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平成30年度に実施した事業
【広報啓発事業】
広報紙の発行 年3回
ホームページ配信
福祉の標語・作文・ポスター募集
応募総数561点
・標語444点
小学生の部（最優秀賞1点・優秀賞2点）
中学生の部（最優秀賞1点・優秀賞2点）
・作文68点
小学生の部（最優秀賞1点・優秀賞2点）
中学生の部（最優秀賞1点・優秀賞2点）
・ポスター49点 小学生の部（最優秀賞1点・優秀賞3点）
中学生の部（最優秀賞1点）
福祉のつどい（表彰）
第13回よこしばひかり福祉のつどいの開催
・表彰 会長表彰15個人、3団体 感謝状1団体
・まちづくり標語・作文・ポスター入選者17名（入選作品は38号に掲載）
・千葉県警察音楽隊による演奏
・災害復興支援抽選会（物産品及び協賛店からの協賛品）

【地域福祉活動】
各地区社会福祉協議会活動
ボランティア活動推進
・ボランティア連絡協議会運営
・運営委員会（毎月第2金曜日）
ボランティア養成研修
・被災地を訪れ災害ボランティアについて学んだ
ふれあいサロン推進
小地域を単位に高齢者等を対象として、グループによる親睦・
交流を行うふれあいサロンの推進を図り活動費の助成を行った
子供の遊び場管理
遊具の点検 3か所（本町・古川・鳥喰新田）
相談事業
一般相談（心配ごと相談）
毎月第2・第4火曜日
法律相談（弁護士相談）
毎月第1・第3火曜日

被災地訪問

【援護事業】
福祉資金貸付事業（相談55件、貸付19件）
資金を貸し付けることにより、その後の生活が安定し自活できると認められる方に貸付を行った
高額療養費貸付事業（相談7件、貸付6件）
高額療養費の支給対象となる療養費の支払いが困難な方に貸付を行った
生活福祉資金貸付事務
県社協が行う低所得者・障がい者・高齢者等に対する貸付事業の事務委託
（相談、受付、申請、償還
援助等）を受け貸付事務を行った （貸付1件）
歳末たすけあい見舞
75歳以上の高齢者世帯856世帯に見舞品を贈った
小川基金見舞金
歳末見舞金：要保護・準要保護世帯の児童生徒 78世帯117人（1人5,000円）
入 学 祝 金：要保護・準要保護世帯の新入学生 21世帯22人（1人5,000円）
※平成31年4月に小中学校へ入学した児童・生徒
応急援護
住居火災（全焼）の被災者（3世帯）に災害見舞金を贈った
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【高齢者及び障がい者支援事業】
日常生活自立支援事業
千葉県後見支援センター（すまいる）が行う日常生活自立支援事業（在宅の高齢者や障がい者に福祉サ
ービスの利用に関する援助、財産管理、財産保全サービス）の相談受付、援助を行った
福寿会（町委託事業）
毎月1回ひとり暮らし高齢者を招待し、食事サービスやレクリエーション・健康相談・血圧測定を行った
参加者延人数568名 ボランティア活動者延人数436名
外出支援サービス（町委託事業）
町内在住の介護保険認定者、障がい者等で町の認定を受けた方に対し病院等への送迎を行った
実施数1,340件
福祉カ―貸付（町委託事業）
心身障がい者（児）及び高齢者等にリフト付車両（ゆうあい号）の貸出を行った 貸付件数15件
車いす貸出
一時的に車いすが必要となった方に車いすの貸出を行った 貸出件数25件
声の広報サービス
目の不自由な方や高齢者等への情報提供のため、町広報紙を朗読した「声の広報」の作成とホームペー
ジ上での音声サービスを行った
録音・希望者へお届け 声のボランティア「ぼいす」
住民たすけあいサービス
地域住民の参加と協力を得て、援護を必要とする方に対し、低額な料金で家事援助・買い物代行等生
活支援サービスを行った
協力会員13名 利用会員10名
地域活動支援センターの管理・運営（町委託事業）
心身に障がいがあり雇用されることが困難な15歳以上で通所できる方に対し、作業訓練と生活指導
を行った
定員13名 3月末所員13名 開所日数237日 ボランティア活動者延人数166名
作業内容 広報紙の地区別仕分、幼児用玩具の組立、植木鉢の洗浄、EMぼかし製造販売、ブラインド・
キッチンキャビネット部品組立等
生活支援コーディネーター業務
介護予防・日常生活支援総合事業の体制整備を進めるため資源開発・ネットワーク構築・ニーズと取
組のマッチング等を業務とする
「生活支援コーディネーター」に職員2名が町から選任されコーディネ
ーター業務を行った
声の訪問サービス
65歳以上の一人暮らしで見守りが必要な方にボランティアが定期的に電話をかけて様子を伺った

