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会長就任ごあいさつ

～君津市社会福祉協議会設立50周年を迎えて～
社会福祉法人君津市社会福祉協議会 会長 加藤 美代子
この度、長い間地域福祉の推進のために御尽力いただいた山中家道前会長の後任として、令和3年6月18
日の理事会で理事の皆様の御推挙と御賛同を賜り、
会長職を拝命いたしました。
微力ではございますが、これまでの行政職や地域活動の経験を活かし、君津市の地域福祉の充実、発展に
向けて鋭意努力してまいる所存でございますので、前任者同様、今後も変わらぬ御指導・御鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。
さて、君津市社会福祉協議会は昭和46年の市制施行に伴い君津町社会福祉協議会から名称変更し、今年度
で設立50周年を迎えます。こうして50周年を迎えることができましたのも、地域住民の皆様はもとより、企
業や事業所、団体の皆様など、
大勢の方々の、
御理解と御支援の賜物でございます。
この50年の間に社会福祉を取り巻く環境は大きく変化しております。少子高齢化や人口減少の到来を背
景に核家族化が進行し、家庭や地域のつながり・支え合いが希薄化しております。また、今般の新型コロナウ
イルスの影響等により、急激な社会状況の変化に伴い福祉に対するニーズや課題も多様化し、複雑化してい
るものと思われます。
このような社会情勢の中で、住民主体の理念に基づき、広く福祉課題の把握に努め、その解決に取り組み
「いつまでも住み続けたい 支え合いのまち きみつ」の実現を目指して、本会が培ってきた歴史を礎とし、
役職員が一丸となって地域と共に歩んでまいりますので、皆様の御支援・御協力をお願い申し上げましてあ
いさつといたします。
社会福祉法人君津市社会福祉協議会のあゆみ
昭和45年１月９日

君津町社会福祉協議会が社会福祉法人の
平成11年４月
認可を受ける

君津市保健福祉センターふれあい館へ事
務所移転

昭和45年２月21日

社会福祉法人君津町社会福祉協議会設立
初代会長に鈴木俊一氏就任

第五代会長に齊藤正雄氏就任
訪問介護事業・居宅介護支援事業開始

昭和46年12月16日
昭和50年７月
昭和57年12月
昭和62年２月
平成元年４月
平成２年４月
平成４年４月
平成５年７月
平成７年４月
平成８年５月
平成９年３月

平成12年４月

市制施行に伴い君津市社会福祉協議会に 平成13年８月
改称
平成16年２月
君津市社会福祉センターきみつ偕楽園へ 平成20年２月
事務所移転
平成20年５月
第二代会長に白石光雄氏就任
平成24年１月
第三代会長に久保庸二氏就任
平成24年６月
君津市福祉作業所ふたば園開所
（受託）
君津市ボランティアセンター開設
平成26年７月
君津市ふれあい資金貸付事業開始
平成29年４月
君津市ふれあい相談室開設
平成30年４月
第四代会長に宮﨑正二氏就任
ホームケアサービスあんしん事業開始
令和元年９月
君津市福祉作業所ミツバ園開所
（受託）
令和３年６月
千葉県共同募金会君津市支会設立

地域福祉権利擁護事業開始（受託）
第六代会長に能星育子氏就任
第七代会長に室清三氏就任
君津市地域福祉推進センターゆうゆう館
開館（受託）
マスコットキャラクター「ほのぴー」
誕生
第八代会長に山中家道氏就任
君津市ファミリーサポートセンター開設
（受託）
生活支援体制整備事業開始（受託）
法人後見事業開始
君津市災害ボランティアセンター開設
（65日間）
第九代会長に加藤美代子氏就任
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令和２年度

君津市社会福祉協議会
事業及び決算報告
令和2年度事業及び決算報告は6月17日（木）開催の令和3年度第1回評議員会（定時評議員会）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。
皆様に御支援・御協力をいただき、
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御了承ください）

