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高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるように
「困りごと」と「地域のちから」をつなぎます
生活支援コーディネーター（地域支えあい推進員）をご存じですか？
生活支援コーディネーターは、生活支援サービスの充実を図るととも
に、地域の困りごとや、助け合い活動、地域の人材を把握し、地域の皆
さんと共に支援体制を構築します。

※生活支援サービスとは...
サロンなど高齢者の集える場所の開催やゴミ捨て
のお手伝いや買い物、掃除などの家事支援等の生活
全般を支援する取り組みです。

地域の情報収集、状況把握
◎組織や助け合い活動
◎地域の人材
◎集いの場（サロンやカフェ）
◎地域に住む高齢者のちょっとした
困りごとや、やってみたいこと
（ニーズの把握）

情報提供、支援体制の構築

◎福祉関係者や地域への情報提供

生活支援
コーディネーター

◎支援体制の構築

地

域

（仕組みづくりのお手伝い）

❸

君津市内では、１０地区に分けて生活支援コーディネーターが活動しています。
①君津東地区（八重原中学校・周南中学校区）

⑥清和地区

②君津中地区（君津中学校区）

⑦小櫃地区

③君津西地区（周西中学校区）

⑧久留里地区

④君津南地区（周西南中学校区）

⑨松丘地区

⑤小糸地区

⑩亀山地区

活動の一例

❹

❷

❼
❶

❺

❽

❻

❾
❿

※地区ごとに活動内容は異なります

◎君津東地区

お便りお届け大作戦‼

◎君津中地区

カラー手帳作成

◎小櫃地区

スマイルサロン いーね

地区社会福祉協議会や民生委員児童委員
高齢者の生活に役立つ情報を収集し、福
地区社会福祉協議会や公民館と連携し、
の協力により、ひとり暮らし高齢者に絵手紙 祉関係者に配付し、高齢者支援に活用して 高齢者サロンを始めました。
や写真をお届けしています。
もらっています。
問

君津市社会福祉協議会

☎57-2250

君津市地域包括支援室

☎56-1732
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令和3年度

君津市社会福祉協議会

事業報告及び決算
令 和３年 度 事 業報告及び決算は６月17日（金）開 催の令 和４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、報告させていただきます。
皆様の御支援と御協力をいただき、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。なお、事業報告及び決算はホームページで公開しています。

法人運営部門（総務企画・施設管理）
１ 法人の運営
・理事会及び評議員会等の開催
・外部研修会への参加
・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
・君津市社会福祉協議会設立50周年記念誌の発行 400部
・卒寿（90歳）を迎えられる方への記念品の贈呈 404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布（立て看板92枚）
・歩行困難な方へ車いすや福祉カーの貸出し 179件
・本会独自のフードドライブ（食品回収）のしくみを検討し試行的に実施 寄贈件数152件
寄贈食品数2,994点（重量2,292.5㎏）
・君津市及び日本赤十字社千葉県支部君津地区と連携し、食料品の調達が困難な新型コロナウイルス感染症
自宅療養者に、食料品等を無償配付 配付件数340件
・広報紙「福祉きみつ」の発行 年4回
3 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」の管理運営
・君津市福祉作業所「ふたば園」及び「ミツバ園」の管理運営

地域福祉活動推進部門（地域福祉推進事業）
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
・地区社会福祉協議会の主な事業は、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による、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 2,116人（令和３年度新規登録 ３グループ18人、個人ボランティア20人）
・小中学校で行う福祉体験学習の取り組み支援 ２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18校1,768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

福祉きみつ 209 号（3）

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28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7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258件
３ ふれあい相談事業（君津市ふれあい相談室）
・心配ごと相談（民生委員・専任相談員） 168件
・法律相談（弁護士） 112件
・こころの相談（カウンセラー） 62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 利用件数943件
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
・君津市ファミリーサポートセンター事業 利用件数640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
・第1層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
前年度繰越金 23,498,447

積立資金取崩収入
796,500

会費収入 10,573,240
寄付金収入
1,847,906

その他の収入
300,768

受取利息配当金収入
1,640
介護保険
事業収入
57,220,708
事業収入
2,617,450

貸付事業収入
518,000

収入の部
266,801,963

経常経費
補助金収入
95,759,240

共同募金配分金
事業費支出
2,181,000
貸付事業費支出
580,000

助成金支出 8,672,904
ファイナンス･リース債務の返済支出 732,240
積立資産支出 5,929,559
その他の活動
による支出
3,495,960

事務費支出
30,390,820
事業費支出
20,550,980

支出の部
239,521,012

人件費支出
166,987,549

受託金収入
73,668,064

（単位：円）
事業報告及び決算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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地域福祉のためにあなたの力をお貸しください。協力会員募集中
!!

