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※申込・問合せ先が「社会福祉協議会」となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。 

袖ケ浦市 
社会福祉協議会 
イメージキャラクター 
「そでりん」 

1 2013年（平成25年）2月15日

「声の広報」社協ではボランティア音訳グループ「やまゆり」の協力を得て、声の広報を作成し、無料で貸し出しています。
申込・問合せ 社会福祉協議会

民生委員・児童委員活動の歴史（制度のはじまり）

☆岡山県にて民生委員制度の源といわれる「済世顧問制度」が発足
大正5（1916）年、宮中で開催された地方長官会議の場で、当時の岡山

県知事であった笠井信一氏は、大正天皇より「県下の貧しい人々の状況は
どうか」とご下門を受けました。笠井知事は、すぐに岡山県内の貧困の事
情を調査し、悲惨な生活状況にあるものが県民の1割に達していることが
判明しました。この事態の重大さに同知事は、日夜研究を重ね、ドイツの

エルバーフェルト市で行われていた「救貧委員制度」を
参考にし、大正6（1917）年に「済世顧問設置規程」を
公布、民生委員制度の源といわれる済世顧問制度が生
まれ、現在の民生委員制度の流れが生まれたといわれ
ています。 『全国民生委員児童委員連合会』HPより

活動の目的は？
社会奉仕の精神をもって住民の立場に立って相談に応

じたり、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活が
できるように支援を行うことにより、誰もが安心して暮ら
すことのできる地域社会づくりを目指します。

どんな活動をするの？
民生委員の活動の基本として、7つの「はたらき」があります。「はたらき」
の内容は、以下の通りです。
①社会調査のはたらき
担当区域内の住民の実態、福祉需要を日常的に把握します。

②相談のはたらき
地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、
親身になって相談にのります。
③情報提供のはたらき
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情
報を住民に的確に提供します。
④連絡通報のはたらき
住民が、個々の福祉需要に応じた福祉サービスが得られるよう関係行政
機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめ
ます。
⑤調整のはたらき
住民の福祉需要に対し、適切なサービスの提供が図られるように支援し
ます。
⑥生活支援のはたらき
住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。

⑦意見具申のはたらき
活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民
児協をとおして関係機関などに意見を提起します。

袖ケ浦市での民生委員・児童委員の活動
活動について例を挙げると、日頃から、地域住民の方の相談に応じたり、
地区社会福祉協議会と連携し、毎月（7・8・9月を除く）第3水曜日に実施
している給食サービス（地区社協により配る物は異なる）のお弁当等を配
る際、また、正月用品を届ける友愛訪問時にひとり暮らし高齢者の生活状
況等を把握し、見守り活動などを行っています。

期間：平成25年1月1日～1月31日（順不同）

団 体 ・ 個 人（敬称略）
袖ケ浦市音楽協会
匿名

合　　　　計

※震災後からの累計額は1,631,286円です。

金額（円）
24,623
2,599
27,222

第16回 東日本大震災義援金報告

平成24年度
袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付

みなさまの善意を大切にし、
福祉事業に役立たせていただきます。

期間：平成24年12月20日～平成25年1月31日

企業・団体・個人（敬称略）
東京ガス㈱袖ケ浦工場　　　　　
東京ガス労働組合エネルギー本部支
部袖ケ浦連絡会
東京ガス袖ケ浦工場安全衛生協力会
板橋　明
神納一区高齢者クラブ
中村　庄一
どんどん焼きそば
住友化学労働組合　千葉支部
ＡＤＥＫＡ労働組合
酒井　美智子
三井化学労働組合千葉支部
平岡地区自治連絡会有志一同
SSS袖ケ浦荘
袖ケ浦市文化協会手工芸部門
匿名（2件）

合　　　　計

金額（円）

100,000

8,430
8,010
22,791
20,000
35,000
60,000
6,873
50,866
2,400
2,635
8,000
4,549

329,554

「生活福祉支援資金制度」は、千葉県社会福祉協議会が実施する公的な貸付金制度です。所得の少ない世帯（低
所得世帯）、障害者世帯、介護を要する高齢者のいる世帯（高齢者世帯）に対して、その生活の安定と経済的自立
を図る事を目的にしています。「教育支援資金」は、生活福祉資金のなかの一資金として、取り扱われています。

