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生活支援体制ニュース　第13報・
　後見支援センター事業
善意の寄付・
インフォメーション

山武市社会福祉協議会 KIZUNA

『必要な方にお渡しください。』と、市内外からたくさんのマスクを寄付していただきました。
コロナの影響で塞ぎがちな心を温かくしてくれた『手作りマスク』も大好評でした。

山武市では福祉施設や学校、障がい者等へマスクを配
布するため、布マスクの制作協力を市民の皆さんへ呼
びかけました。社会福祉協議会は、活動の周知と取り
まとめを行い、延べ１７７人の方にご協力いただき
５１４０枚を市に納め配布していただくことができま
した。「たすけあい」の協力に厚くお礼申し上げます。

あ り が と う



●基本方針●　本協議会では、生活困窮者自立支援
法の施行や介護保険法の改正、子ども子育て支援新制
度などの制度改革を的確に捉え、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、地域における福祉
課題や生活課題の解決に向けた取り組みとそれを支える

担い手づくりを強化していきます。
　また、福祉サービスのより一層の充実及び地域福祉活
動を推進するため、本協議会に課せられた使命・経営理
念・事業展開の再認識と強化を図りながら、次のことを重
点に活動していきます。

収 入
271,108,731

1,029,993
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会費収入 5,712,934
負担金収入 1,343,250 貸付事業収入 288,200
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平成28年度

事業報告

【重点項目】
１．生活支援活動への積極的な取
り組み
　地域における深刻な生活課題の
解決に向けた事業に取り組みます。
⑴ 生活困窮者自立相談支援事
業への取り組み

・生活・就労相談室に支援員を配
置し、生活困窮者が抱えている不
安や困りごとの相談を受け、本人
の状態に応じた包括的な支援事
業を推進します。

⑵ 成年後見事業への取り組み
・成年後見支援センターを設置し、

判断能力が不十分な方 を々、法
人が保護し支援を行います。専
門員は、基本理念である「ノーマ
ライゼーション」「自己決定の尊重」
「残存能力の活用」のもと、本人
保護との調和を図り、状況に応じ
た柔軟かつ弾力的な利用しやす
い制度を目指し取り組んでいきま
す。
２．高齢者が安心して生活するこ
とができる地域づくりの推進
　介護保険法の改正により新た
に制度化された生活支援コーディ
ネーターを配置し、包括的な高齢
者支援の体制づくりに努めます。
特に、地域に不足するサービスの
創出等の資源開発と、関係者間の
情報共有や生活支援の担い手づ
くりを促進するネットワークづくりを進
めます。
３．災害時における支援体制の整備 
　東日本大震災の教訓を踏まえ、
災害時に高齢者や障害者等支援
が必要とされる方々に対し迅速に
支援するため、行政や民生委員な
ど関係機関と連携し、今後の災害
支援体制の構築に努めます。
　また、災害時の支援活動を想定
した災害ボランティアセンターの立
ち上げ、運営訓練を実施するなど、
円滑に設置・運営ができるように職
員の育成を図ります。

【事業実施計画】
１．第２次地域福祉活動計画の推進
●第２次地域福祉活動計画の推進

・山武市地域福祉活動計画推進
委員会

・計画の実践・評価・見直し体制の
強化

・行政や福祉関係団体等との連携
による計画の推進

・研修会・住民福祉座談会等の開催
２．広報・啓発活動の強化
●広報・啓発活動の実施

・広報誌の発行（年４回）
・リーフレット・チラシの作成
・ホームページの充実
・社会福祉大会の開催
・福祉イベントの開催
３．地域福祉の推進 
●地域福祉活動の推進

・地区社協活動の支援
・ふれあいいきいきサロンの支援
・地域みまもりサービス事業の実施
・家族ふれあい事業の実施
・福祉活動団体の支援
・福祉のこころづくり講座の開催
・街のほっとスポット設置事業の実施
・チャリティイベントの開催
・マイクロバスの貸出
・物品の貸出
・コミュニティソーシャルワーカーの配置
●生活支援体制及び住民主体の
支援活動の推進

