野田市社会福祉協議会では、「も
しも」の時の意思決定を支援するた
めエンディングノートの無料配布を
実施しています。
エンディングノートとは？
エンディングノートは、あなたに万
が一のことがあったときに、伝えたい
ことや、残された人にとって必要なこ
とをまとめておくためのものです。
また、自分のこれまでを振り返
り、これから先の人生を考えるため
のものでもあります。
あなたや、あなたの家族、周囲の
人の助けとなる１冊です。
〔対象となる方〕
市内在住の方（代理の受領可）
〔料金〕
無料（１人１冊まで）
〔配布場所〕
①社会福祉協議会事務局
（鶴奉５-１）
②関宿福祉センターやすらぎの郷
（古布内１９４４-２）
※窓口で配布します
〔配布時間〕
８時３０分から１７時１５分まで
（土・日・祝日・年末年始を除く）
〔その他〕
配布する際に、簡単なアンケートに
ご協力いただきます
※この事業は、
赤い羽根共同募金の
助成を受け、
実施しています
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親族後見人の活動をサポートします

エンディングノート無料配布

野田市社会福祉協議会では、平
成 年１月から、野田市成年後見
支援センターを設置し、認知症や
精神障がい、知的障がいなどの理
由 で 判 断 能 力 が 十 分 で な い 方 が、
地域で安心して暮らせるように支
援を実施しています。
また本年４月１日から、親族で
成年後見人等（成年後見人・保佐〔対象者〕
人・補助人）に就任されている方 ①市内在住の成年後見人等
の 後 見 活 動 を 支 援 す る た め、「 後 ②市内 在 住 の 方 を 支 援 す る
成年後見人等
見人サポート事業」を開始しまし
〔支援方法〕
た。
「 後 見 人 に 選 任 さ れ た が、 何 を ①後見 活 動 に 関 す る 相 談 を お
受けします
したらよいか分からない」、「福祉
サービスの利用が適切か相談した ②必要 に 応 じ て 後 見 活 動 に 同
行し、アドバイスをします
い」、「家庭裁判所への報告書の書
き方を教えて欲しい」などお気軽 ③後見 に 関 す る 書 類 の 書 き 方
をサポートします
にご相談ください。

「もしも」の時に備えるために

お気軽にご相談ください

書き方講座も開催
エンディングノートの書き方や、活用方法をお伝えするために
「エンディングノート書き方講座」を開催します。みなさまのご
参加をお待ちしています。
※すでに社会福祉協議会でエンディングノートを受領されて
いる方は、当日お持ちください。
〔日時〕８月２４日（土）１０時から１１時まで
〔会場〕関宿福祉センターやすらぎの郷会議室（古布内１９４４-２）
〔参加費〕無料
〔定員〕40名（先着順）
〔申込方法〕
電話による申込。８月６日（火）より受付
定員になり次第、受付終了
〔連絡先〕野田市社会福祉協議会☎７１２４-３９３９

収入（勘定科目別内訳）

ふれ合いと、支え合いの
心豊かなまちづくり
収

おさむ

中根地区社会福祉協議会
もり

会長 森

支出（サービス区分別）

理念とした活動に取り組んでおりま
す。各自治会より選出いただいた
「ボランティア会」の方々によるお
ひとり暮らしの方への「友愛訪問」
や中根保育所での除草、せん定作業
などの「ボランティア活動」。
また、年２回ふれあいの会を開催
しております。
小学校児童に
よるおひとり暮
らしの方への年
賀状も喜ばれて
おります。年２
回発行の広報紙
「なかね」は、
平成最後の発行
で第 号となり
ました。

2

資金収支決算総括表（法人全体）

中根地区の「地域ぐるみ福祉ネッ
トワーク事業」を推進するため、平
成元年３月に「中根福祉圏」を結成
しました。その後、この事業を更に
充実強化し、新たな展開を図ること
を目的に、平成 年６月「中根地区
社会福祉協議会」に改組し、現在に
至っております。
中根地区社会福祉協議会では、高
齢化が進む中、社会連帯の考えに
立った『ふれ合いと、支え合いの、
福祉の心豊かなまちづくり』を基本
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年度事業報告・決算

本年度の事業成果をふまえ、今
後ますます多様化・高度化する福
祉ニーズに対応していくよう法人
運営の強化及 び事業活動の充実
に努めていきます。

盛り上がったズンドコ節

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等補助金収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収入計（1）
区分
科目
法人運営事業
共同募金配分金事業
障がい者福祉サービス事業
ボランティアセンター活動事業
心配ごと相談所事業
福祉サービス利用援助事業
法人後見事業
受託事業
資金貸付事業
基金等
還付金
介護保険サービス事業
斎場売店事業
自動販売機等設置事業
支出計（2）
当期資金収支差額合計 (3)=(1)-(2)
前期末支払資金残高（4）
当期末支払資金残高 (5)=(3)+(4)

