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編集・発行

包括的・総合的な相談支援体制を
確立するために福祉への理解を広げていくために

・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配置

住民主体による地域課題の
解決力強化・体制づくり

・�地区社会福祉協議会の充実・活動支援
・地域福祉を支える拠点の検討
・地域懇談会の開催
・地域における集いの場の支援
・�高齢者や障がい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支援
・�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
・�社会福祉法人、福祉施設の連携、� �
協働の場の組織化
・地域生活課題の発見と情報共有

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（再掲）
・生活困窮世帯への支援
・�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）
・�木更津市重層的支援体制整備事業実施計画の推進� �
（包括的相談支援事業・多機関協働事業）

・�広報、ホームページ、SNS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
・多世代交流事業の推進
・地域ケア会議への参加
・多者協働の場づくりの推進

問合せ 　トータルサポート推進室　☎（25）2089
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皆さまからの会費が地域福祉活動を支えています

本会では地域福祉活動計画のキャッチフレーズ「つながろう木更津！」のもと、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。「社協会員」の皆さ
まからの会費は本会事業運営や地域福祉を推進するための大切な財源として活動を支えています。
皆さま、ぜひご協力くださいますようお願い申し上げます。 

会員の種類と会費（年額）   ※会費は何口でもお申込みいただけます。  

○一般会員　一世帯	 300円 （地区社会福祉協議会を中心に地域の組織を通じて、
    皆さまにご協力いただいております。）

○特別会員　一口	 1,000円 （個人会員・本会にお申し出ください）

○法人会員　一口	 10,000円 （企業・団体・法人等）

○ 特別会員、法人会員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きます。
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）、本会事務局へお持ちくださるよ
うお願いいたします。

令和３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。
一般会員 35,186世帯 10,149,100円
特別会員 949件 1,230,000円
法人会員 180件 2,010,000円

合　計 13,389,100円

令和4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
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
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
福祉バザー協力（中止）
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
生活困窮者等就労支援事業

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
市民後見人養成講座の運営
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

支出の部

法人・地域福祉事業他
195,472

福祉会館管理
運営事業
19,424

当期末支払資金残高
63,824

成年後見支援
センター事業
21,281

介護保険事業
14,134

共同募金配分事業
9,909

令和４年度
事業計画・予算

単位：千円収入の部 支出の部

法人・地域福祉事業他
232,368

成年後見
支援センター事業
27,683

公益事業
19,608

介護保険事業
11,784

共同募金
配分事業
10,037

繰越金
34,505

共同募金配分金収入
10,137

その他の収入
270

事業収入
40,130

補助金・受託金収入
199,738

自主財源
（会費・寄付金）
16,700

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 10. 各種団体への活動支援 11. 法人運営部門の充実

　木更津市社会福祉協議会（以下「本会」という）では、地域住民及び福祉組織・関係者の
協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことが
できる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進するため次の事業を実施しました。
　なお、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から一部の事業を中
止・縮小しております。

令和３年度
事業報告・決算

収入の部
その他の活動による収入
1,196

繰越金
61,520

共同募金配分金収入
9,909

事業収入
46,323 補助金・受託金収入

188,395

自主財源（会費・寄付金）
16,701

単位：千円

収入の部合計　301,480千円 支出の部合計　301,480千円

支出の部合計　324,044千円

収入の部合計　324,044千円
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労災・雇用・健康保険など仕事に
必要な保険の手続きから資格取得・
事業・経営のサポートまで。
まずは当組合までご相談ください。

建設業で働くなら！

君津市杢師3-2-5　※消防署向い
☎0439（50）8860 ↑HPは

　こちらから

保護者様に寄り添った送迎サービスが充実した、
小学1年生から6年生までを対象とした学童保育です。
日々のお子さまの成長をしっかり共有し、放課後の
時間を有意義な成長の時間を作る事をモットーに、
成長の過程における喜びや不安を共に
分かち合える存在でありたいと思っています。

0438-80-2940
木更津市東中央1-3-6ゆみーる東中央四番館2階

　「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）  
※ひとり親等の方は市への事前登録により助成が受けられます

