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白石幸久

水野　進

花井律子

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）

富津市ボランティア連絡協議会会長

望みの門木下記念学園園長

地区社会福祉協議会連絡協議会会長

富津市議会教育福祉常任委員会委員長
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学識経験者

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

監　事

監　事

職　名

編集・発行：富津市社会福祉協議会

第88号 平成 30年 2月8日

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。

環境に配慮し、古紙配合率70％の再生紙
及び植物油インキを使用しています

禁無断転載70

社会福祉法人　富津市社会福祉協議会　役員名簿（Ｈ29.12.12現在）

会長就任あいさつ会長就任あいさつ

富津市社会福祉協議会　富津市下飯野2443　☎87-9611　FAX87-9610

こんな時に利用できます 活動の時間及び援助の料金について

会　長 神子　勇

氏　名 付　記

大神田 勝

川名健一
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鹿島　榮
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相澤靖司

学識経験者

学識経験者

天羽地区区長会長

富津市民生委員児童委員協議会会長

富津地区区長会長

大佐和地区区長会長

富津市民生委員児童委員協議会副会長

富津市民生委員児童委員協議会副会長

新富工場協議会

副会長

副会長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

職　名

任期

　日頃より、市民の皆様には社会福祉協議会の事業に、ご支援
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　私は、昨年12月12日に富津市社会福祉協議会会長に就任い
たしました神子勇です。もとより浅学菲才の身でございますが、
誠意努力して務めさせていただきます。
　さて、少子高齢化が急速に進行し家族形態の変化、介護保
険・各種支援制度などの変化から福祉ニーズは複雑かつ多様化
しております。
　このような中、本会では「ふれあいと支え合いのある心豊か

な社会」の実現に向けて、地域住民、福祉関係者、行政などが一体となった取り組みに
よって「富津市に住んでいて良かった」と思える地域福祉を推進していく所存であります。
　なにとぞ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

富津市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　会長　神子　勇

『富津市ファミリーサポートセンター』
子育て中のお母さんが安心して暮らせるように…

　子育て中には、思いがけない出来事にたくさん出合います！ 近くに「預かるよ」「迎えに行くよ」
「送って行くよ」と支えてくれる頼もしい方がいてくれることはとても心強いものですね。
　富津市ファミリーサポートセンターでは、安心して育児と仕事の両立ができる環境づくりをめざし、
子育ての手助けをしてほしい方「おねがい会員」と、手助け（応援）をしたい方「まかせて会員」の
ネットワークをつくり、地域で子育てを支え合う有償の相互援助活動のサポートをしています。

まずご登録を！
●おねがい会員（子育ての手助けをしてほしい方）
　市内在住で、生後6ヵ月から小学校6年生までのお子さんのいる保護者の方
●まかせて会員（子育ての手助け（応援）をしたい方）
　市内在住で、援助活動に理解と熱意をお持ちの20歳以上の方
※資格や性別は問いません。

●どっちも会員（おねがい会員とまかせて会員の両方を兼ねる方）

平成28年4月から本事業が始まり、
　　　　　　現在までの実績をご報告します！
登録会員数 援助活動件数

会員募集しています！

入会は随時受付中です！
入会金、年会費はかかりません！
　毎月第3木曜日入会説明会を1日2回
実施しています！
時間 10時30分～、13時30分～
場所 富津市社会福祉協議会　岩瀬事務所

富津市ファミリーサポートセンター
8：30～17：15（土日祝日・年末年始を除く）受付時間

070-3115-0505

お問い合わ はせ

ありがとう

　　ござ
います

ご寄附

笹　　毛　溝口様
本　　郷　笠原様

エコキャップ・プルタブ

岩　　瀬　山本様
　　上　　　　杉谷様

エコキャップ

下 飯 野　田口様
エコキャップ・古切手

援助時間
（6：00～22：00）

月～金
(7：00～19：00)

上記以外の時間・曜日
(早朝・夜間・土日祝・年末年始12/29～1/3)

