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「社福だより」は一部赤い羽根共同募金配分金を受けて作成しています

〇企画・普及・宣伝事業
・銚子市地域福祉活動計画の策定
・銚子市社会福祉大会の開催（2月）
・結婚 50周年記念事業の実施
・広報誌「社福だより」の発行（5・8・11・2月）
・ホームページリニューアル
〇地域福祉活動推進事業
・民生委員児童委員協議会事務局の運営
・地区社会福祉協議会活動の推進
・保護司会事務局の運営
・保護司会更生保護サポートセンター運営協力
・心配ごと相談所の運営（第 1、第 3金曜日）
・地域福祉情報ネットワーク事業の推進
・バス貸出事業の運営
〇ボランティア促進事業
・ボランティア活動の推進
・ボランティアコーディネーター事業の運営
・福祉テレフォンサービスの推進
・災害ボランティアセンター設置運営体制の整備
〇在宅福祉活動事業
・交通遺児への激励見舞金給付

〇共同募金配分事業
・共同募金運動への協力
・福祉関係団体への協力、援助
・いきいきサロン交流事業の推進
・地区社会福祉協議会への協力、援助
・在宅障がい者交流会の開催
・準要保護児童・生徒に対する法外教育援護
・車いす等福祉用具の貸出
・歳末たすけあい募金の配分
〇受託事業
・日常生活自立支援事業の運営
〇貸付事業
・高額療養費・出産育児費貸付事業の運営
・生活資金貸付事業の運営
・善意銀行の運営
・法外援護事業の運営
〇県実施の貸付事業への対応（一次窓口）
・生活福祉資金・総合支援資金貸付事業の運営
・臨時特例つなぎ資金貸付事業の運営

　地域に暮らす皆さまの絆を深め、「すべての市民が健康で安心して暮ら
せる福祉のまちづくり」を推進するため、地域住民やボランティア、福祉や
保健などの関係者、そして行政機関等との連携を図りながら、各事業を推
進します。

令和４年度事業計画
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今回は、清水地区社会福祉協議会の「花いっぱい運動」をご紹介いたします。
　清水地区社協では、民生委員・児童委員の協力を得ながら「花いっぱい運動」を実施しています。
　「花いっぱい運動」は、児童の情操教育の一環として、また、街の中に少しでも花が咲くことにより、
明るい街づくりの一助となればと思い行っています。
　委員の方々にお願いし、朝顔を種から育て、苗の状態で清水小学校を通し、児童に渡していただい
ております。当初は、１年生の児童だけでしたが、近年の少子化により児童数も減少し、現在は１・２年
生の児童に一人２ポット（１ポット２苗）をお渡ししています。
　これから先も、諸先輩達の意思を継いでいきたいと思います。
　コロナ禍が一日でも早く終息し、児童の明るい元気な声が聞こえたらと思っています。

令和４年度予算内訳令和４年度予算内訳令和４年度予算内訳 （単位：千円）

地区社会福祉協議会活動紹介＊清水地区社会福祉協議会＊

予算総額：54,774 千円

収入 支出

補助金
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令和４年度予算内訳　令和４年２月４日（金）開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大・まん延防
止等重点措置発令中のため式典は中止とし、在宅表彰で行われ、社会福祉・精神保健に多大な貢献
をいただいた21名の方々と５団体が表彰されました。

第58回銚子市社会福祉大会 ・ 第51回銚子市精神保健大会

【市長表彰状】
江畑　キヨ子（保護司）
印南　実（保護司）
【市長感謝状】
外口　良和（民生委員児童委員退任者）
【社会福祉協議会会長表彰状】
多田　洋子（恵和会職員）
駒野　慶子（恵和会職員）　
飯塚　修平（恵和会職員）
城之内　浩子（銚子市社会福祉事業団職員）
【社会福祉協議会会長感謝状】
武田　守弘
山口　輝明
設楽　弘子　
石橋　初枝
房総の会銚子支部「平和を願って」語り継ぐ会
【千葉県共同募金会銚子市支会長感謝状】
ヤマサ醤油株式会社
ヒゲタ醤油株式会社
銚子商工信用組合信友会

