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　令和2年度会計収支決算は､令和3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｡

サービス区分 決算額

1 法人運営事業 81,666,598

2 調査・企画・広報事業 491,282

3 助成事業 500,122

4 心配ごと相談所運営事業 53,200

5 地区社会福祉協議会活動支援事業 671,361

6 ボランティアセンター運営支援事業 1,042,069

7 ボランティアセンター運営事業 54,660

8 ボランティア活動事業 331,953

9 共同募金配分金事業 7,760,063

10 福祉カー運営事業 235,386

11 福祉バス運営事業 1,547,158

12 生活支援体制事業 19,290,527

13 生きがい活動支援通所事業 1,010,247

14 生活福祉資金貸付事業 3,787,200

15 成年後見事業 1,021,886

16 日常生活自立支援事業 907,485

17 放課後児童クラブ運営事業 24,703,974

18 福祉基金事業 6,414

19 災害準備積立基金事業 1,002

20 社会福祉センター運営事業 3,739,628

21 自動販売機事業 428,461

支出合計 149,250,676

支　出 （単位：円）（単位：円）

科　　目 決算額

会費収入 7,302,150

寄附金収入 1,347,794

経常経費補助金収入 84,790,463

受託金収入 38,669,751

事業収入 11,164,922

負担金収入 250,900

受取利息配当金収入 7,516

その他の収入 295,045

その他の活動による収入 6,060

前期末支払資金残高 19,459,157

収入合計 163,293,758

収　入 （単位：円）

科目 本年度 前年度 比較

資
産
の
部

流動資産 25,739,945 33,365,587 △ 7,625,642

固定資産 196,814,105 194,854,429 1,959,676

　基本財産 1,000,000 1,000,000 0

　その他固定資産 195,814,105 193,854,429 1,959,676

資産の部合計 222,554,050 228,220,016 △ 5,665,966

負
債
の
部

流動負債 17,452,176 20,067,843 △ 2,615,667

固定負債 58,507,880 53,518,640 4,989,240

負債の部合計 75,960,056 73,586,483 2,373,573

純
資
産
の
部

基本金 1,000,000 1,000,000 0

基金 69,081,133 69,073,717 7,416

国庫補助金等特別積立金 250,613 524,007 △ 273,394

その他の積立金 66,450,875 66,450,875 0

次期繰越活動収支差額 9,811,373 17,584,934 △ 7,773,561

純資産の部合計 146,593,994 154,633,533 △ 8,039,539

負債・純資産の部合計 222,554,050 228,220,016 △ 5,665,966

貸借対照表

「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）

　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。

相談にお越しの方へ感染症対策の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、咳エチケット、手指の消毒を行ってください。
・�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連絡先等が提供される場合がありますので、ご理解く
ださい。

日　　時 会　　場
7月15日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター

7月29日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

【7～8月の心配ごと相談日】
日　　時 会　　場

8月5日（木）
13時～16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

8月19日（木）
13時～16時

・市役所
・長浦行政センター

8月26日（木）
13時～16時

・市役所
・平川行政センター

＊ただし、受付は15時30分まで　＊�状況によっては中止となる場合があります。
＊�感染症対策のため会場を変更していますので、来場の際ご注意ください。
＊�最新の情報はお問合せ又は、社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。
問合せ：地域福祉係

ひとり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。　袖ケ浦市社会福祉協議会の趣旨に賛
同いただき、自動販売機を設置していた
だける会社様を募集しています。
　この自動販売機の売り上げの一部は
本会が実施する福祉事業の財源として活
用させて頂きます。
　ぜひ自動販売機の設置にご協力をお
願いします。
問合せ：庶務係

自動販売機設置場所を
募集しています

市社会福祉協議会の
広報紙に掲載する有
料広告を募集してい
ます。
問合せ：庶務係

広報紙「社協だより」は毎月15
日に19,250部発行され、市内
の新聞折込みや公民館等で配布
されています。本紙のスペース
（横58.5㎜×縦40㎜）、価格は
5,000円です。

58.5mm

40mm

有料広告主募集

令和2年度決算報告

新規社会
貢献型 売り上げの一部は

� 福祉事業の財源に！
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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

