
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    編集・発行：富津市社会福祉協議会 

                                平成 29年 8月 10日 第 87号 

会長就任あいさつ    

          日頃より、富津市社会福祉協議会事業にご支援、ご協力を賜り 

感謝申し上げます。さて、平成 29年度からの社会福祉法の大幅な 

改正により、社会福祉法人に評議員の設置が義務となり、理事会は 

執行機関として、評議員会は議決機関として役員の選任・解任や 

定款変更等法人の基本事項について決議する権限を与え、理事等 

を牽制監督する役割を担わせることになりました。 

このような状況のなか、6月の理事会において、会長・副会長の 

選定が行われ、富津市社会福祉協議会組織が新体制となりました。役職員一同、一丸と 

なり更なる地域福祉の向上に邁進してまいります。   
富津市社会福祉協議会 

                                                                会長 小柴 貞雄 

氏　　　名 付　　記

原　和夫 東町区

鈴木忠夫 大堀５区

斉藤　正 二間塚区

平野弁一 千種新田１区

山中正實 岩瀬３区

鶴岡和行 天神山第５区

松井宏之 竹岡第３区

井上紘子 富津地区民生委員・児童委員

髙橋裕一 大佐和地区民生委員・児童委員

磯貝順子 天羽地区民生委員・児童委員

渡邉明美 手をつなぐ育成会

鈴木安夫 飯野地区社会福祉協議会

加藤雄一郎 大貫地区社会福祉協議会

網代光雄 金谷地区社会福祉協議会

角田栄子 市ボランティア連絡協議会

山田重雄 教育福祉常任委員会委員

平野延雄 学識経験者

鳥飼登美子 学識経験者

　　　　　社会福祉法人富津市社会福祉協議会　評議員名簿　　  　　　　

任期　平成２９年４月１日　～　平成３３年６月（定時評議員会終結の時まで）

回覧 

職　名 氏　　　名 付　　　記

会 　長 小柴貞雄 学識経験者

副会長 大神田　勝 学識経験者

副会長 神子　　勇 学識経験者

副会長 川名健一 天羽地区区長会長

理　　事 鹿島　榮 富津地区区長会長

理　　事 丸　　繁雄 大佐和地区区長会長

理　　事 井戸義信 富津市民生委員児童委員協議会会長

理　　事 高橋徳治 富津市民生委員児童委員協議会副会長

理　　事 市原和美 富津市民生委員児童委員協議会副会長

理　　事 相澤靖司 新富工場協議会

理　　事 石井光一 富津市ボランティア連絡協議会会長

理　　事 西山信男 望みの門木下記念学園園長

理　　事 大森菊雄 地区社会福祉協議会連絡協議会会長

理　　事 渡辺　　務 富津市議会教育福祉常任委員会委員長

監　　事 白石幸久 税理士

監　　事 水野　　進 学識経験者

監　　事 花井律子 学識経験者

　　　　　　　　　社会福祉法人　富津市社会福祉協議会　役員名簿                            

任期　平成２９年６月２９日～平成３１年６月（定時評議員会の終結の時まで）



『平成 28年度富津市社会福祉協議会 会費・募金等活動報告』 

平成 28年度における「社会福祉協議会会費」「愛の募金」「赤い羽根共同募金」「歳末たすけあい募

金」につきまして以下のとおり報告させていただきます。 

＜社会福祉協議会費＞ 収入 8,215,500 円               (単位：円) 

 

＜愛の募金（一円玉募金）＞収入 2,676,938 円                           

事業名 説 明 支出 

平成 28 年度地区社協助成金 各地区社協へ配分 2,200,000 

募金事務費 募金依頼事務費・集計事務経費 (封筒印刷代・郵送料等) 101,938 

繰越金 平成 29 年度で地区社協へ配分 371,000 

愛の募金積立預金支出 積立預金 4,000 

支出合計 2,676,938 

 

事業名 説 明 支出 

法人運営事業 
社協事務局事務費 

（システム等管理費、通信費、事務消耗品等) 
3,389,383 

福祉カー貸出事業 
福祉団体等への貸出を実施している福祉カーの管理費 

（車検、保険料、自動車税、ガソリン等） 
728,700 

地区社会福祉協議会連絡協議会 
地区社会福祉協議会連絡協議会運営費及びふれあい推進

員研修 
156,300 

ボランティア連絡協議会助成金 ボランティア連絡協議会事業費の助成 250,000 

ボランティアセンター運営 
ボランティアセンター運営事業費 

（事務消耗品費、通信費、システム管理等） 
1,017,870 

シルバーテレホン友愛サービス 

ひとり暮らし高齢者の安否確認を行うために、ボランティ

アによる「声の訪問サービス」を月曜日から金曜日に実施 

(通信費、事務消耗品費) 

