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香取市社会福祉大会開催

2 月 21 日、佐原文化会館において「第 14 回香取市社会福祉大会」を開催い
たしました。当日は香取市長宇井成一様、衆議院議員谷田川元様、香取市議会議
長田山一夫様、千葉県社会福祉協議会長石渡哲彦様の代理で常務理事鈴木一郎様、
またボランティア関係者や一般市民の皆様等、総勢 400 人が会場に足を運んで
くださいました。
式典では、菅谷長藏会長の挨拶をはじめ、社会福祉事業や地域福祉事業に貢献
された方々等、40 個人、11 団体へ表彰状や感謝状が贈呈され、来賓の方々か
らご祝辞をいただきました。
活動発表では、
「災害ボランティア活動を経験して～絆～」という演題でオー
ル千葉チームの田邉和義さんに、台風被害によるボランティア活動の様子を発表
していただきました。また、記念講演では夢見亭わっぱさんによる「落語」や、
輝＆輝さんの「津軽三味線ライブ」が披露され、終始和やかな雰囲気の大会とな
りました。

香取市社会福祉協議会会長表彰の部

①

（敬称略）

１ 本
 会役員および評議員功労…加瀬晃司
２ 多額の寄付（個人 10 万円以上・団体 20 万円以上）…香取市高齢者クラブ連合会佐原
支部、永井建設株式会社、大照洋子、小倉優
３ 特別功労…オール千葉チーム、斉藤克己、山﨑日出明

香取市社会福祉協議会会長感謝の部

（敬称略）

１ 民生委員児童委員活動功労…伊藤はつ子、鎌形新一

２ 地 区社会福祉協議会活動功労…飯田和一、石原睦、遠藤富美江、小川春雄、
小川政男、香取和夫、鏑木信巳、篠塚輝夫、篠塚利子、菅澤悦子、菅谷とよ、
鈴木定夫、髙安弘明、長嶋寿夫、平山昭夫、藤﨑眞、保坂恵美子、堀越一元、
本宮慶子、山村博男、吉田光子
３ ボランティア活動功労…あじさいⅡ、ＲＮＣ、かとり市民環境ネットワーク、
谷川駿、永作成子
４ 多額の寄付（個人 5 万円以上・団体 10 万円以上）…歌粋会、栗林商事株式会社、黒
田良一、實川満
５ 特別功労…学校法人加計学園千葉科学大学、株式会社明電舎プラント建設本
部、髙木鉄筋、上野久、江戸大吾、小野里英師、木家浩司、菅谷智、内藤真徳、
平岡学、茂木正彰

赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金

②

③

④

⑤

①菅谷会長によるあいさつ ②菅谷会長から表彰状の授与 ③「災害ボランティ
ア活動を経験して 〜絆〜」と題して活動発表したオール千葉チームの田邉さん
④悪質商法の手口について落語を交えて解かりやすく伝えた夢見亭わっぱさん
⑤津軽三味線ならではの迫力と、女性らしい繊細さを兼ね備えた輝＆輝 (KIKI) さ
んのライブ

ご協力ありがとうございました

昨年の10月から「赤い羽根共同募金（10月1日～ 12月31日）
」
、12月
から「歳末たすけあい募金
（12月1日～ 12月31日）
」
を実施しました。
毎年、市民の皆様および法人の皆様からの温かいご理解・ご協力によ
りたくさんの募金をお寄せいただき厚く御礼申し上げます。
おかげさまで、
「赤い羽根共同募金」は7,304,920円集まりました。こ
の募金は千葉県共同募金会へ送金し、来年度一般配分事業として香取
市の地域福祉に活用させていただきます。また
「歳末たすけあい募金」
は
5,961,916円集まり、皆さまからいただいた善意は年末に下記の事業
に活用させていただきました。

【歳末たすけあい募金支出内訳】

■生活困窮者に見舞金を配付（2,375,000円）…市内の母子父子世帯・
障害者世帯・単身高齢者世帯・寝たきり高齢者世帯などの生活困窮者
世帯475件(1件5,000円)に見舞金を配付しました。
■社会福祉施設助成金（１,190,000円）…市内の高齢者･障害者・児童
福祉施設へ年末事業を対象に助成しました。
（31施設へ助成・事業規
模（参加人数等）により１施設50,000円まで助成）
■新生児紙オムツ代助成事業（930,000円）…市内在住で平成30年11
月1日～令和元年10月31日までに生まれた新生児のいる家庭に助成

