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　新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言は、5月25日に解除されましたが、ウイルスへの対応は、長
丁場になるといわれています。
　これからは日常生活と感染拡大防止対策を両立していかなければなりません。感染拡大を予防するために、
「新しい生活様式」を日常生活に取り入れましょう。

一人ひとりの基本的な感染対策
感染防止の3つの基本
①身体的距離の確保　②マスクの着用　③手洗い

日常生活を営む上での基本的な生活様式
・こまめに手洗いうがい　・咳エチケットの徹底
・こまめに換気　・3密の回避（密集・密接・密閉）　
・身体的距離の確保
・一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等
・�毎朝の体温測定・健康チェック。発熱等の症状がある
場合には無理せず自宅にて療養。

　他にも様々な生活様式があります。皆さん「新しい生活
様式」を身につけましょう。

新しい生活様式の実践例

貸付対象
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失
業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計
維持のための貸付を必要とする世帯
※生活保護世帯、従前から就業していない方、暴力団
および暴力団世帯員の方は対象外
緊急小口資金（特例）
1．貸付限度額　
　・	20万円以内（借入申込者の指定した金融機関に送
金します）

2．貸付条件
　・据置期間：1年以内
　・返済期間：2年以内

　・貸付利子：無利子
　・連帯保証人：不要
総合支援資金（特例）
1．貸付限度額　※原則として3か月以内　
　・単身世帯：月15万円以内
　・複数世帯：月20万円以内
2．貸付方法（条件）
　・据置期間：1年以内
　・償還期限：10年以内
　・貸付利子：無利子
　・連帯保証人：不要
問 	君津市社会福祉協議会
	 ふれあい相談室　☎55-0444

　社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少された方（世帯）や失
業された方（世帯）を対象に「特例貸付」を行っています。

　10月17日（土）に開催を予定していました「健康と福祉のふれあいまつり」につきましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止とさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響で、生活にお困りの方へ（貸付制度のご案内）新型コロナウイルス感染症の影響で、生活にお困りの方へ（貸付制度のご案内）
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「新しい生活様式」を身につけましょう

お知らせ
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総務企画・施設管理

地域福祉推進

１．法人の運営
・理事会・評議員会等の開催
・外部研修会への参加
・社会福祉協議会の活動の活性化及び組織体制の強化を図るために役職員研修会を実施
・苦情解決体制の整備
・運営財源の確保のための取り組み

２．社会福祉事業の企画及び実施
・卒寿（90歳）を迎えられる方への記念品の贈呈	…………………………… 346 人
・障害児者及びひとり親家庭を対象にした日帰りバスハイクの実施………… 149 人
・歩行困難な方へ車いすや福祉カーの貸出し…………………………………… 192 件
・君津市社会福祉大会の開催

３．社会福祉事業に関する調査研究・広報啓発
・広報紙「福祉きみつ」の発行　年 4回　臨時 1回

４．社会福祉施設の管理運営
・君津市地域福祉推進センター「ゆうゆう館」
・君津市福祉作業所「ふたば園」及び「ミツバ園」

１．地区社会福祉協議会活動の支援
・主な事業は、敬老会・ひとり暮らし高齢者の見守り・高齢者サロン・子育てサロン・防犯パトロール等

２．君津市地域福祉活動計画の進行管理・次期計画策定
３．社会福祉団体の活動支援・援助育成
４．ボランティア活動・福祉教育の推進
・�ボランティア活動の活性化を図るため、君津市ボランティアセンターを開設し、ボランティア活動に関する
相談、情報提供、啓発等を実施
・ボランティア登録者数…………………………………………………………………………2,265 人
・高校生福祉体験ボランティア学習参加者…………………………………………………………６人
・小中学校で行う福祉体験学習の取り組み支援………………………………………………… 12校
・小中学生を対象とした福祉の標語コンクールの開催　応募者……………………………1,684 人
・君津市災害ボランティアセンターの運営
	 	令和元年度房総半島台風等により被災した住民の支援活動を実施するため、君津市災害ボランティアセンター
を開設　
		◯開設期間　9月 14日から 11月 17日まで（65日間）
		◯ボランティア数　延べ 2,145 人（内訳）市内 812 人、県内市外 560 人、県外 773 人
		◯活動件数　833 件
		（活動内容）家屋等の屋根の応急防水施工（ブルーシート養生）・倒木の伐採及び撤去、運搬等

　令和元年度事業報告及び決算は令和２年度第１回評議員会（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催）に
おいて承認されましたので、ここに報告させていただきます。皆さまのご支援ご協力をいただき、事業を実施すること
ができました。誠にありがとうございました。（紙面の都合上、抜粋での報告となりますのでご了承ください。）

君津市社会福祉大会

令和元年度

君津市社会福祉協議会
事業報告及び決算
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権利擁護・総合相談
１．日常生活自立支援事業（きみつ成年後見支援センター）　契約者数　30人
・判断能力が不十分な高齢者や障害者等の財産や金銭管理等を支援し、住み慣れた地域生活を支援
２．成年後見事業（きみつ成年後見支援センター）　受任件数　４件
・�判断能力が不十分な高齢者や障害者等に、財産侵害や人間としての尊厳が損なわれることのないように、法
律的に保護し支援