【福祉教育推進事業】
小中学生の福祉体験学習会
手話体験、車いす・アイマスク体験を行った
小中学校福祉学習協力
町内の小学校で行われた福祉学習
（車イス・高齢者疑似体験等）
に、職員を派遣し指導・協力を行った
白浜小・東陽小・南条小
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【団体活動支援等】
各種団体助成金交付
福祉団体等16団体へ助成金
交付
生き生きクラブ活動支援
生き生きクラブ及び単位クラ
ブ（42クラブ）の活動支援
共同募金会横芝光町支会事務局
共同募金会横芝光町支会事務
及び募金運動
日本赤十字社横芝光町分区事
務局
日本赤十字社横芝光町分区・奉
仕団事務及び社資・義援金募金
遺族会靖国神社参拝協力

平成30年度 決算 （単位：円）
【収入】
基金積立資産取崩
695,000

【支出】
その他の収入
43,300

基金積立資産
409,606

会費 3,217,500
寄附金 419,856

受取利息配当金
26,390

積立資産 785,250

助成金 4,468,000
共同募金配分金事業
4,101,000

介護保険事業
17,983,140

貸付事業
1,525,000

事業
882,750

収入計
91,748,698

貸付事業
1,855,000

事務費
4,433,907

経常経費補助金
43,818,000

支出計
87,523,589

人件費
59,873,948

事業費
11,926,878

受託金
22,741,762

助成金
66,000

貸借対照表
勘定科目

平成31年3月31日現在
当年度末

前年度末

増

減

勘定科目

流動資産

21,012,857

20,266,077

746,780

流動負債

3,728,925

3,696,174

32,751

固定資産

150,081,400

147,622,736

2,458,664

固定負債

77,821,820

71,998,350

5,823,470

基本財産

3,000,000

3,000,000

0

負債の部合計

81,550,745

75,694,524

5,856,221

147,081,400

144,622,736

2,458,664

＜資産の部＞

その他の固定資産

前年度末

増

減

＜負債の部＞

＜純資産の部＞
基本金

3,000,000

3,000,000

0

74,831,758

75,117,152

-285,394

国庫補助金等特別積立金

3,143,891

4,072,584

-928,693

その他の積立金

1,806,496

1,806,496

0

次期繰越活動増減差額

6,761,367

8,198,057

-1,436,690

89,543,512

92,194,289

-2,650,777

171,094,257

167,888,813

3,205,444

基金

純資産の部合計
資産の部合計

当年度末

171,094,257

167,888,813

3,205,444

負債及び純資産の部合計

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

地域の福祉 みんなで参加
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金
共同募金会横芝光町分会では、10月1日から、赤い羽根共同募金と歳末たすけあい募金運動を実施
しています。これらの募金は、子どもやお年寄り障がい者のために使われています。ご理解をいただ
き、ご協力をお願いします。

高齢者のために

障がい者のために

子ども達のために
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日常生活自立支援事業（通称：すまいる）
生活支援員募集
判断能力が不十分な高齢者や障がいのある方の「福祉サービス利用」や「日常的な金銭管理」を支援
する生活支援員を募集しています。

【生活支援員】とは
定期的に利用者のお宅を訪問し、必要に応じた相談や預貯金の出し入れ、支
払い代行等を行うなど、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する方の
ことです。活動に応じ謝金をお支払いします。
◇登録条件：20歳以上の方（概ね70歳位まで）で横芝光町に在住の方
1.ボランティア活動や福祉に関心をもち、生活支援員として横芝光町社会
福祉協議会と協力して取り組んでいただける方
（現在、民生委員児童委員や訪問介護として活動している方は除きます）
2.千葉県社会福祉協議会が指定する生活支援員養成研修を受講できる方
※活動内容等、詳細については社会福祉協議会

「横芝光町暮らしの
お悩み相談会」のご案内
家庭のお悩み、地域の困りごとはありませんか？
子育て・家族・家計の問題、介護のこと、お仕事探し
や住まいなどのご相談に社会福祉士、精神保健福祉士等
の専門職が対応いたします。
ひとりで悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
秘密は厳守いたします。
日