法人運営部門（総務企画・施設管理）
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 376人
・児童の危険や事故防止のため、小学校、PTA等へ危険防止資
材を配付 立て看板
（ベニヤ板49枚、
アルミ複合板23枚）
・歩行困難な方へ車いすや福祉カーの貸出し 132件
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
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」
「ミツバ園」
第23回君津市福祉チャリティーゴルフ大会

地域福祉活動推進部門（地域福祉推進）
1 地区社会福祉協議会活動の支援
・地区社会福祉協議会に活動費を助成するとともに、
地区担当を配置して活動を支援
・主な事業は、ひとり暮らし高齢者の見守り・高齢者サロン・防犯パトロール等
2 君津市地域福祉活動計画の推進・進行管理
3 社会福祉関係団体の活動支援・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 2,195人
（令和2年度新規登録 3グループ67人、
個人ボランティア16人）
・小中学校で行う福祉体験学習の取り組み支援 3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 22校 2,082人
・北子安小学校及び八重原中学校の2校を地域福祉教育推進事業のモデル校として指定し、福祉教育活
動の推進を支援
（指定期間：令和2年度～令和3年度の2年間）
5 災害時支援体制の整備
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福祉サービス利用支援部門（権利擁護・総合相談）
１

権利擁護事業（きみつ成年後見支援センター）
・日常生活自立支援事業 契約者数 27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
・成年後見事業 受任件数 ５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
２ 福祉資金貸付事業
・低所得世帯、失業世帯、高齢世帯及び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 貸付件数 747件
３ 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） 134件
法律相談（弁護士） 86件
こころの相談（カウンセラー） 74件

在宅福祉サービス部門（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
子どもから高齢者まで、一人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 利用件数 750件
・君津市ファミリーサポートセンター事業
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		
利用件数 326件
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

■決算報告
その他の活動による収入 5,840
積立資産取崩収入 1,549,999
前年度繰越金 24,403,622
固定資産売却収入
会費収入 10,770,400
10,000
寄附金収入
その他の収入
1,191,140
93,030
受取利息
配当金収入
4,904
経常経費
コロナウイルス
介護保険
補助金収入
収入の部
緊急包括支援
事業収入
事業収入
270,868,607 96,932,959
54,662,105
2,866,000
事業収入
2,211,850

固定資産取得支出
1,185,800
助成金支出
10,458,277
共同募金配分金事業費
2,193,000
貸付事業支出
800,000
事務費支出
36,879,233

事業費支出
20,973,332

ファイナンス・リース 積立資産支出
債務の返済支出
6,056,758
732,240
その他の活動
による支出
3,414,120

支出の部
247,370,160

人件費支出
164,677,400

受託金収入
75,290,758

貸付事業収入
876,000

（単位：円）
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。 君津市社協

検索
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君津市社会福祉協議会

お役立ち 情報

居宅介護支援事業
居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員（ケアマネジャー）がいる介護の相談窓口です。
介護を必要とされる方が、自宅で適切な支援を受けることができるように、ケアマネジャーが居宅サービス計画（ケアプ
ラン）
の作成やサービスを提供する事業所等との連絡・調整等を行います。
君津市社会福祉協議会でも居宅介護支援事業を実施しておりますので、介護
に関するお悩みやケアプランの作成についてなど、お気軽にご相談ください。

板
言
伝
報
情

《サービスの内容》
・介護に関するご相談
・ケアプランの作成 ご本人やご家族からの相談からご本人の持つ課題に最も
適したサービスの提供が可能となるようケアプランを作成いたします。
・サービスの連絡や調整 ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所
や、
施設等との連絡・調整を行います。
・介護保険に関する各種申請手続き
問 君津市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 ☎55−2218 Fax55−2270

君津市ファミリーサポート
センターよりお知らせ
9月、10月頃に育児サポート講習会を実施する
予定です。
「子育てについて」皆さんで学んでみませんか？
詳細等については、君津市社会福祉協議会ホー
ムページやSNS等で改めてお知らせいたしますの
で、ぜひご参加ください。

