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誰もが住みやすいまちづくりを推進します誰もが住みやすいまちづくりを推進します

　令和4年度の事業計画及び予算が、評議員
会（3月28日開催）において承認されました。
　君津市社会福祉協議会はおかげさまで昨年
度設立50周年を迎えました。本会では、これ
まで以上に地域の困りごとに応じた福祉活動
の開発・実践に取り組み、誰もが安心して暮ら
すことができるよう「いつまでも住み続けたい　
支え合いのまち　きみつ」の実現に向け、事業
を展開してまい
ります。
　事業計画及び
予算の内容は以
下のとおりです。
（一部抜粋）

・歩行困難な方へ車いすや福祉車両の無料貸出し
・日常生活の悩みや心配ごと等の相談窓口開設
・高齢者や障害者等の財産管理や福祉サービス利用

援助、成年後見人等の支援
・低所得世帯や障害者世帯等への医療費や学費等の

貸付
・本会独自のフードバンク事業を通年で実施　など

日常生活のいろいろな困りごとの相談に
応じ支援します

・広報紙「福祉きみつ」の発行
・ホームページ、SNS（ツイッター、フェイスブック等）

による情報発信
・君津市社会福祉大会の開催
・健康と福祉のふれあいまつり開催　など

福祉情報の発信や福祉イベントを開催します

・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」

福祉施設の管理運営をしています

・災害ボランティアセンター運営訓練の実施
・小中学校で行う福祉体験学習の取り組み支援
・福祉の標語コンクールの開催
・ボランティアに関する活動の支援や人材育成
・地区社会福祉協議会による多世代交流活動の支援　など

地域の福祉活動を担う人材を育成·支援します

誰もが安心して、自分らしく暮らせるように
応援します

・卒寿（90歳）を迎えられる方へ記念品の贈呈
・ひとり親家庭を対象にしたイベントの支援
・シニアクラブや障害者団体等の活動支援
・子どもの一時的な預かりや学童クラブへの送迎
・ケアマネジャーやホームヘルパーによる在宅介護の支援
・住宅の掃除や買い物、日常生活の家事支援
・生活支援コーディネーターによる市内社会資源の把

握、生活支援ニーズの把握　など

事業計画及び予算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

令和4年度予算の要旨　　　　　（単位：千円）
本年度 前年度 前年度比

事業活動収入 226,958 251,710 △ 24,752
事業活動支出 226,478 253,007 △ 26,529
事業活動収支差額① 480 △ 1,297 1,777
施設整備等収入 0 0 0
施設整備等支出 733 733 0
施設整備等収支差額② △ 733 △ 733 0
その他の活動収入 21,022 31,013 △ 9,991
その他の活動支出 30,239 39,255 △ 9,016
その他の活動収支差額③ △ 9,217 △ 8,242 △ 975
予備費支出④ 2,130 2,230 △ 100
当期資金収支差額⑤

（①＋②＋③－④） △ 11,600 △ 12,502 902

前年度繰越金⑥ 22,100 23,502 △ 1,402
次年度繰越金⑤＋⑥ 10,500 11,000 △ 500

※新型コロナウイルスの影響で事業が中止又は実施方法を変更して開催の可能性があります。

～令和４年度事業計画・予算～
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情報伝言板

　「日常生活自立支援事業」とは高齢や障害により、一人では日常の生活に不安のある方が地域で安心して生活が送れるよ
う、本人との契約に基づき、福祉サービスの利用援助を中心に日常的な金銭管理や重要書類等の預かり·保管等の支援を通
して、高齢者や障害者等の権利擁護を図ることを目的とした事業です。
１ 福祉サービスの利用のお手伝いをします〔福祉サービス利用援助〕
　・福祉サービスについての情報提供を行います
　・福祉サービスの利用開始や中止に必要な手続きをお手伝いします
　・福祉サービスの苦情解決制度利用に関する手続きをお手伝いします
２ お金の管理をお手伝いします〔財産管理サービス〕
　・医療費や税金、公共料金等の支払いをお手伝いします
　・通帳から生活に必要なお金を払い出してお渡しします
３ 大切な書類や印鑑などをお預かりします〔財産保全サービス〕
　・年金証書や預貯金通帳、不動産権利証書、契約書類、印章（はんこ）などを預かり、保管します
問 きみつ成年後見支援センター　☎55-0454

きみつ成年後見支援センター「日常生活自立支援事業」

　子育ての手助けを行いたい方（協力会員）と子育ての手
助けを受けたい方（利用会員）が会員となり、安心して子育
てを支援する有償の相互援助活動です。
　地域で「できること」を「できるとき」に「できる範囲」か
ら始めてみませんか？
　子育てが一段落した方、時間に余裕のある方、子どもが
好きな方など、どうぞご協力をお願いします。
協力会員：君津市に在住の20歳以上の方

