
福祉作業所
ニュース

　大網白里市福祉会館の２階にある研修室は会議や研修会の会場としてご利用いた
だけます。

○社会福祉協議会では、市民の方の困りごとを解決できるよう、相談事業を行っています。
　お気軽にご相談ください。秘密は厳守します！！

大網白里市福祉会館

社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
（社会福祉法人 千葉県共同募金会大網白里市支会）

〒299-3251千葉県大網白里市大網131-2　☎0475-72-1995　FAX 0475-72-1996
E-mail：mail@oamishakyo.com　   ホームページ：http://www.oamishakyo.com

発 行

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金によって発行されています。 ※再生紙を使用しています。

- おおあみしらさと-
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たくさんいちごを食べました～イチゴ狩り～

令和２年度社協会員（会費）にご賛同、ご協力をお願いします

老人福祉センター「コスモス荘」

総合相談所のご案内

令和２年5月

No.180
社協だより社協だより

ささえあう  福祉できずく  まちづくり

【皆様からの会費は】
◆地域福祉活動計画「こすもすプラン」
◆心配ごと相談、法律相談などの総合相談事業
◆高齢者・児童の見守り活動
◆５支部社会福祉協議会の活動
◆ボランティアの発掘・育成
※その他２ページの事業に活用させていただいております。

【会員種類と募集会員】

一般会員

賛助会員

特別会員

一口　 500円
各世帯
一口 1,000円
趣旨にご賛同くださる個人・団体・事業所
一口 5,000円
社会福祉法人等

　令和２年２月に山武市の
小手苺園に行き収穫体験を
しました。
　甘くて美味しいいちごを
たくさん摘み、食べることが
できてうれしかったです。

　社会福祉協議会(社協)は、全国、都道府県政令指定都市、市町村に設置された民間の福祉団体（社会福祉法人）で、
営利を目的としない団体です。地域の人々が住み慣れたまちで、安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の
実現を目指し、社協会費や共同募金の配分金などで事業を行っています。
　住民のみなさまには一般会員としてご協力いただき、社協会費納入については区長、自治会長を通してお願いをし
ております。地域福祉の向上と各事業の充実のためにご理解ご協力くださるようお願いします。
　社協会費の納入の協力をお願いするとともに社協の事業も利用してください。またボランティアとしても参画願い
ます。

利用期間

対 象 者

（月）～（金）※年末、年始、祝日休
午前９時～午後５時
☆事前予約が必要です。

○ボランティアグループ
○その他福祉関係団体

社会福祉協議会
ＴＥＬ：０４７５（７２）１９９５
ＦＡＸ：０４７５（７２）１９９６

問い合わせ
・申し込み

開館時間

利用方法

（火）～（日） 午前８時３０分～午後５時１５分
※機械点検等のため、臨時休館する場合があります
※月曜日、祝日、年末年始（１２月２８日から１月３日）は
　休館です。
※夜間（午後９時まで）を利用する場合は、事前に申請が
　必要です。

使用申込書を老人福祉センター窓口に
ご提出ください。

老人福祉センター「コスモス荘」
 〒２９９－３２０３　
千葉県大網白里市四天木乙２８９４－５７
TEL：０４７５（７７）４４６６　
FAX：０４７５（７７）４４６７

心配ごと
相談

（日時）第２・第４ 月曜日
午後１時～午後４時　※電話相談可　

（最終受付：午後３時３０分）

税務相談
（日時） 第２ 火曜日
午後１時～午後４時　《要予約》

（最終受付：午後３時１５分）

（日時） 第２・第３・第４ 水曜日
午後１時～午後４時　《要予約》

（最終受付：午後３時１５分）

心の相談
（日時） 第２ 金曜日
午前９時～午後３時　《要予約》

（最終受付：午後２時２０分）

法律相談

問い合わせ
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令和２年度大網白里市社会福祉協議会の事業令和２年度大網白里市社会福祉協議会の事業

社会福祉協議会では、この他にも地域福祉に関する様々な事業を行っています。
また、これらの事業については、これからも『社協だより』や『ホームページ』の中で詳しく紹介していきます。