わたしのまちの地区社協⑪〜中根地区社協〜

科目

平成
野田市 社 会福 祉 協 議 会では、 り、北部学童保育所が、北部小学
「ふれあいと支えあい、福祉の心 校の隣接地に新設された施設へ移
豊かなまちづくり」を基本理念と 設され、岩木第２学童保育所の保
した野田市地域福祉活動計画（第 育室が増設されたことに伴い定員
２次改訂版）実施計画に基づき、 数が増加されたことや、平成 年
地域社会全体で問題解決に取り ４月１日より南部学 童保育 所を
組み、市民が自立し、安心して暮 新たに受託するなど、学童保育所
らせる心豊かな福祉 社 会の実現 の円滑な運営に努めました。
事業を推進するためには、財源
を目指し、各事業の推進に努めて
確 保は非 常に重要であることか
きました。
ら、会員会費、共同募金などが地
域福祉を推進するための貴 重な
財源であることの理解を深めるた
め、事業活動や広報活動を通して
市民への周知に努めるとともに、
事務経費の削減、職員の資質向上
を図るための人材育成など、経営
の充実に努めてきました。
手をつなぐ親の会と共催している
「じょいんと」

（単位：円）
金額
19,343,783
705,487
45,138,643
250,751,407
252,000
13,470,363
6,462,886
14,161
294,569
0
30,000,000
3,800,000
11,287,080
28,338,026
409,858,405
金額
54,566,287
21,661,755
6,430,043
3,824,956
1,232,976
16,382,494
5,187,976
249,026,407
10,445,163
14,081
7,226,050
254
6,220,057
9,523,615
391,742,114
18,116,291
65,850,983
83,967,274
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いきいきと体操を楽しんで
健康に

区分
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野田市成年後見支援センター
においては、意思決定支援事業と
して、万が一のことがあった時に
伝えたいことや残された人にとっ
て必要なことをまとめておくため
の「エンディングノート」を平成
年８月から市民の方に無料配
布するとともに書き方講座を開
催し、多くの反響がありました。
学童保育所においては、市が過
密化対 策として整備を進めてお
30

生活自立支援事業を活用し、総合的
なサービス提供に努めるとともに、
親族後見人からの相談や後見活動を
支援してまいります。
また、障がい福祉サービス事業で
ある同行援護事業については、利用
者のニーズが増加しているため、同
行援護従事者養成研修を開催し、従
事者の確保に努めます。
市の受託事業である学童保育所の
運営については、平成 年４月よ
り、みずき第２学童保育所がみずき
学童保育所に、清水第３学童保育所
が清水第２学童保育所に統合された
ため、円滑な学童保育所の運営にあ
たるとともに、更なる保育環境の改
善、指導員確保等に努めます。
事業を推進するためには、財源の
確保は非常に重要であり、会員会
費、共同募金等が地域福祉を推進す
るための貴重な財源であることの理
解を深めるため、事業活動や広報活
動を通して市民へのより一層の周知
に努めます。
31

（重点項目）
①地区社会福祉協議会の活動強化
②ボランティア活動の推進
③福祉教育の推進
④在宅福祉サービスの推進強化
⑤野田市成年後見支援センター事
業の推進
⑥地域福祉支援活動の充実強化
⑦組織及び事業・財政基盤の強化

また、社協職員の意識高揚、
能力開発などによる人材育成
に努めるとともに、職員が意
欲を持っていきいきと働くこ
とができる組織づくりを進め、
常に課題意識を持ち、事務事
業の目的に沿って自ら考え行
動できる職員の育成に努め、
今後の社会情勢の変化や地域
のニーズなどを注視しながら、
当協議会の果たすべき地域福
祉の役
割を進
めてい
きます。

資金収支予算総括表（法人全体）

（単位：千円）

社会福祉協議会では、高齢者及
び障がい者の支援、相談活動、ボ
ランティアの支援など、福祉コ
ミュニティづくりを行い、市民の
みなさまの福祉向上を図るため、
会員制度を取り入れています。
また、赤い羽根共同募金は、市
民自らの行動を応援する、 じ
｢ぶ
んの町を良くするしくみ。 の
｣た
めの募金です。募金などはあくま
で強制ではなく、事業活動に賛同
していただき、
その意志により
ご納入していた
だいているもの
です。ご協力を
お願いします。

