私たちが
めざすのは

令和4年3月の理事会・評議員会において、下記の通り承認されましたのでご報告いたします
その他の収入 前期末支
払資金残高等
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学校の総合的な学習の時間への協力

受託金収入
23.9%

事業費支出
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引くコロナ禍や国際情勢の変化を受け、私たちの

材配置、職員給与の見直しと待遇改善、魅力ある協賛・

な状況下、生活困窮、孤立や孤独、自殺の増加など、地

事業・予算化の精査と財源確保、委託事業等の見直し、

日常生活は大きな影響を受けています。このよう

域住民が抱える課題は複雑化・複合化しており、国は新
たな施策として重層的支援体制の整備をはじめました。
地域包括ケアシステム構築の担い手として地域福祉の最
前線で戦う社協は、今まさにその存在の真価を問われて
います。

これまでも本会では、市民・関係機関・行政等と連携

しながら、生活困窮世帯への食糧支援など「社協だから
こそできる住民に寄り添った取り組み」を展開してきま
した。今後さらに、社協が果たすべき役割・使命を認識
し、経営基盤の強化を図るとともに、地域に根ざした事
業に注力してまいります。

令和４年度の事業については、次の４項目を重点事業

として着実に遂行してまいります。

１. 地域包括ケアシステムの一層の推進
これまで地域活動で培った経験を活かして、行政との

パートナーシップをもとに社協としての役割と使命を果
たします。本年度は、今後の地域ネットワークづくりに
つながるよう、地域資源に関する実態把握調査を行って
まいります。

２. 組織経営基盤の強化
介護保険等事業の収入増による財源の確保、適正な人
2

地域の団体・企業と連携し、地域のつ
ながりづくりに向けた交流と学びの場
を提供します。

社会福祉法人の
公益的取組を支援

時代に合った
寄付の仕組みづくり

社会福祉法人をはじめ多種多様な団体
のネットワーク構築を支援し、より効
果的な地域貢献活動を提案します。

お金の使い道を「みえる化」し、社会を
変える実感が持てる、新しい寄付の仕
組みをつくります。

（千円）

基本方針

長

社会福祉協議会（社協）は、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる
「福祉のまち」の実現をめざし、さまざまな活動をおこなっています。地域を支える社協の事業を一部ご紹介！

5,557,885

（千円）

事業収入
10.5%

人件費支出
38.7%
令和4年度予算

補助金収入
36.9%

誰もが笑顔で暮らせるまちづくり

子どもから大人まで
幅広い世代への福祉教育

その他の支出 6.4%

令和4年度予算

見て！ 聞いて！ 知って！ 川 崎 市 社 協のこと

在宅福祉を支える
障害福祉・介護保険事業
訪問介護事業所・地域包括支援センタ
ーを運営し、在宅高齢者・障がい者と
家族の暮らしをサポートします。

カードやポイント決済も！スマホやPC
から気軽に寄付できる「つながる募金」

地域生活支援かわさき事業

地域の居場所・活動の
場づくり

住みなれた地域でその人らしく
安心して暮らせる環境づくり

「老人福祉センター」
「老人いこいの家」
運営など、地域コミュニティの活性化
を目指します。

成年後見制度などを通じ、地域で暮ら
す認知症患者や障がいがある人の日常
生活をお手伝いします。

寄付等の仕組みづくりを行います。あわせて、すべての
人材育成計画を推進、効率的な組織運営体制の確立など、
経営基盤の強化と経営健全化に取り組みます。

３. 第5期地域福祉活動推進計画の推進
身近な地域の相談窓口として機能を発揮できるよう、

多様な団体・組織とのネットワークの協働・連携の強化
の取り組みとともに、オール川崎社協による総合的な相
談支援体制を構築します。

さらに、区地域みまもり支援センターとの連携による、

権利擁護・成年後見支援センター事業

困りごとを
受け止める体制
「どこへ相談すればいいか分からない」
悩みも、関係機関や専門家と連携し、
解決へ向けたお手伝いをします。

生活困窮者支援

災害に強い地域づくり

生活福祉資金貸付による生活立て直し
支援のほか、ひとり親世帯の教育・住
宅に関わる貸付も行っています。

地区カルテの活用による地域づくり、地域課題の解決に
向けたプラットフォームの設置、小地域活動の推進とネ
ットワークづくりなど、社協におけるコミュニティソー
シャルワークの機能強化を図ります。

