
社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で安心
して生活することができるよう、地域の皆さんとと
もに“ふくしのまちづくり”を進めています。
地域の活動シリーズでは、社協の事業とともに地域
で行われているさまざまな活動をご紹介します。
“ふくしのまちづくり”が、

　 だんの 　 らしの 　 あわせに
つながりますように。

社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で安心
して生活することができるよう、地域の皆さんとと
もに“ふくしのまちづくり”を進めています。
地域の活動シリーズでは、社協の事業とともに地域
で行われているさまざまな活動をご紹介します。
“ふくしのまちづくり”が、

　 だんの 　 らしの 　 あわせに
つながりますように。
しくふ

社会福祉協議会の
ホームページ・フェイスブックをご覧ください。
社会福祉協議会の
ホームページ・フェイスブックをご覧ください。

Facebookホームページ
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この「社協だより」は、共同募金配分金により作成しています。

つる ほっとプラン

鶴ヶ島市地域福祉計画および関連資料がご確認いただけます。
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/dir007093.html

市ホームページ 鶴ヶ島市地域福祉計画

　社会福祉協議会は、市と共に、「誰もが安心していきいきと
暮らせるまちをつくります～鶴ヶ島の地域共生社会の構築をめ
ざして～」を基本理念とする第３次鶴ヶ島市地域福祉計画・鶴
ヶ島市社会福祉協議会地域福祉活動計画を策定しました。この
計画では、支援を必要とする人を地域全体で支援する体制づく
りを通じて、誰もが、安心して、いきいきと暮らせるまちづく
りを進めます。

【地域共生社会とは】制度・分野ごとの「縦割り」や「支え
手」「受け手」という関係を超えて、市民や地域の多様な主
体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分
野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮
らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことです。
（平成２９年２月７日　厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共
生社会実現本部決定）

イラスト：フルタハナコ（市内在住イラストレーター）

第３次鶴ヶ島市地域福祉計画・
鶴ヶ島市社会福祉協議会地域福祉活動計画

（令和４年度から令和８年度）

第３次計画の

イメージキャラクターの

「つる♥ほっと」です！！

よろしくね。

地 域 の 活 動
シ リ ー ズ ⑯



市　民

第３次鶴ヶ島市地域福祉計画・
鶴ヶ島市社会福祉協議会地域福祉活動計画 推進します！

誰もが　安心して　いきいきと暮らせるまちをつくります
　～鶴ヶ島の地域共生社会の構築を目指して～

基本理念

包括的な支援体制づくり
複雑化・複合化した課題の解決に向けた支援のために、支援を必要とする人（世帯や支援対象
者）をさまざまな活動主体とともに包括的に支援する地域にします。

重点施策

人と人がつながる
地域づくり

基本方針Ⅰ
地域生活課題を受けとめ
支え合う仕組みづくり

基本方針Ⅱ
安心して暮らせるまちの
地域包括支援体制づくり

基本方針Ⅲ

地域づくりに向けた支援
別々の活動やコミュニティが重なり合う
部分（人や場など）をつなぎ合わせていく

参加支援
課題を抱えた人や世帯が、地域
とつながるよう支援する

相談支援
課題を抱えた人や世帯が
地域専門職による相談に繋がる

イラスト：フルタハナコ
（市内在住イラストレーター）民間事業者

民生委員・児童委員 市民活動団体
自治会などの

地縁型コミュニティ 社会福祉法人

①　複雑化・複合化した課題（社会的孤立、８０５０問題、ケアラー、制度の狭間の問題など）に対応するため、
　　各相談支援機関などの連携により、包括的な支援体制づくりを推進します。
②　地域包括ケアシステムを推進します。
③　地域生活課題を共有する場や地域福祉に関する要望を把握する場を設けます。
④　さまざまな活動主体同士がつながる場を設けます。
⑤　地域の課題解決に取り組むため、コミュニティソーシャルワーカーの配置などを推進します。

実現に向けての取り組み

包括的な支援体制のイメージ
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就労準備支援事業
　「社会に出る事に不安がある」、
「他人と上手くコミュニケーショ
ンがとれない」等の理由で、直ぐ
に就労する事が困難な方を対象と
して、１年を基準に本人に合った
プログラムを検討し、一般就労に
向けたサポートを行っています。
　具体的には、鶴ヶ島市農業交流
センター内の区画を借りた農業体
験プログラム、企業体験実習（有
償／無償）、企業見学等を行う事
によって、就労意欲の高揚、コミ
ュニケーションスキルの獲得など、
本人の状況に応じたサポートを行
っています。この様な活動を経て、
内職、短時間就労やフルタイム就
労に繋がっていけるような支援を
行っています。