社会福祉協議会会費
赤い羽根共同募金ご納入のお願い
収入（勘定科目別内訳）

支出（サービス区分別）
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令和元年度事業計画・予算
地域社会を取り巻く環境の変化に
より、求められる福祉ニーズは多様
化しています。
このような状況の中、住民相互の
支え合い機能の強化、公的支援と協
働して地域課題の解決を試みる体制
の整備、複合課題に対応する包括的
相談支援体制の構築など、地域福祉
を推進する中心的な役割として、社
会福祉協議会への期待が高まってい
ます。
当協議会では、 ふ
｢ れあいと支え
あい、福祉の心豊かなまちづくり」
を基本理念として、地域社会全体で
問題解決に取り組み、市民が自立し
安心して暮らせる心豊かな福祉社会
の実現を目指し、各種事業に取り組
んでいきます。

野田市成年後見支援センターにお
いては、認知症や精神障がい、知的
障がいなどの理由で判断能力が十分
でない方が、地域で安心して暮らす
ため、利用者本人の意向や判断能
力・生活状況等に応じて必要な支援
を行えるよう、成年後見制度や日常

交流が広がるふれあいの会

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
収入計 (1)
区分
科目
法人運営事業
共同募金配分金事業
障害福祉サービス事業
ボランティアセンター活動事業
心配ごと相談所事業
福祉サービス利用援助事業
法人後見事業
受託事業
資金貸付事業
基金等
還付金
斎場売店事業
自動販売機設置事業
支出計（2）
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
予備費支出 (4)
当期資金収支差額合計 (5)=(3)-(4)
前期末支払資金残高 (6)
当期末支払資金残高 (5)+(6)

金額
17,732
950
31,844
303,273
287
14,089
6,984
16
1,092
4,320
8,870
22,570
412,027
金額
61,921
19,244
6,984
3,680
472
17,143
5,974
297,220
4,031
4,336
6,948
7,043
6,546
441,542
△ 29,515
42,373
△ 71,888
71,888
0
科目
区分

心も身体もスッキリ!
訪問理美容サービス

4

金婚さんいらっしゃい！

＊来院された方の案内、受付操作のお手伝い
＊月曜日から金曜日 8時30分から11時30分まで
＊曜日・時間は応相談

ファミリー・サポート・センター
の利用登録が簡単になりました

記号説明
▲高齢者施設 ★イベント ◇その他
〔問合せ〕野田市ボランティアセンター
☎ 7124-3939

◇キッコーマン総合病院（宮崎）

金婚の思い出を記念写真に

知的障がい者のみなさんと一緒に軽スポーツを楽しもう!

＊将棋やオセロ、囲碁などのお相手
＊書道・折り紙ボランティア
＊入所者とのレクリエーション活動ボラ
ンティア
＊14時から16時までの間
＊曜日・時間帯は応相談

〔日時〕11月30日（土）13時から16時まで
〔場所〕勤労青少年ホーム体育室
※動きやすい服装で上履き持参
〔内容〕体育館で軽スポーツやレクリエーション

▲敬愛デイサービス（岩名）

※「じょいんと」とは「野田市手をつなぐ親の会」
と共催で年３回実施している知的障がい者とボラン
ティアの集いです

「私にもできそうだな」と思うものがあったらボランティ
アセンターまでご連絡ください。お待ちしています。

＊草取りや水やりなどの花壇の手入れ
＊月２回から３回程度
＊曜日・時間は応相談

★秋のじょいんと

▲船形サルビア荘（船形）

結婚 周年を迎えられた 〔場所〕総合
 福祉会館第一会
議室（鶴奉５‐１）
方 を対 象 に 、プロのカメラ
マンによる「 金 婚 記 念 撮 影 〔問合せ〕野田 市 社 会 福 祉
協議会
会 」を 開 催 しま す 。希 望 さ
☎７１２４ ３-９３９
れる方は、社 会福祉 協 議 会
に電話で申し込みください。 ※撮影日以外の撮影や自宅
後日、社会福祉協議会よ に出向い
り招待状を発送いたします。 ての撮影
は行いま
〔対象となる方〕
原則として、昭 和 年に せん
婚姻されたご夫婦
〔日時〕 月 日（土）

45

あなたもLet´s ボランティア

ボ ラ ン テ ィ ア 情 報
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“おひさまといっしょに”を開催しました

土曜日・日曜日・祝日 900円
基本時間以外の時間 (1時間)