・生活支援コーディネーターの配置
・地域の支え合い体制づくり
・担い手の知識・スキル向上の研修

の実施
・関係者間の情報共有及び連携・

協働による取り組みの推進
●ボランティア・市民活動の推進

・ボランティア活動のコーディネート
・ボランティア講座の開催
・ボランティア活動の広報・啓発
・災害時におけるボランティア活動

の推進
・ボランティア活動費の助成
・ボランティア保険の受付
・おもちゃ図書館の開館

●福祉教育の推進
・福祉教育活動費の助成
・福祉教材の貸出
・福祉体験学習の開催
４．在宅福祉の推進
●住民参加型在宅福祉サービス
事業の推進

・福祉輸送サービス事業の実施
・住民参加型在宅福祉（家事援

助）サービス事業の実施
●介護保険・障害者総合支援事
業の推進

・介護保険訪問介護員派遣事業
の実施

・障害者総合支援訪問介護員派
遣事業の実施
５．総合的な相談、援助活動の推進
●心配ごと相談事業の推進

・心配ごと相談・弁護士相談事業
の実施
●各種資金の貸付等

・福祉資金の貸付
・生活福祉資金の貸付
・特別応急援護費の交付
●福祉サービス利用援助事業の
推進

・日常生活自立支援事業の実施
●日常生活支援事業の推進

・有料配食サービス事業の実施
・福祉カー貸付事業の実施
・福祉用具等貸出事業の実施
・介護者リフレッシュ事業の実施
・みんなの介護スクール事業の実施
・おとこの料理教室事業の実施
・歳末たすけあい事業の実施
・外出困難者生活支援事業の支援
●災害当事者への見舞金の交付

・交通遺児援護基金による見舞金
等の交付

・社協災害見舞金の交付
●生活支援活動への取り組み

・生活困窮者自立相談支援事業
の実施

・成年後見事業の実施
６．災害時における支援体制の整備
●災害対策と災害当事者への支
援事業の実施

・防災ネットワークの構築
・災害時初動体制の確立
・災害ボランティアセンターの立上げ

訓練
・千葉県内社協災害時の相互支

援協定に基づく活動
７．指定管理者制度施設の経営
●山武市福祉作業所の経営（３か所）
●山武市簡易マザーズホームの経営
●山武市山武福祉センターの経営
●山武市成東老人福祉センター
の経営
８．社協の基盤強化
●組織の運営

・理事会の開催
・評議員会の開催
・監事による監査
・委員会の開催
●苦情解決相談の受付

・福祉サービスに対する苦情解決
の実施
●会員募集の実施

・一般会員の募集
・賛助会員、特別会員の募集
●共同募金運動・日本赤十字社
社資募集運動への協力

・赤い羽根共同募金運動の実施
・歳末たすけあい募金運動の実施
・日本赤十字社社資募集運動の実

施
●関係団体支援事業及び連携強化

・市民生委員児童委員協議会
・市ボランティア連絡協議会
・市区長会
・市身体障害者福祉会
・市手をつなぐ親の会
・市ゴールドクラブ連合会
・市赤十字奉仕団
・その他協力団体との連絡調整
●社協役職員研修の実施

・国・県・県社協等の研修や会議へ
の参加

・先進地視察研修の実施
・職員研修の実施
●社協体制の基盤整備

・事務所の検討

流　動　資　産 30,468,681 流　動　負　債 11,828,604 
固　定　資　産 259,754,966 固　定　負　債 200,011,855 

純 　 資 　 産 78,383,188 
合　　計 290,223,647 合　　計 290,223,647 

貸借対照表

令和元年度社会福祉事業収支決算

（単位：円）

令和元年度事業報告（主な事業内容と実績） 
 
○広報・啓発活動の実施 

  ・広報誌の発行  ４回 
  ・社会福祉大会の開催 
 
○地域福祉活動の推進  

  ・地区社協活動の支援 14地区 
  ・ふれあいきいきサロンの支援 33サロン設置 
  ・地域みまもりサービス事業 24回実施（延べ利用者数200名） 
 
 ○生活支援体制及び住民主体の支援活動の推進 
  ・生活支援コーディネーターの設置（第１層１名・第２層２名） 
  ・やさしいおもいでささえあおう会の開催 ３回 
  ・家事援助などの担い手養成研修の開催 １回（修了者11名） 
  ・きらきら老後応援隊養成講座の開催 全４回（修了者12名） 
  ・いきいき山武人のつどいと健康ウォーキングの開催 

