
会員区分 一口

一般会員 500 円

賛助会員 1,000 円

特別賛助会員 2,500 円

法人会員 10,000 円

社会福祉法人 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）

令和4年度から社協だよりは偶数月1日発行（新聞折込）されます

☎0438-63-3888 　0438-63-0825
編集・発行

※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。

袖ケ浦市
社会福祉協議会
マスコットキャラクター
「そでりん」

公式Twitter
ID＠sode_shakyo

HP
sodegaura-shakyo.jp

フォロー、いいね
お願いします♪

　社会福祉協議会は、地域のみなさまと相互に協力し合い、�
子どもからお年寄りまで、みんなが助け合い、住み慣れた�
地域で充実した生活を送ることのできる社会づくりのため
の事業を行っている民間の福祉団体です。地域福祉充実の
ため市政協力員（区長、分区長、自治会長等）を通じてお願
いしております。社会福祉協議会費へ一層のご協力をお願い
します。なお、自治会に加入していない方につきましては、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、長浦行政センターで受付を行っていますのでご支援
ご協力をお願いします。

社会福祉事業区分内訳 4年度
当初予算額

社会福祉事業区分 136,581
　本部拠点区分 136,581
　　法人運営事業サービス区分 92,029
　　調査・企画・広報事業サービス区分 410
　　助成事業サービス区分 422
　　心配ごと相談所運営事業サービス区分 156
　　�地区社会福祉協議会活動支援事業サービ
ス区分 2,801

　　�ボランティアセンター運営支援事業サー
ビス区分 838

　　�ボランティアセンター運営事業サービス
区分 135

　　ボランティア活動事業サービス区分 949
　　共同募金配分金事業サービス区分 11,646
　　福祉カー運営事業サービス区分 251
　　生活支援体制整備事業サービス区分 19,876
　　生活福祉資金貸付事業サービス区分 1,302
　　成年後見事業サービス区分 3,666
　　日常生活自立支援事業サービス区分 2,096
　　福祉基金事業サービス区分 3
　　災害準備積立基金事業サービス区分 1

法人全体収入内訳 4 年度
当初予算額

会費収入 7,189�

寄付金収入 1,580�

補助金及び受託金収入 110,688�

事業・負担金収入 3,318�

積立資産取崩収入 10,387�

その他の収入 3,504�

前期末支払資金残高 4,867�

公益事業区分内訳 4 年度
当初予算額

公益事業区分 3,834

　社会福祉センター運営事業拠点区分 3,834

収益事業区分内訳 4 年度
当初予算額

収益事業区分 1,118

　自動販売機事業拠点区分 1,118

令和4年度社会福祉法人袖ケ浦市社会福祉協議会収入支出予算
法人全体支出総額…………………………… 141,533

法人全体収入総額… ………………………141,533

VOL.

232
社社会会福福祉祉協協議議会会費費のの
ごご協協力力ををおお願願いいししまますす!!

私たち私たちのの
街街ののために…ために…

単位：千円
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社会福祉法人
袖ケ浦市社会福祉協議会

基本目標

基本方針

事業計画

　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
福祉活動の中心的役割を果たすため、地域住民の福祉活動への参加
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
祉の推進に取り組みます。

　本法人は、袖ケ浦市地域福祉活動計画に基づく「市民誰もが活躍し、
それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活をおくれるまちづ
くり」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、次
の基本目標を掲げ地域福祉を推進します。

広報、啓発活動の充実 地域活動の活性化 生活課題に応える支援の充実
基本目標 基本目標 基本目標1 2 3

社会福祉協議会が行っている主な活動
ほっとテレホンサービス
移送サービス
車いす貸出サービス
地域福祉功労者の表彰
地域ぐるみ福祉推進標語入選者の表彰
地域福祉フェスタの開催
福祉体験教室（出前講座）
声の広報の貸出
法人後見事業
成年後見制度利用促進体制整備推進事業（市受託）
日常生活自立支援事業
障がいのある方々が集う会
地域福祉活動を行う団体への助成
赤い羽根共同募金運動
歳末たすけあい募金運動