「令和元年度 募金実績報告書」

【歳末たすけあい募金収入内訳】【赤い羽根共同募金収入内訳】
種

別

募 金 額

戸 別 募 金

5,723,950円

法 人 募 金

165,000円

そ の 他
合

計

72,966円
5,961,916円

種

別

募 金 額

戸 別 募 金

6,798,700円

職 域 募 金

13,967円

学 校 募 金
そ の 他
合

計

327,016円
165,237円

7,304,920円

しました。
（申請者数186件・1件5,000円）
■地域福祉活動事業助成金（846,859円）…地区社協の年末事業を対象
に助成しました。
（19地区社協へ助成・1地区社協50,000円まで助成）
■ボランティア活動事業助成金（202,152円）…ボラ連に登録するボラ
ンティア団体の年末事業を対象に助成しました。
（21団体へ助成・1団
体10,000円まで助成）
■募金等経費
（289,293円）
【支出合計】5,833,304円
（収入支出差引残金は次年度に繰り越します）
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香取市社会福祉協議会事業計画・一般会計予算

支えあい安心して暮らせるまち香取市を目指して！
重点事項
1.第二次地域福祉活動計画並びに基盤強化計画の策定
 地域福祉活動計画については香取市の地域福祉計画と連動し、か
つ相乗効果があり地域の力をより発揮できることを旨とし、基盤強
化計画は自主財源の確保を第一に、また香取市や千葉県社会福祉協
議会等からの財政的支援を得られる計画を立て、活動することを目
標とします。
2.生活支援体制整備事業の推進
 地域で多様な関係主体が集まる
「協議体」
の設置ができていない地
区があることに留意し、本年度は早急に進めるべく
「生活支援コー
ディネーター」を増員することで本事業の一層の推進を図ります。
3.権利擁護関係事業の充実
日常生活自立支援事業
（愛称：すまいる）
 人口に占める本事業の契約者が県内でも3指に入る件数であり、
今もなお増加し続けていることから、引き続き本事業を円滑に遂
行します。特に近年、精神障がい者の利用が急増しているため、
従来からの支援スタイルの変容にも柔軟に対応してまいります。
法人後見事業
 本事業にとって一番のパートナーである家庭裁判所との関係を
より強固なものとし、また日常生活自立支援事業との連携により、
適当な後見人等がなく生活に困窮している方を対象に事業展開し
ていきます。
4.生活困窮者への支援
 新型コロナウイルス感染拡大による国の対応策として現行の緊急
小口資金・総合支援資金制度を拡大実施することとなりました。こ
れにより従来の本会が独自に実施する
「小口資金貸付制度」
や千葉県
社会福祉協議会受託事業である
「生活福祉資金貸付制度」
を効果的に
連動・活用し、生活に窮する方への資金面での対策を図ります。ま
た、歳末たすけあい運動の一環として実施している生活困窮者への
見舞金についても、より効果が発揮できるような内容に改めていき
ます。そして、フードバンク千葉との連携や市内農家の篤志者の協
力による困窮者の食の確保についても併せて実施していきます。
5.地域ぐるみ福祉振興基金の運用
 2年前に購入した「円建て元本100％償還型日経平均株価リンク
債」が、新型コロナウイルス感染拡大に伴う金利低下等により、発
行体の判断で本年2月に強制償還となり、現在は普通預金に置いて
ある状態です。
 本基金の前年度末残高は約1億9千万円と一見大きく見えますが、
この基金の取り崩しをしないことには、今後の予算編成も支障をき
たす状況となっていますので、経営バランスを考慮しながら効果的
な運用を研究していきます。
6.介護保険事業の運営と見直し
 介護保険事業が、数年来本会の経営全体を圧迫しているのが現状
となっており、この状態のままでは社会福祉事業に悪影響を及ぼす
ことも考えられます。事業撤退も含めた決断を迫られるおそれもあ
りますが、事業継続中であり利用者第一をモットーとしたサービス
提供に努めるとともに、執行予算の縮減を図っていきます。そのた
め、ホームヘルパーの資質やサービス向上等の研修や管理体制の整
備を進めていきます。