銚子仏教会
宮内　與四朗
小澤　利政

【市長感謝状】
宮内　洋子（銚子市立第四保育所）
【精神保健対策協議会会長感謝状】
冨山　綾子（銚子市児童発達支援センターわかば）
石井　めぐみ（銚子市児童発達支援センターわかば）
飯田　有加（精神保健福祉を支える会NEW）
高橋　和枝（精神保健福祉を支える会NEW）
藤岡　雅弘（銚子市手をつなぐ育成会）
樋沼　靖弘（銚子市手をつなぐ育成会）
室井　とし江（銚子市立第二保育所）

社会福祉大会の部（敬称略・順不同）

精神保健大会の部（敬称略・順不同）

◎「銚子手話サークル」
　銚子手話サークルは、「手話学習を通して聴覚障害者問題の理解を深
め、社会啓発を行う」を活動方針に、昭和 56 年 6月1日に結成されま
した。
　主な活動内容は、市民バザール大会、福祉まつり等の参加、福祉施設
への慰問、学校関係の手話学習の協力、近隣手話サークルとの交流、情
報交換、聴覚障害者団体が主催する行事への参加等を行っています。
　近年は、コロナ禍の中で定例会も不定期に行い、内容も基本的に会員皆で話し合って決めています。
聴覚障害者の方々から手話を通して情報交換、新しい手話表現等家族的雰囲気の中で楽しく学んでい
ます。
　また、昨年12月「地域で多年にわたり社会奉仕活動に尽力した」という事で、千葉県知事から「千葉
県社会奉仕賞」を受賞、これを糧にこれからも精進していきます。

♡ボランティアグループ紹介♡

補助金
16,262 人件費

25,273

事業費
5,449

事務費
4,433

貸付金
7,200

貸付返還金
7,000

助成金
3,783

基金積立
1,336

その他
300

共同募金配分金
6,577

受託金
11,490

貸付償還金
7,200

事業収入
459

負担金
1,501

基金取崩
1,277

その他
4,518

会費
4,990

3



♠♠お知らせ♠♠
令和4年度の市民バザール大会は新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し、中止とさせていただきます。

清水町下町内会 ................................10,000 円
西芝第１町内会 ...............................40,000 円
興野西第２町内会 ..............................5,000 円
大谷津市営住宅 ................................13,800 円
小長町町内会 ....................................15,300 円

【会　費】（令和３年度分）
愛宕町第４町内会 ............................48,000 円
名洗町町内会 ....................................15,000 円
馬場町町内会 ....................................15,000 円
北小川町第１町内会 ........................18,000 円
長山町町内会 ....................................19,500 円
富川町町内会 ....................................11,100円

※令和 4年度分会費
名洗町町内会 ....................................15,000 円

　銚子市社会福祉協議会の運営につきまして、深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　厳しい社会環境の中たいへん恐縮ですが、令和 4 年度の会費納入について、一世帯あたり３００円
の納入を6月末日までにお願いいたします。
　皆さまから納入いただきました会費は、銚子市社会福祉協議会の事業を推進し、地域福祉向上の取
り組みを展開する重要な財源となっています。会費納入にご理解をいただき、ご協力くださいますよう
お願いいたします。また、すでに納入いただきました町内会の皆さまには厚くお礼申し上げます。

※令和3年度の会費・募金・ご寄付をいただいた町内会名・団体名等は納入日により掲載号が異なっています。
・令和 3年 10月13日以前の納入についてはNo.171 号（令和 3年 11月発行）に掲載
・令和 3年 10月14日～令和 4年 1月17日の納入についてはNo.172 号（令和 4年 2月発行）に掲載

みなさまのご支援が地域の福祉を支えます
社会福祉協議会会費納入のお願い　6月末日まで

会費納入ありがとうございます（令和 4年 1月18日～ 4月6日）〔敬称略・順不同〕

令和３年度会費は、21９町内会より4,871,400 円を納入いただきました。

ご寄付ありがとうございます
（令和４年１月 18日～令和４年４月６日）〔敬称略〕［順不同］

【赤い羽根共同募金】
幸町第１町内会　　　　犬吠埼中央町内会
東小川町第 2町内会　　春日協栄団地町内会
上野町第 2町内会　　　興野西第 2町内会
妙見町北町内会

【一般寄付】
武田守弘 ..........................................50,000 円
銚子漁港事務所長　秋葉伸一 ................52 円
匿名（２件）.........................................8,110 円

【歳末たすけあい募金】
日蓮宗千葉県東部宗務所 .............. 50,000 円
宮原元気会 .....................................15,591 円

宮原元気会
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