活動内容： 保育園·学童クラブの送迎や終了後の預かり、幼
稚園が休みの時の預かりなど

援助時間：午前6時～午後10時まで
謝　　礼： 1時間当たり500円（送迎の交通費、おやつ代等

は利用会員が負担）
　君津市ファミリーサポートセンターでは随時登録手続
きを受け付けています。お気軽にお問合せください。
申  問  君津市ファミリーサポートセンター　☎57-2252

地域ぐるみの子育て支援～君津市ファミリーサポートセンター協力会員募集

　令和4年7月1日採用（採用から6か月間
は試用期間）
職種・人数　常勤正規職員　1名
受験資格
　次の事項を全て満たしている方
⑴  昭和62年4月2日以降に生まれた方（＊）
⑵ ワード、エクセル等のパソコン操作が

できる方
 ⑶普通自動車運転免許（AT限定可）所持者
＊ 長期勤続によるキャリア形成を図るため。

試 験 日　 一次：5月22日（日）  
二次：6月5日（日）

試験会場　 君津市保健福祉センターふれ
あい館

受付期間　 4月15日（金）～5月16日（月） 
申込書類　 君津市社会福祉協議会で配布

（ホームページからもダウン
ロードできます）

申  問   君津市社会福祉協議会  
☎57-2250

①介護支援専門員（嘱託）1名
 勤務日時　月～金曜日　午前8時30分～
午後5時15分（祝日・年末年始除く）
②訪問介護員（非常勤）若干名
勤務時間　月間派遣計画表による
資格　 ①：介護支援専門員、②：介護福祉

士、ヘルパー2級以上、初任者研修

修了
　　　 ①②共通：普通自動車運転免許（AT

限定可）、年齢概ね60歳まで
申  問  ☎57-2250
※ 詳しくは本会ホームペー

ジ「求人情報」をご覧くだ
さい

社会福祉協議会事務局職員募集

介護保険事業所職員募集

　

　高齢の方や知的·精神に障
害のある方などの自宅や施
設を定期的に訪問し、安心
して生活できるように利用
料の支払いなどをお手伝い
する生活支援員を募集して
います。
※登録にあたり、千葉県社

会福祉協議会が実施する
生活支援員養成研修を受
講していただきます。

募集要件
·  普通自動車運転免許をお

持ちの方
· 70歳までの健康な方
· �ボランティア活動や福祉

に理解のある方
申  問  きみつ成年後見支援

センター  
☎55-0454

日常生活自立
支援事業の
生活支援員
募集

君津市社会福祉協議会　　　　　 情報お役立ち
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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（4月1日から事務所内に移転しました）  
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 0439－54－2941　 
*volunteer@kimitsu-shakyo.or.jp

ボランティアひろばボランティアひろば

・飛び入りボランティア体験講座（年2回）
・切手整理ボランティア活動（右記参照）
・市内小中学校での福祉体験学習支援
・高校生介護体験学習
・�赤い羽根共同募金のイベント募金活動 

（10月～11月）
・ボランティア養成講座
・ボランティアと障害者との研修交流会
・災害ボランティアセンター運営訓練
・君津市ボランティアの集い
問  君津市ボランティアセンター

令和4年度令和4年度
ボランティア関連年間計画ボランティア関連年間計画

　昨年4月に結成し、7月から本格
的に始動、コロナ禍でありました

が地道に活動を行いました。私たちの主な活動は、障がいを持ちながら
頑張っている人、それを支えるボランティアを撮影したり、車いすの使い
方や、手話等、福祉動画を作成し、ホームページより視聴していただく事
で、障がい者への理解、福祉活動への理解、そして君
津市のコンセプトでもあるバリアフリーを推進出来た
らいいなと思っています。現在少人数で活動していま
す。動画撮影・編集や、アニメ作成が出来る人、また、
ホームページを見て活動に興味がある方、是非ご連絡
ください。
※ご連絡はホームページからお願いします。

プロジェプロジェクトクトKK
結成1年を振り返って！

ボランティア
活動紹介
ボランティア
活動紹介

動画制作講座開催時の様子

ホームページ
QRコード

※コロナウイルス感染防止対策のため、変更になる場合があります。随時更新しますので、HP等をご確認ください。

令和3年度収集活動報告令和3年度収集活動報告
　皆様にお持ちいただいた沢山のプルタブを地元の業者に買い取っていただきました。
　10か月分にもかかわらず120㎏も集まりました。
　皆様のお気持ち、心から感謝申し上げます！
　令和3年度は延べ個人470名・171団体の方が収集物を届けてくださいました！
収集物はこのように使われています
書き損じハガキ、未使用切手…ボランティア情報を提供するための通信用に活用します。
プルタブ…地元業者に売却、貸出用車いす等を購入します。
古切手・使用済みカード…買取業者に売却され、ボランティア活動のために活用します。

