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富津市下飯野2443（富津市役所1階）

T E L 0439-87-9611
FAX 0439-87-9610

災害ボランティアさんの
活動を紹介します

令和元年の房総半島台風時に災害ボランティアとして活動してくださった皆様が、ボランティア
グループを立ち上げ、昨年の突風災害時にも応急的処置として3件の屋根のブルーシート展張を
行ってくださいました。多くの被災地で活動している皆さんの豊富な経験・知識を発揮して、状態
に応じた手法を用いて作業してくれました。
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社会福祉協議会の事業を紹介します
大佐和地区地域包括支援センター

くらしと仕事の相談支援センター

福祉カー貸出

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんの身近
な相談窓口です。高齢者の皆さんが可能な限り住み慣
れた地域で生活できるように介護・福祉・保健・医療
ごとに、
「主任ケアマネジャー」という介護の専門職、
「社会福祉士」という福祉の専門職、
「看護師・保健師」
という保 健 医 療 の専 門 職を配 置し、
皆様のご支援をしています。
当法人では、富津市より「大佐和地
区」を受託しています。

富津市在住で、失業や離職などの経済的問題や生
活していくうえで、様々な不安や課題を抱えた方を対
象とした無料相談窓口です。相談支援員が一緒に課
題を整理し利用できる制度のご案内や解決に向けた支
援を各関係機関と連携しながら行います。

ボランティア活動をされている団体や個人がボラン
ティア活動や通院等で車両が必要になった時に、当協
議会で管理しているリフト車の貸出を行っています。

電話番号 0439‑32‑1520
携帯番号 080‑5877‑9611

●日常生活自立支援事業に関すること

申込方法
電話又は来所の上、予約してください。

●成年後見制度に関すること

認知症や知的障がい・精神障がい等で判断能力が不
計画的な訪問により、福祉サービスを利用するお手伝
いや、日常的な金銭管理をお手伝いすることで高齢者や 十分な方々の「財産」や「権利」を保護し、いつまでも
障がい者の方々が住み慣れた地域で生活できるように支 住み慣れた地域で自分らしく安心した生活を続けるため、
成年後見制度についての相談や問い合わせに応じていま
援する事業です。
す。
対 象
また法人として後見人の受
高齢者や障がい者で、利用に必要な契約の内容を理解
任、制 度 の 普 及 啓 発、関 係
でき、利用を希望される方。
機関との連絡調整を進めてい
利用料
ます。
・相談から契約までは無料です。
本人・家族・関係者からの
・契約後、サービス開始からは支援を行うごとに利用 ご 相 談 等、お 気 軽に問い合
料がかかります。
わせください。

歳末たすけあい募金・配分報告〜ご協力ありがとうございました〜
歳末たすけあい募金は１月31日現在で、4,974,494円のご協力を頂きました。
共同募金運動実施要綱の配分計画に基づき、福祉活動のために活用させていただきました。
（下記表は１月31日現在での配分報告となります）

前年度繰越金

1,190,296

今年度募金額

4,974,494
数

金

額

（単位：円）

1月末までの金額、最終募金額は後日ご報告します。
内

容

592

2,734,328 重度心身障害者・障害者がいる世帯等

給食サービス委託費

897

1,816,000 地区社協の協力によりひとり暮らし高齢者へ給食サービス

次年度繰越金

6

210,000
1,404,462

市内で活動している当事者団体等

地区社協活動の財源確保として、毎年7月にお願い
しています。皆様からおあずかりした募金は11地区の
地区社協に配分し、地域に根ざした活動を展開してお
ります。
活動の一例
・見回りネットワーク事業の実施
・子どもと高齢者の世代間交流事
業の実施
・住民座談会の開催
・広報誌の発行・研修会の実施
令和３年度の募金実績は、2,711,416円となります。

