社協かとり通信『ふれあい』は年4回市民のみなさまにお役に立つ福祉情報をお届けします。
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防災活動をサポート

災害ボランティアセンター
近い将来、大規模な地震や台風の発生による被害が想定されます。まずは、自身の命を守る
「自助」
、
そして、隣近所で助け合う「共助」ができるように備えましょう。
また、災害時には、被災者のさまざまなニーズに対応できる災害ボランティアの活動が必要です。
地域の皆さまのご支援とご協力をお願いいたします！

災害ボランティアセンターとは
災害ボランティアの活動を円滑に進めるために被災地に設置される拠点のことで
す。近年では地震や台風など被害の大きな災害に見舞われたほとんどの被災地で立
ち上げられています。
本会でも昨年 9 月・10 月の台風 15 号、19 号および 21 号の際は
「香取市災害ボラ
ンティアセンター」を立ち上げ、被災者への支援を行いました。

災害ボランティアセンターの活動内容
被災地のニーズの調査・把握

倒壊した倉庫のがれき撤去

ボランティアの受け入れと登録

●被災ゴミの搬出やがれきの撤去など、被災地の

●災害ボランティアセンターの立ち上げをホームページなどで情

●地 域の実情をご存じのリーダーなどを通じて

●活動を希望する人は、まず災害ボランティアセンターに連絡し、

暮らしのニーズを収集します。

報発信し、活動を希望するボランティアの受け付けを行います。

ニーズの調査・収集を行うほか、直接要望を聞

ボランティア登録をすることになります。

いて回ります。

ボランティアニーズと災害ボランティアとのマッチング

関係機関との連携・調整

●被災された人たちからのニーズに合わせて、活動に必要な人数

●関係機関と連携を図り、被害状況や活動状況などの情報を共有

を調整し、登録ボランティアとマッチング
（結び付ける）
させます。

します。

災害ボランティアセンターについてのお問い合わせは本所
（☎ 54-4410）へ。

会費納入にご協力いただきありがとうございました！

令和元年度「一般会費」
「賛助会費」
「法人会費」使途報告

一般会費
１世帯 800円

賛助会費 １口 1,000円
法人会費 １口 2,000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。

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。

会費の使途

毎年、市民の皆さまや事業所など大勢の方々にご理
解とご協力いただいている会費は、令和元年度、一般
会費15,542,152円、賛助会費266,000円、法人会費
181,000円、合計15,989,152円でした。
会費納入にあたり、地域等で取りまとめにご協力い
ただいた皆さまに感謝申し上げます。
集まった会費は、右記の事業に活用しました。

●地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、高齢者クラブ連合会、
ボランティア連絡協議会等への助成に………………………… 10,938,750円
●広報紙、パンフレットの発行、ホームページの運営費に……… 938,234円
●障害者スポーツ大会、手話講習会などの障害者福祉活動費に… 244,581円
●いきいきサロン、男の料理教室などの高齢者福祉活動費に……… 250,898円
●子どもの遊び場の整備費等児童福祉活動費に…………………… 333,470円
●心配ごと相談所の運営費等地域福祉サービス活動費に………… 215,913円
●低所得者世帯への生活資金の貸付金（限度額２万円）に………… 618,000円
●車輌に係る経費に…………………………………………………… 738,148円
●社会福祉大会の経費に……………………………………………… 739,126円
●千葉県社会福祉協議会等各種団体への負担金に………………… 286,000円
●理事会等会議の経費に……………………………………………… 431,664円
●その他法人運営に係る経費
（光熱水費等）に……………………… 254,368円
合

計

…………………… 15,989,152円
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令和

元年度

事業・収支決算報告

6月29日に開催した理事会で議決、評議員会においては書面
決済を行い、令和元年度事業報告・収支決算が承認されました。

【主な事業】
1 地域福祉サービス事業
●福祉総合相談事業
（心配ごと相談所事業）
●日常生活用具貸出事業…貸出数のべ 224 件
●ボランティア活動普及事業…90 グループ 1,989 人登録

2 資金貸付事業
●小口資金貸付事業 ( 市社協）
…新規利用者 84 件
●総 合支援資金・福祉資金・教育支援資金
（県社協受託）…利用者
15 件
●コロナ特例貸付（緊急小口・総合支援）…相談実績
（期間 : ３月 24
日～ 27 日）電話 19 件、来所 10 件