             １回（参加者19名） 
  ・小域市民講演会の開催 ２回（参加者70名） 
 
 ○ボランティア・市民活動の推進 
  ・ボランティア登録者数 1,796名 
  ・ボランティア・市民活動講座の開催（９講座実施） 
  ・おもちゃ図書館事業の実施 ３か所 開館日数19日 延べ利用者数347名 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ○福祉教育の推進 
  ・福祉体験学習への協力（10校 延べ回数16回） 
  ・機器材の貸出 
  ・成東地区福祉教育推進連絡会の支援 
 
 ○住民参加型在宅福祉サービス事業の推進 
  ・福祉輸送サービス事業（利用会員191名 協力会員38名 延べ活動回数4,771回） 
  ・家事援助サービス事業（利用会員  70名 協力会員26名 延べ活動回数697回） 

 
 ○介護保険・障害者総合支援事業の推進 
  ・訪問型サービスＡ（介護予防日常生活支援総合事業）延べ件数260件 
  ・地域生活支援事業（移動支援） 延件数167件 
 
 ○福祉サービス利用援助事業の推進 

ウォーキングで健康づくり 

傾聴ボランティア講座 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   蓮沼地域地区社協クリスマス会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       協力会員研修会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

協力会員研修会 

傾聴ボランティア講座

蓮沼地域地区社協クリスマス会

協力会員研修会
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令和元年度 事業報告
主な事業内容と実績
●広報・啓発活動の実施
　・広報誌の発行　４回
　・社会福祉大会の開催

●地域福祉活動の推進 
　・地区社協活動の支援
　 14地区

　・ふれあいいきいきサ
　　ロンの支援 33サロン
　・地域みまもりサービス事業　 
 24回実施（延べ利用者数200名）

●生活支援体制及び住民主体の支援活動の推進
　・生活支援コーディネーターの設置
 （第１層１名・第２層２名）
　・やさしいおもいでささえあおう会の開催　３回
　・家事援助などの担い手養成研修の開催　
 １回（修了者11名）
　・きらきら老後応援隊養成講座の開催　
 全４回（修了者12名）
　・いきいき山武人のつどいと健康ウォーキングの開催
　　　　　　　　　　　　　 １回（参加者19名）
　・小域市民講演会の開催　 ２回（参加者70名）

●ボランティア・市民活動の推進
　・ボランティア登録者数　1,796名
　・ボランティア・市民

活動講座 
 （９講座実施）
　・おもちゃ図書館事業
　　 （３か所）
 開館日数19日
　　 延べ利用者数347名

●福祉教育の推進
　・福祉体験学習への協力（10校　延べ回数16回）
　・機器材の貸出
　・成東地区福祉教育推進連絡会の支援

●住民参加型在宅福祉サービス事業の推進
　・福祉輸送サービス事業（利用会員191名　協力会員38

名　延べ活動回数4,771回）
　・家事援助サービス事業（利用会員70名　協力会員26

名　延べ活動回数697回）

●心配ごと相談事業の推進
　・一般相談　　  29件
　・法律相談　　235件

●福祉サービス利用援助事
業の推進

　・日常生活自立支援事業
　　契約数　46名

●日常生活支援事業の推進
　・有料配食サービス事業　利用者数53名　
　　　　　　　　　　　　　延べ配食回数2,792回
　・福祉カー貸付事業（８台） 978回
　・福祉用具等貸出事業　 　100件

●生活支援活動への取り組み
　・生活困窮者自立相談支援事業 新規相談件数186件
　・法人後見受任　６件

●災害対策と災害当事者への支援事業の実施
　・災害支援のためのボランティアセンターの開設 
　　16日間　災害支援ボランティア　 延べ472名
　・千葉県内社会福祉協議会災害時の相互支援協定に基

づく活動（富津市災害ボランティアセンター）
 ６日間　延べ17名

※詳しくは、ホームページをご覧いただくか、社会福祉
協議会までお問い合わせください。



令和２年度山武市社会福祉協議会職員採用試験案内
山武市社会福祉協議会に勤務する職員を採用するため、試験を行います。

試験日時　　令和２年８月２３日（日）　午前10時　　　　

試験会場　　山武市社会福祉協議会

採用予定人数

区分 採用数 業務内容 採用予定日

一般職
（事務）

２名 社会福祉協議会に関する業務全般 令和２年１０月１日

受験資格

区　　分 業　　務　　内　　容

一
般
職
（
事
務
）

上　級
○平成元年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く。）を卒業した方

初　級
○平成元年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく高等
学校以上を卒業した方

募集要領及び申込書　　　社会福祉協議会事務局及び各連絡所窓口で配布しています。

受付期間　　　　　　　　令和２年７月１日（水）から令和２年８月６日（木）＊必着

問い合せ・申込書の受付　289-1306　山武市白幡１６２７番地
　　　　　　　　　　　　社会福祉法人山武市社会福祉協議会　
　　　　　　　　　　　　電話　0475-82-7102　
　　　　　　　　　　　　http://sammushakyo.sakura.ne.jp