４. 想定される災害に備えた地域防災力の向上
令和元年10月に開設された「川崎市災害ボランティ

アセンター（以下、災害VC）」運営の経験を基に、川崎
市・かわさき市民活動センター・本会の3者により、災
害VCの役割・位置付け等を明確化しました。

ふくし相談・総合相談事業

地域を支える
福祉人材の育成
地域住民自らによる相互扶助を目指し、
ボランティア育成や活動団体への支援
を行います。

本年度は、協定書の改正、運用マニュアルの改訂を行

「住みつづけたいまちづくり」に欠かせない社協の活動。この
10項目以外にも、みなさんの暮らしを支えています。詳しい
収支計算書および事業計画はホームページでご

知ってほしい！
社協の事業

川崎市社協HP

http://www.csw-kawasaki.or.jp/index.html

るよう、災害VCの運営体制を強化し、地域防災力の向
上に努めます。

ホームページでもっと詳しく！

覧いただけます。

い、今後、想定される大規模災害に機動的な対応が図れ

発災時には災害ボランティアセンター
を設置します。より柔軟な被災者支援
ができるよ
う、日 頃 か
ら関係機関
との連携強
化に努めま
す。

福祉人材バンク、総合研修センター事業

川崎市社協

検索
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社協といっしょにあなたもチャレンジ！
！

ささえあいとたすけあい のまちづくり

が
「やってみたい！」
あなたの
大きな力に

コロナ禍 の 子育て中の女性サポートイベント

5

「地域共生社会」のこと、知っていますか？

月19日、NEC玉川事業場（中原区）で、ひとり親をはじめ、コロナ禍でお困りの子

育て家庭に向けた物資配布イベントが開催されました。この活動の企画者は、市

世代や性別、国籍などに関わらず、住民同士が気にかけ合い、周りの誰かの困りごと

内の私立高校に通う女子生徒3人。困窮するシングルマザーの報道を見て「何か助けに

子どもも「地域社会の一員」という意識を持って行動を起こすこと。私たち社協をはじ

部と協働で彼女たちをサポート。市内企業・関係機関・地域住民から5,000点以上の寄

も「自分のこと」として解決を目指す社会をさします。そのために必要なのは、大人も

なりたい」と立ち上がったのです。その想いを実現するため、社協はNECプロボノ倶楽

め福祉専門職が、皆さんの想いとともに併走・支援します。

贈品が集まり、70世帯に届けることができました。

みんなが持ち寄る
「私にできること」で実現

今すぐできる地 域 共 生 へのアクション

誰かのために、
わたしのために

1

アクション

2

災害にそなえる

たとえば？

大規模災害時の避難や救助には、ご近所同士の
助け合いや地域コミュニティが力を発揮します。
日頃から災害に対する協力体制への意識を持つ
ことが必要です。

ボランティア活動

たとえば？

防災・避難訓練

社協では、ボランティアを

したい人・お手伝いを必要
とする人のマッチングを行

「 ボ ラ・ナ ビ20
22」市内のボラ
ンティア団体・
受け入れ施設が
多数掲載された
情報誌

います。あなたのスキルや
余暇時間を地域貢献に役立
てみませんか？
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アクション

