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富津市下飯野2443番地(富津市役所内）
電話 0439(87)9611 F A X 0439(87）9610

平成24年12月1日

第32回富津市社会福祉大会
〜みんなでつくろう心ふれあうハートフルタウン〜

<期 日> 平成25年1月19日(土）
<時 間> 午後12時30分〜午後4時
<場 所> 富津公民館
福祉功労者の感謝・表彰と記念講演を開催します。
皆さんのご来場を心からお待ちしております。
＜大会プログラム＞
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「さらなる一歩を踏みだそう！」
たて き

講

師

富津保育園

さ

え

立木早絵 氏（全盲のチャレンジャー）

［活動歴］ 「24時間テレビ」
の企画で、
津軽海峡横断リレー
トライアスロン完走、キリマンジャロ登頂など
全盲少女の前例のない様々な事にチャレンジ。
彼女の頑張る姿が、日本中の感動を呼び話題に
なりました。またテレビ「行列のできる法律相談
所」番組内では得意のピアノの弾き語りが放映
され注目を集めました。現在は講演会と弾き語
りのステージなど、全国で活躍中です。

※講演終了後、抽選会を行い「くらしの豆知識2013」の冊子を100名様に贈呈いたします。

福祉ふっつ
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赤い羽根共同募金一般募金・歳末たすけあい募金中間報告
〜皆様のあたたかいご協力を感謝いたします。〜
10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金」が始まり、12月1日からは「歳末たすけあい募金」も実施されております。富津市
においても、区長会を通じての戸別募金・企業等への法人募金・福祉教育の一環としての学校募金など、幅広く募金のご協力をお
願いしております。各募金の状況をご報告いたします。更なる皆様のあたたかいご協力をお願い申し上げます。

募 金 名
赤い羽根共同募金一般募金
歳末たすけあい募金

募金額 平成24年度

前年比較
92％
123％

募金額 平成23年度

（平成24年11月27日現在）

（平成23年11月27日現在）

5,850,689円
404,520円

6,368,588円
327,579円

平成23年度の共同募金は、地域福祉事業に活用されました。
平成23年度富津市社協赤い羽根配分事業報告

赤い羽根共同募金は、終戦の荒廃の中で発足し、広く国民に知れわたり、民間
社会福祉事業の発展に大きく寄与し、貴重な財源として社会福祉・地域福祉の
推進に多大な貢献をしてきました。
毎年10月から12月にかけて全国一斉に行われており、千葉県内のご協力いた
だいた赤い羽根共同募金は全額県共同募金会に集まります。そして翌年に県内
の各市町村の社会福祉協議会や福祉施設、福祉団体へ配分されます。富津市社
協では、平成22年度の募金総額の7,013,579円のうち4,957,542円が平成23年度
に配分されました。

平成23年度歳末たすけあい募金配分事業報告

歳末たすけあい募金は、共同募金運動の一環として地域住民やボランティア
等の協力のもと「新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが、地域で
安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得て様々な福祉活動を
重点的に展開する。」ものです。
毎 年12月1日から12月31日の1ヶ月間実施しており、富津市社協では支援を必
要とする人たちへ重点的な配分しております。平成23年度の富津市募金総額は
5,590,524円のご協力をいただきました。
みなさまのあたたかいご協力ありがとうございました。

みなさまのあたたかいご協力ありがとうございました。

事業名

説

介護家族の会
朗読テープ発行事業
福祉教育
社会福祉大会
福祉バザー
ミニデイサービス
布えほん事業
福祉ふっつ
法律相談
福祉緊急電話設置事業
いきいきサロン助成事業
地区社会福祉協議会助成

