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第96号 令和 4年 8月10日

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。

禁無断転載

～会長あいさつ～～会長あいさつ～ 　2020年2月に新型コロナ蔓延の象徴となりました大型クルーズ船が、横浜港に着岸
してから2年半が経過いたしました。その間、当社協では、社会福祉大会や福祉バ
ザーなどのイベントがことごとく中止となり、また、通常業務においても援助が必要
な方々に対面の訪問ができないなどの支障も出ておりました。
　しかし、悪いことばかりではなくコロナ禍で学んだこともあります。例えば、業務
の進め方は従来方式が必ずしも最良ではないことや、遠方の会議はオンラインで行え
ば、時間も費用も節約できることなどが分かってまいりました。パンデミックという
非日常性が常識を覆す原動力となり得るのです。りんごで有名なアイザック・ニュー
トンは、17世紀にヨーロッパを襲った黒死病（ペスト）のため通っていたケンブ
リッジ大学が2年に及ぶ休校となったおかげで万有引力の法則を発見したと伝えられ
ております。
　コロナ禍で学んだ常識にとらわれない新しい考えかたを、いわゆるポストコロナに
おける新しい様式で活かし更に発展させることが必要と考えております。その節には
皆様のご協力をいただきながら進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお
願いいたします。

第96号

　日頃よりエコキャップ等の収集にご理解、ご協力をしてくださりありがとう
ございます。エコキャップをご提供いただいている皆様には、以下の点にご配
慮いただきご協力賜りますようお願い申し上げます。
❶金属類（アルミ、鉄等）やビン、缶は入れずにご提供ください。
❷ペットボトル以外のキャップは入れずにご提供ください。
❸シールはできるだけ取ってご提供ください。
❹汚れたキャップはできるだけ洗い、乾燥させてからご提供ください。
その他、プルタブ・テレホンカード・使用済切手についても回収しております。

収集活動にご協力ください

理事　3名
【新任役員のご紹介】

評議員　3名

富津市社会福祉協議会
会長　川名　健一

《 エコキャップ・プルタブ・テレホンカード・使用済切手》
ご協力ありがとうございました！

（順不同、敬称略）

嶋野　利郎
三木　千明
髙橋　裕一

天羽地区区長会長
富津市議会教育福祉常任委員会委員長
富津市地区社会福祉協議会連絡協議会会長

福原　直
内藤　健一
宮﨑　晴幸

中村１区区長
天神山第２区区長
富津市議会教育福祉常任委員会副委員長

共同募金運動にご協力をお願いします

　今年で76回目の「赤い羽根共同募金」が10月1日から
全国一斉に始まります。
　集められた募金の約70％は富津市内で活用しており、
残りの約30％は千葉県内の社会福祉施設などへの助成や
災害見舞金、災害等準備金といった被災者支援等に役立
てられています。

　歳末たすけあい募金は新たな年を迎える時期に、支援
を必要としている方々が安心して暮らすことができるよ
うにと、共同募金運動の一環として行われています。
　集められた募金は、市内の福祉団体や地区社会福祉協
議会へ配分し活動に役立てられています。また、募金の
すべてが富津市内で活用されます。

赤い羽根共同募金
運動期間：10月1日～3月31日

　ご協力いただいた募金の使途については、赤い羽根データベース「はねっと」でも公開しています。
URL　https://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

「はねっと」では募金の使いみちを紹介しています。

歳末たすけあい募金
運動期間：12月1日～12月31日

　家庭問題、相続、事故、お金のトラブル、不動産関係、
労働にまつわるトラブル・悩み、消費者被害・詐欺被害、
契約締結前チェックなど、様々な内容の相談を受け付け
ております。

大佐和地区地域包括支援センター職員募集無料法律相談のご案内

①看　護　師…担当圏域の高齢者に対し、医療や健康に関する
相談や普及を行います。要支援者のケアプラン
作成を行います。

②プランナー…要支援者のケアプラン作成を行います。

毎月第1金曜日および第3金曜日
（祝日等により変更になる場合があります）

●実施期日

●募集職種

13時30分～16時30分　1回25分間の相談
●時　間

富津市内に居住の方、富津市内の出来事に関する相談
●対　象

電話または来所の上、予約
●申込方法

市役所1階　第1市民相談室
●場　所

●応募資格
①看護師
②介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事　等
※社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事等は高齢者事業所での
相談業務経験が必要
①②ともに普通自動車運転免許