ボランティアセンター運営
災害ボランティアセンター運営訓練
金婚祝品の贈呈
心配ごと相談所の運営
生活福祉資金貸付事業
交通遺児援護基金の支給
生活支援体制整備事業（市受託）
福祉カー貸出事業（市受託）
社会福祉センターの管理・運営
シニアクラブ連合会活動の支援
遺族会活動の支援
民生委員児童委員活動の支援
地区社会福祉協議会の支援

令和
4年度

詳しくは3P、4Pへ
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袖ケ浦市袖ケ浦市
社会福祉協議会社会福祉協議会のの
サービスサービス
「社会福祉協議会（社協）ってなにをしているの?」という疑問にお答えするためにQ&Aでまとめてみました。袖ケ浦「社会福祉協議会（社協）ってなにをしているの?」という疑問にお答えするためにQ&Aでまとめてみました。袖ケ浦
市社会福祉協議会は「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活をおくれるまちづく市社会福祉協議会は「市民誰もが活躍し、それぞれの地域でその人らしい安心で充実した生活をおくれるまちづく
り」を目指して、様々なサービスを行っています。り」を目指して、様々なサービスを行っています。

HPHP

車に車イスを乗せて病院や旅行に行きたいの
だけれども、何か方法はありますか？

袖ケ浦市在住の方に短期間（最大3日）車イス
用スロープ付きの車両（プレマシー）を貸出し
ています。ガソリン代は自己負担になります。

QQ
AA

通院したいけど、足が不自由なため、家から遠
いバス停まで歩くのが難しく、通院に困ってい
るのだけど…。
ボランティアによる自宅⇔病院の送迎サービ
スを行っています。（利用には条件がありま
す）

QQ

AA

目が不自由なので広報そでがうら等の広報紙
を読むことができません。
広報紙をCDに録音した「声の広報」を貸出し
ています。

QQ
AA

ボランティア活動をしてみたいと思っているの
だけど相談にのってくれるところはあるかしら?
ボランティア活動に関するご相談等をお受け
しています。お気軽にご相談ください。

QQ
AA

福祉施設で夏祭りを行うのだけど、お手伝い
をしてくれる人を探しています。

ボランティアの募集受付・派遣を行っています。

QQ
AA

QQ AA&
?

!!

ひとり暮らし高齢者なのだけど、最近、人とお
話をすることもなくてさみしさを感じるときが
あるの。人とお話をすることができるサービス
はないかしら。

ひとり暮らし高齢者の方々
の孤立防止を目的とした
ほっとテレホンサービスを
行っています。

QQ

AA

ケガをして一時的に歩くことが困難です。

袖ケ浦市在住の方に短
期間（最大3ヶ月）車イス
を貸出しています。

QQ
AA

ペットボトルキャップや古切手を集めているの
だけど、福祉のために活用してもらうことはで
きるかしら。
ペットボトルキャップは、リサイクル業者にて
換金し、「世界の子どもにワクチンを日本委員
会」に寄付を行っています。寄付したお金は、ポ
リオワクチンなどの購入費用に充てられ、支援
を必要とされる方々のもとに届けられます。
古切手については、福祉関
係団体にお渡しをさせてい
ただき、古切手を使った栞
などになり、福祉活動の財
源確保に役立てられていま
す。

QQ

AA

TwitterTwitter
最新の活動内容はQRコードへ

32022年（令和4年）4月1日



自治会や小学校等で実施出来る福祉意識向上のための研修は
ありませんか。

車椅子体験や視覚障
がい者疑似体験等の
講座を実施しています。

車椅子体験時の様子車椅子体験時の様子
昭和中学校昭和中学校

視覚障がい者疑似体験時の様子視覚障がい者疑似体験時の様子
昭和中学校昭和中学校

QQ
AA

公共料金や医療費の支払、銀行での払戻しが
うまくできなくなってきてしまったけれど、代わ
りに手続きをしてくれるサービスはないかしら。
定期的な訪問により、日常的な金銭管理をお
手伝いすることで、高齢者や障がい者の方々
が住みなれた地域で生活できるように支援を
する「日常生活自立支援事業（財産管理サー
ビス）」を行っています。