社会福祉事業
●法人運営
（各役員会等の開催、関係機関との連携強化）
●組織体制の基盤強化
（第2次基盤強化計画の策定、
職員の資質向上等）
●広報啓発活動
（広報紙・ホームページ等による事業紹介等）
●地域福祉活動推進事業
（第2次地域福祉活動計画の策定、地区社協・
ボランティアの活動推進、サロン活動・見守り活動の推進、福祉教
育の推進、生活援助サービスの提供、災害時の体制強化、
「ちょいさぽ」
サービスの運営、男の料理教室の開催、給食サービス事業の実施ほか）
●共同募金配分事業
（赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金の実施）
●居宅生活支援事業
（障害者総合支援法に基づくホームヘルパー派遣
事業ほか）
●福祉総合相談事業
（心配ごと相談、介護に関する相談、その他の福
祉全般に係る相談等）
●貸付事業
（小口資金、生活福祉資金、総合支援資金、緊急小口資金等）
●地域ぐるみ福祉振興基金運営事業
（基金運用の研究、社会福祉事業
への配分）
●補助事業
（市高齢者クラブ連合会、支部事業等）
●成年後見事業
●受託事業
（県社協、市ほか）
◦ホームヘルプサービス事業（難病患者等）
◦外出支援サービス事業
◦日常生活自立支援事業の実施
◦障害者紙オムツ給付事業の実施
◦香取市生活支援体制整備事業
山田ふれあいまつりでの
◦その他の受託事業の実施
共同募金活動
公益事業
●介護保険事業
（訪問介護事業、訪問入浴介護事業、居宅介護支援事業、
紙オムツ給付事業）
その他の事業
●千葉県共同募金会香取支会の運営
（赤い羽根共同募金、歳末たすけ
あい募金の実施）
●社協バス運営事業

令和２年度

収支予算書
（法人全体）

その他の
活動による収入
6,972万5千円
その他の収入
23.9%
26万5千円
0.1%
受取利息配当金収入
9万2千円
0.1%
障害福祉サービス等
事業収入
443万1千円
1.5%

経常経費補助金収入
3,675万4千円
12.6%
助成金収入
15万2千円
0.1％
受託金収入
2億9,149万 4,177万9千円
14.3%
9千円

収入

介護保険事業収入
1億64万6千円
34.5%

貸付事業収入
186万円
0.6%

事業収入
510万8千円
1.7％

予備費支出
30万円 0.1％

負担金支出
33万5千円 その他の
0.1％ 活動による支出
助成金支出
5,306万4千円
1,555万2千円
18.2％
5.3％
貸付事業支出
216万円
0.7％
事務費支出
1,092万円
3.8％
（自）令和２年 4 月 1 日〜
（至）令和３年 3 月 31 日

生活支援体制整備事業（小見川東南地区協議体）

会費収入
1,626万2千円
寄付金収入
5.6％
171万3千円
0.6%

前期末支払資金残高
1,271万2千円
4.4％

支出

2億9,149万
9千円
事業費支出
7,883万9千円
27.1％

人件費支出
1億3,032万9千円
44.7％
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【栗源地区】

令和元年度千葉県社会奉仕賞受賞
香取市ボランティア連絡協議会登録の団体
「ふれんどしっぷ」
さ
んが令和元年度千葉県社会奉仕賞を受賞され、3月6日に千葉県
庁で行われた受賞式に代表の額賀勉さんが出席しました。障害を
お持ちの方々が市内のスポーツ大会等の行事や余暇活動に参加
できるよう支援を行ったり、
クリスマス会の企画実施な
ど、障害者の社会参加に長
きにわたり貢献されたこと
によるものです。
令和元年度の受賞は個人
1人と団体が9でした。額賀
さんは、
「受賞は大きな励みと
なり、今後のボランティア活
動に、より一層生かされると
思います」
と語りました。
ふれんどしっぷ代表
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額賀勉さん

高齢者ふれあい集会
1月26日、テラス・サンサンにて高萩地区社協の主催による
「高
齢者ふれあい集会」
が開催されました。昨年度までは旧高萩小学校
体育館で開催していましたが、今年度からはテラス・サンサンへ
会場を移しての開催です。
当日は高萩地区の70歳以上の高齢者とスタッフ合わせて約150
ト グチ トク ミ
チ
人が集まり、アトラクションでは外口德美知先生の
「糖尿病漫談」
や、ピアダンス、下座や三線演奏などが行われ、最後は大抽選会
で会場は大いに盛り上がりました。

戸口先生による糖尿病漫談

【佐原地区】

ふれあいタイムで和気あいあい

第4回 香取市障がい者フライングディスク大会

2月26日、津宮コミュニティーホームにて、令和元年度第３回
つのみやふれあいタイムが開催されました。これは地域の70歳以
上の日中独居を含む独居高齢者と高齢者クラブ
（堀川クラブ・風神
クラブ）
との交流会です。レクリエーションリーダーの藤崎トヨ子
さんと一緒に体を動かしたり、ゲームなどを行いました。うまく
できても、そうでなくても、自然にみんなが笑顔になり、体もポ
カポカ。寒さも吹き飛び、楽しいひとときとなりました。