教育支援資金 貸付のご案内 詳しい内容は、社会福祉協議会へ
ご相談ください。

教育支援資金
（月額上限額）

修学支度費
（入学時のみ

該当）

高等学校
専修学校
（高等課程）
35,000円
＊専修学校専門課程は、修学年限が本科は2年以上、
専攻科・研究科は本科と継続関係にある1年以上
の課程に限ります。
＊実際の学費に応じた金額を、限度額の範囲で貸
付が可能です。
＊貸付金額＝上記金額×修学月数

500,000円
※入学に必要となる経費が対象（入学金・教科書・制
服・体操着等）

高等
専門学校

60,000円

短期大学
専修学校
（専門課程）
60,000円

大　　学

65,000円

■教育支援資金の種類、対象となる学校・学科等
◎必須条件：学校教育法に規定されている学校（全日制・定時制・通信制の

各課程）

■利子・返済期間
¡返済期間内においては、無利子（返済期間を過ぎた場合
は、残った元金に対し年利10.75％の延滞利子が発生し
ます。）

¡卒業後に返済開始となります。（卒業後、6ヶ月以内の措
置期間を経て、返済開始となります。）

¡返済期間は、原則として10年間です。
■貸付条件
¡袖ケ浦市内にお住まいの方（住民票と実際のお住まいが
一致している方）

¡世帯収入に所得基準を設けています。（教育支援資金で
は、対象世帯を低所得世帯としているため）

¡地域の民生委員による相談支援・面接が必要になります。
¡原則として連帯借受人が必要です。
¡貸付に当たっては、社会福祉法人千葉県社会福祉協議
会による審査があります。

※公立高等学校の授業料の無償化及び高等学校等就学支援資
金制度が行われているため、高等課程への貸付は原則行い
ません。ただし、特例的な扱いの場合は貸付が可能な事もあ
ります。

○他制度優先になります。
日本学生支援機構（旧：日本育英会）の奨学金制度、日本
政策金融公庫（旧：国民生活金融公庫）の教育ローン、千
葉県の母子寡婦福祉資金等の他の制度が優先となります。

自動車運転手募集
職　　種 自動車運転手
採用人数 1名
受験資格 65歳未満の方
勤務内容 マイクロバス等を運行し、障がい者及び高齢

者等の送迎業務、事務補助

必要資格 大型自動車運転免許証、もしくは中型自動車
運転免許証（限定中型除く）

勤務日数 週1～3日程度
時　　間 8時15分～17時15分

※1日の勤務時間は1～8時間です。勤務内
容により勤務時間が異なります。

賃　　金 938円/時　※規程により交通費の支給あり
試験方法 面接試験・実務試験
採用予定日 平成25年4月1日
申込み・問合せ　庶務係

※平成24年度4月からの累計額は2,057,622円です。

民生委員・児童委員は厚生労働大臣より委嘱された地域
における相談・支援の制度的ボランティアであり、
袖ケ浦市内で82名の方々が活動されています。

地域ぐるみ
福祉推進標語

広
ひ ろ

がるよ　みんなのあんしん　声
こ え

かけで
昭和小学校4年　早川　駿

入選

1212-0107-353社協だより 122  13.2.7 11:22  ページ 2



2013年（平成25年）2月15日 2

ボランティア登録数 
（平成25年1月1日現在） 

No.159 袖ケ浦市ボランティアセンター 
イメージキャラクター 

「ゆりりぃ」 

●個人ボランティア： 
205名 

●登録ボランティア団体： 
58団体 

　内 ボランティア 
　連絡協議会加盟団体： 

23団体、個人1名 （ ） 
袖ケ浦市ボランティアセンター（社会福祉協議会内） 

〒299-0256 千葉県袖ケ浦市飯富1604 
　0438-63-3988（直通）・63-3888（社会福祉協議会事務局）　　0438-63-0825 

※申込・問合せ先が「ボランティアセンター」となっている場合、電話・FAX番号はこちらです。 

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時 平成25年2月22日（金）午後1時30分～3時30分　場所 老人福祉会館　問合せ ボランティアセンター
●のぞみ野おひさまくらぶ（散歩） 日時 平成25年3月3日（日）午前9時～10時 集合 C＆Cスーパーのぞみ野マルシェ前（旧主婦の店のぞみ野店） 問合せ ボランティアセンター

