作品名：小樽の運河（油絵）

作者：柳島五郎さん

所属：百合丘老人いこいの家
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社会福祉協議会は住民の参加により福祉のまちづくりをすすめる民間組織です

平成21年度 川崎市社会福祉協議会 事業報告・決算
平成21年度、経済環境の悪化や福祉人材の不足

ました。

など福祉を取り巻く環境は引き続き厳しい状況におか

災害時における災害ボランティアセンタ−の取り組み

れ、国においては、生活困窮者への緊急支援を含め

については、職員研修として川崎市総合防災訓練に

た生活福祉資金貸付制度の抜本的な改正や介護保

参加しました。

険事業等の介護報酬改定、介護職員処遇改善事業
など様々な施策が実施される中、本会においてもその
対応と取り組みを実施しました。
また、
平成21年度は平成１９年度から２３年度にかけ

3 多様化した福祉ニーズに対応し、また継続的に
良質な福祉サービスの提供を行うための福祉
人材育成の強化

ての５か年計画である川崎市社会福祉協議会第２期

高齢社会福祉総合センターにおいては、福祉職員

地域福祉活動推進計画（以下、
「計画」という。）の

向け現任研修、訪問介護員養成研修等の指定管理

中間年にあたり、
計画に予定されていた中間見直しを

事業のほか、介護支援専門員実務研修及び高齢者

行い、本会を取り巻く福祉環境の変化への対応と

フットケア教室等の研修事業を川崎市等から受託、

計画の進捗状況の精査をし、計画の改訂版を作成し

実施しました。

ました。

福祉人材バンクでは、
平成20年度からの第１土曜日

本会が当番市として取り組んだ「第５２回大都市社

の開所を継続しつつ、
福祉人材の確保に向けた求人

会福祉施設協議会（川崎市大会）」は、全国の政令

・求職へのさらなる対応として、相談会の実施や高齢

指定都市の社会福祉施設代表者ら１５０名を超える参

社会福祉総合センターとの連携による研修を行いまし

加を得て、
その協議結果は国等へ要望書として提出

た。また新たに臨床心理士による福祉事業従事者向

をしました。

け相談窓口「こころの健康相談室『ふぉーえむ』」を開

こうした具体的な事業や取り組みは、
平成２１年度事

設するとともに施設管理者向けのメンタルヘルス研修

業計画の５つの重点項目に沿って事業展開を図り

を実施しました。川崎市総合福祉センターの研修事業

ました。

としては地域福祉コーディネート実技研修、地域福祉
活動入門研修等を実施しました。

1「市民主体の原則」に基づく、強固な組織基盤
の整備
かねてより進めてきた、会員の範囲とその責務・権
利、部会組織ならびに会費等の見直し
（会員・会費等

居宅介護等事業においては「介護職員処遇改善
交付金」の助成を受け、
処遇改善を図るとともに、
人材
確保のための独自の訪問介護員２級研修を２回開催
し、
訪問介護員の確保に努めました。