QQ

AA

通帳や印鑑、大切な書類をよくなくしてしまう。
預かってくれるサービスはないかしら。
社会福祉協議会で借りている貸金庫で通帳や
印鑑、大切な書類をお預かりする「日常生活
自立支援事業（財産保全サービス）」を行って
います

QQ
AA

ひとり暮らしの高齢者で周りに頼れる人がい
なくて心配です。
ひとり暮らし高齢者等の見守りと高齢者の
福祉向上を目的として、毎月1回事業推進委員
（民生委員児童委員）による見守り訪問を実
施しています。

QQ
AA

身近な問題や悩み事について相談したいけど
どこに相談すれば・・・
毎週木曜日に市役所及び各行政センターにお
いて心配ごと相談所を開設しています。
市内在住の方ならどなたでも相談できます。

QQ
AA

高齢者でも気軽に参加できる場所が近所にあ
りますか?
地域住民の孤立防止、交流の場作りを目的に
サロンを実施しています。
各地区社会福祉協議会主催でサロンが開催さ
れおり、地区によって開催日時や内容などが
異なります。

QQ
AA

高齢者のちょっとした困りごとを手助けしてく
れるところはありますか?
高齢者にやさしいお店などを集めた「袖ケ浦
市おたすけ手帳」をご活用ください。
地域の企業サービスの他、地域住民による生
活支援や集いの場などの情報も掲載されてい
ます。
掲載内容は社会福祉協議会ホームページから
もご覧いただけます。

QQ
AA

おたすけ手帳おたすけ手帳
QRコードQRコード

木曜ふれあいサロンの様子木曜ふれあいサロンの様子

成蔵区サロンの様子成蔵区サロンの様子

蔵波地区蔵波地区

中富地区中富地区
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　令和3年12月にサロンいきすこを再開しました。
　新型コロナウイルス感染拡大による約2年間にわたる休止期間を経て、12
月16日（市民会館）、1月6日（奈良輪会館）の2ヶ所で実施することが出来ま
した。
　当日は、体操や交通安全講話、脳トレなどを行い、和やかで楽しいひと時
を過ごして頂けたようで、スタッフ一同改めて集いの場の大切さを感じるこ
とが出来ました。
※現在は、感染拡大により再度休止中となっており再開について協議中です。

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
昭和地区昭和地区

袖ケ浦市生活支援体制整備事業 袖ケ浦市合
あ い か つ

い活事業�

問合せ：地域福祉係

　「袖ケ浦市おたすけ手帳」の情報を更新しました。
　最新情報はHP（添付ORコード）よりご覧いただけます。
※�お手元に古い冊子をお持ちの方は、市内公民館等、おたすけ手帳配布

窓口にて「修正抜粋（仮）」をお配りしておりますのご確認ください。

「袖ケ浦市おたすけ手帳」を更新しました。

　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。

日　　時 会　　場
4月7日（木）
 13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

4月14日（木）
 13時〜16時

・市役所
・長浦行政センター

4月21日（木）
 13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

4月28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

5月12日（木）
 13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

5月19日（木）
 13時〜17時

・市役所
・長浦行政センター

日　　時 会　　場
5月26日（木）
 13時〜18時

・市役所
・平川行政センター

6月2日（木）
 13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

6月9日（木）
 13時〜16時

・市役所
・平川行政センター

6月16日（木）
 13時〜16時

・市役所
・長浦行政センター

6月23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

【4月〜6月の相談予定日】

※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。
※�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