３．福祉資金貸付事業
・�低所得世帯や障害者世帯等へ経済的自立や安定した生活の維持を図るため、生活福祉資金の相談・貸付事
業を実施　226件

４．ふれあい相談事業（君津市ふれあい相談室）
・�日常生活の悩みや心配ごとなどの相談窓口開設
　		心配ごと相談（民生委員・専任相談員）　149件
　		法律相談（弁護士）　109件
　		こころの相談（カウンセラー）　90件

在宅福祉推進
１．住民参加型ホームヘルプ事業
・ホームケアサービスあんしん事業　利用件数　1,108件
　　	子どもから高齢者まで、ひとりひとりが安心して生活ができるよう、住民同士の助け合いによる会員制
の有償相互援助活動を実施　
・ファミリーサポートセンター事業　利用件数　443件
　　安心して子育てできるように住民同士の助け合いによる会員制の有償相互援助活動を実施　
２．介護保険事業
・指定介護事業所として訪問介護事業及び居宅介護支援事業を実施
３．生活支援体制整備事業
・生活支援コーディネーター業務
　　	生活支援コーディネーターとして、日常生活上の支援が必要な高齢者に対するサービス
の把握や関係団体との連携等、地域における生活支援体制の充実及び強化を推進

事業及び決算報告の詳細は
ホームページで公開しています。 検索君津市社協

（単位：円）

収入の部
275,012,679

支出の部
250,609,057

経常経費
補助金収入
101,494,241

介護保険
事業収入

58,379,945

貸付事業収入
861,000

事業収入
2,524,350

受取利息
配当金収入
4,874 

その他の収入
371,997

積立資産取崩収入
37,625

前年度繰越金
30,868,862 会費収入

11,730,916
寄附金収入
2,412,304

受託金収入
66,326,565

人件費支出
161,806,495

事業費支出
22,946,473

事務費支出
33,282,433

貸付事業支出
890,000

共同募金配分金事業費
2,256,000

助成金支出
11,552,044 積立資産支出

13,086,461

固定資産取得支出
847,986
ファイナンスリース
債務の返済支出
610,200 その他の活動に

よる支出
3,293,340
その他の支出
37,625

■決算報告

皆さまのご協力
ありがとう
ございました！

君津市社会福祉協議会
マスコットキャラクター
「ほのぴー」
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　長年にわたり社会奉仕活動に従事し、顕著な実
績のある方々に授与される、緑綬褒章を音訳の会
「さざなみ」の皆様が受章されました。
　昭和62年から33年間もの長きにわたり、君津
市ボランティアセンターに登録、音訳ボランティア
として視覚障害の方々に各広報誌や本・雑誌など
を音訳及び読み聞かせなど、地域福祉の為に活
躍されてきました。
　新型コロナウイルス感染症防止の観点から、伝
達式及び拝謁等が中止となってしまいとても残念
に思いました。
問 	君津市ボランティアセンター　☎55-0294

　君津市社会福祉協議会の活動に賛同する
個人・団体・企業等の皆様に、賛助会員として
御加入をお願いしております。
　賛助会費は「住民の支え合い・助け合い活
動」や「ボランティア活動」に活用され、地域
福祉の向上に役立てられています。
　活動趣旨に賛同いただける方は、君津市社
会福祉協議会へご連絡ください。
・賛助会員（会費）1口　1,000円
　君津市社会福祉協議会　☎57-2250

賛助会員ご加入のお願い賛助会員ご加入のお願い

●３密
　密閉、密集、密接から名付けられた言葉。
●ソーシャルディスタンス
　人と人との距離を保つこと。
●クラスター感染
　集団で感染をすること。
●ステイホーム
　外出を控え家にいること。
●WHO
　世界保健機関。世界中の人の健康を守るために設立された機関。
●COVID（コビッド）19
　WHOが決めた新型コロナウイルスの病気の名前。コロナ（CO）ウイ
ルス（VI）の病気（D）のこと。

音訳の会「さざなみ」が受章したのは何でしょう。
①紅綬褒章　②緑綬褒章　③紫綬褒章
◆応募方法◆
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
クイズの答え、福祉きみつを読んだ感想を明
記し社会福祉協議会へお送りください。
正解者の中から抽選で３名の方にプリペイド
カードをプレゼントします。
当選者の氏名は次号で発表します（9月11日
消印有効）
◆第200号解答◆	
Q. 	ほのぴーのおしりの実は何でしょうか。
Ａ.キャラボクの実

読 者 ク イ ズ？？　紙面内容について読者の意見や、要望等を反映し紙面の充実を図
るために読者モニターを募集いたします。ご協力いただける方はメー
ルか封書にてモニター希望とお書きのうえ、氏名、年齢、住所、電話番
号、職業をお知らせください。君津市社会福祉協議会窓口でも直接受
け付けております。
問 	君津市社会福祉協議会　☎57-2250

日時：10月21日（水）
　　			午前１０時００分〜午後０時１５分
　　			午後１時３０分〜午後４時００分
場所：君津市保健福祉センターふれあい館
主催：君津市赤十字奉仕団
血液が不足しています。ご協力をよろしくお願いします。

「福祉きみつ」読者モニター募集

音訳の会 「さざなみ」緑綬褒章（　　）受章おめでとうございます！！

柳瀬会長より一言
　よき伝統と歴史を築いてきた先輩の方々、そしてボランティアセンターや多くの方々
の指導・支援に感謝しています。これからも初心を忘れず活動を続けたいと思います。
さざなみは常時会員の募集をしています。

社会奉仕
活動功績

地域の福祉を支える

献血のお知らせ  〜40分で救える命がある〜


