
　

「感染に気をつけて
　　　元気にお過ごし下さい」 　
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273 枚の手作りマスク
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◇共同募金事業
　●募金箱コンクール…………………  応募総数 99点
　●歳末たすけあい運動 … 配分世帯（者）・施設480件
　

（介護保険法・障害者総合支援法に基づく介護サービス
 を含む）
◇ホームヘルパーによる訪問介護
　………………………………………… 利用件数 824件
◇居宅介護支援（ケアプラン作成）
　…………………………………………利用件数 252件
◇ホームヘルパーによる障害者居宅介護
　………………………………………… 利用件数 82件

◇ボランティア養成講座の開催
　●給食ボランティア講座 …………………  91 人参加
　●サマーボランティアスクール …………  23 人参加
◇ボランティアセンターの運営
　●登録ボランティアグループ ………………  74 団体
　●登録ボランティア数 ………………  延べ 1,238 人
　●ボランティア団体への助成 ………………  57 団体
◇災害ボランティア活動の支援
　●災害ボランティアセンターの運営（9/14 ～ 10/31）
　　 ・ボランティア活動人数……………延べ 3,380 人
　　 ・ボランティア活動件数……………………818件
　●南房総市社協復興サポートセンター の運営 （11/1 ～ 3/31）
　　・ボランティア活動人数………………延べ 598人
　　・ボランティア活動件数……………………110 件
　　・被災者への災害見舞金の支給（3月末現在）… 397 世帯

◇小・中学校、高校への福祉教育推進助成金の交付
　……… 小学校 (6校 )、中学校 (5校 )、高校 (1 校 )
◇学生福祉体験講座を開講
　福祉の心を育むため、ボランティア体験を実施。
　………………………………計４校　延べ 129人参加
◇福祉作文コンクール  ………………… 応募数 367点

◇福祉資金貸付 ……………………………貸付件数０件

◇司法書士による無料法律相談…………相談件数57件

◇ちくら介護予防センターゆらり… 利用件数  延べ 9,925件

◇ホームページの運営
◇社協広報誌 「てんだぁ」の発行年 3回……（７・11・3月）
◇第14回南房総市社会福祉大会の開催…約200人参加

◇ 70歳以上の独り暮らしの方へお届けするふれあい　
　ランチサービス……………………延べ食数8,821 食
◇在宅介護をされている方へ紙おむつを年 4回給付
    …………………………………  延べ給付件数522件
◇お達者サロン支援事業
　 ……… 協力者数 3,043 人 　延べ利用者数 7,259 人
◇生活援助サービス事業（みなみんおたすけサービス）
　●日常の家事を手伝い在宅生活を支援
　　（利用会員 6人・協力会員 13人・利用件数 25件 )
◇高齢者・障害者の外出支援（交通空白地有償運送）
　●ホームヘルパーによる外出支援サービス
　…………………………………………送迎件数435件
　●ボランティアによる移送サービス
　　（利用会員 143人・協力会員 78人）
　……………………………………… 送迎件数1,955件
◇日常生活自立支援事業 ………… 現任支援員数 12人
　●新規相談 8件・新規契約 5人・契約 13人
　　生活支援員が日常生活の財産管理や福祉サービス
　　の利用援助をサポートし、安定した生活を送れるように支
　　 援しました。
◇生活困窮者自立相談支援事業
　●新規相談 58 件・プラン作成 27件・終結件数 8件
　　専門の相談支援員が、個々の抱えている課題を関
　　係機関と連携調整を図りながら、自立に向けた支
　　援をしました。

◇結婚 50周年記念祝賀事業の開催
　金婚式をお迎えのご夫妻へ記念品を贈呈
　………………………………………………   62 組贈呈
◇市内 16地区社会福祉協議会の運営支援
◇市内７地区に「ささえあいネットワーク南房総」お
　よび「生活支援コーディネーター」の設置により、
　地域の福祉課題を地域で支えあい解決できる仕組みづ
　くりをさらに進めました。
◇火災、風水害等の被災者に応急援護資金の交付
　…………………………………… お見舞い世帯数 3件
◇ひとり親家庭支援事業（新規）
　……………………………………… 助成金交付 6世帯

◇車イスに乗ったまま利用できる福祉車両の貸出
　…………………………………………貸出件数 836件
◇車イス等の福祉機器の貸出
　…………………………………………  貸出件数 82件
◇車イス・歩行器等を受け入れ整備し必要とする方に提供
　……………………………………………  譲受数  9  件
　……………………………………………  譲渡数 12件
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みんながつながり支え合う　みんなにやさしいまちづくり
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　「あったかささえあいプラン」は、地域の皆さまが
生活の困りごとや生活に望むことに気づき、その解決
や向上を目指す取り組みについて、行政や社協、地域
内の団体や関係機関、NPO など、幅広い関係機関
とも一緒に考え、地域全体で、支え合い・助け合える
ことを目指していく計画です。よって、この計画は、
地域の皆さまの参加がとても重要になります。
　多様化する地域の困りごとを「みんな」で解決し、
支え合い助け合い「人」がつながり、誰もが安心して
「夢」を持って暮らし、「未来」へとつなげる「福祉
のまちづくり」へと進めていく計画となりますので、
ご協力をよろしくお願いいたします。



