2017.7.1

第143号
編集・発行
社会福祉法人木更津市社会福祉協議会
木更津市潮見2丁目9番地
☎0438
（25）
2089 FAX０４３８
（２３）
２６１５
HP http://www.kisarazushakyo.or.jp
E-mail info@kisarazushakyo.or.jp

「第3次木更津市地域福祉活動計画」
平成29年4月からスタート！
木更津市社会福祉協議会では、市が策定する「木更津市地域福祉計画」に合わせてその具体的な行動計画である
「木更津市地域福祉活動計画」を策定しました。
今回は両計画を一体的なものとして共同策定し、
「木更津市地域福祉推進プラン」としてスタートしました。
地域福祉活動計画の基本計画は次の４つです。
なお、具体的な施策について、主なものを紹介いたします。

１ 福祉への理解を広げていくために
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・広報・ホームページ等による情報発
信の充実
・地区社協、福祉活動団体等に関する
情報の収集・提供
・児童・生徒・市民の福祉教育の推進
・世代交流事業の推進
・地域ケア会議の開催
・多者協働の場づくりの推進
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・地区社会福祉協議会の充実
・地区社会福祉協議会の活動支援
・地域福祉を支える拠点の検討
・住民懇談会の開催
・地域における集いの場の支援
・高齢者や障害者等の当事者組織
への支援
・生きがいづくりのための各種講座・出前講座の開催
・住民交流の拠点としてのサロン活動の増設
・ボランティアセンターの機能強化
・ボランティアの育成と参加促進
・災害ボランティアセンターの運営
・各団体の活動支援と団体間の連携の強化
・市内社会福祉法人と市社会福祉協議会との定期協議
・社会福祉法人の施設がある地区社会福祉協議会との連携の検
討

包括的・総合的な相談支援体制を確立するために
・相談窓口の充実と周知の徹底
・相談内容の集約と対応方法の
周知
・サロンでの傾聴ボランティアに
よる相談活動
・住民の福祉ニーズの把握
・新たなサービスの開発と提供
・地区担当コミュニティソーシャ
ルワーカーのモデル配置
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なお、計画の全編は木更津市及び木更津市社会福祉協議会の
ホームページで閲覧することができます。

第1回 福祉チャリティー
ゴルフ大会 開催
木更 津市 社会福祉協議 会では『つながろう木更 津』を
キャッチフレーズに様々な事業を展開しております。
このたび、福祉活動をより多くの方々にご理解いただき、
福祉の輪をさらに広げるため福祉チャリティーゴルフ大会を
開催します。
●開催日時 平成29年7月6日（木）
第1組スタート時間 午前7時15分
●開催場所 アクアラインゴルフクラブ
3
木更津市真里谷4345-3
※多くの企業・団体より協賛金・
協賛品について、ご協力ありが
とうございました。

この広報紙は、共同募金の配分金によって発行されています。

住民主体による地域課題の解決力強化・体制づくり

誰もが安心して生活できるために
・既存サービスの充実
・新たなサービスの開発と提供
・きさらづ成年後見支援センター活動の充実
（成年後見制度に関する事業・福祉サービス
利用援助事業）

第67回“社会を明るくする運動”
〜 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ 〜
毎年7月は“社会を明るくする運動”強調月
間・再犯防止啓発月間です。
“社会を明るくする運動”は、すべての国民
が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの
改善更生について理解を深め、それぞれの立
場においてチカラを合わせ、犯罪や非行のな
い安全・安心な地域社会を築こうとする全国
的な運動です。
犯罪や非行が生まれるのは、地域社会であり、また、罪を償い、改善更生を果た
す場もまた地域社会にほかなりません。罪を犯した人も非行のある少年も、いず
れは改善更生して社会に復帰し、地域社会の一員として、より良い社会の実現を担
うことになります。本運動は、地域社会に根ざし、広く地域住民の理解と共感を得
られるような活動を全国各地で展開しようとするものです。
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木更津市地域福祉活動計画で掲げた目標「つながろう木更津」を合言葉に、ともに助け合
い・支え合い、その人らしく豊かな生涯をおくることができる社会を築くため、地域住民や行
政機関、福祉関係団体、また民間の福祉事業者との協働により地域福祉を推進するため、次の
事業を実施しました。