700円/1時間

最初の1時間まで
援助の料金　※お子さん1人あたり

1時間を超える場合

900円/1時間

350円/30分

450円/30分

　仕事の帰りが遅くなるの
で、保育所（園）に迎えに
行って、預かってほしい

　出産に伴い、上の子の
預かりや保育所（園）へ
の送迎をお願いしたい

　買い物、美容室、友人と
の食事など、リフレッシュ
のために預かってほしい

　求職活動のため、面接
や講習会等があるので預
かってほしい

信頼関係ができて、定期的な活動が
増えてきました。もしものために
ぜひご登録ください！

まずはお気軽にご連絡をお待ちしてます♪

平成28年度
（H28.4.1～H29.3.31）

平成29年度
（H29.4.1～H29.12.31）

8人17人61人

2人4人10人

6人13人51人

おねがい
会員

会員種別
集計期間

まかせて
会員

どっちも
会員

合　計

平成28年度
（H28.4.1～H29.3.31）

平成29年度
（H29.4.1～H29.12.31）

216件

116件

100件

活動件数集計期間

合　計

受付専用



交通手段支援事業とは
　富津市に居住するひとり暮らしの高齢者または高齢者世帯等で、公的制度のサービスや家族の援助
が受けられないことや、居住地域に公共交通の手段がない等で、通院や買い物に困難が生じている方
に支援をしています。

相談の流れ
　相談者の声を聞きながら、相談者と相談支援員が一緒になって自立のために取り組んで行きます。

・利用については無料ですが、ひとりまたは世帯で1回2時間以内、月2回までとします。
・市外への通院を必要とする場合、居住している最寄り駅までの送迎とします。
・支援については、運転ボランティアが社会福祉協議会を午前9時に出発し、午後4時までに戻れる範
囲内とします。

利用にあたっての注意事項

平成29年4月から12月末現在の利用実績を
報告します！

『交通手段支援事業』をご利用ください！

くらしと仕事の相談支援センターとは
・経済的な困りごとと合わせて、生活上の様々な不安や課題を抱えた方の相談窓口です。
・相談員が一緒に課題を整理し、利用できる制度のご案内や解決に向けた支援を関係機関と連携しな
がら行います。

・ハローワークなどと連携し、仕事探しや就労に向けた支援を行います。

例えば…このようなことでお困りではありませんか？
・仕事がなかなか見つからない　　　　　　　
・仕事が長続きしない　　　　　　　　　　　
・借金や多重債務などで悩んでいる
・今の生活に思い悩んでしまう　など

『くらしと仕事の相談支援センター』

ひとりで抱え込まず、ご相談ください！

利用の申請等について
●支援が必要な方は交通手段支援事業利用申請書及び住民税非課税証明書を提出します。（申請用紙は
社会福祉協議会にあります。）

●申請が承認された方は支援が必要な場合、利用予定日の7日～10日前までに電話で申し込みをしま
す。
●運転ボランティアと日程調整の上で、利用可能か否かを連絡し支援を実施します。

運転ボランティア募集！
　交通手段の支援にあたり、運転ボランティアをしてくださる方を募集しています。登録は社会福祉
協議会で行っています。

●利用登録者数　30人
●利用件数

通院の支援依頼が
増えています！

どこに
相談したらいいか
わからない…

交通手段支援カー

富津市社会福祉協議会（富津市下飯野2443　富津市役所1階）

●まず、困っている
ことを何でもお話
しください。

●必要な支援が計画的に提供できる
ように、自立に向けたプラン（自
立支援計画）を立てて行きます。

●自立に向けて、関係機
関と連携しながら支援
を行っていきます。

実績報告

平成27年度より「生活困窮者自立相談支援事業」を富津市より委託を受け、当該事業を
行っています。支援の内容は、就労支援と生活全般に関わる相談が多くを占めています。

集計期間 平成27年度
（Ｈ27.4.1～Ｈ28.3.31）

新規相談件数 68件
就職件数 29件

平成28年度
（Ｈ28.4.1～Ｈ29.3.31）

70件
34件

※生活保護を受けて
　いる方の就労支援も
　行っています！

生活のこと、仕事のこと、さまざまな不安…

通　院
買い物
合　計

63件
8件
71件

8：30～17：15（土日祝日・年末年始を除く）受付時間

☎0439-87-9611（代表）

くらしと仕事の相談支援センター
富津市社会福祉協議会内（富津市下飯野2443　富津市役所1階）

8：30～16：00（土日祝日・年末年始を除く）受付時間
受付専用 080-5877-9611　　
※相談は無料、秘密は厳守します。ご家族等からのご相談もお受けしています。

お問い合わ はせ

お問い合わ はせ
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ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。