献血のお知らせ

～40分で救える命がある～
日 時：8月16日 午前10時～午後4時
場 所：ジョイフル本田君津店
主 催：君津市赤十字奉仕団
血液が不足しております。
皆様のご協力お願いいたします。
問 君津市役所厚生課 ☎56−1183

問 君
 津市ファミリーサポートセンター		

☎57−2252

障がい児者交流事業・ひとり親家庭
交流事業（バスハイク等）について
今年度の実施については現在未定となっております。
実施の可否や詳細が決定いたしましたら、君津市社会福祉協
議会ホームページ等で皆様にお知らせいたします。
問 君津市社会福祉協議会 ☎57−2250

地域の福祉を支える
賛助会員ご加入のお願い
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、賛助会員としてのご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
おります。活動の詳細につきましては、2〜3ページの事業
報告をご覧ください。
活動の趣旨にご賛同いただける方は、君津市社会福祉協
議会へご連絡をお願いします。
賛助会員（会費） 一口 1,000円
問 君津市社会福祉協議会 ☎57−2250
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ボランティアひろば
君津まちなか子ども食堂ボランティア募集！

毎月第一木曜日
「子どもの居場所づくり」
として、
“子ども食堂の運営と子ども広場”を開設・運営しております。
１食堂開催時 1−① 食事作り
（午後3時集合） 1−② 配膳
（午後5時集合） ※1−①、
1−②両方も可
※コロナが収束するまでは、
食堂での開催は行っておりません。 ※季節によって時間が変わります。
２食堂中止時 A 弁当作り
（八重原公民館調理室 午後0時30分集合） ※昼食を済ませてから集合願います。
		
B 弁当配布とフードパントリー
（午後3時集合）
３子ども広場のお手伝い
（午後3時30分集合） ※子どもたちの学習、
遊び、
ものづくりのお手伝い
活動場所：１・２Ｂ・３北子安自治会館
「こだま館」
（北子安2-25-33）
フードパントリーとは
1−①、
２Ａ 八重原公民館
（南子安9-17-2）
企業や個人から寄付された食料品を、
※ご都合でいずれか一つでも、
隔月でも構いません。
必要とする人に届ける取り組みです。
☆子どもたちと一緒に川柳を作ってみたいと思います。
開催日は決まっておりませんが、
子どもたちと川柳を楽しめる方の募集もしております！
活動の様子 （子ども広場
「飛行機を作って飛ばそう」
、
弁当配布・フードパントリー）

木更津工専名誉教授
高橋先生のご指導

熱心な子どもたちに、
やさしく指導します！

飛ばし方は？
問

君津まちなか子ども食堂 代表

令和２年度収集活動報告
皆様にお持ちいただいたプルタブと古切手を5月に買取
り業者により買い取っていただきました。
昨年度は年間4回の切手整理ボランティア活動を行い、延
べ59名ものボランティアさんが参加されました。
コロナ感染対策を行いながら沢山の切手整理ボランティア
の皆さんの手によって丁寧に切り揃え、仕分けしていただ
きました。
収集物の量が増えてきており、感謝申し上げます。

1㎏の
目安量
令和2年度

フードパントリーの準備

井上

☎090−7017−0427

プルタブ
切手
カード
（3,000個）（7,000枚） （650枚）
170㎏

16.2㎏

◆各種収集活動を
しております！
書 き 損 じ（ 未 投 函 ）ハ ガ
キ・古切手（未使用も可）、使
用済みカード、プルタブを
収集しています。

1.9㎏

収集したプルタブ

切手整理ボランティア活動～買取まで

→
切手整理ボランティアの
皆さん

→
丁寧に切りとり、普通切手と
記念切手に分けます

→
こんなに集まりました！

買取っていただきボランティ
ア活動のために活用します

ペットボトルキャップは収集しておりませんが、家庭内で集めた量であれば、お預かりしています。ボランティアセ
ンターで一時お預かりした後、下記福祉作業所へお届けしております。お預かり・保管をするにあたり衛生面の観点か
ら、洗浄・乾燥しての持参にご協力をお願いします。収集先が異なるため、プルタブと分けての収集をお願いいたしま
す。
大量にある場合は 社会福祉法人 佑啓会 ふるさと学舎
（旧名称：木更津市福祉作業所あけぼの園）
木更津市潮見2−13−5 ☎0438−25−2345へ事前に連絡のうえ、
直接ご持参していただけると助かります。