地域活動に
参加する

人、活動、情報とつながることが、住み続けたい
まちづくりへの第一歩。周囲へ少しアンテナを
張って、興味を持ったら気軽に挑戦してみまし
ょう。

たとえば？

福祉パルの利用

の見直しなど、発災時の行
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アクション

災害や被災地
支援の情報を
facebookで
発信

寄付・募金で
ささえる

ひと口に寄付といってもその方法はさまざま。
自分が関心のある分野へ活動資金をサポートし
たり、必要とされる物品の寄贈という形で行う
社会貢献も。

食糧支援への参加

や企業の皆さんから寄せら
れ た 食 糧・日
福祉パルの住民向け講座
問合せ：地域推進課
TEL044-739-8716

地区社協による地域防災を話し
合うワークショップの様子

動を再確認するチャンス！

生活にお困りの方へ、市民

サークル活動に便利な場所

ています。

救護活動やハザードマップ

コロナ禍による失業などで

施設が仲間づくりを応援！

催、情報発信などを行なっ

が定期的に共催しています。

たとえば？

市内7カ所の地域活動拠点

貸し、講座・イベントの開

社協、自治体、町内会など

用品を配布し
ています。

それぞれの声を
聞きました

に道が開けたように感じます。
に道が開けたように感じます
。苦労もありま

見過ごせなかった「誰かの困りごと」
したが、会場で聞いた「ありがとう」の言葉に、
支援活動の企画に初チャレンジ！
これからも誰かの支えになる活動を続けたい

アクション

福祉の課題を
知る・まなぶ

地域にはさまざまな人が暮らしていることに気
が付き、理解を深めることが重要。相手を「知る
こと」が人と人とのつながりを育てます。
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高校生×社協×NECで実現

桐光学園高等学校3年
橋本さや花さん、篠原花蓮さん、
添田理奈さん

ひ

と思いました。情報を伝える難しさを実感す
とり親支援といっても、具体的にどう
動けば実現するのか全然分からなくて。 るなど、課題が見えたことも大きな収穫。協力
してくれた皆さんに心から感謝しています！
でも社協へ相談したことがきっかけで、一気

はじめの一歩や想いをコーディネート
新たな地域活動を創造

社

協のネットワークを活用し、若い世代の想い

を具現化するために併走しました。
を具現化するために併走しました
。プロボノ
団体の紹介をはじめ、食糧や寄付金集め、ボランテ
ィア手配など、さまざまな側面からサポート。多く
の方々の協力のもと、イベントが実現できたことを
嬉しく思います。これからも社協は、市民発信の地

域活動を支えていきます。

川崎市社協
企画調整室
平林秀敏室長

保

広報、マーケティング、
資金調達から当日の運営まで。
ビジネス経験豊富なサポーター

私

たちがプロボノを通して目指すのは「持続可
能な地域活動」のアシストです。今回は12名
のメンバーとともに10回以上のオンライン会議を
重ね、イベント実施に必要なノウハウを提供しまし

た。今回の経験を糧に、これからも彼女たちが実り
ある活動を展開してくれることを期待しています。

NEC
プロボノ倶楽部
川本文人さん

子育て世帯を支援するスペシャリスト！
育園休園で収入減になるなど、社会の変化に苦しむひとり親家
庭が多くあります。でも、困っている誰かの助けになろうとする

人は必ずいます！ 地域全体で子どもを育てていきましょうね。

市内児童家庭支援
センタースタッフ
内海さん、蓮見さん

Special Thanks
●寄付物品：5,325点
●寄 付 金：75,622円
市民の方、社会福祉施設、
企業など多くの皆さんから、
寄付だけでなく物資搬入・
会場アテンドなど、さまざ
まなサポートをいただきま
した。本当にありがとうご
ざいました。
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まだまだあります！ 社協の事業

地域と 見たい！知りたい！
福祉の

やってみたい！を応援

明るく安心して暮らせるまちづくりには、みんな
の笑顔が必要不可欠。社協では、地域のさまざまな
ニーズに合わせた福祉の講座・研修を実施していま
す。ちょっと意外で、でも楽しい。そんな企画を集
めました。ぜひお気軽にご参加ください。

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 ! !

ボランティア活動保険

空間把握力や創造力を養える、ドローンを

②13:30〜14:30
③15:00〜16:00

●会場：エポックなかはら 7階会議室1〜3

●定員：各回10名（申込多数の場合は抽選）
●対象：市内在住・在学・在勤の小学生以上

（小学3年生以下は要保護者同伴）

●申込：福祉人材バンクHPかQRコードから

ンをはじめ、よしもと芸人と一緒に、笑っ

て、楽しく、学びませんか！

●日時：8月31日（水）
13:30〜15:30

●会場：エポックなかはら 7階会議室1〜3
●定員：25名（申込多数の場合は抽選）
●対象：市内在住・在学・在勤の方

●申込：福祉人材バンクHPかQRコードから

（8月5日〆切）TEL 044-739-8726

（7月19日〆切）TEL 044-739-8726

賠償責任

①10:30〜11:30

ションばかり！再ブレイク中のジョイマ

【新設】
特定感染症
重点プラン

1,040 万円
1,040 万円（限度額）

後遺障害保険金

◆年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には「特定感染
症重点プラン」への加入をおすすめします。
例えば、被災地での災害ボランティア活動や当初予定していなかった
ボランティア活動への参加にあたり、新型コロナウイルス感染症をはじめ
とした特定感染症への備えとして、特定感染症重点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。