2月8日、香取市民体育館にて第４回香取市障がい者フライン
グディスク大会が開催されました。宇井市長と菅谷会長による試
投式から始まり、枠を狙って投げる「アキュラシー」と投げた飛距
離を競う
「ディスタンス」の２種目を行い、会場は大いに盛り上が
りました。

熱心に説明を聞く参加者

コントロールの正確さを競う「アキュラシー」

【山田地区】

めざせ100歳‼香取もりもり体操
懐かしの童謡♬を口ずさみながら、
座ったままゆっくり手や足を動かす
「香
取もりもり体操」
は、山田区内でも人気急上昇です。
「ここに来てみんなで一
緒に体操しておしゃべりも出来て楽しいよ～。こういう場所を作ってくれて
ありがとう」
「もりもり体操で少しずつ貯めた貯筋で、みんなでウオーキング
に行きたいね～」
と参加者の方から嬉しい声もいただきました。山田区内で
は、吉野平・仁良・神生・長岡・入小保内・山倉と地域の集会所等を利用し
て活動されています。いつまでも、住み慣れた地域で、元気に‼ もりもり
体操の輪が広がりますように。
●

歌いながら体操するのがポイント！
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会費納入・寄付者紹介

57号

会費納入・ご寄付ありがとうござ
いました。※12月1日〜 3月31日

／
（有）
木内自動車

【5,000】
…
（有）
浅間台牧場／
（有）
タクミ
産業

【4,000】
…
（有）
栗源運輸／
（株）
斎田運送

【3,000】…
（有）日下設備工業／
（株）エ
ヌ・ビー・ケイ／
（有）林建材／
（合）岩
井製菓所／
（有）
伸栄建設

【2,000】
…
（株）
澤泉／
（有）
富岡建鉄工業

／ジェイフィルム
（株）成田工場／
（合）
平野／
（合）ヤマハン商店／
（有）富澤製

作所／
（合）小沢商店／クリモト総業

（株）／
（株）シャロン／平山洋品店／エ
アポートトラベル
（株）／キューピータ
マゴ
（株）栗源工場／
（有）石毛運送／ナ

ガシマ化学工業／
（株）栗源工場／
（株）

一般寄付
香取市高齢者クラブ連合会佐原支部…

栗源中学校………………………4,383

古切手……………………………… 10

飯嶋明……………………………3,646

プルタブ・アルミ缶……………… 32

ボトルキャップ………………… 116

本宮書道教室……………………3,622

……………………………… 218,976
鴇崎昭一…………………… 200,000

その他………………………………… 5

今年度も一般会費・賛助会費・法人会費にご協力お願いします

ドコモショップ佐原……… 100,000

千葉県生涯大学校東総学園ハンドクラ

社会福祉協議会「社協」は、地域住民が共に地域福祉・在宅福祉を考え
推進することを目的とする非営利の民間福祉団体です。
毎年、市民・団体・法人の皆様からご協力いただいている会費は地域
福祉活動を推進する上で貴重な財源となっており、「誰もが安心して暮
らすことができる福祉のまちづくり」を目指してボランティア活動・福
祉教育の推進・支援を必要としている方々への支援活動など、さまざま
な福祉事業に活用させていただきます。当会の活動の趣旨にご理解をい
ただき会費のご協力をお願いいたします。

フトクラブ檸檬一同………… 60,000
銚子商工信用組合信友会…… 50,000
日蓮宗千葉県東部宗務所…… 50,000
匿名…………………………… 30,000

千葉桜の里ゴルフクラブ企画実行委員
会……………………………… 30,000
YAMADA 星太鼓……………… 20,000

栗源文化協会………………… 19,803

一般会費（1 世帯 800 円）各 世帯から自治会長を通じてご協力いただ
いています。
賛助会費（1 口 1,000 円）社 会福祉に関心を持ち、当協議会の活動に
賛同いただいている個人・団体・法人・事
業所からご協力いただいています。
法人会費（1 口 2,000 円）個 人・団体・法人・事業所からご協力いた
だいています。

