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子育てサロン「くすくすひろば」でおやつ作り

５月１８日（火）、子育てサロン「くすくすひろば」で
は、ママのおやつ作りで「じゃがいものおやき」を作りま
した。栄養士さんと食生活改善協議会の皆さんのご協力の
もと、にんじんやシラスが入った栄養たっぷりのおやきが
できあがりました。ママがおやきを作っている間、お子さ
んたちはボランティアさんと楽しく遊んで、おいしいおや
きの出来上がりを待っていました。

子育てサロンは、農村環境改善センターで行う「くすくすひろば（毎月第３火曜日）」のほか、
中央公民館で「ぴよぴよひろば（毎月第２木曜日）」、農村ふれあいセンターで「のびのびひろば
（毎月第４木曜日）」を開催しています。対象は小学校就学前のお子さんとお母さん等で、時間は
午前10時から午前11時30分です。参加費は原則無料です。初めて参加される方や、詳細について
のお問い合わせは、社会福祉協議会までご連絡ください。親子でボランティアの皆さんと一緒に楽
しく過ごします。ぜひ、遊びに来てください。
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【組織運営】　
１．理事会６回　　２．評議員会２回　
３．監事監査１回　４．評議員選任・解任委員会２回

【広報・啓発活動の充実】
１．ホームページによる情報提供
　　　　　http://www.oamishakyo.com
    公式Twitterの開設　 @oami_shakyo
２．広報紙「社協だより」の発行　奇数月発行

【相談支援体制の充実】　
１．総合相談事業　　[開設日数]　　[相談件数]
    心配ごと相談　　　１７日　　　　　２０件
    法 律 相 談　　　３１日  　  　　１９７件
    税 務 相 談　　　１０日　　　　　２０件
    心 の 相 談　　　１０日　　　　　２８件
　※緊急事態宣言発令下、４月・５月は中止
２．心配ごと相談員研修会１回　

【福祉理解の促進】
１．福祉教育推進校及び福祉教育推進支部の指定
  （平成３０年度～令和２年度）
    [学校名]　白里小学校・白里中学校
    [支部社協名]　白里支部　
２．福祉教育体験学習　１回
３．福祉体験学習用貸出
    ①車椅子２回　②高齢者疑似体験セット３回
    ③白杖１回　④アイマスク１回　⑤点字器１回
４．歳末見舞金配付事業　４９世帯
５．第１７回大網白里市社会福祉大会の開催
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、式典及

び福祉教育推進校と推進支部の発表は中止
　受賞者には別途表彰状及び記念品を贈呈

【ボランティア活動等市民参画の促進】
１．ボランティア活動状況
    ○登録グループ１２グループ　　  　２２８名
    ○グループ活動回数　　　　　　　２５５回
２．ボランティア連絡協議会運営委員会７回・総会１回
３．介護支援ボランティア登録研修会・交流会（市委託）
　　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
４．災害ボランティアセンター運営への取組み
    ○九都県市合同防災訓練打合せ会　１回
５．福祉バザー（産業文化祭）
  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
６．物品寄付　プルトップ, 使用済み切手, 布地等

【地域ぐるみ福祉の推進】
１．子育てサロン　計１４回開催　
    （ぴよぴよひろば）参加延人数　親子１００名
    （くすくすひろば）参加延人数　親子　５８名
    （のびのびひろば）参加延人数　親子   ６７名
２．子育てサロンボランティア全体会　　　　
　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
３．高齢者の見守り活動　各地区月１回
４．ふれあいいきいきサロン　　　　  　５０カ所
５．生活支援体制整備事業
     大網白里市ささえあいのまちづくり会議３回
     生活支援コーディネーター会議１０回
     生活支援体制整備事業研修会１回
     こすもす手帳の配付

【在宅福祉サービス事業】
１．日常生活自立支援事業（県社協委託）
     ○利用者　　　　　　　１３名
     ○生活支援員登録者　　１２名
     ○現任生活支援員　　　　６名
２．在宅介護用具等貸出事業
     ①車椅子３４回　②杖１回　③ポータブルトイレ
     １回　④シャワーベンチ１回
３．訪問型サービス事業（市補助）
     ○利用者　　　　　　　　３名　
     ○利用延人数　　　　　７８名

【各種資金貸付の推進】
１．生活福祉資金(県社協委託)
     ○緊急小口資金  ２８２件（内コロナ特例貸付２７１件）
     ○総合支援資金  １６２件（内コロナ特例貸付１６２件）
     〇教育支援資金　 　４件
２．被保護者等緊急援護資金(市委託)　４件

【指定管理者制度での施設運営】
１．福祉会館　　【令和２年度～令和６年度】
    （福祉作業所運営：令和２年度のみ）
     ○開所日数　　　　　２２４日　
     〇利用者数　　　　　　　８名
     ○運営委員会　　　　　　１回
     〇レクリエーション等　　７回
   ※福祉作業所は、令和３年３月３１日をもって閉所
２．老人福祉センター「コスモス荘」