6,500 円
65,000 円

入院保険金日額
手術 入院中の手術
保険金 外来の手術

32,500 円
4,000 円

通院保険金日額

の 補 償

●日時：8月3日（水）

基本プラン 天災・地震補償プラン

死亡保険金

いろいろな場面で活用できるレクリエー

大人も子どもも楽しめます。

手の平サイズの
ドローンを飛ば
そう！

保険金の種類

よしもとスポーツ
Letʼs レクリエーション！

使った的当てゲームに挑戦！ 簡単操作で

プラン

コチラ

（ふくしの保険ホームページ）

基本プランでは、地震・噴火・津波に起因する死傷は補償
されません。

団体割引 20％適用済／過去の損害率による割増引適用

ケガの補償

ドローン体験交流会

レクリエーション術を学びたい！

商品パンフレットは

＜基本プランに加入される方へ＞

保険金額・年間保険料（１名あたり）

夏休み、多世代で楽しみたい！

令和４年度

補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償
特定感染症
地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金

5 億円（限度額）

（対人・対物共通）

年間保険料

350 円

500 円

550 円

＊4 月 1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

ボランティア行事用保険

送 迎 サービス 補 償

福祉サービス総合補償

（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））

● このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●
団体契約者

〈

引受幹事
保険会社

社会福祉法人

全国社会福祉協議会

〉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。
）

取扱代理店

株式会社

福祉保険サービス

〒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

受付時間：平日の 9:30〜17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

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。
〈 SJ21‑10723 より抜粋して作成 〉

福祉の世界で活躍したい！

新人・新任介護職員向け実践研修
（「認知症介護基礎研修」とセット受講）

アホマイルド坂本

ら学びたい方へ。ビジネスマナーから口腔

ケア、レクリエーション、移動・移乗技術な

ど、実践に役立つ基礎知識・基本技術の研修です。
●日

時：①令和4年10月19日〜12月2日
②令和5年2月2日〜3月16日
9時00分〜16時30分

（日程によって時間が異なります）
●会
●定
●対

※①②とも全7日間で同内容・同時間

場：総合研修センター（川崎駅徒歩15分）
員：各回18名（申込多数の場合は抽選）
象：市内介護福祉施設等に就労中の方
今後、就労予定の方

●受講料：3万円（テキスト代別）
●申

込：総合研修センター

申込フォームはHPまたはQRコードから

（①9月21日〆切 ②未定）

※②については11月頃より募集開始予定

TEL 044-223-6509（火〜土 9:00〜17:00）
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西村ヒロチョ

地域で社会貢献してみたい！

認知症介護基礎研修 ｢修了証書｣あり

無資格・未経験で介護職を目指す方、基礎か

ジョイマン

市民後見人養成研修
判断能力が十分でない人に代わって契約行
為や財産管理をする、市民後見人を養成し

ます。研修受講希望者は２回行う事前説明

会のどちらかへの参加が必要です。
【研修事前説明会】

●日時 ：①8月2日（火）
14:00〜16:00

●会場 川崎市産業振興会館9階第3研修室AB
②8月6日（土）
14:00〜16:00

川崎市総合自治会館大会議室1〜3

※2日間とも同内容・事前申込制（先着順）

●定員：各回40名

●対象：市内在住または在勤の25歳以上70歳未満の方
●申込：川崎市成年後見支援センター
申込みは市社協HPから

（7月25日〆切）TEL 044-712-8071
※事前説明会後に申込（小論文提出）をいただき、書類
審査後に10月スタートの養成研修の受講決定がさ
れます。

I N FO R M AT I O N
地域福祉情報バンクのおすすめＤＶＤ！
「企業活動に人権的視点を 〜CSRで会社が変わる・社会が変わる〜」
企画・制作：公益財団法人