................

あんしん事業・ファミリーサポートセンター事業

................

〇市民同士の助け合い〜ホームケアサービスあんしん事業〜

あんしん事業とは、市民同士が互いに助け合う会員登録制の有償ボランティア福祉サービスです。
普段の生活の中で「ちょっと困ったな」というときにお手伝いをしてくださる
協力会員を募集しています。
●住居の掃除 ●生活必需品の買い物
●食事の支援 ●通院時の付き添い など
年齢・資格は問いません。
活動時間：午前７時から午後８時まで
謝
礼：３０分３５０円（プラス交通費）
以降３０分ごとに３５０円追加

掃除してくれてありがとう

〇地域ぐるみの子育て支援〜ファミリーサポートセンター事業〜

子育ての手助けをしたい方（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、安心して子育てができる環境づくりを目指した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」からはじめてみませんか？
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
利用会員：君津市に在住または在勤の方で、生後６ヵ月〜６年生までのお子さんがいる方
利用内容：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時から午後１０時まで
謝
礼：1時間あたり500円（送迎の交通費、おやつ代等は実費負担）
問 あんしん事業・ファミリーサポートセンター

☎57-2252

協力会員さんのお宅に
お母さんがお迎えにきました

情 報 伝言板 ！
障がい児者日帰りバスハイク案内
君津市社会福祉協議会では障がいのある方とその家族の方に１日楽しんでリフレッシュしていただくと
ともに参加者同士の交流や友達作りを目的に「障がい児者日帰りバスハイク」を実施します。
今年度は新型コロナウイルス感染防止対策のため、規模を縮小して実施します。
期
日：令和４年９月３日（土）
お願い 皆さんに安心して参加していただくた
行
先：東京スカイツリー見学と浅草散策
めに新型コロナウイルスワクチンの3回目接種
対
象：市内在住の障がい児者と同居のご家族
や抗原検査での陰性確認にご協力ください。
定
員：６０名（定員になり次第締め切ります）
参 加 費：大人（中学生以上）3,000円 小学生2,000円 小学生未満無料（食事なし）
乗車場所：原則、保健福祉センター、生きがい支援センター、小櫃公民館を予定。
乗車場所・時間等詳細は後日参加者にお知らせいたします。
※車いす用リフト付きバスも用意しています。
申込期間：令和４年８月１日（月）〜８月１２日（金）
※申込の際には住所・氏名・電話番号・障害種別をお知らせください。
※介助や見守り等のボランティアが必要な方は申し込みの際にご相談ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になる場合があります。
問 申 君津市社会福祉協議会 ☎57-2250
問・申
54-2941 mail@kimitsu-shakyo.or.jp
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ボランティアひろば
外箕輪をきれいにする会 （会長

ィア
テ
ン
ラ
ボ
介
活動紹

越川 武）

外箕輪地域内には、国道１２７号があり、東京湾アクアラインの開通により全
国各地からの観光客等の利用が多く、その反面空き缶、空き瓶及び紙くず等の
ポイ捨て行為が後を絶たず散乱ゴミが多く、環境美化の推進と美観の保護が叫
ばれておりました。
この状況を重く見た外箕輪地域の有志が「自分たちの地域は自分たちできれいに」を合言葉にボランティアにより
清掃活動を行うべく、本会を平成１３年４月１日に設立し、現在に至っています。（令和４年４月１日現在 会員数４２名）
このように会員の不断の努力が報われ、平成２５年８月に国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所長感謝状を、
平成３０年８月には国土交通省関東地方整備局長感謝状をいただき、会員一同、
今後もなお一層頑張っていきたいと考えております。
●清掃の活動日
毎月第1日曜日
（雨天の場合は次週の日曜日とし、以下順延）
午前８時から午前９時３０分までの１時間３０分程度
問

