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袖ケ浦市社会福祉協議会

〒299-0256 千葉県袖ケ浦市飯富1604 袖ケ浦市社会福祉センター内（袖ケ浦公園前）

☎0438-63-3888

0438-63-0825

ホームページはスマートフォンでも閲覧できます。

※申込・問合せ先が係名となっている場合、
電話・FAX番号はこちらです。

令和元年度会計収支決算は、令和２年５月１１日に監事による監査を経て、
理事会及び評議員会で承認されました。ここに収支報告をさせていただき
ます。今後とも本会へのご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和元年度決算報告
収

入

科

支

（単位：円）

目

会費収入

出
サービス区分

7,265,300

1

法人運営事業

決算額

2

調査・企画・広報事業

3

助成事業

680,500

受託金収入

34,001,335

4

心配ごと相談所運営事業

136,036

事業収入

14,132,604

5

地区社会福祉協議会活動
支援事業

2,564,731
1,121,297

348,680

介護保険事業収入

14,692

6

ボランティアセンター運営
支援事業

障害福祉サービス等
事業収入

11,191

7

ボランティアセンター運営事業

受取利息配当金収入

7,500

8

ボランティア活動事業

9

共同募金配分金事業

324,615

施設設備等寄附金収入

0

その他の活動による収入

0

前期末支払資金残高
収入合計

29,000,593
176,160,019

59,268

11 福祉バス運営事業

1,264,448

12 生活支援体制事業

18,279,643

13 生きがい活動支援通所事業

1,368,228

14 生活福祉資金貸付事業

1,237,600

15 成年後見事業

1,000,000

今後ともご協力のほど

よろしくお願いいたします

16 日常生活自立支援事業
17 放課後児童クラブ運営事業

821,185
2,250

19 福祉基金事業

6,400

20 災害準備積立基金事業

1,000

22 社会福祉センター運営事業
23 自動販売機事業
支出合計

194,854,429

189,716,688

5,137,741

1,000,000

1,000,000

0

193,854,429

188,716,688

5,137,741

228,220,016

231,867,685

△ 3,647,669

流動負債

20,067,843

18,499,595

1,568,248

固定負債

53,518,640

48,633,200

4,885,440

73,586,483

67,132,795

6,453,688

1,000,000

1,000,000

0

69,073,717

69,066,317

7,400

524,007

1,066,142

△ 542,135

その他の積立金

66,450,875

66,450,875

0

次期繰越活動収支差額

17,584,934

27,151,556

△ 9,566,622

純資産の部合計

154,633,533

164,734,890

△ 10,101,357

負債・純資産の部合計

228,220,016

231,867,685

△ 3,647,669

基本財産
その他固定資産
資産の部合計

負債の部合計
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金

10,439,974
3,562,387
488,133
156,700,862

日常生活自立支援事業の生活支援員を募集しています
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。関心のある方はぜ
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
応募資格：2 0歳以上、概ね70歳未満の方でボランティア活動や福祉に関心を持ち、生
活支援員として市町村社協と協力して取り組める方（資格や経験は問いませ
ん。）
※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、2ヶ月に1度開催されています。詳細については、お問
い合わせください。
問合せ：地域福祉係 ☎（63）3877

金婚式を迎えるご夫婦に記念品を贈呈します
社会福祉協議会では、結婚５０周年を迎えるご夫婦をお祝いし、記念品を贈呈します。
象：昭和４５年９月１日から昭和４６年８月３１日に婚姻され、ご夫婦ともに健在で市内に
居住している方
※昭和４５年８月３１日以前に結婚され、金婚祝品の贈呈を受けていない方も対
象です。
申込方法：戸籍謄本（発行から３カ月以内のもの）と夫婦の氏名（ふりがな）
・現住所・電話番
号を記入した書面を郵送または持参してください。
※戸籍謄本に記載されている本籍と現住所が違う場合は、身分証明証（免許証、
健康保険証等）の提出をお願い致します。
申込期限：8月3日
（月）
申込・問合せ：地域福祉係
対