令和２年度社会福祉事業・公益事業・収益事業会計予算（単位：千円）

自動販売機を設置し自主財源確保に努めています。

ホームページをご利用ください。
大網白里市

社会福祉協議会
で検索してね。

URL：http：//ｗｗｗ.oamishakyo.com

収 入
104,834

支 出
104,834

■その他の
　収入
　12,267
　11%

■助成金支出
　6,085
　6%

■貸付事業支出
　8,291
　7%

■介護保険
　事業収入
　52　1%

■共同募金
　配分金収入
　6,160
　5%

■会費収入
　5,700　5%

■事業収入
　1,976
　2%

■その他の
　活動支出
　3,310　3%

■予備費支出
　586　1%

■負担金支出
　277　1%

■寄附金収入
　500　1%

■助成金収入
　６６　１％

経常経費
補助金収入
　46,104
　44%

人件費
支出

64,966
62%

事業費
支出

15,109
14%受託金収入

32,009
30%

■事務費支出
　6,210
　6%

　社会福祉協議会では、インターネットを利用して、社会福祉
協議会に関する様々なお知らせや事業・活動の紹介、報告など
の情報を発信しています。「社協だより」に掲載している内容を
はじめ、研修会・講座のお知らせ、社会福祉協議会についての
概要やボランティア情報、支部社協の活動など、随時更新して
いますのでご利用ください。
※福祉会館、老人福祉センターの利用申請書をはじめ、各種申請書や書式もダウン
ロードできます。
※福祉会館までの周辺地図、駐車場のご案内も掲載しています。

大網白里市社会福祉協議会
公式Twitterはじめました!!
　社会福祉協議会協が行う講座やイベント、地域福祉活動の実施状況などを
twitter「ツイッター」で、広く発信していきます。

皆さまからの会費は
この区分です

事　　業 主な内容
ホームページ・広報紙：社協だより
（年６回発行）

社会福祉協議会のＰＲ及び地域福祉活動を周知します

総合相談所
悩みや抱えている不安の解消を図ります。
（心配ごと相談・法律相談・税務相談・心の相談）

福祉教育推進事業（福祉体験学習支援）児童・生徒の福祉への理解と関心を高め、福祉の心を育成します。

社会福祉協議会会員加入促進 地域福祉事業への理解をいただき、全市民の加入に努めます。
赤い羽根共同募金運動
歳末たすけあい運動

千葉県共同募金会大網白里市支会として、「赤い羽根共同募金」及
び「歳末たすけあい募金」運動を積極的に推進しています。

社会福祉大会 永年の功績への表彰及び福祉教育推進事業の活動発表をします。

社会福祉協議会支部活動の推進
地域住民を中心に地域の特性を生かした地域福祉活動を展開しま
す。

ボランティアの人材確保及び
活動の推進

ボランティア連絡協議会等の支援、ボランティア活動の普及、人材
確保に努めます。

介護支援ボランティア事業【市委託】
65歳以上の方が市内の対象施設でボランティア活動を行いポイン
トが得られ、ポイントに応じた交付金が市から交付されます。

災害ボランティアセンター運営への
取り組み

情報収集やニーズに応じたボランティア派遣ができるよう取り組
み、円滑に運営できるよう体制整備や訓練を実施します。

子育てサロンの推進（市内３カ所） お母さんと就学前のお子さんを対象としたふれあいの場です。

見守り活動への取組み 各支部社協で高齢者や子どもの見守り活動に取り組みます。

ふれあいいきいきサロン
高齢でひとり暮しの方や家に閉じこもりがちな方々が地域の仲間
と交流する場です。

生活支援体制整備事業【市委託】
生活支援・介護予防サービス提供体制を構築し、サービスを提供
する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図ります。

第５次地域福祉活動計画の評価 第５次地域福祉活動計画を推進します。
日常生活自立支援事業（すまいる）
【県社協委託】

判断能力に不安がある方に対し、財産管理サービス等を行い、地域
で安心した生活を送れるようお手伝いをします。

在宅介護用具等貸出事業 介護機器の貸出しを無料で行なっています。※要件あり

訪問型サービス【市補助】 住民主体で掃除や買い物支援を行うサービスです。

生活福祉資金貸付事業【県社協委託】 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対する貸付制度です。

被保護者等緊急援護資金【市委託】 生活保護受給までの一時的な貸付制度です。

善意銀行資金貸付事業 低所得世帯の生活の安定と自立更生を図るための貸付制度です。

施設管理・運営【指定管理者制度】

大網白里市福祉会館
○地域福祉センター
　福祉団体や地域福祉活動をしている団体が利用できます。
○福祉作業所
　心身に障がいがあり就業が困難な方に対して、自立した社会生活
　が可能となるよう支援しています。
老人福祉センター「コスモス荘」
　市内在住の60歳以上の方は無料で利用できます。※要申請Ｐ４

（１）大網白里市社会福祉協議会の活動について
（２）地域福祉に関する情報
（３）共同募金運動に関する情報
（４）災害ボランティア、義援金に関する情報

○大網白里市社会福祉協議会で検索できます。アカウント ＠oami_shakyo

主
な
発
信
内
容

※返信等は原則として
　行いません。

○大網白里市社会福祉協議会で検索できます。
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令和２年度大網白里市社会福祉協議会の事業令和２年度大網白里市社会福祉協議会の事業