職員募集山武市社会福祉協議会で

　　　　　　　　　　　　いっしょに働きませんか？

2020年夏号3

正 規 職 員 募 集

＊詳しくは、職員採用試験
　要領をご覧ください。
　ホームページでもご覧に
　なれます。
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“つながり作り推進リーダー（仮称）”の養成 

つ な が ろ う ♪  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新型コロナウィルスの影響のもと、国では、ウイルスを受け入れ暮らしていく「新たな生活様式」

が示され私たちの暮らしも変化しつつあります。 

 山武市でも社会の変化に合わせ市民の皆さんがより安心して暮らせるために「新たなつながり」

を模索しています。そこで、IT 技術を使い家庭の中でたくさんの情報を得られたり、新しいお友達

と出会えたりする企画をすすめています。生活支援体制整備事業では、高齢者のみなさんに対し

この活動を推進していきますので積極的に参画してください。よろしくお願いいたします♪ 

・パソコンや携帯電話の使い方を勉強 

・リモート会議などで職員や協力者と相談 

・インターネット環境を使った楽しい企画や 

 オフ会（実際に会って楽しむ会）を企画 

パソコンやスマホの使い方などを勉強し、コミュニケーションの輪を広げる意欲のある方を募集しています！ 

興味のある方は、下記メールアドレスへご連絡ください。 ※８月に第１回のリモート会議を予定！ 

  山武市社会福祉協議会 メールアドレス ⇒   sammushakyo@etude.ocn.ne.jp  
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◆◆◆　生活支援員募集　◆◆◆

～誰もが安心して暮らせるために～
　さんむ成年後見支援センターでは、　福祉サービス利用援助事業 (日常生活自立支援事業 )の担い手であ
る『生活支援員』を募集しています。

生活支援員って・・？？
生活支援員とは、支援計画に基づき定期的に利用者宅を訪問し、福祉サービス利用援助や預貯金の

出し入れ、支払い代行等の支援を行う方です。
研修会を受講後、山武市社会福祉協議会にご登録いただき利用者が発生した時点で支援活動をして

いただきます。
※ 生 活 支 援 員 資 格 要 件 ※

・山武市在住の20歳以上概ね70歳までの方。（但し現在、民生委員児童委員、ホームヘルパーとして
活動している方は除きます）

・千葉県社会福祉協議会において実施する生活支援員養成研修(半日)を受講できる方
・普通自動車免許所持者

どんな人が利用しているサービスなの・・？？
日常生活自立支援事業（『福祉サービス利用援助事業』愛称：すまいる）とは、日常生活を送る上で十分

な判断ができない方や体の自由がきかない方が地域で安心して生活できるよう支援する福祉サービスです。
利用者との契約により、日常生活における福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等の支援・大事

な書類等の預かりなどを通じて、日常生活をお手伝いします。

◎詳細は、下記へお問い合わせください。
山武市社会福祉協議会　さんむ成年後見支援センター

電話０４７５－８２－７１１１



（社会福祉協議会へのご寄付）

◆物品のご寄付◆
本木　晴江………………………………… 手作りマスク
斉藤　知子 ………………………………… 手作りマスク
農業組合法人　さんぶ野菜ネットワーク …… 野菜150㎏
成東東部家畜診療所 ………… 飲料（お茶・コーヒー）
成田空港南ロータリークラブ　会長　市原　豊彦……使い捨てマスク　50箱
リリーズ …………………………………… 手作りマスク
デリシャス21 ………… アルミ缶・ペットボトルキャップ
Ｅ・Ｉ ……………………………………… 手作りマスク
匿名 ……………… タオル、シャンプー、日用品、マスク他
匿名 ……………………………… 使い捨てマスク　5箱

◆お金のご寄付（含む１円玉募金）◆
小安　信男 ……………………………………… 14,470円
東中学校昭和45年卒学年同窓会 ………………11,000円
本所募金会……………………………………… 1,575円
山武連絡所募金箱 ……………………………11,880円
匿名 ……………………………………………… 8,000円
匿名 ……………………………………………… 2,000円