平成28年度
事業報告・決算報告
収入の部

その他の収入
322,449

受取利息配当金収入
8,782

積立資産取崩収入
5,000,000
その他の活動による収入
8,429,610

障害福祉サービス等
事業収入
16,423,586
就労支援事業
介護保険事業収入
収入
29,899,555
1,665,486
後見事業収入
2,331,000

会費収入
12,954,700
経常経費補助金収入
61,418,830

その他の支出

40,500

積立資産支出
8,282
その他の活動による支出
5,081,130
当期資金収支差額
3,867,395

貸付事業支出
780,000
就労支援事業支出
1,595,465

成年後見制度に関する事業

給食サービス
心配ごと相談所
歳末たすけあい配分

8.介護保険法に基づく事業の実施
訪問介護サービス
指定居宅介護支援サービス

2.地域福祉ネットワークの推進

9.居宅生活支援事業の実施

地区社協の活動支援
第3次木更津市地域福祉活動計画の策定
福祉まつりの開催
福祉団体への助成
福祉施設への助成

事務費支出
38,738,641

4.財源の確保・拡充
社協会員加入促進
共同募金運動協力
災害準備積立金積立
福祉バザー協力

●木更津市民生委員児童委員協議会
●木更津市老人クラブ連合会
●千葉県共同募金会木更津市支会
●木更津市ボランティア連絡協議会
●木更津市遺族会
●君津地区保護司会
●君津地区保護司会木更津支部
●木更津地区更生保護女性会
●木更津市赤十字奉仕団

6.貸付事業の実施
善意銀行
生活福祉資金
臨時特例つなぎ資金

収入・支出合計
258,777,165円

3. 広報啓発の充実
4. 財源の確保・拡充
5. ボランティア活動の推進
6. 貸付事業の実施
7. 権利擁護の充実
8. 介護保険法・障害者総合支
援法に基づく事業の実施

13.法人運営部門の充実

7.権利擁護の充実

法人運営事業

日常生活自立支援事業

平成29年度
事業計画・予算
1. 在宅福祉サービスの充実
2. 地域福祉ネットワークの推進

居宅介護サービス
自立支援（機能訓練）サービス

12.各種団体への活動支援

ボランティアセンターの運営強化
災害対応の強化

事業費支出
23,618,783

10.障害者総合支援事業の実施

木更津市民総合福祉会館管理運営
木更津市あけぼの園管理運営
木更津市老人福祉センター管理運営

5.ボランティア活動の推進
人件費支出
177,701,015

ゆうあいサービス事業
福祉有償運送事業

11.福祉施設の適正な管理運営

福祉きさらづの発行
ホームページの運営

845,930
固定資産取得支出
368,164

助成金支出
6,131,860

1.在宅福祉サービスの充実

3.広報啓発の充実

単位：円

支出の部
負担金支出

寄附金収入
2,929,382

受託金収入
112,850,913

事業収入
4,009,372
貸付事業収入
533,500
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受取利息配当金収入
14,000
障害福祉サービス等事業収入
30,811,000
就労支援事業
収入
1,735,000
介護保険事業収入
後見事業収入 30,224,000
1,713,000