３ 受託事業
●外出支援サービス事業…利用者のべ 269 人
●ミニデイサービス事業…利用者のべ 1,584 人
●給食サービス事業…利用者のべ 4,258 人
●障害者紙オムツ給付事業…利用者 250 人
●日常生活自立支援事業…37 件
●香取地区老人クラブ事務局業務
●香取市高齢者クラブ連合会及び 4 支部事務局業務
●小見川社会福祉センター指定管理者業務
●シニア健康プラザ管理業務
●地域活動支援センター指定管理者業務
●栗源循環ワゴン運行事業
●生活支援体制整備事業

令和元年度
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４ 成年後見事業
●成年後見事業…利用者 7 人

５ 共同募金配分事業
●男の料理教室…参加者のべ 211 人
●ふれあいいきいきサロン…参加者のべ 174 人
●ステップアップ手話講習会…参加者 25 人
●子どもの遊び場設置事業
●声の広報事業
●フライングディスク大会…参加者約 130 人
●香取市社会福祉大会…参加者約 400 人
●法外援護…火災見舞金支給 11 件
●歳末配分事業…見舞金 475 件・助成金 257 件

６ 居宅生活支援事業（障害者総合支援法に基づく事業）
●支援が必要な身体・知的・児童障害者に対するホームヘルパー派
遣事業…利用者のべ 1,092 人

７ 助成金事業
●地区社会福祉協議会・福祉団体・ボランティア団体・学校…79 団
体へ助成

８ 介護保険事業
●指定訪問介護事業…利用者のべ 3,280 人
●予防訪問介護…利用者のべ 3,587 人
●指定居宅介護支援事業…利用者のべ 716 人
●指定訪問入浴介護事業…利用者のべ 673 人
●紙オムツ給付事業…利用者のべ 17,137 人
●高齢者家族介護用品支給事業…利用者のべ 117 人
●介護予防支援業務…利用者のべ 153 人

9 その他
●千葉県共同募金会香取市支会の運営
●交通遺児勉学奨励金支給事業
●社協バス運行事業…利用件数 121 件

収支決算書 （法人全体）

前期末支払資金残高 1,663万4,426円 4.5%

障害福祉サービス等事業収入
432万4,610円 1.2%

その他の活動支出
1億563万9,056円
30.3%

寄附金収入
201万2,724円 0.5%

その他の活動収入
1億857万5,374円 29.6%

受取利息配当金収入
123万3,879円 0.3%

会費収入
1,598万9,152円 4.4%

収入

3億6,643万
7,494円

経常経費補助金収入
3,704万1,755円 10.1%
助成金収入
13万9,000円 0.1%

負担金支出
28万6,000円 0.1%

受託金収入
7,282万2,951円 19.9%

貸付事業収入 186万円 0.5%
介護保険事業収入
事業収入 476万6,254円 1.3%
1億103万7,369円
27.6%

助成金支出
1,410万7,761円
4.1%

支出

3億4,911万
2,568円

貸付事業支出
187万8,000円 0.5%
事務費支出
1,025万7,092円 2.9%

人件費支出
1億3,794万1,811円
39.5%

事業費支出
7,900万2,848円
22.6%

新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等の特例貸付について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、緊急かつ日常生活の維持に必要な資金の貸し付けを実施しています。

緊急小口資金
（特例貸付）

総合支援資金（特例貸付）

貸付対象＝新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、収入の減少した世帯
貸付限度額＝ 20 万円以内
貸付方法＝
（1）据置期間：1 年以内
（2）償還期限：2 年以内
（3）貸付利子：無利子
必要書類＝電話でお問い合わせ
ください

貸付対象＝新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
収入の減少や失業等された世帯
貸付限度額＝※原則として 3 カ月以内
・単身世帯：月 15 万円以内
・複数世帯：月 20 万円以内
貸付方法＝
（1）据置期間：1 年以内 （2）償還期限：10 年以内
（3）貸付利子：無利子 （4）連帯保証人：不要
必要書類＝電話でお問い合わせください

※現に新型コロナウイルスに
感染されている人やそのご
家族など濃厚接触者に該当
する人、またその疑いがあ
ると思われる人は、あらか
じめお電話にてお問い合わ
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。
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【栗源地区】

栗源桜が丘広場の除草作業
まさ み

6月13日、栗源さくらの会（佐藤正 躬 会長）が栗源桜が丘広場
の除草作業を行いました。新型コロナウイルスの影響を受け、3
～ 5月はお花見広場や除草作業などの活動を自粛していましたが、
緊急事態宣言の解除により活動を再開しました。
再開の初日となるこの日は会員30人が集まり、桜の木が植樹
されている土手や芝生広場の除草作業を行い、公園の環境がより
一層整いました。
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【佐原地区】

