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この広報紙は、朗読ボランティアグループ「ひいらぎ」さんの協力のもと、朗読テープを福祉パルたかつ内に用意しています。 
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 野川中耕地自治会は、設立後来年で還暦を

迎えます。加入所帯 220 世帯ですが、民生委

員児童委員さん、保護司さんがそれぞれに活

躍されています。社会福祉協議会では、地元

の橘地区社会福祉協議会の会議や活動に参加

協力させていただき、毎年子母口老人いこい

の家で開催しているお祭りにも積極的に関わ

っております。また一人暮らし高齢者を対象

とした会食会にも地域の方々が参加し、楽し

いひと時を過ごさせていただいております。 

私どもの自治会でも少子高齢化に伴い、一

人暮らしの方もおり、民生委員児童委員さん

とも連絡をとりあいながら見守りをしていま

す。老人会も今は新型コロナウイルス拡散防

止対策のため活動を休んでいますが、月に一

度の会合ではカラオケ、ゲーム等々で楽しま

れ、和気あいあいです。ゲートボールでも、

試合では上位の成績を残す程の大活躍です。 

 

 
 
 

このように、安心、安全そして豊かな気

持ちで生活を送るためには、社会福祉協議

会と自治会とで一体になることが大事だと

思います。私も子母口老人いこいの家の運

営委員を務めていますが、幼児から高齢者

までと幅広く、また九州地方の災害対策を

報道で知り、さらには先の見えない新型コ

ロナウイルスへの対応など、活動範囲が広

いことに驚きです。 

 “社会福祉協議会って何”と聞かれる時

があります。自治会としましても会員の皆

様方に理解して頂けるよう努力してまいり

ます。 

 そして、社会福祉協議会の皆様方には、

多方面でのご活躍に心から感謝を申し上げ

ますと共に、ご健勝を願っております。 

 

 

自治会長から見た 
高津区社会福祉協議会 

野川中耕地自治会 会長 西 銘 豊 子 
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高津第一地区社協のようす             高津第二地区社協のようす 

 地域住民が地域の現状・課題を把握し、解

決策を話し合い、地域活動につなげていくこ

とを目的に、令和元年 11 月～令和 2 年 2 月

にかけて高津第一地区社協の地域(溝口・久

地・宇奈根地区)と高津第二地区社協の地域 

(下作延地区)において、それぞれ地域福祉懇

談会を開催しました。 

 講師として東京大学高齢社会総合研究機構 

の後藤純先生に協力いただき、地域住民をは

じめ、町内会、自治会、地区社協、民生委員

児童委員、区役所地域みまもり支援センター、

溝口及び樹の丘地域包括支援センター、区社

協関係者が参加して両地域で各 3 回開催しま 

した。 

高津第一地区社協の地域では延べ 119 人

(1/21、1/29、2/12)が、また高津第二地区社

協の地域では延べ 109 人(11/7、11/27、12/12)

が参加しました。 

懇談会では、後藤先生から「人生 100 年時

代の迎え方」について講演をいただき、区役

所から地域の特徴について説明を受け、グル

ープワークにより生活課題や地域の強みにつ

いて意見交換を行い、2030 年(10 年後)のあ

りたい自分と街の姿を考えました。 

 高津第一地区社協の地域では「地域の人た

ちが誰もが気軽に立ち寄りおしゃべりや不安

を解消したりできる場」「子育て世代が気軽

に立ち寄り自由におしゃべりや相談ができる

場」「自立した生活を維持できる健康につな

がる場」を検討しました。高津第二地区社協 

の地域では「今までどおり自由に外出できる 

生活環境」「一人でも夫婦でも自立した生活 

ができる健康な自分につながる場」「子ども 

からシニアまで誰もが気軽に立ち寄り自由に

おしゃべりや相談ができる場」について検討

しました。 

懇談会終了後の動きとしては、溝口地区に

おいては、地域の人たちが誰でも気軽に立ち

寄りおしゃべりしたり不安を解消したりでき

る場の開催について提案がされました。また

久地・宇奈根地区においては、子育て世代が

気軽に立ち寄り自由におしゃべりや相談がで

きる子育てサロンの開催を検討することが提

案されました。 

また、下作延地区においては、子どもから

シニアまで誰もが気軽に立ち寄り自由におし

ゃべりや相談ができる場について、試行的に

下作延第一町内会館で子育てサロンを開催す

ることを計画しました。 

新型コロナウイルスの影響により、その後、

進展には影響が出ておりますが、参加者が主

体的に話し合い課題を共有し、必要な取組み 

を考える有意義な懇談会となりました。 

 

 

後藤先生の講演 

人生１００年時代 
～自分がやりたいこと、「地域」で始められることを考える～ 

令和元年度 地域福祉懇談会 開催報告 
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「民生委員児童委員」に就任して 
橘第三地区民生委員児童委員協議会 