時

●2019年10月25日
（金）【暮らしの相談】
中核地域生活支援センターさんネット・さんぶ生活相
談センターリンクサポート
●2019年11月22日
（金）【こどもの発達に関する相談】
ロザリオ発達障害センター・中核地域生活支援センタ
ーさんネット・さんぶ生活相談センターリンクサポート
●2019年12月20日
（金）【暮らしの相談】
中核地域生活支援センターさんネット・さんぶ生活相
談センターリンクサポート
10時〜12時
（30分／組 3組まで）
※要予約（先着順）
会
場 横芝光町町民会館会議室
ご 利 用 料 無料
連 絡 先 特定非営利活動法人リンク
（中核地域生活
支援センターさんネット・さんぶ生活相談
センターリンクサポート）
☎0475-77-7531・☎0475-77-7532
FAX 0475-77-7538 担当：赤堀
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TEL：0479-80-3611へ問い合せください。

ご寄付ありがとう
ございました
6月11日に、株式会社ツルハホー
ルディングス様、クラシエホール
ディングス株式会社様より車いす
5台 寄贈いただきました。

月１回のお楽しみ 〜福寿会〜
毎月１回、引きこもりがちな高齢者
（概ね70歳以上）の方を対象に、健康相談やボランティアによる食事
サービス、文化祭用作品作り、脳トレゲームなどを行っています。福寿会は、食事作りの他、送迎、運営ス
タッフ等多くのボランティアの方々の協力を得て開催しています。興味のある方は、地域の民生委員にご相
談ください。

本日のメニューはキーマカレー！

みんなで一緒に食べるごはん、美味しいね。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

皆さん ご存知ですか？
生き生きクラブって何？
生き生きクラブって聞くけど…と言う問合せがチラホラ
生き生きクラブとは、旧老人クラブの事で、平成27年に改名して横芝光町生き生きクラブになりました。
60歳以上の方ならどなたでも入会できます。

どんな活動をしているの？
囲碁大会、ゲートボール、グラウンドゴルフ大会、親睦旅行
（一泊・日帰り）
、特選演芸会、芸能活動
（日
本舞踊・劇）等様々な活動を行っています。
また、各単位クラブでも独自の事業を展開しています。興味のある方は、是非お問合せください。

みんなで輪になり炭鉱節（特選演芸会）

紙芝居劇
『へっこきよめさま』（芸能大会）
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地域のふれあいサロンを紹介します！
上堺地区（入間）

南条地区
（小川台）

入間ふれあいサロンは、毎月第3金曜日に上堺会館で開催して
います。
この日は近隣施設に伺い、舞踊や民謡、いつもサロンでやって
いる竹太鼓を披露したり一緒に歌ったりと交流を楽しみました♪

小川台ふれあいサロンは、毎月２回小川台区民館で開催して
います。
７月はボランティアさんによる健康体操と七夕の飾りを作っ
て短冊に願いを書きました🌠

社会福祉協議会では、小地域を単位に高齢者等を対象としてグループによる親睦・交流会（ミニデイサービス
的なもの）を行うふれあいサロンの推進と活動費の助成を行っています。

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

一日赤十字

開催！

7月13日、文化会館にて日赤奉仕団による一日赤十字が開催され、午前の部は
「防災・減災セミナー」
と題
した講演、午後の部では新聞紙スリッパ、風呂敷リュック等、身近なものを使って作れる防災グッズを習いました。
昼食は非常食のアルファ米ドライカレー !
初めて試食した方々から
「味が良くて驚いた」
「こんなに美味しいなら自宅にも備蓄しておこう」との声をい
ただきました。

新聞紙スリッパの完成
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風呂敷２枚で簡易リュック

地域 の ふれあい活動
日吉地区
生き生きサロン

10月12日（土）

大総地区
福祉のつどい

敬老会
開催！

南条地区
敬老お楽しみ会

10月26日（土）

白浜地区
スポーツ大会

10月18日（金）

開催

10月11日（金）

上堺地区
福祉のつどい

10月24日（木）

10月27日（日）

横芝地区
グラウンド
ゴルフ大会

開催

スポーツの
秋！
東陽地区
グラウンド
ゴルフ大会

12月7日（土）
開催

南条地区
グラウンド
ゴルフ大会

11月15日(金)
開催
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