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　民生委員・児童委員は地域の中で住民の相談や支援を行っているボ
ランティアです。市内には民生委員・児童委員が１７２名、児童を専
門に担当している主任児童委員が１５名います。
　住民の方からの相談内容に応じて、必要な支援を受けることができ
る専門機関に繋ぎ、課題が解決できるよう支援しています。高齢者や
お子さんがいる世帯に限らず、さまざまな世帯の生活全般の悩みを相
談できます。
　毎年５月～８月は、地域で暮らしている高齢者の実情を把握するた
め調査しています。
　民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容が他の人に伝わ
ることはありません。安心してご相談ください。
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あびこ社協だより 福祉の街へ



法人後見支援センター事業（法人後見事業、福祉サービス利用援助事業）

共同募金配分金事業（一般募金配分金事業、歳末たすけあい募金配分金事業）

地域福祉ネットワーク事業（法人運営事業、地区社協設置事業、ボランティア・
市民活動支援事業、ボランティアポイント制度事業、生活支援体制整備事業）

障害者総合支援法事業（同行援護事業、居宅介護支援事業（障害者））

在宅福祉事業（訪問介護、住民参加型ホームヘルプ事業、移送サービス事業、コミュ
ニティカフェ運営事業）

西部福祉センター運営事業

貸付事業（生活福祉資金貸付事業、善意銀行運営事業）

２．公益事業

介護保険事業

結婚相談事業

３．収益事業

福祉ショップ事業（福祉ショップ事業、自動販売機設置事業）

 892,509 9,547,110 8,545,685 1,893,934

 1,374,305 16,816,406 15,671,773 2,518,938

 782,582 12,945,256 11,938,652 1,789,186

 591,723 3,871,150 3,733,121 729,752

 33,708 12,391,630 10,736,744 1,688,594

 33,708 12,391,630 10,736,744 1,688,594

 32,436,635 320,474,033 317,209,523 35,701,145

 31,028,622 291,265,997 290,801,006 31,493,613

 
16,909,511 155,281,128 160,272,250 11,918,389

 
2,231,146 16,599,257 16,613,527 2,216,876

 
1,945 9,419,118 9,418,563 2,500

 1,712,441 14,387,328 12,386,769 3,713,000

 8,170,932 48,412,269 47,499,537 9,083,664

 1,110,138 37,619,787 36,064,675 2,665,250

経理区分

総 合 計

（単位：円）平成30年度　決算報告

１．社会福祉事業

前期末支払金残高
（1)

収入計
⑵

支出計
⑶

当期末支払資金残高
⑴＋⑵－⑶
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●第５次我孫子市地域福祉活動計画の推進
　第５次我孫子市地域福祉活動計画評価委員会を
設置しました。
　また平成31年度以降の新規事業（8事業）につ
いて検討し、改めて実施時期の見直しを行いまし
た。

●ホームページによる情報提供事業
　平成30年度にリニューアルに向けた準備を行い、
平成31年4月1日正午にリニューアルしました。
これにより、各担当や地区社協事務員が直接ホー
ムページに情報を追加できるようになりました。
地域（住民活動）の情報、市社協の情報、福祉サ
ービスの利便性を図ります。

●地域福祉活動団体助成金交付事業
　助成する団体の見直しを行いました。高齢者や
障害者、子育て支援団体等を追加。赤い羽根募金
を原資とした本事業を通じてボランティア団体・
市民活動団体支援をすると共に、赤い羽根募金へ
の寄付者（市民）に対する理解と周知を図りました。

●子どもの成長支援事業
　歳末助け合い配分金を活用し、我孫子市子ども
食堂ネットワークでは、要支援世帯に無料の食券
を配布して、子ども食堂の利用を促しました。
また加盟団体が共同で大きな事業に取り組むこと
ができました。
　主に小・中・高校生の学習支援を行う我孫子市
子どもの学習支援ネットワークが平成30年12月1
日に発足し、歳末助け合い配分金を活用して2月
11日にキックオフ集会を開催しました。参加者は
120名でした。子どもの健全育成に関わる様々な
団体、活動者が参加され盛況な集会となりました。

平成30年度　事業報告
（主な取組み）
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お詫びと訂正
　「福祉の街へ ＮＯ136」でお知らせしました高齢者疑
似体験セットの購入数と赤い羽根共同募金・歳末たす
けあい募金の表記に誤りがありました。ここにお詫び
して訂正申し上げます。

＜高齢者疑似体験セット＞
誤=10セット購入　正=8セット購入

＜赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金へのご寄付＞
博正建設株式会社様の記載漏れがありました。

　平成30年11月に無作為でご利用者様を30
名選出させていただき、そのうち25名の方に
回答いただきました。

Q�言葉遣いは、利用者や家族に対する気配りを感じ
られますか？
A�全員の方から満足していると回答されました。今後
もいま以上に満足されるよう、努力します。
Q�介護サービスを利用して、ご本人・家族の生活は改
善されましたか？
A�昨年は全員の方から満足の回答をいただけません
でしたが、今回は全員の方から満足いただけました。
今後も継続してご意向を取り入れて支援いたします。

　ご利用者の方から、あたたかいご意見をい
ただきました。一部紹介させていただきます。

・毎月いらしていただけるのを楽しみに致しておりま
す。時には私の愚痴なども聞いていただいたりし
て、介護する側の精神面で役立っています。ありが
とうございます。
・何事も機敏に親身に事を進めて下さいます。社協さ
んに変えて良かったです。友人も紹介しましたら、
大変喜ばれております。有難うございます。担当の
マネジャーに巡り合えて良かったです。これからも
よろしくお願い申し上げます。

