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編集・発行

厳しい時にこそ

「つながろう
　 木更津」です。 

身体障害者リハビリセンター「あくてぃぶ」の休業中に
ご利用者様からいただいた ‘エール’（絵手紙）。

みんなにエール

【問合せ】管理係　☎（25）2089　受付日時　祝日を除く月曜日～金曜日（午前9時～午後5時） 

生活にお困りの方へ（貸付制度のご案内） 
　社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの影響で仕事が休みになった方や失業された方を対象にした「特例貸付」を行っています。ご相談
の際は、必ずお電話にてお問い合わせください。また、低所得者、障害者または高齢者を対象にした「生活福祉資金」の貸付も随時ご相談をお受
けしています。それぞれに要件・審査がありますので、詳細は本会ホームページをご覧いただくか、お電話等でお問い合わせください。 

新型コロナウイルスの影響でお困りの方 
「特例貸付」 

（実施期間：令和2年9月30日（水）までの予定）

一時的な
資金が必要
な方
（主に、仕事
が休みに
なった方） 

➡

緊急小口資金（特例貸付） 
○対象者　新型コロナウイルス感染症により、仕事
が休みになった等、収入が少なくなった世帯 
○貸付上限額　20万円　※無利子・保証人不要 
○償還期限　2年以内 

生活の立て
直しが必要
な方
（主に、失業
された方） 

➡

総合支援資金（特例貸付） 
○対象者　新型コロナウイルス感染症により、収入
が少なくなったり、失業された世帯 
○貸付上限額
　・単身世帯　45万円（月額15万円×3か月分まで） 
　・ 二人以上世帯　60万円（月額20万円×3か月分
まで） 

※無利子・保証人不要 
○償還期限　10年以内 

新型コロナウイルスの影響に関わらずお困りの方 
「生活福祉資金貸付」 

（随時ご相談可能）
緊急小口資金 

○対象者　緊急かつ一時的に生計維持が困難な世帯 
○対象となる経費　・生活費全般・医療費・介護費など 
総合支援資金 

○対象者　失業や収入の減少等により、日常生活全般に困難を抱え
ている世帯 
○対象となる経費 
　・生活再建までに必要な生活費用 
　・住宅の賃貸契約に必要な費用など 
教育支援資金 

○対象者　低所得世帯の方で高等学校、大学、高等専門学校に就学す
る費用等にお困りの世帯 
○対象となる経費 
　【教育支援費】 
　　・授業料・教科書等購入費・部活動費 
　　・修学旅行積立金・通学費・アパート下宿費用など 
　【就学支度費】 
　　・入学金等入学時に納める経費 
　　・制服、体育着、カバンなどの入学時に購入が必要な経費など

フードバンク（緊急の食料支援）
○ 生活に困っている方への食料支援として、ご寄付いただいた食料を無償で提供する「フードバンク」活動を実施しています。企業や個人か
らのご寄付により食料を確保しているため、常に生活に必要な食料がそろっているわけではありません。そのため、現状では緊急的な一時
支援としてご利用いただいております。併せて、食料のご寄付も随時受け付けておりますので、ご協力いただける方は本会までご連絡くだ
さい。 
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みなさまからの会費が地域福祉活動を支えています

　社協では「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地域をめざ
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、この
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、ぜひご協力
くださいますようお願い申し上げます。

会費の種類と金額   ※会費は何口でもお申込みいただけます。

○一般会費　一世帯	 300円/年 （ 地区社会福祉協議会を通じて、皆さまに
  　ご協力いただいております。）

○特別会費　一口	 1,000円/年 （本会活動にご賛同いただいた方）

○法人会費　一口	 10,000円/年 （企業・団体・法人等）

○ 特別会費、法人会費については前年度会員様へ会費納入のご協力案内をさせていただいておりま
す。納入方法は振込用紙でのお振込み、または集金（関係者等へ依頼）、社会福祉協議会事務局へ
お持ちくださるようお願いいたします。