収入の部

事業収入
447,000
貸付事業収入
588,000

その他の
収入
173,000

会費収入
12,700,000
寄附金収入
2,400,000

経常経費補助金収入
60,889,000

受託金収入
115,168,000
単位：円

9. 福祉施設の適正な管理運営
10. 各種団体への活動支援
11. 法人運営部門の充実

支出の部
助成金支出
6,352,000
貸付事業支出
840,000
障害福祉サービス
事業費支出
1,983,000
就労支援事業
支出
1,735,000

予備費支出
169,000
当期資金収支差額
△3,719,000

事務費支出
36,877,000

事業費支出
26,467,000

収入・支出合計
256,862,000円

負担金支出
44,000
積立資産支出
1,000
その他の活動による支出
5,374,000

人件費支出
180,739,000

あなたの会費で地域福祉が支えられています
平成29年度 〜会費納入にご協力をお願いします〜
木更津市社会福祉協議会では「つながろう木更津」をテーマに誰もが安心して住み続けることのでき
るまちをめざして、さまざまな活動に取り組んでいます。活動を支えているのは「社協会員」の皆様であ
り、皆様から納めていただく会費は、本会事業運営や地域活動を推進するための大切な財源となってお
ります。皆様には本会の趣旨をご理解いただき、本年度の会費納入につきましてご協力くださいますよ
う何卒よろしくお願いいたします。

〜平成２8年度の会費収入報告〜
一般会費 37,120世帯
9,891,700円
特別会費
933件
1,223,000円
法人会費
１74件
1,840,000円
合 計
12,954,700円

会費の種類と金額
○一般会費 世帯300円

○地区社会福祉協議会を通じてご協力をお願いします。

○特別会費：一口 1,000円

○法人会費：会社・団体・法人等：一口 10,000円

○前年度会員としてご協力くださいました皆様へは、本年も前年同様に会費納入のお願いをさせていただいています。
（依頼時期：特別会員様には6月中旬、法人会員様には6月初旬）

この広報紙は、共同募金の配分金によって発行されています。

問合せ 管理係 ☎（25）2089
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ボランティアの

ボランティア活動に関する問合せ
木更津市ボランティアセンター
木更津市潮見2−9 木更津市民総合福祉会館 2階
☎（25）2089 内線25 9：00〜16：00 土日祝日は休み
FAX（23）2615

ひろば
ボランティアスキルアップ【傾聴】基礎研修会
日 程

第1回 平成29年7月12日（水） 13：00〜16：00
第2回 平成29年7月19日（水） 13：00〜16：00
第3回 平成29年7月24日（月） 13：00〜16：00
第4回 平成29年8月 7日（月） 13：00〜16：00
※全日程（4回）終了後、フォローアップ（振り返り）講座の開催
を予定しています。
（別途日程調整します。）
会 場 木更津市民総合福祉会館
木更津市潮見2-9
参加対象者 ① 現在、木更津市ボランティアセンターにボランティア登
録し（する予定）、市内の福祉施設やサロンなどでボラ
ンティア活動の経験（希望・予定）がある方
②傾聴ボランティア活動に興味のある方
③社協が実施した傾聴基礎研修を未受講の方
※①②③で全日程（4回）に参加できる方
受講料 無料
募集定員 30名（先着順）
申込締切日 平成29年7月5日（水）必着
共通申込
◎申込方法
「はがき」「電子メール」「FAX」にて下記項目を記入の上申込
みください。
記入項目：住所・氏名・所属団体名・電話番号・FAX番号
※ホームページより申込書がダウンロードできます。
◎申込･問合先
社会福祉法人木更津市社会福祉協議会 地域福祉係
〒292-0834 木更津市潮見2-9
TEL25-2089 FAX23-2615
E-mail：kishakyo-vc@kisarazushakyo.or.jp
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福祉教育ボランティア養成研修会
日程・内容・場所
日

程

平成29年8月2日（水）
1
13：30〜16：30

平成29年8月8日（火）
13：30〜16：30
平成29年8月22日（火）
3
施設見学と実習
9：00〜12：30
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参加対象者

場

木更津
市民総合福祉会館
ブルーベリー園
「野楽里・来楽里」

受講料 無料
募集定員 30名（先着順）
申込締切日 平成29年7月21日（金）必着

コミュニティソーシャルワーカー養成研修会
地域福祉活動の実践に必要な「コミュニティソーシャルワーク」に関
する知識を習得し、技能の向上を図るための研修会を開催します。
日 程 平成29年7月25日（火）10：00〜16：00
内 容 講義・グループ演習
会 場 木更津市民総合福祉会館 1階 市民ホール
木更津市潮見2-9
参加対象者 地区社会福祉協議会・自治会・ボランティア団体等に
所属し、地域福祉活動を実践している方
受講料 無料
お弁当の注文を希望する方は、
「弁当注文」と御記入ください。
（600円程度で手配予定、当日受付にて代金をお支払いください。）
募集定員 50名（先着順）
申込締切日 平成29年7月18日（火）必着