制度見直し）
については、
各種規程の改正を行うととも
に、平成２２年度からの実施に向けて、会員の継続入
会、
部会参加の呼びかけ、
加入手続きを進めました。

4 川崎市内の協議体・運動体としての事業構成、
効率的な事業展開の徹底
改正された生活福祉資金貸付制度においては、

2 複雑化する福祉問題に対応し、市民の声を集約

迅速な実施のため本会貸付調査委員会を廃止すると

できる機能的な事業体の構築

ともに、
相談窓口となる区社会福祉協議会に対しては、

地域福祉情報バンク事業については、社会福祉･

各区社協への専任相談員の配置、実施主体である

保健及び関連分野の図書資料・ビデオ等の閲覧・

神奈川県社協との調整等を行いました。

貸出について、
高齢社会福祉総合センターと連携した

川崎市あんしんセンター事業では、
認知症高齢者や

情報提供システムの取り組みを継続し、
また、地域福

知的障害者、
精神障害者等を対象とした「日常生活自

祉情報の一元的な情報提供を図ることを目的とした、

立支援事業」について、
各区社協への一部事業委託

インターネット上の地域福祉情報提供サイト
「ふくみみ」

を継続し、
連絡会議の開催や専門員及び支援員研修

を開設し、
その運用を開始しました。

等を通して、
円滑な事業推進を図りました。

ボランティア活動振興センター及び地域福祉情報

市民への福祉サービスの提供では、各受託事業･

バンクにおいては、市民の利便性を考慮し、引き続き

補助事業･指定管理事業・介護保険等在宅サービス

第１
・３土曜日(バンクは第３のみ)を開所し、
相談を受け

事業等において、
効率的な事業展開に努めました。川

崎市高齢者外出支援乗車事業については、
引き続き

報酬改定や「介護職員処遇改善交付金」を受け、

各区社協に、高齢者フリーパスの販売事務を委託し、

訪問介護員の賃金・手当等の増額を図る一方、収支

平成20年度を大きく上回る発行数になりました。

状況の改善に努めました。
また、有料広告掲載要綱を定め、広告収入を得る

5 財務運営体制の確立

取り組みを開始しました。

厳しい財政状況の下、企画調整会議において、

財務活動における各種積立金等の資金運用に

収入の確保、事務局職員体制について検討を進めま

ついては、資金運用委員会を新たに設置し、一層の

した。居宅介護等事業においては、介護保険等介護

安全かつ有利な運用を図りました。

平成21年度一般会計・公益事業特別会計総合資金収支計算書決算総括表
会

一

般

計

会

NO

計

公益事業特別会計

収入合計

経理区分名

1

法人運営事業

2

調査・研究事業

3

研修事業

4

企画・広報事業

5

連絡・調整事業

6

区社協推進事業

7

助成事業

8
9

支出合計

（前期末支払資金残高含む）

単位：円

当期末支払資金残高

905,084,063

872,605,561

32,478,502

2,818

2,818

0

162,635

162,635

0

290,000

290,000

0

1,646,410

1,646,410

0

196,543,000

196,543,000

0

27,189,822

27,189,822

0

部会・委員会事業

6,672,170

6,672,170

0

民生委員互助共励事業

3,990,600

3,990,600

0

57,652,761

55,792,481

1,860,280

10

福祉基金運営事業

11

資金貸付事業

193,664,968

193,379,242

285,726

12

共同募金配分金事業

100,243,118

96,854,474

3,388,644

13

指定管理事業

206,887,662

195,206,615

11,681,047

14

受託事業

717,406,857

701,779,160

15,627,697

15

第三者評価事業

525,000

2,865,381

△ 2,340,381

16

ボランティア活動振興事業

14,481,000

14,481,000

0

17

日常生活自立支援事業

133,197,822

133,197,822

0

18

居宅介護等事業

1,835,782,543

1,636,850,378

198,932,165

19

金品援護事業

860,255

0

860,255

228,042,513

197,704,737

30,337,776

1,667,276,943

1,667,276,943

0

6,297,602,960

6,004,491,249

293,111,711

1

総合福祉センター管理経営事業

2

高齢者外出支援乗車事業

合

計

川崎市社会福祉協議会

役員改選のご報告

川崎市社会福祉協議会では、役員の任期満了に伴い、去る７月２６日に開催いたしました理事会において、正副会長
及び常務理事、担当理事を選任いたしましたのでご報告いたします。
【任期：平成２２年７月２６日〜平成２４年７月２５日】

会
長
副
会
長
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どうぞよろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金

―今年も10月1日から全国一斉にはじまります―

平成22年度共同募金ポスター

毎年、赤い羽根共同募金運動にご理解と温かい
ご協力をいただきありがとうございます。おかげさまを
もちまして、昨年の川崎市の共同募金寄付金は総額
178,182,150円（別表）でした。ご協力いただきました
皆さまに心より御礼申し上げます。
皆さまからお寄せいただいた寄付金は、神奈川県共
同募金会を通じて県内の民間社会福祉施設・団体や
障害者地域作業所、
さらには社会福祉協議会を通じて
市内で支援の必要な方々や団体などに配分させて
いただきました。
共同募金は、
「社会福祉法」にもとづき、全国で行わ
れる募 金 運 動です。また、事 前に県 内の民 間 社 会
福祉施設・団体、
ボランティアグループなどが活動するた
めの資金の配分を申請し、神奈川県共同募金会がそ
の必要性や緊急性などを十分に考慮し、
「目標額」
（ 募 金の 使いみち）を決めてから募 金 活 動を行う
｢計画募金｣です。
「目標額」を定めていますが、募金に
際しては寄付者の自由な意思による募金を心がけ、
地域の皆さまにご協力いただいています。
近年、経済不況の影響を受けて県内の寄付金は