133,426 

災害見舞金 
市内で発生した災害において被災した方への見舞金 

(全焼 30,000 円×1 件) 
30,000 

生活福祉資金事業 
生活困窮者へ生活資金貸出及び支援事業運営費 

（貸付金、事務消耗品、通信費、リース料等） 
2,293,686 

子育て支援事業 
月 2 回当事者同士がふれあい、協力者と親子の子育て 

支援「おやこ遊遊ひろば」（事務消耗品、傷害保険加入等） 
216,135 

支出合計 8,215,500 



＜赤い羽根共同募金＞  

ご協力いただいた赤い羽根共同募金は、全額を県共同募金会へ送金し、次年度に県共同募金会配分

計画に基づき配分されます。 
 

配分金 5,183,000 円                        （単位：円） 

事業名 説 明 支出 

介護家族の会 
市内に居住し、自宅で家族を介護されている方を中心に結成 

研修会を開催（消耗品費、通信費） 
40,920 

音訳テープ発行事業 

市内視覚障がい者へボランティアグループが、毎月一回「広報 

ふっつ」と「県民だより」の音訳テープを作成 

（ボランティア活動費 50,000 円×2 グループ、事業消耗品） 

123,898 

社会福祉大会 
社会福祉活動に貢献した方へ感謝状進呈並びに記念講演を実施 

（謝礼、広報費、事務消耗品、通信費） 
709,036 

福祉バザー 福祉団体活動のための財源確保のため実施（消耗品、通信費） 70,130 

ミニデイサービス 

高齢者の閉じこもり防止や仲間づくり、また、介護予防としてレク

リエーションや健康相談を実施（月 2 回実施） 

（傷害保険加入、通信費、事業消耗品、ガソリン代） 

156,130 

布えほん事業 
幼児・児童・障がい児者・高齢者を対象に布えほんの作成・ 

貸出を実施 （事業消耗品） 
35,861 

法律相談 
弁護士による無料相談。月 2 回実施。要予約。 1 日 6 人まで 

相談時間 1 人 25 分間（弁護士謝礼金、事務消耗品） 
878,000 

福祉緊急電話設置事業 
ひとり暮らし高齢者緊急時通報システムの設置 

(通報機器電池交換料、通信機器修繕費、通信費) 
559,453 

地区社会福祉協議会助

成 
市内 11 地区社会福祉協議会へ助成及びふれあい推進員活動費 1,655,000 

買い物支援事業 

ひとり暮らし高齢者で移動手段等が確保できない方を対象に集合場

所から店舗への送迎をする買い物支援を実施 

（車両賃借料、保険料、燃料費） 

654,572 

ボランティア活動保険 
社会福祉協議会へ登録しているボランティア団体・個人の傷害 

保険の加入 
300,000 

支出合計 5,183,000 

 

＜歳末たすけあい募金＞   

平成 28 年度募金額 5,141,958 円＋平成 27 年度繰越金 810,590 円 ＝5,952,548 円  

配分先 説 明 支出 

福祉団体へ配分 市内にある当事者団体等（9 団体）へ配分 290,000 

地区社会福祉協議会 11 地区社会福祉協議会へ給食サービス委託費  1,850,000 

ひとり暮らし高齢者 災害備蓄品を配布 3,210,354 

繰越金 翌年度に県共同募金会配分計画に基づき配分 602,194 

支出合計 5,952,548 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度事業の紹介コーナー 

第 15 回福祉バザーの開催日決定のお知らせ 

日頃、多くの場で活躍している福祉団体等の活動財源確保や広報活動の 

一貫として福祉バザーを開催します。 詳細につきましては、後日回覧 

等でご報告いたします。 

期日 平成 29年 10月 21日（土）午前 10時より午後 1時 

場所 富津市総合社会体育館 

   
    

「交通手段支援事業」運転ボランティア募集について 
 

居住地域に公共交通手段がない一人暮らし高齢者・高齢者世帯等を対象に通院と 

買い物の送迎を支援する事業の運転ボランティアを募集しております。登録及び 

お問い合わせは下記までお願いします。 

富津市社会福祉協議会 電話８７－９６１１ 

 

ご寄付ありがとうございました。 

 ●エコキャップ 岩瀬：磐井様、山本様、清水様、さざなみ館様 

            千種新田：加藤様、かん七様、藤川様 上：小川様 亀田：髙橋様 

            新井：中島様 下飯野：鬼塚様 笹毛：小川様、小原様 

 大堀：西群様 

            湊郵便局様、富津施設利用振興公社様、かずさ三条の里様 

 

●プルタブ   上：小川様、介護老人保健施設わかくさ様 西川：開発商事様 

           千種新田：加藤様 君津：明治安田生命様 

 

●使用済切手  千種新田：加藤様、千種新田郵便局様、関尻郵便局様 

        湊：寺本様、マルコー様 岩瀬：柳澤様 上：小川様、山田様 

           富津保育園様 

 

●使用済テレカ 売津：織本様  

    

「天羽老人憩の家」ご利用について 
   

高齢者の憩の場として、富津市より委託を受け管理運営をしております。 

仲間で体操をしたい、会議をしたいなどご利用下さい。 

天羽老人憩の家(富津市岩坂４８７－５) 電話６７－２８０１ 

                              

 

富津市社会福祉協議会 富津下飯野２４４３番地 

☎８７－９６１１ FAX８７－９６１０ 

 

 