令和元年度の会費実績
ご協力いただきありがとうございました。
一般会費 36,056世帯  　10,051,400円 
特別会費 787件  1,048,000円 
法人会費 183件  1,960,000円 

合　計 13,059,400円 

令和２年度　～社協会員加入のお願い～	

問合せ　管理係　☎（25）2089

1.在宅福祉サービスの充実　　	
心配ごと相談所 
歳末たすけあい配分 
2.地域福祉ネットワークの推進	

地区社協の活動支援 
福祉まつりの開催（台風の為中止） 
福祉団体への助成 
福祉施設への助成 
生活支援体制整備事業 
コミュニティソーシャルワーカー事業（新規） 
3.広報啓発の充実	

福祉きさらづの発行 
ホームページの運営 
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 
福祉バザーへの協力
福祉チャリティゴルフ大会の開催 
5.ボランティア活動の推進	

ボランティアセンターの運営強化 
災害対応の強化 
ファミリーサポートセンター事業 
学習支援事業 

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 
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・障害者総合支援法に

基づく事業の実施 
9. 福祉施設の適正な管理運営 

　地域共生社会実現のため、次の事業を実施しました。 
（令和元年台風15号、台風19号 集中豪雨災害への対応及び、新型コロナウイルス感染拡大防
止の影響を受け一部事業が中止や縮小となっております） 

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 
7.権利擁護の充実	

日常生活自立支援事業 
きさらづ成年後見支援センター運営事業 
8.介護保険法に基づく事業の実施	

指定居宅介護支援サービス 
9.障害者総合支援事業の実施	

自立支援（機能訓練）サービス 
10.福祉施設の適正な管理運営	

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 
11.各種団体への活動支援	

●木更津市民生委員児童委員協議会
●木更津市シニアクラブ連合会
●木更津市遺族会 
●千葉県共同募金会木更津市支会
●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　 
12.法人運営部門の充実	

法人運営事業 

令和元年度
事業報告・決算

令和2年度
事業計画・予算

10. 各種団体への活動支援 
11. 法人運営部門の充実 

収入の部
その他の活動による収入
19,750

繰越金
40,481

法人内部取引
12,105

共同募金配分金収入
11,393

事業収入
43,715

補助金・受託金収入
189,847

自主財源（会費・寄付金）
18,031

支出の部

法人・地域福祉事業他
167,344

成年後見支援
センター事業
15,586

福祉会館管理運営事業
19,477

当期末支払資金残高
43,921

介護保険事業
10,033

福祉作業所
管理運営事業
67,568

共同募金配分事業
11,393

収入・支出合計
335,322千円

収入の部 支出の部法人内部取引
6,923

法人・地域福祉事業
他 11事業
176,083

その他予備費
7,670成年後見

支援センター事業
22,130

公益事業
19,942

介護保険事業
14,920

共同募金
配分事業
11,386

前年度繰越金
5,263

共同募金配分金収入
11,386

その他の収入
224

事業収入
46,829

補助金・
受託金収入
164,134

自主財源
（会費・寄付金・
積立資産取崩）
17,372

収入・支出合計　252,131千円

単位：千円

　

単位：千円
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コミュニティソーシャルワーク事業
スタートしました！

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

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、12月1日、3月1日）毎号
41,400部を発行し、新聞折り
込みで各世帯へまた各公民館・
行政機関などへ配布しておりま
す。

（枠広告の規格と掲載料金）
1区画
縦4㎝×横5.5㎝
11,000円 4区画

縦8.2㎝×横11.2㎝
37,000円2区画縦4㎝×横11.2㎝

20,000円

～　誰もが住み慣れた地域で安心して過ごすこと
が出来るようにお手伝いします　～	
「CSW（コミュニティソーシャルワーカー）って？」	
　一人ひとりの生活や想いに寄り添い、みなさんと
一緒に地域の課題解決に取り組みながら、誰もが暮
らしやすい支え合いの地域づくりをしています。 
何でも相談にのります！	
・子どもから大人まで全世代対象の相談窓口です。 
・ 福祉のことに限らず、暮らしの中での困りごとや不安なこと等のご相