野田市ファミリー・サポート・
センターは、子育てのお手伝い
をして欲しい人（利用会員）とし
たい人（提供会員）、両方を兼ね
る人（両方会員）との会員組織
による相互援助活動です。野田
市から委託を受け、野田市社会
福祉協議会が運営しています。
今年 度より、ファミリー・サ
ポート・センターの利用登録に
は説明会への参加が不要になり
ました。
利用を希望される方は、個別
相談と事前打ち合わせが必要に
なります。お子さんを預かって
くださる方を紹介するまでには、
時間が必要となりますので、余
裕をもって個別相談することを
お勧めします。
〔問合せ〕
ファミリー・サポート・センター
☎７１２６ ５-０５０

午前6時～午後10時 700円
（基本時間）
(1時間)

開催を控えた東京パラリン
ピックの競 技 である 、ゴー
ル ボ ー ル 、シッティン グ バ
レーの用 具 展 示 等を 行い、
約千人の来場者で賑わいま
した。
盛り上がったじゃんけん列車

16

６月 日（土）、関宿総合
公園体育 館を会場に、第
回“おひさまといっしょに”
が開催されました。
北 部小 学 校 音 楽 部の演
奏に合わせて入場行進がス
タート。
午 前・午 後ともに白熱し
た 競 技が多 く、みんなが夢
中になって楽しみました。
特に、毎 年 恒 例のパン食
いレースでは、パンに向かっ
て一生懸 命 走る姿が見 られ
ました。
サブアリーナでは来年の

利用料金

50
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15

●

●

●

●

●

●

●

〔配布人数〕
おむつ 名・パッド８名
〔応募先〕
〒
-野田市鶴奉５ １
野田市社会福祉協議会
〔応募締切〕
８月 日（金）
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貸 出 案 内
◇車いすの貸出
〔対 象〕高齢 者・障 がい者
及び一時的なけがな
どにより必要な方
〔利用料〕無料
 （貸出期間中の
故障は自己負担）

善意の寄付で寄せられた紙おむ
つなどを、必要な方やそのご家族
に抽選で差し上げます。
「往復はがき」に①住所②氏名③
電話番号④年齢⑤希望商品（おむ
つ又はパッド）を明記の上、ご応
募ください。
厳正なる抽選のうえ、はがきで
結果をお知らせします。
必ず「往復はがき」にてご応募
ください。
※サイズ、種類はご希望に添え
ない場合がございます
〔応募できる方〕
市内在住で、社会福祉協議会事
務局へ直接受け取りができる方

5

〔貸出期間〕
原則１か月（更新有）

◇福祉車両の貸出
〔対 象〕高齢 者・障がい者
（児）及びその家族
〔利用料〕無料
 （燃料は自己負担）
〔貸出期間〕

「セレショップやすらぎ」のご案内

278
0003

23

ことが福祉の輪を広げること
につながります。
ぜひ、
「セレ・ショップや
すらぎ」をご利用ください。
〔問合せ〕
斎場売店直通
☎７１２２ ４０１７

紙おむつ差し上げます

斎場売店

貸出状況はお問合せを

①「たんぽぽ号」
（軽自動車）
《定員》３名（車いす１台）
（ワンボックス車）
②「ゆうあい号」
《定員》５名（車いす２台）

社会福祉協議会では、障がいの
ある方の社会参加促進と市民の利
便性の確保を目的に、野田市斎場
内で斎場売店「セレ・ショップや
すらぎ」を運営しています。
現在は、６名の障がいのある方
が就労に向けて、日々チャレンジ
をしており、お客様のご用命ひと
つひとつが、障がいのある方一人
ひとりの貴重な社会参加への支援
となっておりますが、それでもご
利用の件数は限られており、支援
に必要な作業量を確保できていな
いのが現状です。一人でも多くの
市民のみなさまにご利用いただく