●勤務日時
月曜日～金曜日　午前8時30分から午後5時15分

平成25年より集計
エコキャップ累計受領個数

2,432,295個
（令和４年7月1日時点）

【収集場所】
富津市ボランティアセンター
〒293-0006
富津市下飯野2443（富津市社会福祉協議会内）
☎0439-87-9611

収集されたエコキャップは、障害者福祉施設へ持ち込みそこで分別、整理され、そ
の後NPO法人等へ持ち込まれ、ボールペン等にリサイクルされるほか、再生プラス
チック原料として換金し、医療支援や障がい者支援、子どもたちへの環境教育等、
様々な社会貢献活動にあてられています。

※あくまで初期相談となります。続けて
の相談は弁護士へ直接お願いします。

※緊急対応等により時間外勤務及び休日出勤をお願いすることが
あります。

加地
春山
小原
安元
阿部
中島
大神田
大山
山田　誠
平野　玉江
豊田　和代

小池　一行
石井　明美
鈴木　賀代子
平野　みち子
白石　和子
三浦　幸雄
森山　仙一郎
谷井　清
西郡　恵
鈴木　正一
鈴木　優介
平野　君子

鈴木整骨院
飯野すみれ会
（有）富津公園タクシー
いわせ歯科
ナショナル・リフォーム
富津保育園
（有）大滝商会
ワークハウス憩いの里
（有）大佐和設備
（有）幸電機製作所
中央工機産業（株）

介護老人保健施設わかくさ
公益財団法人富津市施設利用振興公社
訪問看護ステーションわくわく
憩いの里オリーブ
おそば高砂家
天神山地区社会福祉協議会
飯野地区社会福祉協議会
大佐和中学校
富津仲町区
川向女子会

この広報紙は、共同募金の配分金を活用して発行しています。

この広報紙は、共同募金の配分金を活用して発行しています。

福祉バザー中止のお知らせ 社会福祉大会のお知らせ
　今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、
開催について検討いたします。開催の可否等については
ホームページなどでお知らせいたします。ご理解とご協
力をお願い申し上げます。

　今年度開催予定の「福祉バザー」は、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止の観点から、中止とさせてい
ただきます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

詳細は社会福祉協議会へお問い合わせください。
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　皆様からいただいた会費・募金は各福祉事業の財源として、大切に活用させていただきました。多くの皆様
にご協力いただき心から感謝申し上げます。以下のとおり、報告させていただきます。

　ご協力いただいた赤い羽根共同募金は、次年度に県共同募金会配分計画に基づき配分されます。
～社会福祉協議会が行う福祉活動は皆様によって支えられています～

事　業　名 説　　明 支出額

法人運営

福祉カー貸出

地区社会福祉協議会
連絡協議会

ボランティア連絡協議会
助成金

ボランティアセンター運営

シルバーテレホン
友愛サービス

生活福祉資金

令和4年度地域福祉事業費

支出額合計

社協事務局事務費
（システム等管理費、通信費、事務消耗品費等)

福祉団体等への貸出を実施している福祉カーの管理費
（車検、保険料、ガソリン等）

地区社会福祉協議会連絡協議会運営費
（通信費、事務消耗品費）

ボランティア連絡協議会事業費の助成

ボランティアセンター運営事業費
（事務消耗品費、通信費、システム等管理費）

ひとり暮らし高齢者の安否確認を行うために、ボランティアによる
「声の訪問サービス」を月曜日から金曜日に実施　(通信費、事務
消耗品費)

低所得者・障がい者・高齢者へ生活資金貸出及び支援事業運営費
（貸付金、事務消耗品費、通信費等）

各種事業運営費

（単位：円）〈社会福祉協議会会費〉　収入額 7,954,160円 事　業　名 説　　明 支出額

音訳テープ発行事業

社会福祉大会

福祉バザー

広報「福祉ふっつ」

法律相談

福祉緊急電話設置

地区社会福祉協議会助成

買い物支援事業及び
交通手段支援

ボランティア活動保険

支出額合計

103,388

44,090

0

372,244

849,952

828,708

1,669,680

236,072

314,700

112,320

136,846

4,668,000

市内視覚障がい者へボランティアグループが、毎月一回「広報
ふっつ」と「県民だより」の音訳テープを作成
（ボランティア活動費　50,000円×2グループ、事務消耗品費）

社会福祉活動に貢献した方へ感謝状進呈（事務消耗品費、通信費）
※社会福祉大会は中止となりましたが、富津市社会福祉協議会表彰式とし
て実施

福祉団体活動のための財源確保のため実施（消耗品費、通信費）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、バザーは中止となりました。

社会福祉協議会事業の紹介、実績等の報告（印刷費、印刷消耗品費）

弁護士による無料相談。月2回実施。予約制。1日6人まで
相談時間1人25分間（弁護士謝礼金、事務消耗品費）
ひとり暮らし高齢者緊急時通報システムの設置
(通報機器電池交換料、通信機器修繕費、通信費)
市内11地区社会福祉協議会へ助成及びふれあい推進員活動費
（助成金、振込手数料）