談をお受けします。 
・地域住民や関係機関等と連携しながら解決に向けて支援します。 
地域での活動をサポートします	
・地域活動に参加する第一歩をサポートします。 
・新たな活動の立ち上げをサポートします。 
・ 活動や運営上の困りごと等のご相談をお受け

します。 
 
●たとえばこんなことはありませんか？	
・ 近所で一人暮らしをしている方を最近見かけ

ない。 
・腰が痛くてゴミ出しができない。 
・困っている。とにかく話を聴いてほしい。 
・地域でなにかしたい。自分でできることはないか。 
★	「どこに相談に行ったらいいのかわからない」「こんなこと相談して
も良いのかな・・・」と悩んだときは、まずはCSWにご相談ください！	

●相談したら全部CSWが解決してくれるの？	
　CSWだけで全てを解決することはできません！ 
　さまざまな関係機関や地域住民のみなさんと連携して、課題解決に向
けて取り組んでいます。 
　それでも解決が難しい課題があれば、解決方法をみなさんと一緒に考
えます。 
●CSWは普段どこにいるの？	
　CSWは木更津市社会福祉協議会にいます。　社協の職員がチームで
応援します！ 

　木更津市社会福祉協議会では、昨年度から木更津市の委託事業とし
て、学習習慣や生活習慣づくりを目的に中学生を対象にした学習支援
教室を市内3つの地域で開催しています。子どもたちが、将来に夢や
希望をもって成長するために、安全・安心な居場所づくりに努めてい
ます。 
　「学習支援員」と「学習支援補助員」が調整役となり、生徒と大学生な
どの学生ボランティア、地区社会福祉協議会などの住民ボランティア
が、楽しい学びの場を手づくりしています。互いに「教えられる」「教え
る」だけの関係ではなく、レクリエーションなどの楽しい交流体験を
とおして、ともに考え、ともに語ることのできる居場所をつくり、とも
に支えあう地域の福祉の充実を目指しています。 

生徒募集
対　　象　市内在住の中学1年生から3年生 
　　　　　※ 終了時間が午後7時30分となりますので、原則、保護者

の送迎をお願いします。 
日　　時　（火）三中地区・（水）岩根地区・（木）中央地区 
　　　　　午後5時30分～午後7時30分 
場　　所　（火）西清川公民館 
　　　　　（水）岩根公民館※・新御堂寺のいずれか１か所 
　　　　　※ 「岩根こどもサロン」が開催される週（月1回）は、土曜日

の午前10時～12時の開催となります。 
　　　　　（木）中央公民館 
持 ち 物　宿題や問題集など勉強したいもの 
　　　　　教科書・辞書・参考書などで、勉強するときに必要なもの 
　　　　　筆記用具・マスク
参 加 費　無料（参加にあたっては、事前申込が必要です。） 
定　　員　各会場25名 
　　　　　※ 定員を超える申込があった場合は、家庭の状況等を考慮

の上、参加をお断りする場合があります。 
ボランティア募集

　中学生と一緒に宿題やレクリエーションをやってくれる大学生な
どのボランティアを募集中！ 
活動日時　毎週火・水・木曜日と月１回土曜日のいずれか 
　　　　　午後５時00分～午後８時00分 
　　　　　 都合のいい日・曜日での参加で構いません。交通費（定額）