社会福祉協議会では、この他にも地域福祉に関する様々な事業を行っています。
また、これらの事業については、これからも『社協だより』や『ホームページ』の中で詳しく紹介していきます。

令和２年度社会福祉事業・公益事業・収益事業会計予算（単位：千円）

自動販売機を設置し自主財源確保に努めています。

ホームページをご利用ください。
大網白里市

社会福祉協議会
で検索してね。

URL：http：//ｗｗｗ.oamishakyo.com

収 入
104,834

支 出
104,834

■その他の
　収入
　12,267
　11%

■助成金支出
　6,085
　6%

■貸付事業支出
　8,291
　7%

■介護保険
　事業収入
　52　1%

■共同募金
　配分金収入
　6,160
　5%

■会費収入
　5,700　5%

■事業収入
　1,976
　2%

■その他の
　活動支出
　3,310　3%

■予備費支出
　586　1%

■負担金支出
　277　1%

■寄附金収入
　500　1%

■助成金収入
　６６　１％

経常経費
補助金収入
　46,104
　44%

人件費
支出

64,966
62%

事業費
支出

15,109
14%受託金収入

32,009
30%

■事務費支出
　6,210
　6%

　社会福祉協議会では、インターネットを利用して、社会福祉
協議会に関する様々なお知らせや事業・活動の紹介、報告など
の情報を発信しています。「社協だより」に掲載している内容を
はじめ、研修会・講座のお知らせ、社会福祉協議会についての
概要やボランティア情報、支部社協の活動など、随時更新して
いますのでご利用ください。
※福祉会館、老人福祉センターの利用申請書をはじめ、各種申請書や書式もダウン
ロードできます。
※福祉会館までの周辺地図、駐車場のご案内も掲載しています。

大網白里市社会福祉協議会
公式Twitterはじめました!!
　社会福祉協議会協が行う講座やイベント、地域福祉活動の実施状況などを
twitter「ツイッター」で、広く発信していきます。

皆さまからの会費は
この区分です

事　　業 主な内容
ホームページ・広報紙：社協だより
（年６回発行）

社会福祉協議会のＰＲ及び地域福祉活動を周知します

総合相談所
悩みや抱えている不安の解消を図ります。
（心配ごと相談・法律相談・税務相談・心の相談）

福祉教育推進事業（福祉体験学習支援）児童・生徒の福祉への理解と関心を高め、福祉の心を育成します。

社会福祉協議会会員加入促進 地域福祉事業への理解をいただき、全市民の加入に努めます。
赤い羽根共同募金運動
歳末たすけあい運動

千葉県共同募金会大網白里市支会として、「赤い羽根共同募金」及
び「歳末たすけあい募金」運動を積極的に推進しています。

社会福祉大会 永年の功績への表彰及び福祉教育推進事業の活動発表をします。

社会福祉協議会支部活動の推進
地域住民を中心に地域の特性を生かした地域福祉活動を展開しま
す。

ボランティアの人材確保及び
活動の推進

ボランティア連絡協議会等の支援、ボランティア活動の普及、人材
確保に努めます。

介護支援ボランティア事業【市委託】
65歳以上の方が市内の対象施設でボランティア活動を行いポイン
トが得られ、ポイントに応じた交付金が市から交付されます。

災害ボランティアセンター運営への
取り組み

情報収集やニーズに応じたボランティア派遣ができるよう取り組
み、円滑に運営できるよう体制整備や訓練を実施します。

子育てサロンの推進（市内３カ所） お母さんと就学前のお子さんを対象としたふれあいの場です。

見守り活動への取組み 各支部社協で高齢者や子どもの見守り活動に取り組みます。

ふれあいいきいきサロン
高齢でひとり暮しの方や家に閉じこもりがちな方々が地域の仲間
と交流する場です。

生活支援体制整備事業【市委託】
生活支援・介護予防サービス提供体制を構築し、サービスを提供
する事業主体と連携して支援体制の充実・強化を図ります。

第５次地域福祉活動計画の評価 第５次地域福祉活動計画を推進します。
日常生活自立支援事業（すまいる）
【県社協委託】

判断能力に不安がある方に対し、財産管理サービス等を行い、地域
で安心した生活を送れるようお手伝いをします。

在宅介護用具等貸出事業 介護機器の貸出しを無料で行なっています。※要件あり

訪問型サービス【市補助】 住民主体で掃除や買い物支援を行うサービスです。

生活福祉資金貸付事業【県社協委託】 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対する貸付制度です。

