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「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（地域支援係）

法人全体収入総額………… 189,086千円
法人全体収入内容内訳 29年度当初予算額

会費・寄付金収入 9,910千円
補助金及び受託金収入 127,506千円
事業・負担金収入 15,787千円
介護保険事業収入 12,302千円
障害福祉サービス等事業収入 4,269千円
その他収入 10,152千円
前期末支払資金残高 9,160千円

法人全体支出総額………… 189,086千円
社会福祉事業区分内訳 29年度

当初予算額
社会福祉事業区分 183,508千円
　本部拠点区分 161,085千円
（１）法人運営事業サービス区分 103,811千円
（２）調査・企画・広報事業サービス区分 2,217千円
（３）助成事業サービス区分 959千円
（４）心配ごと相談所運営事業サービス区分 147千円
（５）地区社会福祉協議会活動支援事業サービス区分 2,211千円
（６）ボランティアセンター運営支援事業サービス区分 1,194千円
（７）ボランティアセンター運営事業サービス区分 143千円
（８）ボランティア活動事業サービス区分 885千円
（９）共同募金配分金事業サービス区分 11,527千円
（10）福祉カー運営事業サービス区分 341千円
（11）福祉バス運営事業サービス区分 1,076千円
（12）老人福祉会館運営事業サービス区分 6,132千円
（１３）高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業サービス区分 380千円
（14）生きがい活動支援通所事業サービス区分 2,552千円
（15）社会福祉金庫貸付事業サービス区分 648千円
（16）生活福祉資金貸付事業サービス区分 1,524千円
（17）日常生活自立支援事業サービス区分 900千円
（18）放課後児童クラブ運営事業サービス区分 23,785千円
（19）産前産後ヘルパー派遣事業サービス区分 634千円
（20）福祉基金事業サービス区分 16千円
（21）災害準備積立基金事業サービス区分 3千円

介護保険事業拠点区分 22,423千円
（22）訪問介護事業サービス区分 22,423千円

公益事業区分内訳 29年度当初予算額

公益事業区分合計 3,664千円

社会福祉センター運営事業拠点区分 3,664千円

収益事業区分内訳 29年度当初予算額

収益事業区分合計 1,914千円

自動販売機事業拠点区分 1,914千円

その他詳細については、本会ホームページで閲覧できますので、ホー
ムページもぜひご覧下さい。

社会福祉法人袖ケ浦市社会
福祉協議会収入支出予算

平成
29年度袖ケ浦市社会福祉協議会事業計画袖ケ浦市社会福祉協議会事業計画平成２９年度

社会福祉法人

　本法人は、社会福祉法に規定された公共性の高い団体として、地域住民の参加を促進し、行政機関、福祉関係団
体等と連携を深め、袖ケ浦市における社会福祉事業及び地域の社会福祉に関する活動を促進し地域福祉の推進を
図ります。

　本法人は、地域福祉活動計画に基づく「市民皆が支えあい、一人ひとりが安心して健やかに暮らせるまち」を基
本理念とし、市民誰もが地域の中で生涯にわたって自立し、安心して自由で個性豊かな生活ができる地域社会を
実現するため、第１に障がいの有無や性別、年齢等の違いを認め合える全ての個人の人間性を尊重する。第２に市
民や団体、地域の人々が福祉活動を理解し、市民参加の協働による助け合いのまちをつくる。第３に活力ある社会
福祉協議会をつくるため、組織基盤、財政基盤の強化を図ることを基本視点とし、次の基本目標を掲げ地域福祉を
推進します。

◆ 基 本 方 針

◆ 基 本 目 標

社会福祉協議会の
運営基盤強化

基本目標基本目標11
地域活動の支援

22基本目標基本目標

広報、啓発、
相談事業の充実

33基本目標基本目標

生活支援の充実

44基本目標基本目標

　社会福祉協議会は、地域のみなさまと相互に協力しあい、子どもから
お年寄りまで、住み慣れた地域で充実した生活を送ることができるよう、
様々な福祉サービスを行っている団体です。
　事業を行う費用は、皆さまから寄せられた寄付金、赤い羽根共同募金
配分金、補助金、委託金に加え、現在、市政協力員（区長、分区長、自治会
長等）を通じてお願いしている会費を財源としています。
　より一層の地域福祉の充実のため会員としてご支援をお願いいたします。
また、会社等の各種法人による法人会員のご支援も併せてお願いいたし
ます。
＊区、自治会に加入されていない方は、社会福祉協議会、市地域福祉課、
ながうら・ひらかわ健康福祉支援室、各行政センター等で受付を行ってい
ますのでご支援ご協力をお願いいたします。