大きく減 少しています 。その
一 方 で 、川 崎 市 では 人 口 が
増加し、福祉ニーズの多様化に
よる福祉サービスの需要は年々
高まってきており、共同募金に対
する期待は大きくなっています。
また、今年もサッカーというスポーツを通じて地域に密
着した活動を続ける川崎フロンターレと協力し、
だれもが
安心して暮らせるまちづくりを推進するために、共同募
金運動を実施します。趣旨をご理解のうえ、今年も地域
の皆さまの温かいご協力をよろしくお願いいたします。
平成21年度共同募金実績額

単位：円

一般募金（赤い羽根） 年末たすけあい募金
戸別募金

85,557,602

68,513,485

街頭募金

7,234,709

785,391

法人募金

6,351,543

―

学校・校内募金

2,945,543

―

職域募金

3,275,103

51,083

その他募金
合

計

総合計

2,967,337

500,354

108,331,837

69,850,313

178,182,150

地域福祉と社会福祉協議会
地域福祉とは・・・
住み慣れた地域で生きがいをもち、健康で明るく幸せな生活をおくるため、地域住民や公私の社会福祉関係者が
お互いに協力し、
それぞれの地域の福祉課題の解決に取り組む地域社会を作る活動です。
「社会福祉法」では、福祉サービスを必要とする人たちが地域社会を構成する一員として日常生活を営み、あらゆる
分野の活動に参加する機会を得ることができるよう、地域福祉を推進することの重要性が明記されています。

「社会福祉協議会」
（略称「社協」）は・・・
「社会福祉法」に規定された、
「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」です。
川崎市社協は、昭和26年に誕生し、昭和38年に社会福祉法人格を取得しました。市内には7つの区社協（平成8年
に社会福祉法人格を取得）と、40の地区社協があり、それぞれの地域性や住民ニーズに応じた活動を行っています。

市社協では・・・

区社協では・・・

全国、関東ブロック、県、市の福祉情報の提供や、市
域の連絡調整等、市域全体の社会福祉の推進を図っ
ています。

区内の福祉の推進を図るため、各種関係機
関・団体と連携しながら事業を展開しています。

主な事業は・・・
総合福祉センター事業・区社協の支援・ボランティア活
動振興センターの運営・地域福祉情報バンク事業・介護
保険及び障害者自立支援法による居宅介護事業・福祉
人材バンク・高齢社会総合福祉センター事業・地域包括
支援センター事業・聴覚障害者情報文化センター事業・
第三者評価事業・成年後見事業・福祉大会の開催など

主な事業は・・・
福祉パル管理運営事業・地区社協支援・
ボランティアセンターの運営・福祉教育・福祉情
報の発信・子育て支援事業・福祉団体への
助成事業・生活福祉資金貸付事業・ホーム
ヘルプ事業・日常生活自立支援事業（あんしん
センター事業）
・老人いこいの家指定管理事
業など

地区社協では・・・
地域の皆さまの一番身近な社協として、
高齢者ふれあい会食会・脳血管障害等の地域リハビリ教室やミニ
デイサービス・介護講習会・子育てサロン・障害児を対象としたレクリエーション・福祉に関する講演会など、
福祉
活動を展開しています。
お住まいの区社協・地区社協は、市社協のホームページでお調べいただけます。
地区社協について 川崎市社会福祉協議会

検

索

＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊
〈広告〉

母と子の幸せを求めて
新しい時代に向けて
全力投球する
財団法人

川崎市保育会

広報紙「川崎の社会福祉」
（年4回、毎回46,000部
発 行 ）で は 広 告 掲 載 主 を
募集しております。
宣 伝 、イベ ント案 内 等 に 是 非
ご活用ください。
詳細につきましては、お問い合わ
せください。
■お問い合わせ
総務課 TEL：739-8710