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。）

※�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。

　�生活支援員養成研修は、4月〜6月は毎月開催
されています。詳細は、お問合せください。

■問合せ：�権利擁護係　0438ｰ63ｰ3877

僕の住む町　いつも誰かが　見守ってるよ

助け合い　笑顔にしよう　ふるさとを
平岡小学校　4年生　島田　悠煌

平岡小学校幽谷分校　4年生　井内　和希

入選賞地域ぐるみ福祉推進標語

日常生活自立支援事業（すまいる）の日常生活自立支援事業（すまいる）の
生活支援員として一緒に活動しませんか？生活支援員として一緒に活動しませんか？

市民会館　フリースペース市民会館　フリースペース

奈良輪会館奈良輪会館

令和3年12月16日（木）令和3年12月16日（木）

令和４年1月6日（木）令和４年1月6日（木）

　住み慣れた地域で安心して暮らすために成年後
見制度や日常生活自立支援事業（すまいる）に関
する相談をお受けしています。
　まずは、お気軽にご相談ください。

※学年は、第13回地域福祉フェスタ（令和3年度）時のものです。

おたすけ手帳おたすけ手帳
QRコードQRコード

心配ごと相談所 のご案内

赤い羽根
共同募金

法人名（敬称略） 金額（円）
匠．開発㈱ 5,000 

権利擁護係を新設しました。
令和4年度から
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　高齢や障がい等のため、一般の交通機関で外出が困
難な方をボランティアの協力により病院などに送迎する
サービスを行っております。ボランティア活動に関心の
ある方、ご自身の都合の良い時間で参加しませんか?

 ［募集内容］

・運転免許取得後3年以上経過している方
・年齢の上限は70歳まで
 *交通安全講習を受講してからの活動になります。

　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。
対　　象：�昭和47年9月1日から昭和48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47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、身分証明書（運転免許証等）の
提出をお願い致します。

贈呈方法：�各地区の敬老会の会場内で、お渡しをさせて
いただきます。

申込期限：8月3日（水）
申込・問合せ：地域福祉係　☎0438ｰ63ｰ3888

 ［活動時間］ 月に1・2回程度、ご都合の良い（平日）9時〜
16時のうち3〜4時間程度

 ［活動場所］ 社会福祉センターに集合し、社会福祉協議
会所有の車で利用者宅から病院などに送迎
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

・�利用者の車の乗降や病院の受付などでのお手伝い、
話し相手

・年齢の上限は75歳まで
 *資格など特に必要ありません。

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

金婚式を迎えるご夫婦に金婚式を迎えるご夫婦に
記念品を贈呈します記念品を贈呈します

ああ
まま
つつ
れれボランティア

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4年3月1日〜3月15日

【ペットボトルキャップ、古切手等】（順不同・敬称略）

村松知江　柳瀬芳枝　松永敬一　小助川開光　
神納一区出津分区３班B　
（社福）大久保学園代宿地域支援センター　袖ケ浦市役所
長浦駅前５丁目自治会　健康麻雀あじさい　堂谷区
袖ケ浦地区更生保護女性会　蔵波台若草東自治会
袖ケ浦市赤十字奉仕団　かずさファシリティサービス（株）　
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
匿名　３名

*現在プルタブの回収は行っておりません
【寄付金】

令和3年4月からの累計額は1,603,329円です。

個人・団体（順不同・敬称略） 金額（円）
童謡を楽しむ会 17,843

合　計 17,843

 ◇運転ボランティア（利用者の送迎）

 ◇付添いボランティア（利用者の付添い）

移送サービスボランティア
大募集!

<交通安全講習について>
（実施予定）6月・9月
（実施場所）袖ケ浦自動車教習所
（対 象 者）運転ボランティア
（内　　容）�①適性検査②所内教習③路

上教習など概ね3時間程度
※�受講前にボランティア登録をしていただ
く必要があります。

　�詳しい日程が決まりましたらご連絡いた
します。

「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。　問合せ　地域支援係

6 2022年（令和4年）4月1日