を支給します。 
申込・問合せ先　地域福祉係　☎（25）2089　FAX（23）2615 

学習支援事業〜みんなが主役になる場所〜

　「ファミリーサポートセンター（愛称　ファミサポ）」は、子育てを
手伝って欲しい人（依頼会員）と手伝いたい人（提供会員）が会員と
なり、地域で子育てを助け合う有償相互援助活動です。 
活動内容　保育園・幼稚園・習い事への送迎、預かり等 
依頼会員　 市内在住・在勤の生後6か月から小学6年生のお子さんの

いる方 
提供会員　市内在住の20歳以上で育児サポート講習を受けた方 
両方会員　依頼会員と提供会員を兼ねる方 
活動時間　午前6時～午後8時 
利 用 料　 1時間700円／子ども1人（同世帯から複数の子どもを預

かる場合は2人目以降の分は1時間350円／人） 
☆育児サポート講習会のご案内	
　ファミリーサポートセンター事業の提供会員または両方会員で
活動していただくために、下記の講習会を受講していただく必要が
あります。（受講料、テキスト代無料） 
講習会は、年間に数回開催する予定ですので、すべての日程が参加
できなくても結構です。 
日程表	

日程 時　間 講習項目 

7月13日（月） 9：00～10：00  開講式　ファミリーサポート事業について 
10：00～12：00  小児看護の基礎知識1 

7月15日（水） 10：00～11：30  子どもの栄養と食生活1 
7月17日（金） 14：00～16：00  保育の心 
7月20日（月） 10：00～12：00  小児看護の基礎知識2 
7月22日（水） 10：00～12：00  安全・事故 
7月29日（水） 10：00～12：00  子どもの世話 

講習会の申し込みは下記問合せ先まで。また、講習受講中にお連れ
のお子様の保育を希望される場合は、お申し込み時にお申し出くだ
さい。 
【問合せ】木更津市ファミリーサポートセンター 
 ☎（22）3833　FAX（23）2615 
 開所時間　月～金（祝日、年末年始を除く）9：00～16：30

ファミリーサポートセンター

何でもご相談
くださいね。

mailto:info@kisarazushakyo.or.jp
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●各種相談（無料相談）7月〜10月の予定
相談内容 月 日 時間 電話 会場

心配ごと相談
（電話相談可）

7月 2日（木）・9（木）・16（木）・30（木）

13:00

～

16:00
☎（25）2089
※祝日は休み 木

更
津
市
民
総
合
福
祉
会
館（
木
更
津
市
潮
見
2
丁
目
9
番
地
）

8月 6日（木）・20日（木）

9月 3日（木）・10日（木）・17日（木）

10月 1日（木）・8日（木）・15日（木）・22（木）

法律相談
（要予約）
面談相談

7月 13日（月）・20日（月）・22日（水）

13:00

～

16:00

☎（25）2089
※相談月の第1営業日の
午前8時30分より受付開始

※祝日は休み

8月 17日（月）・26日（水）

9月 14日（月）・23日（水）

10月 12日（月）・19日（月）・28日（水）

結婚相談 火
10:00

～

16:00

☎（25）2089　内線24番
※7/14・9/15・9/22　

（火）は休み

ボランティア相談 月～金
9:00

～

16:00

ボランティアセンター
☎（25）2089　内線25番

※土日祝日は休み

後見相談 7月28日・8月25日・10月27日
毎月第4火曜日

9:00

～

16:00

きさらづ成年後見
支援センター
☎（22）6226　

≪休館日のお知らせ≫ 7月〜10月の予定
月

施設名 7月 8月 9月 10月 問合せ

木更津市民
総合福祉会館

19日（日）
23日（祝）
24日（祝）

10日（祝）
16日（日）

20日（日）
21日（祝）
22日（祝）

18日（日）
木更津市
潮見2−9　

☎（23）2611

木更津市老人
福祉センター

  6日（月）
13日（月）
20日（月）
２３日（祝）
2４日（祝）
2７日（月）

  3日（月）
10日（祝）
11日（振）
17日（月）
24日（月）
31日（月）

  7日（月）
14日（月）
21日（祝）
22日（祝）
23日（振）
28日（月）

  5日（月）
12日（月）
19日（月）
26日（月）

木更津市
十日市場826　
☎（98）6651

令和元年度法人会員のご紹介
　令和元年度は、183の会社・事業所が法人会員として御協力をいただき
ました。
　うち、令和2年2月21日から3月31日までの期間で御協力いただいた
会員様は次のとおりです。