ああ
まま
つつ
れれボランティア

　手指の形・位置・動きや顔の表情などをもちいて行う手話ですが、
聴覚に障がいをお持ちの方などとコミュニケーションをとる時などに
使われます。
　当日は、市内でボランティアグループとして活動をされている「手話
ダンス虹」の方々にご協力をいただき、手話をみんなで楽しく学びた
いと思います！！
　親子でのご参加も大歓迎です！！お気軽にお申し込みください！
　皆様からのお申し込みを心からお待ち申し上げております。
日　時：８月19日（木）10時～１１時
　　  　※受付開始9時45分～
会　場：根形公民館　2階　視聴覚室
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：１０名（先着順）
参加費：無料
持ち物：筆記用具
申込締切：８月6日（金）
その他：当日は、マスク着用でご参加ください。

また、当日、体調不良の方や受付において体温測定をした際に
熱があると職員が判断した方につきましては、ご参加をお断り
させていただくことがありますのでご了承ください。

申込・問合せ：ボランティアセンター

音楽にあわせて手話を
体験してみよう！！

災害ボランティアセンター
運営訓練を実施しました！！

～手話の基本を楽しく学ぼう～

夏休みボランティア講座 　6月19日（土）に袖ケ浦市保健センター及び隣接する駐車場を会場とし、
袖ケ浦市災害対策コーディネーター連絡会の皆様のご協力をいただき実施
いたしました。
　昨年度の訓練で得た改善点などを踏まえ、運営側、ボランティア側に分か
れ、受付、マッチング・送り出し、資材受渡しなどの災害ボランティアを受け入
れる際の一連の流れについて訓練しました。
　いつ起こるかわからない災害に備え、今後も、職員及び運営協力をしてく
ださるボランティアの方々のスキルアップを図りながら、もしもの時に備え
ていきます！

袖ケ浦市生活支援体制整備事業は

袖ケ浦市合
あ い か つ

い活事業  になりました。

令和3年度
圏域協議体全体会が開催されました。

問合せ：地域福祉係

　長浦おかのうえ図書館視聴覚室で６月８日（火）、１年ぶりに５圏域の
協議体メンバー全体会を開催しました。
　その後の第２層圏域協議体では、コロナ禍でも地域の強みを活か
せるテーマについて協議しました。

＜第２層圏域協議体＞平岡・中富

＜全体会（市内５圏域）＞

令和3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

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。
（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）期間：令和3年6月1日～6月30日

【寄付金】
個人・団体（敬称略・順不同） 金額（円）
㈱黒田不動産鑑定 20,000
板橋　明 24,237
渡邉　キヨ子 10,000
匿名 1,500

合　計 55,737
令和3年4月からの累計額は 189,222円です。

【寄付品】
団体（敬称略） 寄付品

君津市農業協同組合 不織布マスク
2,000枚

【ペットボトルキャップ、古切手等】（順不同・敬称略）

石渡美紀子　片山英昭　感王寺敏子　中島康夫　渡辺芳美
中山美空　榎本ゆりの　榎本りのは　友田和美　佐久間恒雄
上嶋晃太　小助川開光　櫻山紀子　田中雪夫　小川雅子
袖ケ浦市役所　丸栄産業（株）　健康麻雀あじさい
東京ドイツ村　長浦公民館　神納箕和田有志

（株）メディアサイトウ　yayoi式　SUNSMILEプロジェクト
袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム　臨海スポーツセンター　
袖ケ浦菜の花苑　カトレアンホーム
長浦マンドリンアンサンブル　（有）渡辺産業
かずさファシリティサービス（株） （株）キッズホームサービス
デイサービスおとの里　袖ケ浦市消防署
袖ケ浦市聴覚障害者協会　袖ケ浦教習所
公益社団法人千葉県緑化推進委員会　（有）藩家興業
匿名　６名
＊現在プルタブの回収は行っておりません＊

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
長浦地区

　今年度もコロナ禍の下で地道な努力を重ね、活動を続けています。
　見守り訪問は4月から実施、お花見会は6月に開催しました。サロンは6月上
旬までに3回開催、今年度は4地区で合
計20回開催予定です。
　なごやか交流会は秋季実施に向け準
備を進めています。
　広報ではなぎさ通信・地区社協便り
の発行を予定しています。
　今後も三密・換気・マスク・消毒など感
染対策を徹底し、全面的に活動が出来
ることを願っています。
問合せ：地域福祉係 長浦駅前自治会館サロンの様子