0ご利用者・ご家族様と相談しやすい関係作りを目

指し、また自己啓発学習を通して情報提供を行

い、皆さんに信頼して頂けるケアマネジャーになり

たいと思います。　　　　　　　　　　 K・W

　４月１日、市社協のホームペ
ージをリニューアルしました。
　各担当が直接情報を投稿でき
るようになり、必要な情報をよ
り早く提供できるようになりま
した。今後も、利用しやすいホ
ームページとなるよう更なる情
報の充実・利便性向上を図ります。ぜひ、新しいホー
ムページをご覧ください。
　　　  アドレス  http://abiko-shakyo.com

ホームページをリニューアル！

　市社協前の福祉自動販売機がコカ・コー
ラボトラーズジャパン㈱のご協力で新しく
なりました！
　こちらの自販機
で飲料水を購入い
ただくと、１本あ
たり24円が「赤い
羽根共同募金」に
寄付される仕組み
で す。 他 に も35
ヵ所に設置してい
ます。設置してい
ただける企業を募
集しています。

問　☎7184−1539

〈昨年の募金実績〉
赤い羽根共同募金………………81,132円
社会福祉協議会……………… 411,972円

福祉募金自動販売機を
ご利用ください！！

居宅介護支援事業（ケアマネジャー）

ご利用者アンケート結果（一部抜粋）
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〒270-1166…千葉県我孫子市我孫子1861　TEL…04-7184-1539……FAX…04-7184-9929
メール…postmaster@abiko-shakyo.com　ホームページ…http://abiko-shakyo.com

令和元年7月15日発行
 社会福祉法人 我孫子市社会福祉協議会

日時　毎月第4木曜日　午前9時45分～11時30分
場所　近隣センターふさの風
内容　自由遊び・絵本の読み聞かせ・フルートの生演
　　　奏など
�8月22日㈭=アロマ作り（虫よけ・ハンドクリーム等）
�9月26日㈭=ハーバリュウム作り
※8月・9月は実費500円　要申し込み
申・問　布佐地区社協　☎・57189−2119（月～
金）午前9時～午後4時　第2・4水曜日休館

～みんなの「和」・「輪」・「笑い」の中でゆったり・

たのしく過ごす場です～

日時　毎月第3火曜日　午前10時～11時30分
場所　我孫子北近隣センター並木本館
　　　※敷地外に駐車場あり
内容　手遊び・月替わり企画・おもちゃ遊びなど
対象　未就園児と保護者
参加費　無料　　問　下記共通

～体操とお茶会でコミュニケーション～

日時　毎月第2水曜日　午後1時30分～3時30分
　　　毎月第4月曜日　午前10時～12時
参加費　毎回100円　
持ち物　タオル・飲み物・動きやすい服装・上履き
問　我孫子北地区社協　☎・57165−3434（月～
金）午前9時～午後4時　

福祉イベント・催し物

有限会社�松山�／�特定非営利法人�我孫子ミュージッ
クアクティビティ協会　代表�土井紀弘�／�中央学院
高校�／�誕生日ありがとうの会（指定寄付）�／�5/19
ＡＳＡ無声映画上映会

皆様からの温かい善意に感謝申し上げます。
平成31年３月～令和元年５月まで（受付順・敬称略）

善 意 の 報 告

l ieto 
毎月第1月曜日

8月5日　午前10時～午後1時アビスタ
9月2日　午後1時～3時30分アビスタ
10月7日　午後1時～3時30分ぽぽら

縁が和茶屋
毎月第3月曜日

7月22日（第4）・8月19日・9月30日（第5）�
午前10時30分～午後3時
（お好きな時間にどうぞ）

高次脳機能障害カフェ「l
リ エ ッ ト

ieto」
認知症カフェ 「縁が和茶屋」〜cocokara〜

場　所　�福祉ショップ＆軽喫茶ぽぽら
参加費　�300円（ワンドリンク付）
※lietoは初回のみ要申込み
㊟8月5日・9月2日のみ時間・場所の変更あり
問　��市社協☎7184−1539

共  

通

成年後見制度に関する弁護士相談
7月26日 毎月第4金曜日午後１時30分～４時30分

（前日までに要予約）
１日３組�（先着順、相談時間１組１時間）
問：市社協☎7184-1539
ysupport@abiko-shakyo.com

8月23日
9月27日
10月25日

布佐地区社協
すくすくほっとひろば

我孫子北地区社協
子育てサロン「わ」

我孫子北地区社協
コミュニティサロン〝きた〟

我孫子市社会福祉協議会
会員ご加入のお願い

　本会では、〝安心とゆとりのまち�住み続けたいまち
づくり〟を実現するために、子どもから高齢者までを
対象とした様々な事業を展開しています。皆様からの
会費は、地域福祉を推進するための大きな原動力です。
多くの皆さまに本会の活動をご理解いただき、会員
加入のご協力をよろしくお願いいたします。
　　会員の種類と会費（年額）
団体会員　一世帯　　200円
（自治会ごとに、ご加入いただいています）

賛助会員　一口　　1,000円
特別会員　一口　　5,000円
法人会員　一口　�10,000円

お
願
い
し
ま
す