新型コロナウイルスワクチン接種時の預かり
　新型コロナウイルスワクチン接種時の子どもの預かりについては、利
用料無料で実施しています。
預かり場所：木更津市民総合福祉会館／金田地域交流センター
時 間 帯： 午前9時から午後4時までのワクチン接種に要する時間のみと

し、原則2時間以内
利用料について：無料
申込方法： 利用の10日前までに申込みが必要です。詳しくは木更津市ファ

ミリー・サポート・センターまでお問合せください。
育児サポート1次講習会のご案内
　提供会員または両方会員で活動していただくために、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）。
　今年度の講習会は、下記のとおり開催予定です。なお、今回すべての
日程に参加できない場合は次回以降に分けて受講しても結構です。

日程 時間 講習項目
7月11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13日（水）   9：00～12：00 保育のこころ、安全・事故、子どもの世話
7月15日（金）   9：30～12：30 緊急救命講習

　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・申込先  木更津市ファミリー・サポート・センター ☎（22）3833
受付時間：月～金（祝日、年末年始を除く）午前9時から午後4時30分まで

◇日　　　程
　【基礎編】
　 第1回　令和4年8月30日（火）  10：00～12：00（受付9：30～）
　 第2回　令和4年9月  6日（火）  10：00～12：00（受付9：30～）
　【フォローアップ編】
　 第3回　令和4年9月26日（月）  10：00～12：00（受付9：30～）
◇会　　　場 木更津市民総合福祉会館 2階 第1.2研修室
  木更津市潮見2-9
◇参加対象者 【基礎編】
   傾聴ボランティア活動に興味のある方で、傾聴研修を

初めて受講する方及び過去に基礎研修を受講しているが
復習を希望の方

  ※ 本会ボランティアセンターへの登録及び活動協力をお
願いします。

  【フォローアップ編】
  過去（今回含む）に本会が主催の基礎研修を受講済の方
◇受　講　料 無　料
◇募 集 定 員  30名（申込多数の場合は抽選）    

申込多数で抽選に漏れた場合は連絡します。
◇申 込 方 法  所定の申込書（本会ホームペー

ジよりダウンロード）により
FAXまたはE-mailにてお申込み
ください。

◇申込締切日 令和4年8月10日（水） 必着
◇問合せ・申込先 地域福祉係
  ☎（25）2089　　FAX（23）2615
◇そ　の　他  研修会当日まで特に連絡はいたしません。当日は筆記用

具をご持参ください。
  受講修了者には、「受講証明書」を交付します。

　市内の福祉施設やサロン・また個人のお宅へ伺っての傾聴など、
ボランティア活動をする際に役立つ知識や傾聴の技法を習得するため
の研修会を開催します。

　家庭学習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、
今年度から新たに富来田公民館を加えた市内4つの公民館で開催しています。
　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・安心な学習
場所・居場所づくりに努めています。
<生徒募集>
対 象  市内在住の中学生（保護者による送迎が可能な生徒）  

（小学生は要相談）
開催場所

教室 場所 曜日 日時
西清川 西清川公民館 火 17：30～19：30

岩　根 岩 根 公 民 館 水 17：30～19：30
土（月1回） 10：00～12：00

新 御 堂 寺 不定期（水・月1回程度） 17：30～19：30
中　央 中 央 公 民 館 木 17：30～19：30
富来田 富来田公民館 金 17：30～19：30

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

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。
※ 各教室とも施設利用のガイドラインに沿った感染防止策・手指の消毒・検温・

教室内では三密を避けるよう席の配置をしています。

募 集 対 象  高校生以上
活 動 日 時  火曜日から金曜日まで

 午後5時30分から午後7時30分まで
活 動 場 所  （火）西清川公民館 （水）岩根公民館

 （木）中央公民館 （金）富来田公民館
 ※参加できる場所・曜日で調整します
 　交通費（少額）を支給いたします
応 募 方 法   ご興味がある方は、事務局にお電話いただき、日程調