こだまの会、再始動♪
7月1日、ボランティアグループ「こだまの会（坂本節子会長）」
が、活動を再開しました。
広報紙を読み上げ、
「声のテープ」として視覚障害者の方々に配
布する活動を行う同会。この度、コロナ感染拡大予防の観点か
ら、活動湯所を佐原中央公民館に変更。3密を避けるなど感染症
対策を行った上での、
「声」の活動再開となりました。活動休止中
は、いつも楽しみにしてくださっている方々へテープをお届けで
きず、悔しく淋しい気持ちが込み上げてきました。
思うように活動できない状況を乗り越え、久々に顔を合わせた
仲間たち。マイクを通してのテスト録音の後、さっそく本番録音
スター卜。広報を読み上げる人、正確に読めているかチェックを
する人など、長年培った連携プレーで生み出される「声のテープ」
は、はっきりと明瞭で、かつ優しさに溢れていました。

録音、はいスタート !!

【佐原地区】
斜面での作業もお手の物

【小見川地区】

小見川ボランティア連絡協議会総会
７月３日、小見川さくら館にて小見川ボランティア連絡協議会
（老田紀代美会長）
の令和２年度の総会を開催しました。
昨年度の事業報告と決算、今年度の活動予定と予算について協
議を行い、集まった役員から「新型コロナウイルスの感染拡大状
況をみながら、できる範囲で事業を進めていこう！！」という声掛
けがあり、参加者一同意欲を高めました。

会議で意気込む役員の皆さん

中郷ひまわりサロン再開！！
６月17日、大倉中郷コミュニティーセンターにて、中郷ひま
わりサロン
（向後美作子代表）が活動を再開しました。新型コロナ
ウイルスの影響で、３月から活動を休止していましたが、緊急事
態宣言が解除になったことを受け、久々に馴染みの顔が集まりま
した。年間計画では、
「笑いヨガ」を行う予定だったこの日、感染
予防のため、声を出さない「歯と口腔ケアについて身近な体操」に
内容を変更。講師の戸高先生をお招きして、いすに座ったままで
きる動きを丁寧にご指導いただきました。最後は、ゆったりとお
茶を飲みながら、参加者のお誕生会を開催。休止中だった3 〜５
月の人の分も皆でお祝いしました。毎月第1火曜日に開催するサ
ロンは、料理教室や塗り絵、編み物、バスハイクなど、幅広い分
野に及びます。久しぶりの活動にひまわりのような笑顔が咲き誇
り、心も体も元気いっぱいになりました。

みんなで体操、楽しさ倍増 !!
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会費納入・寄付者紹介

会費納入・ご寄付ありがとうございました。
※寄付の対象期間は4月1日〜 6月30日

※今回掲載できなかった佐原・小見川地区の一般会費は次回に掲載します。
（敬称略・順不同、会費・寄付の単位は円）

小見………………………… 136,000

法人会費
【2,000】…富士デベロプメント
（株）／

（有）丸平木材／かとり農業協同組合／

（有）小堀設備工業／
（株）岩立鉄工所／

（株）
西谷ホールディング／
（株）
林／
（農）
大権農場／
（株）千葉カネイ食品／金井

工業
（株）
／
（株）
高岡商会／
（有）
岩立工業
／
（株）岩立水道建設／
（株）菅谷工務店

／
（有）昭和自工／前建総業
（株）／
（株）
喜多見呉服店／医療法人社団 惠慈会

／加瀬モータース／前田建設
（株）／菅
谷建設
（株）／銚子信用金庫山田支店／

（株）遠藤組／
（有）川口建設／
（有）木内
重機／
（株）石毛ハウジング／長嶋運送

（株）
／
（株）
ナガシマ化学工業／
（資）
高木
英次商店／木内土木
（株）／
（有）ミニミ

ニストアー林／
（福）九十九里ホーム／

（株）
越川植樹園／
（株）
ニッサク

一般会費
北佐原地区社協…………… 427,000
津宮地区社協……………… 412,800
新島地区社協……………… 576,000

吉野平……………………… 141,000
川上…………………………… 55,000
高野…………………………… 35,000
竹之内………………………… 97,000
田部………………………… 139,000
仁良………………………… 111,000
神生………………………… 124,000
米野井………………………… 59,000
在郷…………………………… 93,000
原宿…………………………… 30,000
入小保内…………………… 106,000
山帰…………………………… 46,000
南四ツ塚…………………… 102,000
長岡………………………… 144,000
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浅黄西部……………………… 36,000
西崎………………………… 111,000
大畑…………………………… 43,000
助沢…………………………… 76,000