寄付の受け入れも受付しています
（新品未開封に限ります）

飲み物、軽食、お菓子、
仏具を取り扱っています

●

●

●

●

●

－

6

運転手は利用される方
で確保をお願いします

〔費用〕通常作業費用は無料（１万円を限度）。ただ
し、掃除機能付きエアコン等で、追加費用が必要な
場合は自己負担
〔申込方法〕野田市社会福祉協議会に電話で（☎
７１２４-３９３９）お申込ください。電話申込完了後
に申請書をご自宅へ郵送します。
申請書に介護保険被保険者証の写しを添付して、
当協議会に提出してください
（ただし、自己申請が出来ない場合は、家族もしく
は民生委員等の代理申請可）
〔申込期間〕８月１日（木）から
〔申込期間〕９月３０日（月）まで
〔定員〕４０名（応募者多数の場合、
要介護度の高い方を優先し、抽選）
野田市社会福祉協議会では、歳末たすけあい募
金を活用し「エアコン・クリーニングサービス事
業」を実施します。対象となる方は、以下のすべ
てに該当する方で、日常生活において、掃除が困
難な世帯に対しエアコンをクリーニングすること
で住宅環境の改善を図り、安心して生活できるよ
うに支援します。
〔対象となる方〕基準日（令和元年８月１日現在）
①市内在住であること
②７０歳以上のひとり暮らし世帯であること
（世帯分離を除く）
③要介護１以上で、自己負担割合が１割の方
〔内容〕エアコン（１台）を専門の業者がクリーニ
ングします。実施時期は、１０月から１１月
119

-

〜歳末募金を活用し、エアコンを無料でクリーニング〜

◆広報紙「社福のだ」 号のファミリー・サポート・センター紹介記事において利用料金の基本時間が
午後６時からとなっておりました。正しくは午前 時からとなります。お詫びして訂正いたします。

70歳以上のひとり暮らしで要介護1以上の方を対象に

～７つの間違いを見つけよう～
〔応募方法〕郵便はがきに切り取った
絵柄を貼って、7つの間違いを赤色
の〇で囲み、必要事項（①氏名〈フ
リガナ〉、②住所、③電話番号、④
年齢、⑤性別、⑥「社福のだ」の感
想を明記のうえ、ご応募ください。
正解者の中から、抽選で５名の方
に粗品をプレゼントします。
ご応募いただいた方の個人情報
は、他の目的で使用することは一切
ありません。
〔応募締切〕8月30日（金）
※応 募上の注意：間違いの箇所が
はっきりと分かるよう赤色の〇で
囲んでください。

〔応募先〕
〒278-0003

キリトリ

野田市鶴奉5-1 野田市社会福祉協議会

寄せられた善意

職員募集

市民のみなさまから心のこもった温かい寄
付が寄せられました。みなさまのご厚意に厚
くお礼申し上げます。
〔金 品〕
●第39 回KMG ゴルフ大会様
97,539 円
●(株)ベルク野田柳沢店お客様一同様 20,179 円
●柏小売酒販組合野田支部様
13,248 円
●匿名様
4,506 円
〔物 品〕
●明治神宮崇敬会野田支部様
洗剤60 点
●相澤洋昭様
おむつ17 点
●石井悦様
タオル222 点
●鈴木泰子様
下着類67 点
●吉澤菜穂子様
おむつ86 点、パッド36 点
●小針ますみ様
おむつ26 点、パッド39 点
●匿名様
おむつ218 点、パッド264 点他
〔福祉施設へ指定寄付〕
●(株)日本総合開発様 お菓子9,727 円相当
●ジュピター関宿店様 お菓子21,259 円相当
（令和元年６月５日現在）

以下の職種の臨時職員を募集しています。
①学童保育所代替指導員
〔条件〕児童福祉に理解と熱意がある方
〔就業場所・時間〕市内 15 学童保育所いずれか
平日：13時から19時までの間
学校休業日：8時から19時までの間
〔時給〕1,090 円
※常勤指導員も同時募集
（詳しくは、お問い合わせください）
②育児支援家庭訪問員
〔条件〕保育士、助産師、保健師等の
有資格者もしくは子育て経験者
〔時給〕1,159 円
～～～～～～～応募方法～～～～～～～～～
〔雇用期間〕1 年毎の雇用契約
（年度毎の契約更新の可能性あり）
〔応募方法〕履歴書（3 か月以内の写真添付）
を社会福祉協議会に提出
〔問合せ・応募先〕〒 278-0003 野田市鶴奉 5-1
野田市社会福祉協議会 ☎ 7124-3939

1人で悩まずに、心配ごと相談へ

SNSでタイムリーな情報を発信
スマートフォンの 普 及により、T w i t t e r 、
FacebookといったSNS（ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）
が、急速に広がり
をみせています。
SNSは、タイム
リーな 情 報を迅
速に伝えられ、災害時など特に効力を発揮するこ
とから、社会福祉協議会でも、SNSを開設してい
検索
ます。ぜひ、ご覧ください。 野田市社協

家族や生活のこと、仕事や学校のこと、どこに
相談すればよいか分からない悩みや不安をお持ち
の方、気軽にご相談ください。
経験豊富な民生委員が相談に応じます。
毎週火曜日・第１金曜日
時〕
13時から16時まで
総合福祉会館相談室
〔場 所〕
野田市社会福祉協議会
〔連絡先〕
  ☎ 7124-3939
〔日
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