整後、ぜひ見学にいらしてください！
問 合 せ  〒292-0834　木更津市潮見2-9

 木更津市社会福祉協議会　　
 ☎（25）2089  FAX（23）2615

子育てを助け合う
木更津市委託事業「ファミリー・サポート・センター」木更津市委託事業「ファミリー・サポート・センター」

ボランティア【傾聴】基礎・フォローアップ研修会

地域で子ども達の居場所づくり地域で子ども達の居場所づくり
学習支援事業学習支援事業

〜新たに富来田公民館での活動が始まります！〜

子どもの学習支援教室子どもの学習支援教室
ボランティア大募集！

　木更津市近隣の大学生・高校生・一般の方で、中学生と一緒に宿題や
レクリエーションなどを手伝ってくれるサポーターを募集しています！

皆さまからの会費が地域福祉活動を支えています

本会では地域福祉活動計画のキャッチフレーズ「つながろう木更津！」のもと、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。「社協会員」の皆さ
まからの会費は本会事業運営や地域福祉を推進するための大切な財源として活動を支えています。
皆さま、ぜひご協力くださいますようお願い申し上げます。 

会員の種類と会費（年額）   ※会費は何口でもお申込みいただけます。  

○一般会員　一世帯	 300円 （地区社会福祉協議会を中心に地域の組織を通じて、
    皆さまにご協力いただいております。）

○特別会員　一口	 1,000円 （個人会員・本会にお申し出ください）

○法人会員　一口	 10,000円 （企業・団体・法人等）

○ 特別会員、法人会員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きます。
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）、本会事務局へお持ちくださるよ
うお願いいたします。

令和３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。
一般会員 35,186世帯 10,149,100円
特別会員 949件 1,230,000円
法人会員 180件 2,010,000円

合　計 13,389,100円

令和4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
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
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
福祉バザー協力（中止）
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
生活困窮者等就労支援事業

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
市民後見人養成講座の運営
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

支出の部

法人・地域福祉事業他
195,472

福祉会館管理
運営事業
19,424

当期末支払資金残高
63,824

成年後見支援
センター事業
21,281

介護保険事業
14,134

共同募金配分事業
9,909

令和４年度
事業計画・予算

単位：千円収入の部 支出の部

法人・地域福祉事業他
232,368

成年後見
支援センター事業
27,683

公益事業
19,608

介護保険事業
11,784

共同募金
配分事業
10,037

繰越金
34,505

共同募金配分金収入
10,137

その他の収入
270

事業収入
40,130

補助金・受託金収入
199,738

自主財源
（会費・寄付金）
16,700

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 10. 各種団体への活動支援 11. 法人運営部門の充実

　木更津市社会福祉協議会（以下「本会」という）では、地域住民及び福祉組織・関係者の
協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことが
できる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進するため次の事業を実施しました。
　なお、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から一部の事業を中
止・縮小しております。

令和３年度
事業報告・決算

収入の部
その他の活動による収入
1,196

繰越金
61,520

共同募金配分金収入
9,909

事業収入
46,323 補助金・受託金収入

188,395

自主財源（会費・寄付金）
16,701

単位：千円

提供会員さん
特に募集中！

収入の部合計　301,480千円 支出の部合計　301,480千円

支出の部合計　324,044千円

収入の部合計　324,044千円
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	 この広報紙は、共同募金の配分金を活用して発行しています。

～「音訳CD」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」を音訳したCD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。
申込先
　管理係　　☎（25）2089

●≪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 問合せ先

木更津市民
総合福祉会館

17日（日）
18日（祝）

11日（祝）
21日（日）

18日（日）
19日（祝）
23日（祝）

10日（祝）
16日（日）

木更津市潮見2−9
☎（23）2611

木更津市老人
福祉センター

  4日（月）
11日（月）
18日（祝）
19日（振）
25日（月）

  1日（月）
  8日（月）
11日（祝）
15日（月）
22日（月）
29日（月）

  5日（月）
12日（月）　
19日（祝） 
20日（振）
23日（祝）
26日（月）

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

木更津市
十日市場826
☎（98）6651

●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）
＊R4.7より毎月
第1.3木曜日に

なりました。

7月   7日（木）・21日（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   4日（木）・18日（木）
9月   1日（木）・15日（木）