固定資産

25,607,281

18 産前産後ヘルパー事業

21 訪問介護事業

△ 8,785,410

8,956,060
66,551

比較

42,150,997

557,175

10 福祉カー運営事業

前年度

33,365,587

純資産の部

その他の収入

2,091,994

本年度

流動資産

負債の部

2,067,757
88,985,752

（単位：円）

科目

76,388,721

経常経費補助金収入

負担金収入

貸借対照表

（単位：円）

資産の部

寄附金収入

決算額
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１人で悩んでいませんか？？

「どこに相談に行けば良いかわからない。」
「専門的な相談とまではいかないが、ちょっと話を聞いて欲しい。」
知り合いには相談しにくい、親族・ご近所での悩みごと 等

なんでもご相談ください。

相談は、
「予約不要」
で
「無料」
です。
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、悩みごとがありましたらご相談ください。

感染症対策のため、相談にお越しの方にもご協力をお願い致します。
・２週間以内に発熱、咳やノドの痛み、倦怠感や息苦しさ、嗅覚、味覚
の異常など体調が優れない場合は相談をご遠慮ください。
・新型コロナウイルスに感染している又は感染の疑いがある。また、ど
ちらかの濃厚接触者である場合は相談をご遠慮ください。
・相談前に検温を行い体調の確認をしています。
・マスクの着用・手指の消毒および咳エチケットを守ってください。
・相談時に新型コロナウイルスの発症が確認された場合、必要に応じて
保健所などの公的機関へ相談者の個人情報が提供される場合がありま
すので、ご理解ください。
【7月〜8月の心配ごと相談日】ただし、受付は15時30分まで
日
時
会
場
7月16日
（木）
・平川行政センター 2階視聴覚室
13時～16時 ※市役所相談所はお休みです。
・市役所 旧館3階小会議室
7月30日
（木）
・平川行政センター 2階視聴覚室
13時～16時
・長浦行政センター 2階会議室（２）
8月6日
（木）
・平川行政センター 2階視聴覚室
13時～16時 ・長浦行政センター 2階創作室
8月20日
（木）
・市役所 旧館3階小会議室
13時～16時 ・長浦行政センター 2階会議室（１）
8月27日
（木）
・市役所 旧館3階小会議室
13時～16時 ・平川行政センター 2階視聴覚室
＊感染予防のため、相談室が変更となっていますのでご注意ください。
＊各公民館にちらしを設置していますので、併せてご覧ください。
＊

「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

問合せ：地域福祉係

社会福祉協議会
（地域支援係）
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あつ ボランティア
まれ

令和２年度

「福祉のしごと就職フェア・㏌ちば」
千葉会場ご案内

袖ケ浦市ボランティアセンター
（社会福祉協議会内）
☎0438-63-3988
（直通） FAX 0438-63-0825

夏休みボランティア講座
「ペットボトルキャップ集めたあとはどうなるの？」
～知らない人も意外と多い！
？ペットボトルキャップのその後～
袖ケ浦市ボランティアセンターには、皆さんが集めて下さった
ペットボトルキャップが毎日のように届いています。
令和元年度、ボランティアセンターに集まったペットボトルキャッ
プは２，
８９１ｋｇ
！ご協力ありがとうございます。
普段、意識をせずに捨てていることも多いペットボトルキャッ
プ、実は人の役に立っていることを知っていますか？
ペットボトルキャップがどうやって人の役に立っているのか、一
緒に調べてみませんか？

（募集内容）
日 程：８月１８日（火）
１４時～１５時３０分
※受付開始１３時４５分～
講 師：認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会
会 場：袖ケ浦市社会福祉センター 大会議室
対象者：市内在住の小中高校生（小学校３年生以下は保護者同
伴）
定 員：１５名（先着順）
受講料：無料
持ち物：筆記用具
その他：当日は、マスク着用でご参加ください。
申込締切：７月３１日（金）
申込・問合せ：ボランティアセンター