被保護者等緊急援護資金【市委託】 生活保護受給までの一時的な貸付制度です。

善意銀行資金貸付事業 低所得世帯の生活の安定と自立更生を図るための貸付制度です。

施設管理・運営【指定管理者制度】

大網白里市福祉会館
○地域福祉センター
　福祉団体や地域福祉活動をしている団体が利用できます。
○福祉作業所
　心身に障がいがあり就業が困難な方に対して、自立した社会生活
　が可能となるよう支援しています。
老人福祉センター「コスモス荘」
　市内在住の60歳以上の方は無料で利用できます。※要申請Ｐ４

（１）大網白里市社会福祉協議会の活動について
（２）地域福祉に関する情報
（３）共同募金運動に関する情報
（４）災害ボランティア、義援金に関する情報

○大網白里市社会福祉協議会で検索できます。アカウント ＠oami_shakyo

主
な
発
信
内
容

※返信等は原則として
　行いません。

○大網白里市社会福祉協議会で検索できます。



福祉作業所
ニュース

　大網白里市福祉会館の２階にある研修室は会議や研修会の会場としてご利用いた
だけます。

○社会福祉協議会では、市民の方の困りごとを解決できるよう、相談事業を行っています。
　お気軽にご相談ください。秘密は厳守します！！

大網白里市福祉会館

社会福祉法人 大網白里市社会福祉協議会
（社会福祉法人 千葉県共同募金会大網白里市支会）

〒299-3251千葉県大網白里市大網131-2　☎0475-72-1995　FAX 0475-72-1996
E-mail：mail@oamishakyo.com　   ホームページ：http://www.oamishakyo.com

発 行

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金によって発行されています。 ※再生紙を使用しています。

- おおあみしらさと-
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たくさんいちごを食べました～イチゴ狩り～

令和２年度社協会員（会費）にご賛同、ご協力をお願いします

老人福祉センター「コスモス荘」

総合相談所のご案内

令和２年5月

No.180
社協だより社協だより

ささえあう  福祉できずく  まちづくり

【皆様からの会費は】
◆地域福祉活動計画「こすもすプラン」
◆心配ごと相談、法律相談などの総合相談事業
◆高齢者・児童の見守り活動
◆５支部社会福祉協議会の活動
◆ボランティアの発掘・育成
※その他２ページの事業に活用させていただいております。

【会員種類と募集会員】

一般会員

賛助会員

特別会員

一口　 500円
各世帯
一口 1,000円
趣旨にご賛同くださる個人・団体・事業所
一口 5,000円
社会福祉法人等

　令和２年２月に山武市の
小手苺園に行き収穫体験を
しました。
　甘くて美味しいいちごを
たくさん摘み、食べることが
できてうれしかったです。

　社会福祉協議会(社協)は、全国、都道府県政令指定都市、市町村に設置された民間の福祉団体（社会福祉法人）で、
営利を目的としない団体です。地域の人々が住み慣れたまちで、安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の
実現を目指し、社協会費や共同募金の配分金などで事業を行っています。
　住民のみなさまには一般会員としてご協力いただき、社協会費納入については区長、自治会長を通してお願いをし
ております。地域福祉の向上と各事業の充実のためにご理解ご協力くださるようお願いします。
　社協会費の納入の協力をお願いするとともに社協の事業も利用してください。またボランティアとしても参画願い
ます。

利用期間

対 象 者

（月）～（金）※年末、年始、祝日休
午前９時～午後５時
☆事前予約が必要です。

○ボランティアグループ
○その他福祉関係団体

社会福祉協議会
ＴＥＬ：０４７５（７２）１９９５
ＦＡＸ：０４７５（７２）１９９６

問い合わせ
・申し込み

開館時間

利用方法

（火）～（日） 午前８時３０分～午後５時１５分
※機械点検等のため、臨時休館する場合があります
※月曜日、祝日、年末年始（１２月２８日から１月３日）は
　休館です。
※夜間（午後９時まで）を利用する場合は、事前に申請が
　必要です。

使用申込書を老人福祉センター窓口に
ご提出ください。

老人福祉センター「コスモス荘」
 〒２９９－３２０３　
千葉県大網白里市四天木乙２８９４－５７
TEL：０４７５（７７）４４６６　
FAX：０４７５（７７）４４６７

心配ごと
相談

（日時）第２・第４ 月曜日
午後１時～午後４時　※電話相談可　

（最終受付：午後３時３０分）

税務相談
（日時） 第２ 火曜日
午後１時～午後４時　《要予約》

（最終受付：午後３時１５分）

（日時） 第２・第３・第４ 水曜日
午後１時～午後４時　《要予約》

（最終受付：午後３時１５分）

心の相談
（日時） 第２ 金曜日
午前９時～午後３時　《要予約》

（最終受付：午後２時２０分）

法律相談

問い合わせ