●清掃場所
国道127号外箕輪小糸川の
松川橋から北子安交差点まで
の約２.８キロメートル
国道127号清掃活動

君津市ボランティアセンター

ホームページをのぞいてみてください！
！
ボランティアセンターに登録をしているグループを紹介しているページをリニューアルいたしました。
令和４年6月1日現在ボランティアセンターには７５団体１６７名の個人ボランティアが登録をしており
ます。コロナ禍でも助けを必要とする方がいるので、感染防止対策等工夫をしながら活動してくだ
さる方々がいます。
各グループの活動を知ってもらえたらとても嬉しいです。
一緒に活動する仲間の募集をしているグループもあります。
興味がありましたらご連絡ください。また、個人・団体にかか
わらず、ボランティア登録もお待ちしております。
君津市社会福祉協議会ホームページ内⇒ボランティア活動
問 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
4月25日（月）に今年度初めての切手整理ボランティア活動を行いました。今回もたくさんの切手
が集まりました。１８名のボランティアさんの手によって、きれいに切り揃えてもらいました。
切手整理ボランティアさん達の手によって切り揃えられた1年分の使用済み切手や使用済み
カード類を、買取業者に売却しました。
切手やカードの売却代金は、ボランティア活動のために活用します。
収集にご協力していただきありがとうございました。今後とも収集活動への
ご協力をお願いします。
◆令和3年度収集実績 使用済み切手… 11.5ｋｇ
（約7,000枚で１ｋｇ）
使用済みカード… 1.3ｋｇ
（約650枚で1ｋｇ）
コロナ禍にもかかわらず、
問 君津市ボランティアセンター
たくさん集まりました

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
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地区社協活動紹介

君津南地区

（周西南中学校区）

君津西地区

地区社会福祉協議会（地区社協）をご存知ですか？

（周西中学校区）

君津市社会福祉協議会では、市内を８地区に分け、それぞれに地区
社会福祉協議会（地区社協）を組織しています。

小糸地区

小櫃地区

君津中地区

（君津中学校区）

地区社協とは、地域住民が相互協力して地域の社会福祉の増進を図

上総地区

君津東地区

るとともに、身近なところでの福祉活動を推進し、お互いに助け合い安

（八重原中学校・
周南中学校区）

心して暮らせるまちづくりを目指して取り組む住民主体の組織です。
地区社協が行っている主な事業は、敬老会・ひとり暮らし高齢者の
見守り・高齢者サロン・防犯パトロール・児童へのあいさつ運動などで

清和地区

す。地区ごとの実情に応じて、様々な事業を実施しています。
次号から、各地区社協の活動を紹介していきます。

地域の福祉を支える
賛助会員加入のお願い

読 者 クイズ

君津市社会福祉協議会では、本会の活動に賛同していただ
ける個人・企業・団体等の皆様に賛助会員（一口1,000円から）
としてのご加入をお願いしています。会員の皆様からいただ
いた会費は本会の実施する社会福祉事業や地域福祉活動に活
用させていただいております。近年、新型コロナウイルスの影
響もございますが、コロナ禍でも絶え間のない支援ができるよ
う、本会独自でフードバンク事業や新型コロナウイルスに感染
し自宅療養されている方への食料支援等も昨年度より実施し
ております。活動内容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。
また、企業や団体等で5,000円以上の賛助をいただいた方
につきましては、下記のような形で随時紹介
をさせていただいております。
活動の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。
応募は上記QRコードから
もお申し込みできます。

問 君津市社会福祉協議会

☎57-2250

賛助会員募集中

令和４年６月１日現在、君津市ボランティアセンターには何
団体登録しているでしょうか。
①５０団体 ②７５団体 ③１００団体
◆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。
URL（https://onl.tw/fFK9qa2）またはQRコードから
回答をお願いします。
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22日消印有効 Googleフォーム：8月22日〆切）
◆第208号解答◆
Q プロジェクトKの活動内容は何でしょう。
A ③障がい者の活動紹介
◆当選者◆
久保田 可衣様
田島 詩様
舘林 雅恵様

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！
有限
会社

しらいし

君津市中野1-22-1

☎0439-52-0157
社会福祉法人

章佑会

君津市尾車635-1
☎0439-32-2372

有限
会社

一木自動車

君津市久留里市場830
☎0439-27-2112
有限
会社

コスモ交通

君津市糸川586-1
☎0439-37-2056

有限
会社

森防災設備

君津市南子安3-1-6
☎0439-52-5254

日本開発興業 株式
会社
君津市法木270
☎0439-32-3136
（順不同）