会員名
1 （有）LEEテックス
2 （有）大一オートサービス
3 有料老人ホーム木更津真心生楽館

　ご支援ありがとうございました。

八幡台地区に特別養護老人ホームが
オープンします。

　地域密着型特別養護老人ホーム「ハートケア八幡台館」・小規模多機能
型居宅介護施設「ハートケア八幡台館」が９月１日にオープンします。 
　ご利用の対象となる方は、木更津市に住所があり、原則要介護３以上の
方になります。 
　詳しくは、お電話でお問い合わせください。 
社会福祉法人多宝会開設準備室
☎0438-22-6288（平日午前９時～午後５時３０分） 

　新型コロナウイルスの感染拡大を受け、イベントの中止や延期な
どにより予定していた献血会場での実施が困難な状況となっていま
す。献血協力者の減少は、血液製剤の安定的な供給にも影響します
ので、ぜひ献血へのご協力をお願いします。 
　現在、献血会場での密集を避けるために予約（献血ルーム、一部の
献血バス）をお願いしています。詳しくは千葉県赤十字血液センター
（電話:0120-892-760　受付時間：1月1日を除く9：00～17：00）に
お問い合わせください。 

木更津市赤十字奉仕団から
献血へのご協力のお願い

～「朗読CD・テープ」の貸出し～
　視覚障がいの方や最近文字が見えにくくなって広報紙を「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。
申込み　介護支援係　☎23-2642

〜心温まるご寄付
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：令和2年2月11日～令和2年5月31日（順不同、敬称略）
寄 付 金	・ヒラノ商事株式会社
	 ・一般社団法人千葉県損害保険代理業協会木更津支部
	 ・有限会社山村通信
	 ・木更津中央ライオンズクラブ
	 ・平良	明子
	 ・八幡台男の料理クラブ
	 ・アピタ木更津店
	 ・祇園親和会
	 ・千葉県立木更津東高等学校生徒会
	 ・TOTOリモデルクラブ木更津店会
	 ・株式会社ミサレージュ
	 ・株式会社WATANABE
	 ・新御堂寺
寄 付 品	・NPO法人将棋普及協会ちば
	 ・木更津市農業協同組合
	 ・木更津市
	 ・株式会社ハマダ
【問合せ】管理係　☎（25）2089　FAX（23）2615

資格
　介護支援専門員、普通自動車運転免許（AT限定可）
勤務日・時間
　月曜日から金曜日（土、日曜・祝日・年末年始休業）
　午前8時30分～午後5時15分
処遇・福利厚生
　基本給　月額208,000円～
　通勤手当、資格手当、時間外手当、賞与（年2回）
　試用期間あり、定期昇給あり
　社会保険、労働保険加入、退職金制度あり
　有給休暇あり、転勤なし

詳細は、HPをご覧いただくか、お電話等でお問い合わせください。
【問合せ】介護支援係　☎（23）2642

業務拡大に伴い介護支援専門員を募集します！

　少人数での自立訓練（機能訓練）を行っています。
　作業療法士が身体機能評価を行いご利用者様おひと
りおひとりのお体の状態にあったリハビリメニューを立
案し、スタッフ一同真心をこめてサポートします。
（午前・午後の2部制）
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、難病等を患っている方
  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。車イスのまま乗降できる車で送迎できます。
　詳しくはお気軽にご連絡・ご相談ください。
【問合せ】あくてぃぶ　☎（20）2080

「身体障害者リハビリセンター
あくてぃぶ」利用者募集　