明

支出

市内に居住し、自宅で家族を介護されて
137,800
いる方を中心に結成。研修会等を開催。
市内視覚障がい者へボランティアグルー
174,453
プが、毎月一回「広報ふっつ」と「県民
だより」の朗読テープを作成。
市内小中学校（17校）へ福祉教育推進の
600,000
ために配分。また一人親中卒祝い品の配
布を実施。
社会福祉活動に貢献した方へ感謝状進呈
683,510
並びに記念講演を実施。
福祉団体活動のための財源確保のため実施。
89,179
高齢者の閉じこもり防止、仲間づくりと
565,961
して、レクリエーション等を実施（月６
回実施）。
幼児・児童・障がい児者・高齢者を対象
92,774
に布えほんの作成、貸出を実施。
社協事業報告等掲載 年３回発行。
615,930
弁護士による無料相談。月2回実施。要予
853,000
約。
1日6人まで相談。相談時間1人25分間。
ひとり暮らし高齢者緊急時通報システムの設置。
534,935
当事者等によるいきいきサロンへ助成。
60,000
市内11地区社会福祉協議会へ助成。
550,000
支 出 合 計
4,957,542

事業名
福祉団体へ配分
地区社会福祉協議会へ
世帯へ配布
世帯へ配布
世帯へ配布
世帯へ配布
繰越金
配分経費

説

明

市内にある当事者団体等（12団体）へ配分
11地区社会福祉協議会へ給食サービス委託費
身体障がい者（児） 386名
知的障がい者（児） 63名
要介護状態紙おむつ受給者 51名
要援護者 135世帯
翌年度に県共同募金会配分計画に基づき配分
支 出 合 計

支出
350,000
1,840,000
1,930,000
315,000
255,000
675,000
224,384
1,140
5,590,524

平成24年度市民講座（民生委員・児童委員制度）開催のお知らせ
◆市民講座を開講いたします。皆様の参加をお待ちしております。◆
【テ ー
【目

マ】『みつめよう、あなたのとなりの民生委員・児童委員』
的】 民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域住民に最も近い相談者として、県内各地で支援活動を行っています。
その多様な支援活動を円滑に進めていくためには、地域住民の協力と理解、そして共感が必要です。各地域に
おいて民生委員・児童委員制度の理解促進を図るとともに、地域の福祉課題を共有しながら、より多くの方が
協力者となれることを目的に、市民講座を開講します。
【主
催】 千葉県・財団法人千葉県民生委員児童委員協議会
【開 催 日 時】 平成25年1月18日(金) 午後1時30分から午後3時30分(受付12時30分〜)
【会
場】 袖ヶ浦市民会館（袖ヶ浦市坂戸市場1566）
【参加対象者】 県内在住の県民（定員200名）
【参 加 費】 無 料
【内
容】 講義「みつめよう、あなたのとなりの民生委員・児童委員」
講師 合同会社 泉惠造研修企画工房 代表社員 泉 惠造 氏
【申 込 方 法】 千葉県民生委員児童委員協議会に電話又はFAXで直接お申込み下さい。
【申込締切日】 平成25年1月7日
（月）まで
【問 合 せ 先】 千葉県民生委員児童委員協議会
〒260‑0026千葉市中央区千葉港4番3号 千葉県社会福祉センター内
電話：043‑246‑6011 FAX:043‑248‑0084
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第10回福祉バザーが開催されました。
大盛況！ありがとうございました!!

10月27日、富津市の総合社会体育館にて第10回福祉バザーを開催しました。当日は28団体と一般
有志4店が出店し、出店関係者を含めて1,800人以上ご来場いただき、大盛況のうちに終了すること
ができました。バザーの収益金は、各福祉団体の活動資金として活用させていただきます。
また市社協店舗においては、61,500円の収益がありました。総合相談事業・社会福祉大会等の事
業に有効に活用させていただきます。皆様のご来場ご協力ありがとうございました。