【平成３０年度～令和４年度】
     〇開館日数　　　　　２９８日　
     〇利用人数　　　５，９３７名　
     ○市老人クラブ連合会支援

令和２年度に社会福祉協議会が行った主な事業令和２年度に社会福祉協議会が行った主な事業令和２年度に社会福祉協議会が行った主な事業令和２年度に社会福祉協議会が行った主な事業



支出
１０６，０８９

収 入
１０６，０８９

経常経費
補助金収入

42,736
39%

受託金収入
35,050
32%

■前期
　末支払資金
　残高
　14,071
　13%

■当期末支払
　資金残高 
　14,761
　14%

■共同募金
　配分金収入
　6,121
　5%

■事務費支出　 
　5,071 
　5%■会費収入

　5,845   5%

■助成金支出
　3,750
　3%

■事業収入
　1,096   1%

■その他の活動支出
　3,203　 3%

■寄附金収入
　918   1%

■その他の収入
　115  1%

■貸付事業収入  50  1%

■助成金収入・
　受取利息収入  71  1%
■介護保険事業収入
　16    1%

■負担金・貸付事業支出 
　281　　 1%

事業費支出
18,323
17%

人件費
支出

 60,700
57%

3 2

令和２年度社会福祉事業・公益事業・収益事業会計決算（単位：千円）

社会福祉協議会のホームページやTwitterをご利用ください
ホームページ
社会福祉協議会では、インターネットを利用して、
社会福祉に関する様々なお知らせ、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、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。
●大網白里社会福祉協議会で検索できます。
　ＵＲＬ：http：//ｗｗｗ.oamishakyo.com
※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。

Twitter
社会福祉協議会が行う講座、イベント、地域福祉活動の

実施状況などを公式Twitter（@oami_shakyo）で、広く発
信していきます。
《主な発信内容》
（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
●大網白里社会福祉協議会で検索できます。
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大網白里市社会福祉協議会新評議員のご紹介　（敬称略）

令和3年度「福祉のしごと就職フェア・inちば」のご案内

声のお便りをお届けします　　ボランティアグループ　結の会

本会評議員の改選があり、下記の方々が選任されました。
　　　　任期　　自　令和３年６月２３日	 	 	 	
　　　　任期　　至　令和６会計年度に関する定時評議員会終結の時(令和７年６月）

氏　　名 選 出 区 分 氏　　名 選 出 区 分
髙田　靜榮 山辺支部社協代表 野老　正樹 社会福祉施設代表（ワーナーホーム）
北村　徳次 増穂支部社協代表 髙橋　正和 社会福祉施設代表（あさひ保育園）
矢部　辰夫 大網支部社協代表 阿部　孝春 老人クラブ連合会代表
白石　勝信 瑞穂支部社協代表 猪川　正夫 身体障害者福祉会代表
野老　一輝 白里支部社協代表 八角　榮子 子ども会育成連絡協議会代表
西野惠美子 民生委員児童委員協議会代表 榎澤　正治 保護司会代表
板倉　幸子 民生委員児童委員協議会代表 岩瀬　惣明 区長会代表
加養　武彦 民生委員児童委員協議会代表 薄田　　隆 ボーイスカウト団代表
内山　　操 民生委員児童委員協議会代表 加藤岡裕二 市行政機関代表
石田千江子 民生委員児童委員協議会代表 四之宮　学 学識経験者
小川　　正 社会福祉施設代表（おおあみ緑の里） 大塚　洋子 学識経験者

ボランティアグループ「結（ゆい）の会」では、広報「おおあみしらさと」や
「社協だより」を音訳し、カセットテープに録音して、市内にお住まいの目の不自
由な方等にお届けしています。

音訳カセットテープを希望される方は、社会福祉協議会にお申し込みください。
また、結の会は毎月初旬に活動していますので、音訳ボランティアに参加して

みたい方は、是非、見学にいらしてください。お待ちしております。
※本会ホームページから、結の会による「社協だより」の音訳を聴くことがで

きます。

　問い合わせ　社会福祉協議会　☎０４７５（７２）１９９５

社会福祉施設・事業所等への就職を希望する方を対象に、「福祉のしごと就職フェア・inちば」を下記
のとおり開催します。求人のある社会福祉施設・事業所の採用担当者との個別面談や福祉職場に関する
相談等を行いますので、興味・関心のある方はお越しください。

＜千葉会場＞
　開催日時：令和３年１０月９日(土）午後１時～午後４時（午後１２時３０分から受付開始）
　会　　場：ホテルポートプラザちば　２階　ロイヤル
　　　　　　千葉市中央区千葉港８－５（ＪＲ千葉みなと駅より徒歩１分）
　参 加 費：無　料（履歴書不要、スーツ不要）

　問い合わせ　千葉県社会福祉協議会　千葉県福祉人材センター
　　　　　　　　☎０４３（２２２）１２９４（祝祭日を除く月曜日～土曜日１０時～１８時）
　　　　　　　　ＨＰ　http://www.chibakenshakyo.net/

  

          