中学生の学習支援のための
学生ボランティア募集！！

☆エコキャップ・使用済み切手・プルタブ・アルミ缶集めています！
換金をして、福祉体験学習で使用する器具の購入や修理の費
用などにあてられますので、ご寄贈をお願いします。
（切手は、四
方に5ミリ程度の余白を残して封筒やハガキから切り離してくだ
さい。アルミ缶は、軽く中を水洗いしてからお持ちください。）

木更津市近隣に在住する大学生で、中学生と一緒に宿題な
どをやってくれるボランティアを募集しています！
活動期間 ①前期 平成29年7月から平成29年10月まで
② 後期 平成29年12月から平成30年3月まで
週1回3時間程度
※シフトを組み、概ね3週間に1回程度ご参加いた
だく予定です。
募集人数 10名程度
活動内容 中学生の宿題、問題集などの学習のサポート
活動場所 木更津市内の公共施設等
交通費等 ボランティア1回あたり 1,000円程度
※木更津市ボランティアセンターに登録し、保険に
加入していただきます。
問合せ 地域福祉係 ☎（25）2089

エコキャップ寄贈の報告
収集期間：平成29年1月28日〜平成29年5月15日
世界の子どものワクチンや障害者施設等における雇用創出・自立支援活動、
CO2 の削減に役立っています。
166,066個 ≪累計5,410,1659個≫
※エコキャップ収集場所：木更津市あけぼの園
ご協力ありがとう
木更津市潮見2-13-5 ☎（25）2345
ございました。

使用済み切手・プルタブ寄贈の報告
41,580円 ≪累計5,708kg≫
18,000円 ≪累計234kg≫

安い！

に！
イベント

不要入れ歯・アクセサリー回収の報告
31件 609g 29,912円 H27.28年度分
11,965円（日本ユニセフ協会へ寄付）
11,965円（社会福祉協議会に寄付）
5,982円（日本入れ歯リサイクル協会へ）

会

木更津
市民総合福祉会館

福祉教育サポート活動に興味があり、全日程（3日間）に参
加できる方

収集ボランティアのお知らせ

プルタブ 770kg
切 手
45kg

内
容
講義）福祉教育の意義
体験学習に期待すること
体験）高齢者疑似体験
体験）車椅子体験
視覚障害者体験

本場
香川県産

予約承中
!!
!!

夏
の

承う

ち
わ

り
ま
す

に！
PR宣伝

お祭に！

PR効果

小松印刷グループ

ホームページ http://www.protos21.com/

☎0438-36-5361（代）
千葉県の認可を受けた安心の介護保険指定事業所でリフォームしませんか？
介護 険指定事業
出張・
現場調査 料です。
無
お見積は
お気軽に さい。
だ
ご相談く

介護保険の工事に
不安があるお客様

どこに相談したら
いいのかしら？
事業所番号:1271101741
業所番号:1271101741
〒292-0805 千葉県木更津市大和2-4-1 VIOS木更津A号室
お問い合わせ

☎0438-23-2111

この広報紙は、共同募金の配分金によって発行されています。

◆建築板金工事◆
創業150年 屋根リフォーム・雨樋工事

木更津
ダンススポーツ

北村板金工業所

会長 北村 和則
市内富士見1-7-4

千葉県板金工業組合加盟店

木更津市富士見1-7-4

☎0438-23-0519

TEL090‐4942‐4506
TEL090‐494
TEL090‐4
TEL0
EL090‐49
L090‐49
090
90‐49
90
49
494
942
94
42‐450
506
※慰問伺います！
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●各種相談（無料相談）
相談内容