人権教育啓発推進センター

「人権」とは、すべての人が生まれなが

らに持っている
「人間らしく生きる権利」

くまとめた内容となっています。

企業経営者の考え方、従業員や地域に

です。

暮らす人々の声などを事例ごとに紹介。

外国人であっても、誰もが安心して暮ら

ポイントや、そのメリットを専門家が解

障がいがあっても、高齢であっても、

せる環境を整えるには、どのような配慮
が必要なのでしょうか？

その答えを導き出すために大いに参考

また、人権的視点をもって取り組む際の
説しているため、自らの組織に当てはめ
て考える時にとても役立ちます。

このDVDを参考に、誰もが安心して暮

になるのがこのDVDです。CSR（企業の

らせる環境づくりや、ワーク・ライフ・バ

組んでいる企業の実践事例の中から、関

えてみませんか？

社会的責任）と人権課題に積極的に取り
心の高いテーマを取り上げ、わかりやす

ランスのとれた働き方について一緒に考

エポックなかはら６階で貸出しています
●地域福祉情報バンクへのお問合せ

TEL：044-739-8720
MAIL：jyoho@csw-kawasaki.or.jp

蔵書検索は

で！
「ふくみみ」

DVD収録内容（103分）
■障がい者雇用
■高齢者雇用
■ワーク・ライフ・バランス
■継続的な震災復興支援
■人権に関する社会貢献
※「企業活動に人権的視点
を② 〜会社や地域の課
題を解決するために〜」
（96分）もあります。
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川崎市社協 LINE公式アカウント

7月 1日

ト
配信スター

友 だ ち 募 集 中！

イベントのお知らせやボランティア情報など、
地域福祉のお役立ち情報をお届け！
川崎市社協キャラクター ななふく
LINEスタンプ販売予定（全24種）

友だち登録はカンタン

協賛会員・賛助会員募集中
川崎市社会福祉協議会の活動にご賛
同いただける、個人・法人・団体の皆さ

まを募集しています。いただいた会費
は、地域福祉を支えるさまざまな活動
資金として使われます。
●年会費

QRコード
読み取り
IDを検索

@565orllz

見逃さないよう
お願いします！
！
「友だち登録」

協賛会員

賛助会員
（個人）

（法人・団体）

1口1,000円

5,000円以上

●問合せ
庶務課 TEL 044-739-8710

ありがとうと言われるお仕事 “ホームヘルパー”募集
旧ヘルパー２級以上の方。無資格・未経験者も大歓迎！
●勤務地

●待遇

●勤務時間

●問合せ

川崎市内（希望を最大限考慮します）
1日1時間〜OK

「日中だけ」
「土日だけ」など、ライフスタイ

交通費全額支給、有給休暇、労災保険加入
介護支援課

ルに合わせた働き方が可能です
●給与

時給1,490円〜1,970円（生活支援）
時給1,910円〜2,390円（身体介助）
各種手当でさらにお給料UP ！

TEL 044-739-8712

無料で研修が受けられます

一生モノの
資格がとれる！

はじめて介護の仕事をする方に向けて、介護
職員初任者研修の受講費用を負担します。
※研修修了後は本会で就労することが条件

寄付御礼 （令和４年3月1日〜令和4年5月31日受領分）
みなさんから集まった寄付金等は、地域福祉推進のための活動に使われます。
川崎市社会福祉協議会の地域福祉活動へのご寄付
一般社団法人生命保険協会 神奈川県協会 会長
岡本 晃吉 様
株式会社 大塚商会 様
JBCCホールディングス株式会社 様
東芝半導体サービス＆サポート株式会社 川崎事業所 様

食糧支援かわさきへのご寄付

21会（宮前区男性まごころの会）様
社会福祉法人 ともかわさき 三田福祉ホーム 様
特別養護老人ホーム おだかの郷 様
佐野 知子 様

東急リゾーツ＆ステイ・石勝エクステリア共同事業体
川崎国際生田緑地ゴルフ場 様

あたたかい
ご寄付、ありがとう
ございました

株式会社 工藤工務店 様
川崎市社会福祉協議会福祉基金へのご寄付
倉持 里佳子 様

社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会

編集・発行

住所：川崎市中原区上小田中6-22-5 TEL：044-739-8710（代） FAX：044-739-8737
E-MAIL：info@csw-kawasaki.or.jp HP：http://www.csw-kawasaki.or.jp/
広報紙「川崎の社会福祉」へ掲載する広告を募集しています。詳細はお問い合わせください。
この広報誌は一部共同募金の配分金で発行されています。