中 村   宏 

 昨年 12 月 1 日の改選で「民生委員児童委員」に就任いたしました。夏に 

久末の本町会から、新しい民生委員候補の推薦依頼を受け、「見晴台タウ 

ン自治会」という約 80 世帯程の自治会の会長をやっている私は、誰か適任 

者はと何人かの人にお話をさせて頂きましたが、引き受け手がおらず、結 

局自分が受けさせて頂くことになりました。 

昨年の 3 月末、41 年間勤めた会社を 65 歳で退職し、退職時の挨拶で  

「今までは会社のために働いて来ましたが、これからは世の中のために働かせて頂きます」

と宣言した手前、自治会長のお役だけでなく、より範囲の広い民生委員児童委員の仕事を通

して地域のために少しでもお役に立たせて頂けたらと思っております。 

 まだ民生委員児童委員としての研修もままならない中、コロナの状況となり、活動も大き

く制限されるようになりました。しかし逆にコロナの状況下だから、5 月にはお二人の地域

のシングルマザーの方から、児童扶養手当の申請手続きのご相談を受けたり、また高齢者の

方の相談で、電話で区役所と地域包括支援センターのスタッフの方とやり取りをさせて頂い

たりと、活動をさせて頂いております。今後も地域で困っている方々の「相談窓口」として

の役割を少しでも果たせればと思っています。 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた 

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するた
め、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措
置が設けられました。3 月 25 日から制度がはじまり、川崎市高津区社会福祉協議会では 8 月
7 日現在、2,922 件の相談および 1,714 件の申請を受けつけております。 
 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた
無利子の貸付制度です。お気軽にご相談ください。 
 なお、受付の締め切りは 9 月末日ですのでご注意ください(予定)。 
 
【緊急小口資金】 

◇休業された方等向け 
◇貸付限度額 10 万円以内(学校等の休業、個人事業主等の場合 20 万円以内) 
【総合支援資金(生活支援費)】 
◇失業された方等向け 
◇貸付限度額 (単身世帯)月 15 万円以内、(複数世帯)月 20 万円以内 
       ともに貸付期間は 3 か月以内 
郵送でも申込みが出来ますので、当会までお問合せください。 

(相談・申込窓口)  川崎市高津区社会福祉協議会 
川崎市高津区溝口 1-6-10 てくのかわさき 3 階 福祉パルたかつ内 

          TEL 044-812-5500 ／ FAX 044-812-3549 
          E-MAIL:info@takatsukushakyo.com 
                 時間 月～金曜日 10 時～16 時      

 

 



- 4 - 
 

 

 

 

 

 
 

◆寄託金 計１８８，８００円 

〇古渡 智江 〇竹内 敬二 〇アップコン株式会社 〇「高津みんながつながる音楽会」募金収入 

〇川崎市生活文化会館 〇イトーヨーカドー労働組合溝ノ口支部 

〇東急リゾートサービス・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 

〇津田山フリージャーズ 井ノ口 雅子 

◆寄託品 マスク、雑巾、使用済み切手、図書カード等 

〇吉田 淳一 〇公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会 〇佐々木 智子 

 

 

 

【重点事業】 

①健康づくり・いきがいづくり「おたっしゃ１０のトライ」推進事業 ②活動・交流の場づくりや機会 

づくり ③地域福祉活動の活性化・参加の促進 ④災害時の支援体制の充実 ⑤行政との協働・連携 

【予  算】 

（収入の部）                              （支出の部） 

 

 

 

 

 今年も 10 月 1 日より全国一斉に共同募金運動が実施されます。皆さまからお寄せいただいた募金は、

高齢者や障害のある方また子どもたちのための施設や団体などに配分されるとともに、地域作業所や在

宅福祉サービス団体、社会福祉協議会などを通じて地域福祉の推進のた 

めに活用されます。何とぞご協力くださいますようお願いいたします。 

 募金期間中は、川崎フロンターレの公式マスコット「ふろん太くん」 

バッジをはじめ、神奈川県共同募金会デザインのピンバッチ、その他 

クオカードなどを取り扱っております。(なくなり次第終了となります) 

この広報紙は共同募金で作成されています。  

科目(収入名) 金額(円) (%) 事業名 金額(円) (%) 

会費収入  

寄附金収入 

経常経費補助金収入 

事業収入 

負担金収入 

受取利息配当金収入 

その他の収入 

繰入金等収入 

 

6,100,000 
2,251,000 
4,000,000 
2,444,000 

80,000 
5,000 

28,000 
52,951,000 

 
 

8.99 
3.32 
5.89 
3.60 
0.12 
0.01 
0.04 

 78.03 
 

 

高津区支部運営事業 

企画広報事業 

助成事業 

地域福祉活動事業 

共同募金配分金事業 

在宅福祉・ボランティア事業 

生活福祉資金貸付事業 

日常生活自立支援事業 

指定管理事業 

その他の事業 

9,393,000 
1,729,000 
6,087,000 
2,195,000 

11,091,000 
1,737,000 

646,000 
223,000 

32,905,000 
1,853,000 

13.84 
2.55 
8.97 
3.24 

16.34 
2.56 
0.95 
0.33 

48.49 
2.73 

収入合計 67,859,000 100.00 支出合計 67,859,000 100.00 

編集委員の交代について 

 おあしす編集委員会委員の交代がありました。神田幸一様と川田潔様が退任され、今号から新たに

横沢かつ子様と山本美代子様が就任されました。継続の足立良雄委員、坂本京子委員、川辺清三委員

をあわせた 5 人体制です。何とぞよろしくお願いいたします。 

あたたかいご寄付ありがとうございました 
寄託金品をお寄せくださった団体や個人の皆様 (敬称略・順不同) (令和 2 年 1 月～6 月) 

川崎市高津区社会福祉協議会(川崎市社会福祉協議会高津区支部) 

令和２年度事業計画・予算概要 

赤い羽根共同募金にご協力をお願いいたします 

  