シルバーテレホン友愛サービス

ちょっと困ったときのお助け隊

ボランティアの協力によりひとり暮らし高齢者に対
し安否確認を目的とした電話訪問を行っています。

日常生活を営んでいくうえで、業者に依頼するほど
ではないが自分ではできない「ちょっと困った」をお
手伝いします。

対

象

富津市内に居住する65歳以上のひとり暮らし高齢者
費

対

象

富津市内に居住する65歳以上のひとり暮らし高齢者
また高齢者のみの世帯

用

無料

費

用

無料（月1回が限度で、最高年12回
まで利用できます。）
申込方法
担当地区民生委員に申し込みください。

福祉緊急電話設置事業

災害備蓄品

福祉団体

用

無料（燃料費のみ実費）

ふっつ後見支援センター

件

象

・富津市内に居住する障がいがある方とそのご家族
・高齢者とそのご家族
・社会福祉団体
・登録ボランティア など
費

電話番号 0439‑29‑6770

今年度配分項目

対

愛の募金（一円玉募金）

ひとり暮らし高齢者を対象に緊急通報装置を設置し、
安心した在宅生活が送れるよう支援します。
対

象

富津市内に居住する65歳以上のひとり暮らし高齢者
（固定電話を利用されている方）
費

利用方法
電話でご相談ください。

福祉バザー
地区社協や福祉団体の
財源確保や広報啓発活動
を目的として開催し、収
益金は各団体の活動財源
となります。

用

1万円
申込方法
申請書に必要事項をご記入のうえ、担当地区民生委員
より社協へ申請していただきます。

・

社会福祉大会
誰もが 安心して暮らせ
るま ちづくりを目 指し、
市民の皆さんや福祉関係
者の方が一堂に会し、情
報を共有したり、長きに
わたり地域福祉に貢献し
てくださった皆様への表
彰及び感謝状の贈呈を行
います。

※R2.3年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止
の為中止となりました。

《その他にも多くの事業を実施しています。問い合わせは社会福祉協議会まで》
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フードバンクへご協力お願いします
●フードバンクとは

車両の寄贈を受けました

まだ食べることができるのに、様々な理由で廃棄され
てしまう食品を、家庭や企業等から引き取り、食べ物を
必要としている施設や人たちへ無償で届ける活動です。
寄附いただきたい食品
穀類、保存食品、乾物、調味料各種、
インスタント・レトルト食品、菓子類など

※賞味期限が2か月以上あるものでお願いします。

生命保険協会様より社
会貢献活動の一環として、
生命保険協会千葉県協会
加盟の22会社、42支社
に在籍する職員の皆様の
「社会奉仕募金」から介
護保険事業・交通支援等
に使用する車両（ダイハツ・ミライース）を寄贈してい
ただきました。

令和３年度富津市社会福祉協議会表彰
富津市内で地域福祉の推進に貢献された方々が表彰されました。
多年にわたり地域福祉の向上にご尽力いただきありがとうございました。今後益々のご活躍をご祈念いたします。

●富津市社会福祉協議会会長表彰（敬称略）
地域福祉活動功労
大神田 勝
山口 稔

●富津市社会福祉協議会会長感謝状（敬称略）
高額寄付者

古田恭司他2名

※匿名希望の為、記載を控えさせていただきます。

●千葉県社会福祉協議会会長表彰（敬称略）

社会福祉施設団体役職員功労
大貫砂登子 望みの門新生舎
池田佐知子 社会福祉法人金谷温凊会
三幣知子
福原賢一
社会福祉法人金谷温凊会
グレースホーム
倉本幸一
望みの門ヨカデイサービスセンター 平野加代子 社会福祉法人金谷温凊会
片山真由美 望みの門紫苑荘
岩原慶民
社会福祉法人金谷温凊会
曽子節子
社会福祉法人金谷温凊会 渡邉和也
社会福祉法人金谷温凊会
鳥海夕子
社会福祉法人金谷温凊会 近藤志子
社会福祉法人金谷温凊会
宮島陽平
社会福祉法人金谷温凊会

民生委員・児童委員功労
鈴木安夫 民生委員・児童委員
小泉廣子 民生委員・児童委員
濵﨑一広 民生委員・児童委員

●富津市社会福祉協議会への寄附金が税額控除制度の対象となります

富津市社会福祉協議会は、君津郡市広域市町村圏事務組合より【税額控除対象法人】の証明を受けました。
これをうけて令和3年8月30日以降の寄附金は税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。
また、社会福祉協議会の会費も税額控除の対象となります。

※控除を受けるための手続きとして確定申告が必要です。本会の発行した「領収書」及び「税額控除の係る証明書」の写しを添付してく
ださい。（税制制度についての詳しい内容等は税務署にお問い合わせください）

ご協力ありがとうございました！
《エコキャップ・プルタブ・テレホンカード・使用済切手》
安田
豊田
小野
平野
中島
渡邉
三津木
小笠原
山崎

藤平
稲葉
河口
春山
溝口
青柳
平野
森田
小原

渡辺
布施
山中
安部

（有)角市商店
飯野すみれ会
富津市商工会
なかじま歯科
富津保育園
おそば高砂家
富津郵便局
（株)桶岩産業
（有)大東機工

ナショナル・リフォーム
富津千種新田郵便局
介護老人保健施設 わかくさ
シルバービラージュ新舞子
東京湾観光開発株式会社
富津市施設利用振興公社
富津地区社会福祉協議会
飯野地区社会福祉協議会
天神山地区社会福祉協議会

（敬称略）

錦織商店
（有)大滝商店
（有)小駒ラジオ店
ペーターの丘
仲町区
大佐和中学校様より
エコキャップをいた
だきました。

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。
禁無断転載