E-mail：soumu@csw-kawasaki.or.jp

助成金で広げよう 新たな福祉活動

平成23年度「福祉基金助成金」を希望する団体を募集します

川崎市社会福祉協議会では、地域福祉の向上を目的として先駆的・開拓的な事業を行うボランティア・
グループ、団体を対象に、その事業にともなう費用の一部を助成いたします。
（上限30万円）

○助成対象団体（事業）は、つぎの全てに該当する団体（事業）とします。
（1）川崎市内（２区以上）で活動をしている団体
で、
１年以上の活動実績があり、
公益を目的と
した民間の自主的な団体であること
（2）平成２３年度中に助成事業を開始し、終了す
ることが確実であること

（3）対象事業に対して、
他の助成を受けていないこ
と
（4）平成２３年度から過去５年間において、本福祉
基金助成金を受けていないこと
（5）宗教活動、
政治活動を目的としていないこと

○助成対象事業はつぎの7つの事業です。
ただし、経常的な運営費、職員等の人件費、賃借費用については認められません。
（1）在宅福祉サービス事業
（2）障害者・児支援事業
（3）福祉教育事業
（4）調査研究事業
（5）
ボランティア活動推進事業
（6）小地域福祉活動
（7）
その他先駆的・開拓的な事業

（平成２２年度にはつぎの事業に対し助成いたしました）
★障害を有する人が行うAED対応救命救急講習会
★幅広い年代・人を対象とした参加型公演活動による
交流事業
★子育てを支えあうためのワークショップ・交流会の開催
★中途失聴・難聴者のための手話講習会

【助成申し込み方法】
所定の福祉基金助成申請書（第１号様式）に必要事項を記入のうえ、
団体の概要（規約・名簿・事業報告等）
を添付して、川崎市社会福祉
協議会ボランティア活動振興センターまでお持ちになるか、
またはお送り
ください（申請書は、各福祉パルの情報コーナーにも置いてあります）。
【助成申し込み受付期間】
平成２２年１１月１日
（月）〜１２月２４日
（金）
※持参は１２月２４日 １７時まで受付
※郵送は１２月２４日 消印まで有効

【申請書の送付ならびにお問合せ先】
社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会
ボランティア活動振興センター
〒211-0053 川崎市中原区上小田中６−２２−５
TEL：
７３９−８７１８ FAX：
７３９−８７３９

E-mail :v-center@csw-kawasaki.or.jp

たくさんのご寄付をありがとうございました
平成22年6月〜8月
■川崎西プロバスクラブ 様
■奥村 榮 様

（順不同）

まずは下記までご連絡ください。そのうえでご持参または所定
Q.寄付をする A. の口座にお振り込みくださるようお願いいたします。

には？

（誠に恐縮ですが振込手数料は送金される方のご負担となります。
入金を確認後、領収証を発行いたします。）
寄付金については所得税や法人税の優遇措
置が受けられます。
【お問い合わせ】総務課 ＴＥＬ：739−8710 ＦＡＸ：739−8737

生活福祉資金貸付制度のご案内
社会福祉協議会では、
低所得世帯、
障害者や日常生活上療養また
は介護を必要とする高齢者のいる世帯などに対して、
一時的な資金の
貸付と必要な援助を行うことによって、
その世帯の生活の安定と経済
的自立を図ることを目的に生活福祉資金貸付制度を実施しています。
貸付の内容はそれぞれの世帯のお困りの状況や必要に応じて異な
り、技能習得や住居の移転等に必要な経費、教育に必要な経費、失
業等により日常生活に困難を抱えていて貸付により自立が見込まれる
世帯への生活費など、
いくつかの資金種類があります。
なお、貸付には条件があり、審査を経て決定されますので、詳細は
お住まいの区社会福祉協議会へご相談ください。

○ 川崎区社会福祉協議会 ＴＥＬ：２４６−５５００
○ 幸区社会福祉協議会

ＴＥＬ：５５６−５５００

○ 中原区社会福祉協議会 ＴＥＬ：７２２−５５００
○ 高津区社会福祉協議会 ＴＥＬ：８１２−５５００
○ 宮前区社会福祉協議会 ＴＥＬ：８５６−５５００
○ 多摩区社会福祉協議会 ＴＥＬ：９３５−５５００
○ 麻生区社会福祉協議会 ＴＥＬ：９５２−５５００