収集ボランティアにご協力ありがとうございました
（ペットボトルキャップ・使用済み切手などの寄贈）
平成24年12月1日～12月28日（順不同・敬称略）

桜井千恵　　橋優紀　八ツ手G 多田敏純　松井正恵　松田トメ子　高瀬たみ
山田隼子　中友忠　石渡榮　大島省子　飯島瑠唯　尾高椋介　渡辺芳美

いきいきクラブ　袖ケ浦学園　ちばぎんVネットクラブ
特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑　メディケアやまゆり

東京ガス（株）袖ケ浦工場　　東京ガス労働組合エネルギー本部支部袖ケ浦連絡会
東京ガス袖ケ浦工場安全衛生協力会　匿名14名

皆様から寄せられた収集物は、社会福祉協議会や福祉団体、
環境団体の活動に役立てられます。

ボランティアに関する知識や技術を学び、ボランティアグループ
リーダーのステップアップや、新しいリーダーの養成を目的として
開催します。
また自分自身の更なる活動の飛躍のために、グループのメンバー
や個人で活躍するボランティアの方も是非ご参加ください。
日　　時 2月26日（火）午後1時～4時
場　　所 社会福祉センター　大会議室（袖ケ浦公園前）
講　　師 特定非営利活動法人　日本ケア・カウンセリング協会

代表理事　品川　博二　氏
内　　容 「傾聴ボランティアとケア・カウンセリング」

～人間とは「ケアし、ケアされる者」～
カウンセリングの理論と技術を基礎から学びます。

対 象 者 市内在住または市内で活動している、ボランティアグル
ープまたは個人ボランティア

定　　員 30名（先着順）
受 講 料 無料
申込締切 2月20日（水）
申込・問合せ ボランティアセンター

東京都千葉福祉園（障害者支援施設）
では、利用者の皆さんと地域の皆様方
との交流を深める場として、「お花見会」
を開催します。
当日、利用者に付き添って、一緒に

お花見会を楽しんでくださる方、販売
やゲームコーナー等の補助をしてくだ
さる方を募集します。
日　　時 4月7日（日）

午前9時30分集合　午後2時解散
（お花見会の開催時間は、午前10時～午後2時）

活動内容 利用者支援
行事補助業務（販売やゲームコーナー担当等）

開催場所 東京都千葉福祉園（代宿8）
募集人数 10名
そ の 他 昼食は、当園で準備します。
募集期限 3月18日（月）
申込・問合せ ボランティアセンター

募集中
東京都千葉福祉園「お花見会」
ボランティア募集

傾聴ボランティアに関わっている方が集まって、体験談、活動につい
ての悩みや喜びを語り合い、傾聴ボランティア同士のつながりを深める
交流会を開催します。
傾聴は勉強したけれど、まだ活動はしていないという方もぜひご参加

ください。
日　　時 3月25日（月）午後1時30分～3時30分まで
場　　所 社会福祉センター　大会議室（袖ケ浦公園前）
対　　象 傾聴ボランティアとして活動

している方
傾聴ボランティアに関心のあ
る方

定　　員 20名
参 加 費 無料
申込期限 3月18日（月）午前10時まで
申込・問合せ ボランティアセンター

傾聴ボランティア交流会

現在ボランティアセンターにボランティア登録をしている
方は、登録更新手続きが必要となります。

今回更新手続きの必要な方
¡ボランティアグループ（毎年1回更新手続きが必要）
2月末頃から案内をグループの代表の方に送付しますので、
書類の返送をお願いします。
保険の関係もございますので、必ず提出してください。

¡個人ボランティアの方は2年に1度の更新になるため、平
成26年2月末頃に案内を予定しております。
連絡先等に変更のある方は、ボランティアセンターまで
ご連絡ください。

登録はしているが現在活動していない方、新しい活動を始
めたい方はぜひボランティアセンターにご相談ください。

あなたのやさしさを、待っている人がいます。
ボランティアセンターでは、随時ボランティア募集を行な

っております。何かしたいけど何をしたらいいのかわからな
いという方も、ご相談ください。
人と人との出会い、つながりを大切に、ボランティアセンタ

ーではボランティアをしたい人、ボランティアに来てもらいた
い人をつなぐお手伝いをしています。
ボランティアグループのメンバー募集、施設や

団体が開催するイベント情報やボランティア
募集など、掲載希望の方は掲載号月の
前月10日までにボランティアセンター
までお電話ください。

ボランティア登録をしている皆様へ、
ボランティア登録更新の手続きをお願いします。

ボランティアリーダー
講習会
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