10月   6日（木）・20日（木）
法律相談

（要予約）
面談相談

毎月第2.3月曜日
及び

第4水曜日

7月 11日（月）・27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   8日（月）・24日（水）

9月 12日（月）・28日（水）

10月 17日（月）・26日（水）

結婚相談 火
10：00

〜

16：00

☎（25）2089
内線24番

※7/12・9/13（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26日・8月23日

9月27日・10月25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　

受付期間	 			令和4年1月26日～令和4年5月31日（順不同、敬称略）　
寄 付 金	 ・本立寺
	 ・公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部
	 ・公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部内房支部
	 ・ヒラノ商事株式会社
	 ・第4回木更津市福祉チャリティゴルフ実行委員会
	 ・木更津市文化財旧安西家住宅ガイドボランティア一同
	 ・山田　陽子
	 ・株式会社WATANABE
	 ・米澤　淑子
	 ・文室　安治
	 ・髙栄建装株式会社
	 ・ラッシング倶楽部
寄 付 品	 ・株式会社WATANABE
	 ・戸田道路株式会社
	 ・鈴木　清
	 ・シンプレスジャパン株式会社
	【問合せ】		管理係　☎（25）2089　FAX（23）2615

　　〜心温まる善意の寄付　　〜心温まる善意の寄付
　 ありがとうございました〜　 ありがとうございました〜

令和3年度法人会員のご紹介
　令和3年度は、180の企業・事業主の方々が法人会員としてご協力を
いただきました。
　うち、令和4年1月26日から3月31日までの期間でご協力いただいた
会員様は次の通りです。

会員名
1 （福）慈心会　木更津南清苑
2 藤川旅館
3 木更津市測量調査設計協同組合
4 （有）ワタナベ建設
5 （有）田園
6 龍宮城スパホテル三日月
7 （有）LEEテックス
8 （有）イマキ造園土木
9 （有）カメヤマ水管工業
10 （有）木更津油脂
11 シーデーシー情報システム（株）
12 フラワープロデュース
13 ホテル割烹いづみ
14 （医）邦清会木更津東邦病院
15 （株）セントハイク
16 （株）伊助
17 （株）アイベル
18 （株）かずさクリーンシステム
19 （株）大鳥ほけん
20 共栄海運（株）
21 厚生水産（株）
22 （医）社団同仁会木更津病院

　ご支援ありがとうございました。

�「後
※

見人等になったものの、困った時に相談できるところがない。
不安な気持ちを誰かに聞いてもらいたい。」等、被後見人等との接し方
や具体的な事務について、日ごろより不安
に思っていることはありませんか?
そこで、後見人等として活躍されている
方を講師に迎え、他の後見人の方達と交
流し、不安や悩みを共有できるつどいを
開催します。

日時　令和4年8月27日（土）午前10時00分～11時30分�
場所　木更津市民総合福祉会館　3階　講習室�
定員　先着順15名�
費用　無料�
対象　�市内で後見人等として活動されている方（親族の後見人等、そ

の他専門職として後見活動されている方も可）、これから後見
人等として活動される予定の方�

　　　※後見人等とは、成年後見人・保佐人・補助人をいう�
参加方法　�令和4年7月25日（月）までに、電話、FAX、メールのいずれ

かで申し込み。��
　　　　　�①氏名　②連絡のつく電話番号　③後見人の受任をして

いるか　④他の後見人や講師に聞いてみたいことや知り
たいこと、の4点を記入の上、お申込みください。�

　　　　　定員に達し次第、受付終了といたします。�
問合せ・申込先 
きさらづ成年後見支援センター�
担当：坂本�
☎（22）6226　FAX（22）3550　Mail:koken-center@kisarazushakyo.or.jp�

後見人のつどい

1. 応募資格� ①年齢20歳以上（2022年4月現在）�②資格・経験不問
� ③基礎研修講座と宿泊研修に出席できること
2. 研修期間� 2022年10月26日～2024年2月7日
3. 受 講 料� 有料
4. 応募開始� 5月9日
5. 申込締切� 9月9日（金）当日消印有効
� （応募用紙あり）
6. 応募面接� 10月2日（日）
◎問合せ・申込先　
　社会福祉法人　千葉いのちの電話　事務局（月～金9：00～17：00）
　☎043（222）4416

社会福祉法人 千葉いのちの電話 
第34期電話ボランティア相談員募集