　鶴ヶ島市生活サポートセンターでは、生活にお困りの
方を対象とした、物品や食料支援として、「モッタイナ
イ☆プロジェクト」を実施しています。
　モッタイナイ☆プロジェクトは使用していない生活家
電、保存のきく食品などを市民の方、団体や企業様から
寄付して頂き、生活にお困りの方にお渡ししています。
　生活にお困りの方以外にも地域のこども食堂など、い
ただいた物資を活用する場も増えています。
　モッタイナイ☆プロジェクトの活動に皆さまのご協力
をよろしくお願いいたします。

※パックご飯、レトルト食品、缶詰、インスタントラーメン、災害用食品、調味料　等
　生鮮食品などの日持ちがしないものや、要冷蔵、賞味期限切れ、賞味期限間近で３ヶ月未満の食
品は受け付けておりません。
　詳しくは、鶴ヶ島市生活サポートセンター　モッタイナイ☆プロジェクト担当までお問い合わせ
ください。

鶴ヶ島市生活サポートセンター

モッタイナイ☆プロジェクトモッタイナイ☆プロジェクト

問合せ：８ページ窓口一覧
　　　　生活サポートセンターまで

青空の下で汗を流し農
作業

就労への第一歩！

プログラムを経て見事就労！これからも頑張るぞ！

参加者も意見
を出し合い、

一緒に

プログラムを
作っていきま

す。

※イメージ
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令和４年３月１日発行「ふくしのまち№１４６」
掲載記事の訂正（追加）とお詫び
関係者の皆様には、心からお詫び申し上げます。

【追加】　４ページ
＜社協団体・賛助会員加入協力者の方々＞
賛助会員
◦志村ハイツ

祝金婚！お祝いの記念
撮影をしました

藤小の皆さんより、
ウクライナへ

社会福祉協議会　会員募集

手話
ワンポイントレッスン

「ウクライナ」

右手親指と人差し指をつま
むようにし、口の左端から
右端に動かし、下に下げる。

　令和２年度と令和３年度に金婚式
を迎えたご夫婦を対象に、記念撮影
をしました。コロナ禍によりお祝い
の記念式典を開催することができな
かったため、別途撮影日を設け希望
者のみ撮影会を行いました。当日は
市内で活躍されている写真サークル
「鶴ヶ島写楽会」の皆様のご協力に
より、５月２９日に南市民センターの
一室に撮影室を設け、４６組のご夫婦
を撮影しました。
　お二人の末永い幸せを心より願っ
ております。

　藤小学校の児童と教職員
より、ウクライナのために
と集めた募金５７,３４１円を社
協からウクライナ友好協会
へ送金しました。撮影の様子

７月は会員加入促進月間です
　地域の皆さまから寄せられる会費やご意見等は、
福祉課題の把握とその解決を図るための住民福祉
活動などの貴重な社会資源となっています。
　昨年度は個人会費４,９０６口・団体会費９４口・賛
助会費９８口、合計３,５２７,０００円が市内で行われて
いる地域福祉活動に使われました。ありがとうご
ざいました！
　会員の加入方法は、自治会を通してお願いする

方法があります。また、自治会の組織がない地域
や自治会に加入していない方は、社会福祉協議会
（市庁舎６階）で加入（更新）手続きを承ります。

個人会員 年額一口 ５００円

団体会員 年額一口 １,０００円

賛助会員 年額一口 １０,０００円
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収
入
の
部

支
出
の
部

支
出
の
部

会費会費1.3％（3,900千円）
寄附金寄附金0.7％（2,000千円）

2.2％（6,822千円）
受託金受託金

貸付事業貸付事業
0.3％
（1,000千円）

22.0％
（67,621千円）
22.0％

（67,621千円）

60.0％
（184,039千円）

60.0％
（184,039千円）

その他の収入その他の収入
13.6％（41,630千円）

地域支援地域支援

権利擁護支援権利擁護支援

29.0％
（88,461千円）
29.0％

（88,461千円）

16.0％
（50,296千円）
16.0％

（50,296千円）

40.0％
（121,110千円）
40.0％

（121,110千円）

7.0％（22,898千円）

8.0％（24,247千円）
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令和４年度　当初予算
予算総額
3億701万2000円
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電話 049－271－6011（代表） FAX 049－287－0557

■鶴ヶ島市社会福祉協議会 事務局
〒３５０－２２１７ 鶴ヶ島市三ツ木１６－１（市庁舎６階）
（月～金曜日 午前９時～午後５時１５分）

電話 049－277－3317

電話 049－27７－4116

�手話通訳事業担当
FAX 049－271－6277 電話 049－271－6278

�鶴ヶ島市生活サポートセンター

�権利擁護支援センター
�障害者相談支援事業所

■鶴ヶ島市立障害者生活介護施設「きいちご」
（月～金曜日 午前９時～午後５時１５分）
〒３５０－２２１７ 鶴ヶ島市三ツ木９３５－１
電話 049－287－7456 FAX 049－298－3241
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