◇一般会員　1口　500円
◇賛助会員　1口　1,000円
　＊公務員の方のいる世帯
◇特別賛助会員　1口　2,500円
　＊ 袖ケ浦市職員で課長職以上の方の
いる世帯等

＜賛助・特別賛助会員は対象者の方のご
賛同をいただけた方にお願いしていま
す。＞
◇法人会員　1口　10,000円

会　
　

費

地域福祉のために会費の協力をお願いします。地域福祉のために会費の協力をお願いします。

　袖ケ浦市社会福祉協議会では、「市民皆が支えあい、一
人ひとりが安心して健やかに暮らせるまち」を基本に、心
豊かな福祉社会の実現を目指して、地域住民や団体と一
体となって各種の福祉事業を展開しています。昨今の少子
高齢化が進む中、地域住民が安心して暮らせる福祉コミュ
ニテイーづくりと地域福祉の推進が益々重要となってきて
います。
　このような情勢の中、ゴルフを通じて福祉の輪を広げ、
充実した福祉のまち袖ケ浦市とするためにこの福祉チャリ
ティ－ゴルフ大会を開催しています。
　趣旨をご理解いただき、皆様の参加を心よりお待ちして
います。

○開催日時　平成２９年７月１４日（金）　＊雨天決行
＊スタート時間はスタートする組によって異なります。
○会 場　東京湾カントリークラブ
 （袖ケ浦市蔵波１１４７）

○参 加 費　３，５００円（チャリティー含む。申込み時納入）
○プレー費　１０，０００円（メンバー）
 １０，５００円（ビジター）

（当日フロントで各自精算をお願い致します。）
○競技方法　新ペリア方式　セルフプレー
○募集人数　３組（１２名）申込順
○申込方法
電話で空き状況を確認後、メンバー表と参加費を社会
福祉協議会へご持参下さい。
１組３名～４名で申込みをお願い致します。
＊２名以下の場合は、受付ができませんのでご了承下さい。
メンバー表に氏名・住所・電話番号・生年月日を記載のう
え参加費（３，５００円×人数分）を添えて申込みをお願い
致します。

○募集期間　平成２９年６月９日（金）まで
＊定員になり次第終了

○問合せ先　社会福祉協議会（庶務係）

第１１回袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会参加者募集第１１回袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ大会参加者募集

平成28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２９年３月１日～３月３１日

団体・個人（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦さつき台病院 24,998
袖ケ浦市職員会ＫＦＧＣ会 5,100
袖ケ浦市文化協会水墨
画の会 9,252

元気かい！ 3,306
袖ケ浦市商工会青年部 13,196

団体・個人（敬称略） 金額（円）
リメイク工房 3,000
椎の木グループ 71,435
袖ケ浦市ボランティア
連絡協議会 240,000

匿名（4件） 133,000
合　　　計 503,287

　心配ごと相談所では、市内在住の方を対象に生活上のあらゆ
る相談に応じ広く地域住民の不安を受けとめ、その解決に向け
て適切な助言を行っています。
　心配ごと相談員は民生委員・児童委員、人権擁護委員、行政
相談委員からなり、相談日には、１会場につき、２名から３名の相
談員で対応しています。
　相談は、「予約不要」で「無料」です。また、相談内容等について
は、「秘密を厳守」いたしますので心配ごと、悩み事がありました
らご相談ください。