荒北…………………………… 75,000

きくの会……………………… 20,000

苅毛…………………………… 50,000
浅間台………………………… 10,000
沢…………………………… 120,000
開進…………………………… 65,000
倉沢…………………………… 16,000
宿原…………………………… 25,000
高萩………………………… 125,000

鳩山…………………………… 56,000
小川………………………… 122,000
浅黄東部……………………… 60,000

荒井功………………………… 10,000
匿名…………………………… 10,000
香取市教育委員会生涯学習課…7,941
津宮小学校………………………1,480

物品寄付（件）
古切手………………………………… 2

中峰…………………………… 80,000

プルタブ・アルミ缶……………… 15

上の台………………………… 87,000

賛助会費

ボトルキャップ…………………… 32
その他………………………………… 3

津宮地区社協………………… 47,000

市内の有志団体あすなろ会
(林清次代表)は、本会を通じ
て 市 内 の41施 設 へ 計3,000
枚のマスクと消毒液を寄贈し
ていただきました。ありがと
うございました。

桐谷…………………………… 66,000

實川満………………………… 20,000

受所…………………………… 60,000

山倉………………………… 286,000
新里………………………… 214,000

一般寄付
佐原モラロジー事務所……… 30,000

マスクの寄贈

大角………………………… 111,000

片野英子…………………………5,000

西田部………………………… 55,000

古内…………………………… 30,000
日下部住宅…………………… 16,000

北佐原地区社協……………… 30,000

主な活動報告
100 歳顔写真募集

内容＝講演
「広げよう！！支え合いの輪！！」
講師 土屋幸己 氏
（一般社団法人 コ
ミュニティーネットハピネス）
参加費＝無料
お問い合わせ＝本所
（☎54-4410）

「ふれあい」では毎年、100歳になられる
人の顔写真を掲載しています。希望される
人は、最寄りの社会福祉協議会にお申し込
みください。
対象 ＝令和2年4月1日〜令和3年3月31日
子供リサイクル用品のご案内
の間に100歳を迎える人
山田支所では、不要になった子供用品のリ
応募 方法＝最近の顔写真
（裏に住所・氏名
を明記）を添えて最寄りの本所・支所へ サイクル活動を行っています。リサイクル品
8月31日（月）までにお申し込みください は山田児童館へ展示しています。
（写真は「ふれあい」掲載後、返却いたし 【現在のお預かり品】
ベビー服、おもちゃ・ぬいぐるみ、バウン
ます)。
サー、ベビーバス
（1）
、その他
香取市生活支援体制整備事業
お問い合わせ＝山田支所
（☎78-1056）

「広げよう、支え合いの輪」地域づくりフォーラム
日時＝9月14日（月）
午後1時30分〜
会場＝香取市役所本庁舎5F会議室
定員＝50人
対象者＝佐原地区在住の人優先

31
ふれあいクイズ●

プレゼント付

「キーワードを探せ！」
ヒント／答えは紙面の中にあります

地震や台風などで大きな被害に見舞われた被災地で、災害ボ
ランティアの活動を円滑に進めるために設置される拠点とは？

○○○○○○○○○○○○
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 8 月 15 日 ( 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10月1日
（木）

6月 23日 正副会長会議
29日 理事会
7月 7日 広報委員会

香取市社会福祉協議会
で は、
「社協ふれあい」
の広告掲載企業を募集し
ています。

広告募集！

広告の１枠は
このサイズです
発行部数＝約 28,000 部
（市内全域に新聞折込）
サイズ＝ 1 枠 縦 56 ミリ×横 79 ミリ
広告料＝ 1 枠 5,000 円（税込）
年 4 回発行（5 月、
8 月、
10 月、
1 月）
お問い合わせ＝本所（☎ 54-4410）

編 集 後 記
「令和２年７月豪雨」は、九州を中心に各地で河川の氾濫
や決壊、土砂崩れ等を起こし、尊い命を奪い、家屋の浸水や
倒壊等の大災害をもたらしました。避難所は、今までの対応
に加え、密閉・密集・密着等の三密を避けるなどの感染症対
策が採られ、
また、
被災地の各地で災害ボランティアセンター
の開設という報道もありました。
今回、本紙 1 面で、災害ボランティアセンターを取り上
げました。復旧には、多くの人員と長期の日時を要し、被災
者の心の支えとなる対策も必要です。その一助として災害ボ
ランティアセンターについて知っていただければ幸いです。
広報委員：小川
剛
坂本 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。