環境に配慮し、古紙配合率70％の再生紙
及び植物油インキを使用しています

禁無断転載70

社会福祉法人　富津市社会福祉協議会　役員名簿（Ｈ29.12.12現在）

会長就任あいさつ会長就任あいさつ

富津市社会福祉協議会　富津市下飯野2443　☎87-9611　FAX87-9610

こんな時に利用できます 活動の時間及び援助の料金について

会　長 神子　勇

氏　名 付　記

大神田 勝
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鹿島　榮

丸　繁雄

高橋徳治

市原和美

相澤靖司

学識経験者

学識経験者

天羽地区区長会長

富津市民生委員児童委員協議会会長

富津地区区長会長

大佐和地区区長会長

富津市民生委員児童委員協議会副会長

富津市民生委員児童委員協議会副会長

新富工場協議会

副会長

副会長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

職　名

任期

　日頃より、市民の皆様には社会福祉協議会の事業に、ご支援
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　私は、昨年12月12日に富津市社会福祉協議会会長に就任い
たしました神子勇です。もとより浅学菲才の身でございますが、
誠意努力して務めさせていただきます。
　さて、少子高齢化が急速に進行し家族形態の変化、介護保
険・各種支援制度などの変化から福祉ニーズは複雑かつ多様化
しております。
　このような中、本会では「ふれあいと支え合いのある心豊か

な社会」の実現に向けて、地域住民、福祉関係者、行政などが一体となった取り組みに
よって「富津市に住んでいて良かった」と思える地域福祉を推進していく所存であります。
　なにとぞ、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

富津市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　会長　神子　勇

『富津市ファミリーサポートセンター』
子育て中のお母さんが安心して暮らせるように…

　子育て中には、思いがけない出来事にたくさん出合います！ 近くに「預かるよ」「迎えに行くよ」
「送って行くよ」と支えてくれる頼もしい方がいてくれることはとても心強いものですね。
　富津市ファミリーサポートセンターでは、安心して育児と仕事の両立ができる環境づくりをめざし、
子育ての手助けをしてほしい方「おねがい会員」と、手助け（応援）をしたい方「まかせて会員」の
ネットワークをつくり、地域で子育てを支え合う有償の相互援助活動のサポートをしています。

まずご登録を！
●おねがい会員（子育ての手助けをしてほしい方）
　市内在住で、生後6ヵ月から小学校6年生までのお子さんのいる保護者の方
●まかせて会員（子育ての手助け（応援）をしたい方）
　市内在住で、援助活動に理解と熱意をお持ちの20歳以上の方
※資格や性別は問いません。

●どっちも会員（おねがい会員とまかせて会員の両方を兼ねる方）

平成28年4月から本事業が始まり、
　　　　　　現在までの実績をご報告します！
登録会員数 援助活動件数

会員募集しています！

入会は随時受付中です！
入会金、年会費はかかりません！
　毎月第3木曜日入会説明会を1日2回
実施しています！
時間 10時30分～、13時30分～
場所 富津市社会福祉協議会　岩瀬事務所

富津市ファミリーサポートセンター
8：30～17：15（土日祝日・年末年始を除く）受付時間

070-3115-0505

お問い合わ はせ

ありがとう

　　ござ
います

ご寄附

笹　　毛　溝口様
本　　郷　笠原様

エコキャップ・プルタブ

岩　　瀬　山本様
　　上　　　　杉谷様

エコキャップ

下 飯 野　田口様
エコキャップ・古切手

援助時間
（6：00～22：00）

月～金
(7：00～19：00)

上記以外の時間・曜日
(早朝・夜間・土日祝・年末年始12/29～1/3)

700円/1時間

最初の1時間まで
援助の料金　※お子さん1人あたり

1時間を超える場合

900円/1時間

350円/30分

450円/30分

　仕事の帰りが遅くなるの
で、保育所（園）に迎えに
行って、預かってほしい

　出産に伴い、上の子の
預かりや保育所（園）へ
の送迎をお願いしたい

　買い物、美容室、友人と
の食事など、リフレッシュ
のために預かってほしい

　求職活動のため、面接
や講習会等があるので預
かってほしい

信頼関係ができて、定期的な活動が
増えてきました。もしものために
ぜひご登録ください！

まずはお気軽にご連絡をお待ちしてます♪

平成28年度
（H28.4.1～H29.3.31）

平成29年度
（H29.4.1～H29.12.31）

8人17人61人

2人4人10人

6人13人51人

おねがい
会員

会員種別
集計期間

まかせて
会員

どっちも
会員

合　計

平成28年度
（H28.4.1～H29.3.31）

平成29年度
（H29.4.1～H29.12.31）

216件

116件

100件

活動件数集計期間

合　計

受付専用