12月3日から12月9日は障害者週間です
「障害者週間」
（12月3日〜9日）は、国民の間に広く障害
者福祉について関心と理解を深めるとともに、障害者が
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加
する意欲を高めることを目的として設定されています。
川崎市社会福祉協議会障害者団体部会では、毎年、
「障害
者週間キャンペーン」として以下の2つの事業を実施して
います。
①啓発用のリーフレット・各団体紹介のチラシとセットにしたティッシュ
を川崎駅と溝ノ口駅で配布しています。当事者及び家族で構成され
ている１９の会員団体自らが配布しています。今年度は１２月４日土曜
日に実施する予定です。
②神奈川県社会福祉協議会、横浜市社会福祉協議会、相模原市
社会福祉協議会と共催で、
神奈川新聞に啓発広告を
掲載しています。今年度は
１２月３日から５日の３日間掲
載する予定です。
ともに社会を生きる仲間とし
て、
「 障 害 者 週 間 」を機 に、
「障害」について少しでも理解 ① 平 成 2 1 年 度 のチラシ配 布 の 様 子
を深めてみませんか。
（溝ノ口駅 ペデストリアンデッキ）

②平成21年12月5日 神奈川新聞

「ありがとう」で繋ぐ命のリレー
「どんなに素敵な宝物よりも、子に勝る宝物はな
い。」、
「一番の宝はあなたですよ！」
わが子とめぐりあえた喜びは、何時の世も親心
を 感謝の虜 にしてきました。
一方でそ の 心を忘れた親たちの 身勝手から
引き起こされる、児童虐待のニュースが後を絶ち
ません。しかも、虐待の態様が激しくエスカレート
しています。
腕にアイロンの火傷を負わせ、食事も与えず
餓死をさせた 、 自宅でふたをした木箱の中に
放置して窒息死させた 、 幼い姉弟を何日も自宅
に放置し餓死させた 。
親からの虐待を受けて、短い生を終えた薄幸の
幼子を思うとき、胸を痛め、なにか救いの手をさし
のべる手だては無かったのかと、悔しく思うのは、
私一人では無いと思います。
「子供は育つのが当たり前」ではなく、将来きち
んと独り立ちできるように養育することが、親はも

ちろん周囲の私たちの責任であり、愛情だと思い
ます。育児放棄や幼児虐待、ひきこもり等現在の
日本が抱えている問題を解決させるのには、命の
大切さ、ありがたみを大人が実践し、生き抜く力を
子供に伝えることです。
決して可愛い子供（宝物）を未熟な親の無軌道
の犠牲にすることは許されません。
悩めるお父さん、お母さん、あなたを感謝の虜
にしてくれた我が子の笑顔に宛てて、生まれてき
てくれて『ありがとう』たった５文字、ささやくか、
手紙にしたためて下さい。子供も将来必ず、生ん
でくれて『ありがとう』と何倍、何十倍もの愛情を
もって報いてくれるでしょう。
『ありがとう』で繋ぐ
命のリレーが大切です。

川崎市社会福祉協議会 理 事
川崎市民生委員児童委員協議会 副会長 齊藤 喜信

インフォメーション

介護いきいきフェア 〜ありがとうで手をつなごう〜
■ 日時 平成22年11月10日（水） 午前10時〜午後4時
■ 会場 川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）
ＪＲ南武線 武蔵中原駅徒歩１分 ※公共交通機関をご利用ください。
■ 内容 【3階ホール／定員600名 先着順】
（入場無料、申し込み不要）
正午〜午後1時30分 介護服ファッションショー、認知症寸劇
午後2時〜 中村メイコ氏による講演「私の生き方」
※講演の手話通訳または要訳筆記希望の方は10月27日までにお申し込みください。
講演：中村メイコ氏（女優）
午前10時〜午後4時 ロビーにて福祉機器展示
【7階 午前10時〜午後1時】開催時間等、詳細はお問い合わせください。
■ 問合せ 川崎市高齢社会福祉総合センター
健康チェック（血管年齢・骨密度測定など）、もの忘れチェック（タッチパネル式）、
ＴＥＬ：976−9001
認知症悩み相談、ケアマネジャーによる介護相談、介護服・介護食の展示、スウ
ＦＡＸ：976−9000
ェーデン福祉セミナー、介護食品試供品配布など
http://www.kourei-c.jp
（詳しいご案内がダウンロードできます）