く・知っとく

主食・主菜・副菜をバランスよく取る
主食：主菜：副菜＝３：２：１にすると、
色々な食材を組み合わせた食事になる
ので、
１日に必要なエネルギーや栄養を
バランスよく摂取できます。
１回の食事で食べられる量が少ない
人はたんぱく質を優先的に取るようにし
ましょう。
食事回数は「３食＋おやつ」
低栄養を防ぐ為には、朝昼晩の３食
をしっかり食べることが大切。
１食で食
べきれない場合は、間食で補いましょ
う。間食時に水分補給も合わせて行うと
さらに良いです。
食事をワンパターン化しない
食事内容が固定になると、同じような
食品しか食べないので、栄養バランスに
偏りが生じがち。料理をするのが大変な
場合は、スーパーやコンビニ、デパ地下
でお惣菜を買ったり、
お弁当や食材宅配
サービスを利用したりすると、色々な食
品を食べる機会が増えます。
たんぱく質を積極的に食べる

の大部分の元となるたんぱく質の摂取
量が減ると筋力が低下しやすくなり、転
倒や骨折の危険性が増します。
「かたく
て噛み切れない」という時は、鍋で長時
間煮込んだり、繊維を切るようにうす切
りにしたり、肉叩きや包丁の背で叩いて
柔らかくしたり、肉だんごやすり身にした
り工夫をしましょう。
栄養補助食品を利用する
少食で多く食べられない人には、栄養
補助食品や栄養調整食品を利用する方
法もあります。たんぱく質を粉末状にし
た栄養補助食品「プロテインパウダー」
などは水や牛乳、
ジュース、みそ汁、スー
プなどに溶かすだけで、たんぱく質の摂
取を手軽に強化できます。
口腔内を清潔に保つ
食品をきちんと噛む為には、
日頃から
口や歯を清潔に保つことが大切です。食
事後は歯磨きやうがいなどで、口の中を
清潔に保つようにしましょう。どうしても
口腔ケアが自分や家族では難しい場合
は、定期的に歯科医院に通って、
ケアし
てもらうのも有効的です。

血や筋肉、骨、皮ふ、髪、爪など身体

木更津市社協への善意の寄付
〜心温まる善意の寄付ありがとうございました〜
寄付をいただいた方々は以下のとおりです。
受付期間 ：平成29年2月8日〜平成29年6月8日（順不同、敬称略）
寄 付 金 ・千葉県ヤクルト販売株式会社
・ヒラノ商事株式会社
・日本伝統文化国際交流団
・平良明子
・ユニー㈱アピタ木更津店
・祇園親和会
・大野英二
・木更津市ボランティア連絡協議会
・田中稔教
・木更津婦人会
・中郷盆栽同好会
・㈱シーエイチアイ東京ベイプラザホテル
・㈱竜場工務店
・㈲長島サッシ工業

時間

7月

3日（月）
・6日（木）
・13日（木）
20日（木）
・24日(月）
・31日（月）

電話

〜

心配ごと相談
3日（木）
・7日（月）
・10日（木） 13:00
8月
17日（木）
・28日（月）
・31日（木）16:00
（電話相談可）

法律相談
（要予約）
面談相談

9月

4日（月）
・7日（木）
・14日（木）
21日（木）
・25（月）

7月

10日（月）
・26日（水）

8月

21日(月）
・23日（水）

9月

11日（月）
・27日（水）

7月
結婚相談

9月
ボランティア相談

☎（25）2089

☎（25）2089
13:00 ※相談月の第1営業日の
午前8時30分より
16:00
受付開始
※8/14（月）
・祝日は休み
10:00 ☎（25）2089 内線24番
※7/18（火）
・8/15（火）
・
16:00
9/12（火）休み

火

8月

会場

〜

〜寝たきりのリスクを軽減！高齢者の低栄養を予防する改善方法〜

日

〜

元気で健康的な毎日を過ごす為に!!