社会福祉施設・事業所等へ就職を希望する方を対象に、
「福祉のしご
と就職フェア・inちば」を下記のとおり開催します。求人のある社会福
祉施設・事業所の採用担当者との個別面談や福祉職場に関する相談等
を行いますので、興味・ご関心のある方はお越しください。
日
会

程：９月５日（土）
１３時～１６時
場：京成ホテルミラマーレ ６階ローズルーム
千葉市中央区本千葉町１５-１
参 加 費：無料
問合せ先：千葉県社会福祉協議会 千葉県福祉人材センター
☎︎０４３－２２２－１２９４
（祝日を除く月曜日～土曜日 １０時～１８時）

生活支援体制整備事業

令和元年度の活動をまとめた
「袖ケ浦市生活支援体制整備事業報告書」
～地域における高齢者の生活と自らの取り組みに関する現状と課題～
が完成しました
３月の第１層協議体がコロナ禍で中止となり、郵送による編集作
業を経て完成に至りました。
（ご協力いただいた皆様、ありがとう
ございました。）

全70ページ

地域支え合い活動入門講座

活動団体交流会

自立支援型ケア会議

第２層協議体

長浦地区

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
「ふれあい長楽サロン」
令和2年2月後半から、コロナ影響で活動ができない状況が続いてい
ますので、今回は昨年度のサロン活動を紹介します。
長浦地区社会福祉協議会では、昨年度4会場での開催で計277人の
高齢者を迎えることが出来ました。年間22回の開催予定でしたが、3回
中止（1回は台風、2回はコロナ）となり合計19回開催できました。
「ホ
ホホ！」
「アハハ！」等大声、大爆笑が毎回響き渡っていました。内容は、
さつき台病院の先生・薬剤師の方の講演や健康相談。百歳体操、各種
ゲーム、アコーディオン、オカリナ、尺八、手品、紙芝居、玉すだれ等を楽
しみ、最後茶話会で和気あいあいの交流を楽しんでいます。

袖ケ浦市HPよりご覧いただけます
冊子は市内各公民館、袖ケ浦市地域包括支援センター、袖ケ浦
市社会福祉協議会窓口でご覧いただけます。
問合せ：地域福祉係

令和２年度袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付、
協力ありがとうございます
（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）

皆様の善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。
期間：令和２年６月１日～６月３0日
【ペットボトルキャップ、古切手等】

令和2年6月１日～６月３0日（順不同・敬称略）

八里凜乃 植田莉子 長谷川紫穂 上倉菜々優
三井基子 齊藤三千代 小助川開光 山口想生
渡辺芳美 浜口勝利 相馬政子 友田和美
石渡美紀子 松崎幸子 柳瀬芳枝 島村悦司
佐伯美代子

風船ゲーム

百歳体操

地域ぐるみ福祉推進標語
助け合い

福祉の花を

入選賞

咲かせよう
長浦小学校

5年生

能城

陽太

※学年は、第１２回地域福祉フェスタ
（令和元年度）
時のものです。

かずさファシリティサービス（株）
健康麻雀あじさい 長浦マンドリンアンサンブル
袖ケ浦健康づくり支援センターガウランド
蔵波台若草西自治会 千葉県社会福祉事業団
袖ケ浦地区更生保護女性会
手話サークル「めだかの会」 神納箕和田有志
蔵波台若草東自治会 袖ケ浦市役所
袖ケ浦菜の花苑 カトレアンホーム
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム
（有）近藤コンクリート 三久交通（有）
（株）メディアサイトウ 里山を歩く会
匿名

6名

【寄付金】

個人・団体（敬称略・順不同） 金額
（円）
㈱黒田不動産鑑定
鈴木

則夫

匿名
（2件）
合

計

20,000
1,270
13,441
34,711

令和２年４月からの累計額は 150,211円です。

これからもご協力
お願いいたします