♪遊びにおいでよ♪第37回川崎市保育まつり
保育まつりは来春、市内の認可保育園を巣立つ園児たちを祝福し、その健やかな成長を願って
実施しているイベントです。
体操のお兄さんと楽しく体を動かしたり、ゲームをしたりと楽しい企画が盛りだくさん。
地域のこどもたちの参加も歓迎しています。お子さんと一緒に是非遊びにきてください！
■ 日時 平成22年11月10日（水）10：30〜12：25
■ 会場 とどろきアリーナ メインアリーナ（中原区等々力1−3）
※ＪＲ南武線・東横線「武蔵小杉駅」よりバス【1番・2番乗り場】で約15分
■ 内容 式典、交通安全・防犯教室、体操、ミニスポーツゲーム、
うた

■参

加

■ 問合せ

バランス
上手に かな？
取れる

市内認可保育園卒園予定児及び保育関係者
※市内在住の未就学児も参加可。
（※要保護者同伴、上履き持参、申し込み不要）
川崎市社会福祉協議会施設・団体事業推進課
TEL：739−8717

知る！ 聞く！ 探す！ 福祉のお仕事相談会＆福祉のお仕事ガイダンス
平成22年11月16日（火） 会場：川崎市総合福祉センター（エポックなかはら） 同日開催

福祉のお仕事相談会

福祉のお仕事ガイダンス

13:00〜16:30

9:30〜12:30

福祉施設・事業所個別面談：福祉のお仕事を探している方を対象に、市内で

これから福祉のお仕事に就職したい、福祉のお仕事に興味がある方を対象

福祉事業を営む法人・事業所の人事担当者が個別に面談を行います。

に、高齢者・障がい者と各分野の福祉職に従事している方から福祉現場の

また、職場や職種、資格の取得など福祉の仕事への就職に関すること全般

実際のお話をしていただきます。

の相談や就職活動一般に関する疑問やキャリア計画に関することなど相談

■ 定員：50名（先着順）

を行います。是非、
ご参加ください。
（申込不要）

■ 申込：下記問合先に10月19日より電話にて

詳細等は、決まり次第、案内チラシまたは川崎市社会福祉協議会ホームページにてお知らせいたします。詳しくはお問い合わせください。
■ 問合せ

川崎市福祉人材バンク TEL：739-8726

中原区役所保健福祉センター・聴覚障害者情報文化センター共催

講座のご案内

ろう者・難聴者の健康学習会『生活習慣病予防』(全3回）
■日 時

平成22年11月20日（土）
・27日（土）

■ 参加費

無料

・会

国際交流センター

■定

員

40名

平成23年2月12日（土）

■対

象

川崎市に住んでいるろう者・難聴者

聴覚障害者情報文化センター

■申

込

住所・氏名・年齢・FAX番号・必要な情報保障（手話通訳・要約筆記）を記入し、11月12

場

2階

第4・5会議室

※いずれも14：00〜16：00
■内

日（金）までに中原区保健福祉センター障害者支援担当

容 メタボ予防とその成果を一緒に確認します。
（日常生活の振り返り・グループワーク・生活
の見直しの成果を互いに確認する）

■ 問合せ

FAX：744−3343まで送信。

聴覚障害者情報文化センター（元住吉駅より徒歩１０分）※月曜休館
〒211−0037 中原区井田三舞町１４−１６ ＴＥＬ
：798−8800 ＦＡＸ：798−8804
http://home.s06.itscom.net/k-joubun/

12月29日から1月3日まで、川崎市総合福祉センター（エポックなかはら）は全館休館いたします。
■ 編集・発行

社会福祉法人

川崎市社会福祉協議会

発

住 所 ： 川崎市中原区上小田中 6-22-5

電 話： 044（739）8710

E-mail： info@csw-kawasaki.or.jp

H

行：年 4 回（4・7・10・1 月 1 日）

年間購読料：320 円（送料込）

P： http://www.csw-kawasaki.or.jp
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