ひとり暮らし高齢者等で他の交通手段等が確保できない方を対
象に買い物支援を実施。また同様の理由で通院等ができない非
課税世帯の方を対象に個別に支援。（保険料、燃料費）

社会福祉協議会へ登録しているボランティア団体・個人の傷害
保険の加入

（単位：円）

災害見舞金 火災による全半焼世帯に見舞金を交付 (火災見舞金、消耗品費)

執行残余金 新型コロナウイルス感染拡大の影響で実施出来なかった事業の
残余金を県共同募金会へ送金

〈赤い羽根共同募金〉

令和３年度配分額 4,668,000円

事　業　名 説　　明 支出額

地区社会福祉協議会助成金

募金事務費

繰越金

愛の募金積立預金支出

支出額合計

2,200,000

114,156

391,000

6,260

2,711,416

各地区社会福祉協議会へ配分

募金依頼事務費・集計事務経費
(封筒印刷代・郵送料等)

令和4年度に地区社会福祉協議会へ配分

積立預金

（単位：円）〈愛の募金〉　収入額 2,711,416円
（単位：円）

〈歳末たすけあい募金〉
令和３年度募金額 5,067,556円＋令和２年度繰越金 1,190,296円 ＝ 6,257,852円

配　分　先 説　　明 支出額

福祉団体へ配分

地区社会福祉協議会

配分経費

繰越金

支出額合計

210,000

1,816,000

2,734,328

103,163

1,394,361

6,257,852

市内にある当事者団体等（6団体）へ配分

11地区社会福祉協議会へ給食サービス委託費　

重度心身障がい者・障がい者がいる世帯等へ災害備蓄品配布

郵送料等

翌年度に県共同募金会配分計画に基づき配分

令和３年度富津市社会福祉協議会　会費・募金活動報告

4,899,687

655,891

39,568

200,000

371,955

85,166

797,213

904,680

7,954,160

この広報紙は、共同募金の配分金を活用して発行しています。
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毎月第1金曜日および第3金曜日
（祝日等により変更になる場合があります）

●実施期日

●募集職種

13時30分～16時30分　1回25分間の相談
●時　間

富津市内に居住の方、富津市内の出来事に関する相談
●対　象

電話または来所の上、予約
●申込方法

市役所1階　第1市民相談室
●場　所

●応募資格
①看護師
②介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事　等
※社会福祉士、介護福祉士、社会福祉主事等は高齢者事業所での
相談業務経験が必要
①②ともに普通自動車運転免許

●勤務日時
月曜日～金曜日　午前8時30分から午後5時15分

平成25年より集計
エコキャップ累計受領個数

2,432,295個
（令和４年7月1日時点）

【収集場所】
富津市ボランティアセンター
〒293-0006
富津市下飯野2443（富津市社会福祉協議会内）
☎0439-87-9611

収集されたエコキャップは、障害者福祉施設へ持ち込みそこで分別、整理され、そ
の後NPO法人等へ持ち込まれ、ボールペン等にリサイクルされるほか、再生プラス
チック原料として換金し、医療支援や障がい者支援、子どもたちへの環境教育等、
様々な社会貢献活動にあてられています。

※あくまで初期相談となります。続けて
の相談は弁護士へ直接お願いします。

※緊急対応等により時間外勤務及び休日出勤をお願いすることが
あります。

加地
春山
小原
安元
阿部
中島
大神田
大山
山田　誠
平野　玉江
豊田　和代

小池　一行
石井　明美
鈴木　賀代子
平野　みち子
白石　和子
三浦　幸雄
森山　仙一郎
谷井　清
西郡　恵
鈴木　正一
鈴木　優介
平野　君子

鈴木整骨院
飯野すみれ会
（有）富津公園タクシー
いわせ歯科
ナショナル・リフォーム
富津保育園
（有）大滝商会
ワークハウス憩いの里
（有）大佐和設備
（有）幸電機製作所
中央工機産業（株）

介護老人保健施設わかくさ
公益財団法人富津市施設利用振興公社
訪問看護ステーションわくわく
憩いの里オリーブ
おそば高砂家
天神山地区社会福祉協議会
飯野地区社会福祉協議会
大佐和中学校
富津仲町区
川向女子会

この広報紙は、共同募金の配分金を活用して発行しています。

この広報紙は、共同募金の配分金を活用して発行しています。

福祉バザー中止のお知らせ 社会福祉大会のお知らせ
　今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、
開催について検討いたします。開催の可否等については
ホームページなどでお知らせいたします。ご理解とご協
力をお願い申し上げます。

　今年度開催予定の「福祉バザー」は、新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大防止の観点から、中止とさせてい
ただきます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

詳細は社会福祉協議会へお問い合わせください。