れました︒

説委員の大林

青葉の森芸術文化ホールで︑

尚︵つかさ︶氏による講演も行わ

当日は大会式典と日本経済新聞社編集員兼論

を目的に開催しています︒

もって本県の社会福祉の一層の発展を図ること

た方々を表彰し︑感謝の意を表することにより︑

会し︑多年にわたり社会福祉の発展に功労のあっ

千葉県社会福祉大会は︑福祉関係者が一堂に

開催されました︒

千葉県社会福祉協議会・千葉県共同募金会︶が

第六十二回千葉県社会福祉大会︵主催 千葉県・

十一月十五日

第六十二回千葉県社会福祉大会が開催され︑
富津市より６名表彰されました︒

富津市受賞者紹介
︵順不同・敬称略︶

榮一

︻千葉県知事表彰︼
社会福祉事業功労者

坂井

南
純
平野惠美子

︻千葉県社会福祉協議会会長表彰︼
社会福祉施設・団体関係役職員功労者

小泉 とき
大島有紀子
尾野三千代
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富津市社会福祉協議会事業紹介とお知らせ
高齢者生きがい事業
富津市内在住で、会社などを定年で退職されたりして、第一線からは退いたものの、まだまだ体も健康で、
働いてみたい方。経験と能力を社会に生かしてみませんか。
本事業は、高齢者が補助的・短期的な就労を通じて自己の経験、能力を生かして社会参加をはかり、自らの
生きがいを高めるとともに、福祉の増進に寄与することを目的としております。
作業風景

会員登録したい方
１.会員資格
２.会員申込
３.主な仕事
４.作業時間
５.保険加入
６.配 分 金

富津市在住の概ね60歳以上の方
入会申込書・証明書用写真2枚(3×2.5㎝)・入会金800円
草刈・草取り・植木の剪定伐採・農作業・家の掃除・溝清掃・農作業など
基本は１日８時間［内容により４時間以上］
傷害保険・賠償保険に加入
月末締めで、翌月15日支払い

仕事を依頼したい方
１.作業発注
２.見
積

３.会員派遣
４.作業終了

社会福祉協議会へ直接または、電話でお申し込み下さい。
作業内容・場所・期間・人数などを確認し、作業金額を見積します。
高所作業、重量物運搬等作業内容によってはお引き受けできないこと
もあります。作業料には、会員への配分金、事務費、交通費などが含
まれます。
見積額や作業内容について承諾後、依頼者と登録会員から作業内容に
見合う会員を派遣し、作業を実施します。
会員からの作業日報を確認後、依頼者へ請負代金を請求します。

依頼主用単価表
平成24年4月1日現在

作 業 種 類
草

刈

植木の手入れ

単価（1日分）

考

8,800

作 業 種 類
軽作業

8,800

一般作業

8,800

草

6,600

取

備

溝掃除・大工
塗装・土木
重労働とみなす作業等

農作業

片付け

単価（1日分）

備

考

6,600

軽作業とみなす作業等

6,600

軽度な収穫作業等

7,480

搬入・収穫作業等

8,800

稲刈り・重労働とみなす作業等

2,200

軽トラック１台につき

・上記の単価表は、主な作業の一覧です。該当しないものは、ご相談となります。

（全て燃料代込みの単価です。）

平成24年度ひとり親家庭
中学卒業祝品贈呈のお知らせ

シルバーテレホン友愛サービスを
利用してみませんか？

市内在住のひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）で、下記の対象に該当
する希望者に図書カードの贈呈を行います。

ご希望のあったひとり暮らしの高齢者へ、ボランティアさんが電話
訪問による安否確認をしています。
【電話訪問の期間と時間】
・毎週月曜日から金曜日までの五日間。（祝日と年末年始はお休
みします。）時間は午前10時から午後３時まで。
【利用料】 無料
【利用対象者】
市内に住む65歳以上のひとり暮らし高齢者
【問合せ先】
利用したい方や内容を詳しく知りたい方は富津市社会福祉協議会
へご連絡下さい。電話0439‑87‑9611

【対

象】 ひとり親家庭で平成25年３月に中学校を卒業する生徒
（公立・私立は問いません）
【内
容】 生徒一人につき図書カード五千円を贈呈
【配布方法】 申込みのあった家庭へ民生委員児童委員の方が3月に
配布予定
【申込方法】 平成24年12月26日(水)までに富津市社会福祉協議会へ
ご連絡ください。電話0439‑87‑9611