＝ 引き続きご協力をお願いします ＝
問 君津市ボランティアセンター（事務所内に移転しました）

　おうち生活が長かったこともあり昨年度も沢山の切手が集まりました
ので、活動日を増やしました！
※ 密にならないよう、活動者の人数制限をしています。
　人数把握のため事前の申し込み、ボランティア登録をお願いします。
日　時： 7月12日（火）・9月21日（水）・11月17日（木）・  

令和５年1月12日（木）・3月3日（金）    
午後1時30分～午後3時00分　　

場　所：君津市保健福祉センター 3階
人　数：先着20名
内　容：収集した切手の整理・分別作業　
持ち物：はさみ・水分補給の飲み物
その他：感染予防、暑さ寒さ対策（換気のため）をお願いします。
申  君津市ボランティアセンター

切手整理ボランティア 活動者募集切手整理ボランティア 活動者募集

福祉関係の動画を作ってくれていま
す。是非ご覧ください。

問  君津市ボランティアセンター

プルタブ1個約1.5㎝×2.5㎝
ですが、すごい量ですね♪
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賛助会員募集中 君津市社会福祉協議会に財政面で御支援いただける賛助会員を通年で募集しています。

私たちは「賛助会員」として君津市社協の活動を応援しています！

（順不同）

http://www.taisei-ken.com/

TEL 0439-55-6511

君津市常代1-12-26299-1121

太勢建設株式会社

http://www.taisei-ken.com/

TEL 0439-55-6511

君津市常代1-12-26299-1121

太勢建設株式会社

釼持工業株式
会社 

君津市作木237-1
TEL 0439-55-0078

メール kenmotsu122@yahoo.co.jp

有限
会社 内山建設
 君津市三直731

TEL 0439-52-9866

アッシュ美容室 
君津市東坂田2-8-4

TEL 0439-54-8007
メール ash.kimitu@gmail.com

有限
会社 丸子自動車
リペアセンター

 君津市坂田39-24
TEL 0439-52-4808
株式
会社アガツマ 

君津市人見1462-32
TEL 0439-87-1066

http://e-agatsuma.co.jp/

山っ子介護サービス
 君津市東日笠102-1
TEL 0439-70-9117

　三木造園土木株式
会社

 君津市北子安1-14-12
TEL 0439-52-0559

株式
会社 八千代商事

 君津市坂田309-16
TEL 0439-52-0294

石と仏具のゆがわら
株式
会社ゆがわら

君津市向郷1629-72
TEL 0439-27-2809

株式
会社 オアシスグループ

 君津市南子安5-29-13
TEL 0120-010-267

応募は右記QRコードからお申し込みください。

      

　上総小学校は、久留里小・松丘小・坂畑小の3校が統合してできた学校です。
　統合した4月以降、児童会では様々な活動をしてきました。1年生を迎える会では全
校でレクを行い仲を深めたり、開校記念式典では開校してからの学校の様子を写真
を交えて紹介したりしました。日常的にはあいさつを呼びかけるあいさつ運動を行っ
ています。
　統合当初は全校が話しにくい空気もありましたが、行事で協力したり学校生活を一
緒に過ごしたりしていくうちに3校の壁はなくなり、今では全校が仲良く、笑顔のあふ
れる学校になりました。もうすぐ上総小学校が開校して1年が経ちます。私は卒業となりますが、これからもこの1年で築いたもの
を活かして、更に楽しく良い学校にしていってほしいと思います。 

上総小学校児童会の活動上総小学校児童会の活動 令和三年度児童会長
森  咲良

プロジェクトKの活動内容は何で
しょう。
①演芸ボランティア　②料理教室　　
③障がい者の活動紹介
◆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ハガキまた
はメールにてお送りください。
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。
http://onl.la/rqrykWs
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：5月23日消印有効　
Googleフォーム：5月23日〆切）
◆第207号解答◆
Q ガイドヘルパー マリモさんは
どのようなボランティア活動をし
ているでしょう。
A ①ガイドヘルプ
◆当選者◆
田島 結斗様
早坂 亜紀様
小幡 雅子様

読 者 ク イ ズ？？善意ありがとうございます
令和３年度社会福祉協議会への寄付（順不同）
井本剛司様、大塚保子様、菊澤和子様、草刈新
太郎様、寺本實様、藤本全道様、松村敦子様、片
倉ダム周辺環境管理委員会様、株式会社黒田
不動産鑑定様、北島友唯奈様、君津市農業協同
組合様、君津市文化協会様、君津商工会議所
様、君津布教所様、君津プラチナライオンズク
ラブ様、99の会様、傾聴ボランティア・ハート
様、日豊電材株式会社様、日本製鉄株式会社東
日本製鉄所君津地区きみつ会様、道の駅「ふれ
あいパーク・君津」きみつふるさと物産館様、向
郷健康体操アンドサロンの会様、明治安田生命
保険相互会社千葉南支社様、ユニー株式会社
“小さな善意で大きな愛の輪運動”アピタ君津
店様　他匿名15件

1年生を迎える会 開校記念式典