月

ボランティアセンター
☎（25）2089 内線25番
16:00
※土日祝日は休み
9:00
〜

〜どうするこんなとき〜

月〜金

木更津市民総合福祉会館︵木更津市潮見2丁目9番地︶

ふ

〔第143号〕（4）

≪休館日のお知らせ≫
月

7月

施設名

16日（日）
17日（祝）

木更津市民
総合福祉会館
木更津市老人
福祉センター

8月

9月

問合せ

11日（祝）
20日（日）

17日（日）
18日（祝）
23日（祝）

木更津市
潮見2−9
☎（23）2611

3日（月）
・10日（月） 7日（月）
・11日（祝） 4日（月）
・11日（月）
17日（祝）
・18日（火） 14日（月）
・21日（月） 18日（祝）
・19日（火）
24日（月）
・31日（月）
28日（月）
23日（祝）
・25日（月）

木更津市
十日市場826
☎（98）6651

「あくてぃぶ」利用者募集!!
利用できる方：年齢18歳以上64歳未満
身体障害者手帳をお持ちの方、特定疾患の方
木更津市・袖ケ浦市・君津市・富津市在住の方
＊当事業所より片道30分程の範囲で送迎を行っております。
時間範囲外の方は要相談。
公共施設への送迎も可能です。
＊病院を退院してから期間が空いている方でもご利用していただけます。
詳しくは「リハビリセンターあくてぃぶ」までお気軽にご連絡・ご相談ください。
問合せ あくてぃぶ ☎（20）2080

フードドライブ＜食品の回収＞にご協力ください
家庭で余っている食品をご寄贈いただき、福祉施設や団体、困窮する世帯、個人等
に無償で提供するボランティア活動です。
寄贈食品で注意いただきたい点
①賞味期限が明記され、かつ2ヶ月以上あるもの
②常温で保存可能なもの
③未開封であるもの
④破損で中身が出ていないもの
⑤お米は前年度産に限る（玄米可）
⑥アルコール類は受付けておりません
木更津市民総合福祉会館内 木更津市社会福祉協議会
食品の受付
月〜金曜日 8：30〜17：15
問合せ

☎（25）2089

※善意の寄付をお待ちしております。
問合せ

管理係

☎（25）2089

木更津市社会福祉協議会

FAX（23）2615

ヘルパー募集

「初めての利用者さん宅への訪問に不安を感じる」という声を聞きますが、未
経験者でも大丈夫。サービス提供責任者が同行して丁寧に引き継ぎを行ってい
ます。
資 格 介護福祉士または初任者研修修了者で健康な方
（要）普通自動車免許 週3日以上働ける方。
（働きやすい時間や曜日に合わせられます）
待 遇 時給1,200円〜
交通費別途支給
（土・日・祝日は1時間につき300円加算）
問 合 せ 介護支援係 ☎（23）2642

「朗読CD・テープ」の貸出し
視覚障がいの方や最近文字がみづらくなって広報紙を「声」で情報を得たいとお考
えの方へ 広報紙「福祉きさらづ」を朗読したCDやテープの貸出しサー
ビスを行っております。希望する方は下記までお申し込みください。
登録後、広報紙発行毎に郵送にてお届けいたします。
（申し込み先）地域福祉係 ☎（25）2089
この広報紙は、共同募金の配分金によって発行されています。

平成２８年度法人会員のご紹介
（平成29年2月16日〜3月31日）
合計4件 50,000円
ご支援ありがとうございました。

会員名

１
２
３
４

カシダス木更津
㈱ホンダカーズ木更津
南総電機㈱
三好家

広報紙「福祉きさらづ」広告募集！
年間4回発行、
（ 7月1日、
9月1日、（枠広告の規格と掲載料金）
12月1日、
3月1日）
毎号41,500部を
1区画
縦4㎝×横5.5㎝ 4区画
発行し、
新聞折り込みで各世帯へま
縦8.2㎝×横11.2㎝
11,000円
た各公民館・行政機関などへ配布し
37,000円
ております。
2区画縦4㎝×横11.2㎝

20,000円

問合せ 地域福祉係 ☎（25）2089 ＦＡＸ
（23）2615
E-mail info@kisarazushakyo.or.jp

〜 皆さまのご意見をお聞かせください。 〜
FAX：23-2615 E-mail：info@kisarazushakyo.or.jp