日　　時 会　　場
4月20日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

4月27日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

5月11日（木）
13：00～16：00

・平川行政センター
・長浦行政センター

5月18日（木）
13：00～16：00

・市役所
・長浦行政センター

5月25日（木）
13：00～16：00

・市役所
・平川行政センター

ただし、受付は15：30まで

4月～5月の心配ごと相談日

心配ごと相談所とは？

※ 平成28年度4月からの累計額2,603,787円です。

新任民生委員児童委員の紹介
　４月１日付けで厚生労働大臣から委嘱を受け活動して
おります。
　よろしくお願いいたします。
松野　隆雄 神納東区（第２・第３）
渡邉　祐子 袖ケ浦シーハイツ・今井３丁目（なぎさ）
栗山　智尋 今井東自治会
鈴木　昭 長浦駅前１丁目・３丁目
笠原　宏久 川原井第５・第６・長割
阿部　まさ江  吉野田・岩井作・滝の口・滝の口ファミリータ

ウン・玉野
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ボランティア登録数
（平成２9年1月１日現在）

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」

　内 ボランティア
　連絡協議会加盟団体：
　　21団体、2個人

●個人ボランティア：
286名

●登録ボランティア団体：
60団体

（ ）
※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。

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）　　0438-63-0825209No.

●おしゃべりサロン「ひびき」 日時　4月２8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

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２9年2月１日～2月28日（順不同・敬称略）

髙橋佳代子　三股道子　渡辺芳美　中友忠　菅友代
長嶋忠雄　石渡榮　上嶋那奈　河内清

滝口英夫　尾形憲司　浅沼真也　細野喜雄　木村澄男
長浦マンドリンアンサンブル　東京酸素窒素株式会社

健康麻雀あじさい　中川小学校
袖ケ浦地区更生保護女性会　（株）黒田不動産鑑定
（株）谷元電機　（株）荏原製作所　蔵波台つくも会

臨海スポーツセンター
公益社団法人千葉県緑化推進委員会

蔵波台ギターアンサンブル　袖ケ浦ふれあい
特別養護老人ホーム袖ケ浦菜の花苑　袖ケ浦市役所

匿名　７名

皆様から寄せられた収集物は、社会福祉協議会、
福祉団体、環境団体の活動に役立てられます。
＊＊現在プルタブの回収は行っておりません。＊＊

業務内容： 放課後児童クラブ指導員（小学生の保育）
勤務時間： 7時30分～19時00分の間の8時間以内
　　　　　＊通常は放課後（14時頃）～19時
　　　　　＊シフト制による勤務（有給休暇あり）
就労場所： 袖ケ浦市三ツ作855-2（旧JA根形支店）
　　　　　 袖ケ浦市横田2211-1（旧JA中川支店）
条　　件：自力通勤の出来る方　65歳未満の方
賃　　金：960円／時　＊規定により交通費の支給有り
申　　込：履歴書を郵送又は持参＊面接の日時・場所について

は、後日各自にお知らせします。
問 合 せ： 地域支援係

放課後児童クラブ指導員募集放課後児童クラブ指導員募集

音訳ボランティアグループ

「やまゆり」
メンバー大募集！！メンバー大募集！！

春の新生活スタートに、ボランティア活動をしてみませんか？　
やまゆりでは、一緒に活動をしてくれるメンバーを募集しています。
活動内容は市の広報や社協だよりを音訳したものをCDに録音し、袖ケ浦市の情報を「声」で届ける活動です。
目の不自由な方々のために、聴きやすいCD作りが最大の目標で、それに向かって頑張っています。
メンバーも明るく楽しく活動をしています。仲間作りのきっかけに参加してみませんか。
活動に興味・関心のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。また、見学も大歓迎です。
問合せ：ボランティアセンター

職　　種：放課後児童クラブ事務補助員　採用人数：1名
職務内容：利用料請求事務など※ワード・エクセル可能な方
勤務日数：週３日　　勤務時間：8時30分～17時15分
賃　　金：900円／時　※規定により交通費の支給あり
応募条件： 65歳未満で普通自動車運転免許保持者
申　　込：履歴書を郵送または持参　
※面接の日時・場所については、後日各自にお知らせします。
申込・問合せ：地域支援係