佐原液化石油ガス協同組合… 13,734
佐原めぐみこども園………… 12,000
陶芸工房「間」
… ……………… 10,600

本宿地区社協………………… 52,500

3
5
6物品寄付（件）

福祉大会参加者…………………4,276

香取市生涯学習課…………… 15,182

一般会費

…………………………………… 653

野田匿名…………………………5,000

小島武美…………………………3,000

藤和／
（有）大和企画／
（有）カイシン／
設
（株）
／
（株）
緑環境

香取食生活改善推進協議会山田支部…

新宿地区社協……………………6,877

片野英子…………………………5,000

實川満………………………… 20,000

（有）北総ファーム／
（有）北総／片野建

齋藤のぶ…………………………1,610

神生区祭礼………………………9,420

黒田商事／香取トラック協同組合／

（有）西商店／小林製菓
（株）千葉支店／

荒井功………………………… 10,000

椿義明……………………………2,000

生涯大学校かとり学友会…… 10,000

賛助会費

【10,000】
…道の駅くりもと紅小町の郷

山崎日出明………………………2,000

フレンドリー木村敏夫……… 10,000

（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

法人会費

小島武美……………………… 10,000

松林寺禅道会………………… 10,000
きくの会……………………… 10,000

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付
新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度に
おける総合支援資金（生活支援費）及び緊急小口資金について特例措置が設けられました。
緊急小口資金
（特例貸付）
主に休業された方向け

対象者＝新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、休業等により収入の
減少があり、緊急かつ一時的な生計
維持のための貸付を必要とする世帯
貸付限度額＝20万円以内
据置期間＝１年以内
償還期限＝２年以内
貸付利子＝無利子
必要書類＝電話でお問い合わせくだ
さい

30
ふれあいクイズ●

プレゼント付

総合支援資金
（特例貸付）
主に失業された方向け

対象者＝新型コロナウイルス感染
症の影響を受け、収入の減少や
失業・休業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となってい
る世帯
※ただし、公的給付
（失業給付、生
活保護等）
を受給されている場合は
対象外となります
貸付限度額＝
◦単身世帯／月15万円以内

令和２年度

「キーワード
を探せ！」
ヒント／答えは紙面の中にあります

日常生活自立支援事業の愛称は？

○○○○
郵便はがきに○にあてはまる文字を書いて、あなたの①氏
名②年齢③職業④住所⑤電話番号⑥「ふれあい」を読んだ
感想⑦福祉について知りたい情報を明記の上、下記までご
応募ください。正解者の中から抽選で 10 人に図書カード
1,000 円分をプレゼントいたします。
宛先／〒 287-0001 香取市佐原ロ 2116-1
香取市社会福祉協議会「ふれあいクイズ」係
応募の締め切り／令和 2 年 5 月 15 日（金）( 当日消印有効 )
＊当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただき
ます

次回発行予定日 ● 令和2年8月1日
（土）

◦ 2 人以上世帯／月 20 万
円以内
貸付期間＝原則3月以内
据置期間＝1年以内
償還期限＝10年以内
貸付利子＝無利子
必要書類＝電話でお問い合
わせください

心配ごと相談所開設日

毎月第１木曜日
（祝日除く）10時～ 15時
相談場所=香取市社会福祉協議会本所
会議室
家庭問題や福祉問題など、生活全般に
関わる悩みごとの相談窓口です。相談員は
学識経験者などが担当し、必要に応じて
専門機関への連絡や紹介などを行います。
日
6月4日
7月2日
8月6日

程

9月3日
10月1日
11月5日

12月3日
1月7日
2月4日
3月4日

新型コロナウイルス感染症の影響により変更
になる場合があります。

主な活動報告
1月 16日 理事会
2月 21日 第14回社会福祉大会
3月 22日 正副会長会議

※特例貸付の御相談・申込
窓 口 は、 お 住 い の 市 町 村
社会福祉協議会になります。
現に新型コロナウイルスに
感染されている方やそのご
家族など濃厚接触者に該当
する方、またその疑いがあ
ると思われる方は、あらか
じめ電話でお問い合わせく
ださい。感染拡大防止の観
点から、ご協力をお願いい
たします。

かつて経験
したことのな
い新年度を迎えました。新型コロナ
ウィルスが猛威を振るい、日本全国
に「緊急事態宣言」が発令されました。
目に見えない敵から自分と大切な人
を守るため、不要不急の外出を避け、
予防のための手洗い、外出時のマス
ク着用、3 密を避ける行動など、神
経を注ぐ日々です。
先日、青空高く悠々と泳ぐ鯉のぼ
りを見かけました。男子誕生を祝い
その健やかな成長を願う端午の節句、
ご家族の喜びが伝わってきます。新
型コロナウィルス感染症が早期に終
息し、鯉のぼりのように子ども達が
元気に通学できる平穏な日常が一刻
も早く戻ることを願うばかりです。

編 集 後 記

広報委員：小川
坂本

剛
純夫

佐藤
竹蓋

昇
均

「ふれあい」
は誰にでも読みやすいUD（ユニバーサルデザイン）フォントを使用しています。