ボランティアに関する相談、
『ボランティアひろば』
についてのお問い合わせ

君津市社会福祉協議会内 君津市ボランティアセンター
君津市保健福祉センター3階
開設日 月～金
（祝日除く） 開設時間 午前9時～午後5時
☎0439−55−0294 FAX 0439−55−0099
*volunteer@kimitsu-shakyo.or.jp
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活動
紹介

ボランティアグループ

ナルクかずさ

ナルクかずさは2000年7月に結成されたボラ
ンティアグループです。
「困ったときはおたがい様」を合言葉に、見返り
を求めない無償のボランティア活動を行っていま
す。
ボランティアをした時「1時間＝1点」として、ナ
ルクに点数を預託（貯金）しておき、あなたがボランティアを必要と
したとき、
預託していた点数を引き出しボランティアの提供を受けることができます。
活動内容は、住宅営繕、庭木の手入れ、掃除・洗濯、買い物、通院送迎、外出時の介助・介
護などの活動を行っています。
地域の皆さん方と交流を図ることにも力を入れていまして、特別養護老人ホーム等で
の支援活動も行っています。
ナルクかずさも高齢化が進みましたので、若返りを図りたいと思っていますので、60
代の方の入会をお待ちしています。
問 ナルクかずさ 事務局長 安藤 ☎090−4207−6831

小糸小学校
イベント委員会
私たちの学校は、今年、小糸小学校と中小学校が統合し、新生
「小糸小学校」となりました。4月には、イベント委員会で、
「1年
生を迎える会」と「スマイル班活動（縦割り班活動）」を行いまし
た。シンボルである「もみやま」で、初めて全校で新しい校歌を
歌ったり、小糸小赤白クイズをしたりして、仲を深めることができ
ました。6月には、
「開校記念植樹祭」を行いました。植えた樹木
は、
「ブルーベリー」
「キンモクセイ」
「イロハモミジ」です。樹の
特徴や花言葉を調べ、開校にふ
さわしい樹を私たちで 選びまし
た。クラスの代表が交代で植えま
した。「樹の神」も登場し、樹の
成長を願って踊りました。この樹
とともに小糸小みんなで成長し
て行こうと思います。
エスディージーズ

？読

引用元：https://miraimedia.asahi.com/sdgs-description/

助け合い活動

者 ク イ ズ？

君津市社会福祉協議会は設立何周年を迎えたでしょ
うか。
①50周年 ②30周年 ③10周年
◆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。
Googleフォームにて回答いただくことも可能です。
下記URLまたはQRコードから回答をお願いします。
https://forms.gle/5VsEjXp6XAYkRCWQ7
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（郵送：8月27日消
印有効 Googleフォーム：8月27日〆切）
◆第204号解答◆
Q プロジェクトKのKの意味は何でしょう
A ①君津
◆当選者◆
立川悦子様 石川静江様 野口智明様

SDGs（持続可能な開発目標）
SDGsとは（Sustainable Development Goals）の略称です。
SDGsは2030年までに達成すべき「17の目標」と「169のター
ゲット(具体目標)」で構成されています。17の目標のいくつかを紹介
させていただくと「1貧困をなくそう」「2飢餓をゼロに」「3すべて
の人に健康と福祉を」「4質の高い教育をみんなに」「5ジェンダー平
等を実現しよう」等があります。貧困や飢餓といった問題から働きが
いや経済成長、気候変動等21世紀に世界が抱える課題を包括的に掲げ
ています。
SDGsは国や政府、企業だけが考える課題ではなく私達一人ひとり
にも関係のある問題です。上記のもの以外の掲げられている課題につ
いても確認をし、少しずつ意識を高めていくようにしましょう。

文化探訪