南房総市社会福祉協議会では、今年めでた
く結婚 50 周年を迎えるご夫婦へ、これから
も寄り添いながら素敵な人生を歩んでいただ
きたいとの思いを込め、記念品を贈呈します。

<対象ご夫妻>
  昭和 45 年 9月1日から
  昭和 46 年 8月３１日の間に結婚され、
  市内にお住まいのご夫妻
  （ともにご健在であるご夫妻）。

<申込期間>
令和２年7月27日㈪から　　
　　　　　8月14日㈮まで
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結婚50周年にお祝い品贈呈

令和２年１１月６日（金） 午後２時　

申込先 /南房総市社会福祉協議会
　　　　各福祉サポートセンター

南房総市ならびに南房総市社会福祉協議

会では、戦後７５年という節目を迎える今年、

先の大戦で命を失った戦没者の御霊に哀悼

の意を表とともに恒久の平和を祈念するた

め、戦没者追悼式を行います。

　ただし、新型コロナウイルス感染症の今後

の動向により、規模の縮小や中止・延期に

なる場合もあります。

南房総市戦没者追悼式

金婚のご夫婦をお祝いします

。

会
ー



　　　

善意の寄付

この寄付金は、本会福祉振興基金に積み立て、以後地域福祉向上のため有効に役立たせていただきます。
ありがとうございました。

敬称略/令和２年３月～令和２年６月

社会福祉法人 南房総市社会福祉協議会
◆本所　南房総市千倉町瀬戸 2705-6

44-3577 44-3542
◆とみうら福祉サポートセンター　 33-4565
◆とみやま福祉サポートセンター    57-2926
◆みよし福祉サポートセンター　    36-2276
◆しらはま福祉サポートセンター    30-5122
◆ちくら福祉サポートセンター　　 44-3541
◆まるやま福祉サポートセンター    46-2200
◆わだ福祉サポートセンター 　      47-3390

たくさんのまごころ
ありがとうございます。

　　

白浜地域づくり協議会　　 ６０，０００円
本橋勝己　　　　　　　　　４，３６９円 （切手を含む）
西田保政　　  　   　 　　　３，０００円
匿名　2件　                    ４９，０７７円

〔物品寄付〕　　
匿名　　　　                             玄米６０㎏
匿名　　　　                             白米６０㎏
ＫＤＤＩ株式会社　南関東総支社　車イス５台　                                

ー 発行・編集 ー
（各種お申込み先）

　南房総市に在住し、在宅で日常生活のほとんどに介護
を必要とする方に紙おむつを給付します。

○紙おむつ給付事業

○高齢者介護用品支給事業

給付月および申込期限
11月給付の申込は  令和２年10月14日（水）まで
 ２月給付の申込は  令和３年   1月13日（水）まで
申込先／南房総市社会福祉協議会各福祉サポートセンター
問い合せ先／南房総市社会福祉協議会（本所）
　　　  または、 お近くの福祉サポートセンターへ

対
象
者

・1日中ベット上で過ごされ日常のほとんどに介助を要する 
　介護保険法で定められた要介護認定３・４・５の方

・身体障害者手帳（1・2級）をお持ちの方。

・精神障害者保健福祉手帳（１・２・３級）及び療育手帳
　（Ａ・Ｂ）をお持ちの方

品
目

　紙おむつ　　尿取りパット　　紙パンツ　　
※１回あたり税込 5,000円以内
　ただし要介護３の方は税込 2,500円以内

・65歳以上で要介護４・５の方、介護をしているご家族
※要介護高齢者の属する世帯全員が前年度市民税非課税の世帯

紙おむつ　紙パンツ　尿取りパット　
※1回あたり25,000 円以内

対
象
者

品
目

紙おむつを支給します
    

    

～司法書士が
　　相談に応じます～

開設日 場　　　　所
 白浜コミュニティセンター（中止）
 とみうら元気倶楽部
ちくら介護予防センター
丸山公民館
 三芳農村環境改善センター
 和田地域福祉センター

時間／午後１時～午後5時　

※新型コロナウイルス感染症の動向により中止になる場合もあります。　

44-3577

○事前予約申込：随時電話にて予約を受け付けます。
○定　　員：6人（相談はおひとりにつき 40分まで）
○そ の 他：調停中や裁判中の事件の相談ならびに同一
                     内容についての再度の相談は応じられません。
　　　　　　弁護士による相談は他の機関を紹介します。

無料法律相談

予約・問い合せ先：南房総市社会福祉協議会(本所）

南房総市社会福祉協議会みよし福祉サポートセンター
が、下記の住所へ移転します。
　移転に伴い、市民の皆様にご迷惑をおかけいたしま
すが、何とぞご了承下さい。

◆〒 294-0813　南房総市谷向 109番地 1
南房総市三芳農村環境改善センター内
☎ 0470-36-2276・FAX 0470-36-2261

みよし福祉サポートセンターの
事務所が移転します。10月1

日から