放課後児童クラブ臨時職員募集

　児童会の皆さんが中心となり１年間集めていただい
たペットボトルキャップの寄贈がありました。
　皆様のあたたかい気持ちを、大切に使わせていた
だきます。

収集ボランティア
○中川小学校／ペットボトルキャップ…134㎏

ご協力
ありがとう
ございました。

　袖ケ浦市社会福祉協議会では、日常生活を
送る上で、十分な判断ができない方や、体の自
由がきかない方が地域で安心して生活できる
ように支援する「日常生活自立支援事業」を
行っています。
　この事業にご協力いただける方（生活支援
員）を募集しています。ご興味のある方はぜ
ひご連絡下さい。
支 援内容：福祉サービスの利用に関する相談、
利用料の支払い手続きや生活費の払戻し
等の金融機関の窓口での手続き等
応募 要件：高齢者や障がいのある方への福祉

活動に関心のある方（資格や経験は問い
ません。）

※ 民生委員児童委員及び福祉サービス事業
所等に所属している方を除きます。
※ 生活支援員の登録にあたり、千葉県社会福
祉協議会が指定する生活支援員養成研修を
受講していただきます。
なお、生活支援員養成研修は、4月・6月・8
月・10月・12月・2月に開催を予定しており、
いずれか1回受講していただきます。
問合せ：社会福祉協議会（地域福祉係）

日常生活自立支援事業の生活支援員を募集しています日常生活自立支援事業の生活支援員を募集しています

　社会福祉協議会では、公共交通機関で病院などに行くことが難し
い高齢者や障がいを持っている方を、自宅から病院などに送迎する
サービスです。
　月１回からの活動で構いません。ご都合の良い日時に合わせて、
コーディネーターが活動日を調整いたします。
　空いている時間で、ボランティア活動をしてみませんか。
募集内容
◇運転ボランティア…利用者の送迎（社会福祉協議会の車両を使用）
　・運転免許取得後３年以上経過している方
　・袖ケ浦教習所にて交通安全講習を受講してからの活動になります。
　　※６月と９月下旬の年２回を予定しております。
　・年齢上限は満70歳までです。
◇付添ボランティア…利用者の付き添い　性別・資格は問いません。
　・ 利用者の受診の際に車の乗降や、病院の受付等のお手伝いを

したりお話し相手になっていただく活動です。
　・年齢上限は満75歳までです。
活動時間：平日の午前９時～午後４時のうち４時間程度
活動場所： 袖ケ浦社会福祉センターに集合し、社協所有の車にて利

用会員様宅から病院等に送迎していただきます。行き先
は袖ケ浦市・木更津市・市原市です。

問合せ：地域支援係

　ボランティア連絡協議会加盟団体による歌や日本舞踊、フラダンス
など盛りだくさんの内容です。また、お楽しみ抽選会もあります。
　皆様のご来場をお待ちしています。
日　時：6月4日（日）午前10時00分～午後3時30分
場　所：袖ケ浦市民会館　大ホール
入場券： 1,000円（収益金の一部を、

袖ケ浦市社会福祉協議会に
寄付します。）　　　　　

主　催： 袖ケ浦市ボランティア連絡協
議会

問合せ：ボランティアセンター

♪ボランティアチャリティーショーを開催します♪

日　時：平成29年4月23日（日） 12:30～15:30（12:00受付）
会　場：君津市生涯学習交流センター（君津市久保2-13-2）　
演　題：『気になる行動の理解と支援から考える権利擁護』
講　師：一般社団法人こども未来共生会　理事長　中島 展 氏
参加費：500円
問合せ：ボランティアセンター

第9回世界自閉症啓発デーinちば 『みんな大切な仲間です』
君津地区自閉症協会　自閉症啓発デー記念講演会

移送サービス 第21回 ボランティアチャリティーショー
運転・付添ボランティア募集運転・付添ボランティア募集

第11回
熊本地震義援金報告

団体・個人（敬称略） 金額（円）
袖ケ浦市商工会青年部 50,000
髙橋　優紀 3,200
平野　佑樹・広樹・幹樹 3,225
合　計 56,425

※震災後からの累計額は541,462円です。

【赤い羽根共同募金】
熊本地震義援金

（平成29年3月1日～3月31日（順不同))

入選賞 地域ぐるみ福祉推進標語

子どもでも 小さな手助け できるんだ

※学年は第9回袖ケ浦市地域福祉フェスタ時のものです。

根形小学校 ４年生　廣瀨  菜々美