匿名 …………………… 子ども用使い捨てマスク３０枚
匿名 ………………………………紙おむつ、尿取りパット
匿名 ………………………………………… 手作りマスク
匿名 …………………………………… 米30㎏、タオル等
匿名 …………………………………………… 紙おむつ
匿名 …………………………………………… お米、洗剤

～令和２年3月13日から令和２年６月５日までの受付分～（順不同・敬称略）

●●●●●●●●●●●心 配 ご と 相 談 所 開 設 日 程
一般相談 法律相談「心の中の心配ごと」何でも相談してください。
●開設時間／午後1時30分～午後4時30分
　（予約は必要ありません。受付は午後4時までです。）

場所
実施月

第1火曜日 第2火曜日 第3火曜日 第4火曜日

山武会場 成東会場 松尾会場 山武会場 蓮沼会場

7月 7日 14日 21日 28日
8月 4日 11日 18日 25日
9月 1日 8日 15日 休み

●開設時間／午後1時30分～午後4時30分
　（予約が必要です。相談は1回20分までです。）

場所
実施月

第1水曜日 第2水曜日 第3水曜日 第4水曜日

蓮沼会場 山武会場 成東会場 松尾会場

7月 1日 8日 15日 22日
8月 5日 12日 19日 26日
9月 2日 9日 16日 23日

法律的な悩みは、こちらで相談してください。

開設場所 成東会場 : 成東老人福祉センター（白幡1627）　松尾会場 : 松尾IT保健福祉センター（松尾町五反田3012）
山武会場 : 山武福祉センター（埴谷1868-14）　 蓮沼会場 : 蓮沼出張所（蓮沼ハ233）

予約・問合せ先 山武市社会福祉協議会　☎０４７５－８２－７１０２

編
集
発
行

社会福祉法人  山武市社会福祉協議会
〒289-1306  山武市白幡1627（成東老人福祉センター内）
電話 ： 0475-82-7102　FAX ： 0475-82-7318
Eメール ： sammushakyo@etude.ocn.ne.jp
ホームページアドレス ： http://sammushakyo.sakura.ne.jp

人
口
動
向

市の人口

男
女

５０,７４３人
２５,６３３人
２５,１１０人

男
女

１７,６８４人
８,１７６人
９,５０８人

65歳以上

令和2年6月1日現在

高齢化率

（前回より0.4％増）
34.8％

Ｐ６ 善意をありがとうの写真 

市民提案型交流のまちづくり推進事業
　誰もが住みやすい地域づくり～
「心のいずみ in さんむ」

開催のお知らせ
ひきこもりがちな生活など同じ悩みを抱

えた方の交流の場です。

日　時　第１回９月２４日（木）・第２回１１月２６日（木）
時　間　午後２時から午後４時
場　所　成東老人福祉センター（山武市社会福祉協議会内）
対象者　山武市及び近隣にお住まいの方で、ひきこもりがちな方、不登校の方、
　　　　外出が苦手な方など。定員１０人程度。
講　師　医療法人学而会　木村病院　後藤智行氏（精神保健福祉士）
参加費　無料
申込方法　氏名、住所、年齢を、電話・ファックスまたはメールにて、事前に
　　　　　お申込みください。
問・申　特定非営利活動法人リンク　
　　　　☎　0475（77）7531　FAX 0475（77）7538　✉ info@npo-link.jp

　今年は、とつぜんのコロナ禍で、誰もが訳のわか
らない不安だけが広がり、気持ちが下向きのまま、
のびやかに動き出す季節を過ごしてしまいました。
そんな人間界とは関係なく草木は芽吹き、花が咲き、
新緑を光らせ、そして深緑へと変わりました。先々
の不安はあるものの、自然の力に癒されながら、コ
ロナとの共生の暮らしが、しばらく続きそうです。

　そこで、まずはおもいきり背伸び、そして息を吐
いて息を吸うの深呼吸。猫のあくびのように大きく
口をあけて、ゆっくりあくびをするのもこわばった
筋肉をゆるめるのにいいようです。頭も体もスッキ
リさせて、悪いことばかりではないはず…と、周り
を見まわしてみませんか。 （広報委員　金子良子）

寄せられたマスクは、
生活支援員や協力会員をはじめ、
障害サービス事業所などにお贈りしました。

ありがとうございました


