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開催日時 平成29年 7月29日（土）※小雨決行
☆雨天中止の場合7月30日（日）に順延
平成29年 7月29日（土）※小雨決行
☆雨天中止の場合7月30日（日）に順延

開催場所 八千代市睦スポーツ広場
主　　催 八千代市社会福祉協議会 睦支会八千代市社会福祉協議会 睦支会

毎年恒例！毎年恒例！
成田ゆめ牧場から
ミニ動物園もくるよ♪
時間 14：00～18：00

成田ゆめ牧場から
ミニ動物園もくるよ♪
時間 14：00～18：00
ポニーにのってみませんか？
（未就学児対象）
ポニーにのってみませんか？
（未就学児対象）

楽しみ
いっぱい♪

【開催日】10月6日（金）　雨天決行
【会　場】中山カントリークラブ
【参加費】21,000円（プレー費、昼食、参加費、パーティー費等を含む）

※当日キャンセルの場合はプレー費のみの返金となります。

【定　員】180名（競技者） ※先着順
【申込み】7月3日（月）9：00より電話にて受付いたします。

（直接、福祉センターへご来館でのご予約も可能です。）
※おひとり様での、ご参加も可能です。

【問合せ先】八千代市社会福祉協議会
☎047-483-3021 総務課

ふくし祭り むつみふくし祭り むつみ第32回
福祉振興基金 ーャ ィリチ テ

36
回

第

ゴルフ大会開催ゴルフ大会開催
参加者
募集！！

地域の未来と出会う場所！ 「ふらっとホーム緑が丘」！
緑が丘支会の福祉委員を中心に、公民館の調理サークル、民生・児童委員、高校生等
たくさんのボランティアの方々に支えられオープン。ここでは共働きやひとり親家庭の
増加により、一人で過ごす時間が増えている子どもや親に、ホッとできる場所を提供
しています。食事作りの野菜は上野昭男さんが無償で提供。先月、来た子ども達に
リクエストされ、この日のメニューはハンバーグ、味噌汁、畑で採れた新鮮なサラダの
上には上野さんが栽培した真っ赤な甘いさくらんぼがのって彩りを添えていました。
口いっぱいにハンバーグをほおばる子どもを優しく見つめるお母さんや、ボランティア
の方々。地域の方々に見守られ、宿題をしたり、おしゃべりを楽しんだり、温かい雰囲気
の中で時間が流れていきました。

「来月はハンバーグが食べたいな～～！」
子どもの声にこたえて特大ハンバーグが登場！

ボランティアさん達も
ひと休み♪

【開催日時】毎月第３金曜日　15：30～19：30
【場　　所】八千代市立緑が丘公民館（緑が丘3-1-7）
【参 加 費】１回の利用につき子ども100円、大人300円
＊利用には事前の申し込みが必要になります。

心のこもったおいしい料理を
みんなでいただきま～す♫

12：30 開　場
金魚すくい・かき氷・わたあめ・
焼きとり・焼きそば・フランクフルト・
たこ焼き・ラムネほか冷たい飲み物・
おもちゃコーナー・ゲームコーナー
演芸交流会（当日受付）
カラオケタイム 
睦北保育園・子ども神輿
やちよ元気体操・歌謡ショー

18：00 式典・盆踊り大会・
打ち上げ花火

20：00 閉　会

このマークは、社会福祉協議会全国共通のシンボルマークです。手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿を表現しています。
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●「ふらっとホーム緑が丘」がスタートしました
●ふくし祭り むつみ
●チャリティーゴルフ大会参加者募集
●平成28年度 事業報告
●平成28年度 事業収支決算書
●お知らせコーナー

TOPIX

（1） 平成29年 7月1日

「ふくし八千代」は、市民の皆様にとって便利で分かりやすい情報紙を目指しています。 ご意見・ご要望等をお寄せ下さい。



　社会福祉協議会は、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として、社会福祉協議会のネットワークを生かしながら、市民の皆さまを

はじめ、自治会、福祉支会、民生児童委員、ボランティアなど関係機関や関係団体の参加・協力のもと、八千代市にお住いの皆さまが「安心して

暮らせる福祉のまちづくり」の実現をめざした、さまざまな活動を実施いたしました。

　事業の詳細については以下のとおりとなっております。

平成28年度 事 業 報 告

　改正社会福祉法に基づき、平成29年4月1日より本会定款の一部を改正する定款の施行に向け準備してまいりました。定款の一部改正に伴い、

評議員の選任については、新たに設置いたしました評議員選任・解任委員会で審議されることとなり、平成29年4月1日から新たに任期の開始と

なる評議員の選任について、平成29年2月27日に同委員会を開催し新評議員の同意がございました。理事会・評議員会および評議員選任・解任

委員会による法人運営の透明性の向上、組織のガバナンス強化に向け準備を行いました。

１. 法人運営事業

　市内20地区の支会が「顔の見える関係」を意識し、地域の実情に合わせた様々な事業を円滑に進められるよう側面的支援を行いました。

また、地域住民の要望により現在休止中であるゆりのき台支会の平成29年度再開に向け、地域住民と年10回会合を行いました。

　地域包括支援センターが主催する「地域ケア会議」に福祉委員を推薦し、会議を円滑に進めるためアドバイスを行いました。

　生活支援体制整備事業において、勝田台支会と睦支会の二地区が第二層協議体のモデル地区として指定されました。

　千葉県から萱田小・萱田南小・萱田中・八千代西高と共に福祉教育推進団体として萱田支会が「福祉教育パッケージ指定」を受け、連絡会議を

年5回開催し連携強化に努めました。

２. 福祉支会（地区社協）の機能強化

　ボランティア登録者は3,000名を超え、施設や行政等への支援、また制度では対応が困難な要支援者へのマッチングを行いました。特に今年度

は、精神障害や不登校児の家庭に対し、丁寧な対応を心掛け自立の援助に努めました。

　ボランティア養成講座として「心のサポート第2弾」を開催し、当事者の生の声を聴くことができました。また「災害ボランティア講座」では、

翠耀会常務理事より東日本大震災における当時のご自身の施設での対応や、旭市及び熊本地震への支援についてお話しを伺い、それぞれ受講者

より好評を頂きました。

　今年度は、八千代市と合同で情報伝達を中心とした「災害対応訓練」を開催し、災害時パートナーシップ協定を締結している八千代青年会議所

及び八千代市身体障害者福祉会と「八千代市災害ボランティア・被災者支援センター運営会議」のシミュレーションを実施いたしました。

3. ボランティア活動の推進

　自治会や法人・会社及び商店、各種団体等の皆さまに、社会福祉協議会が実施している地域福祉活動の必要性について理解と協力を求め

ながら、社会福祉協議会「年会費」および共同募金会「赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金」の実績向上を目標に財源確保に努めました。

4. 自主財源の確保

●法人後見事業

　法人後見事業を開始後2年が経過し、相談件数が倍増しました。中でも申立書類の作成支援は非常に喜ばれ、依頼件数が大幅に増加しました。

　また、法人後見人としての受任件数も増加し、6件新規受任いたしました。更に、広報・啓発の一環として実施した市民向け講演会は、定員を

大幅に超える申し込みがあり、関心の高さが伺えました。

●自立相談支援事業・家計相談支援事業

　生活困窮者自立支援事業につきましては、職員一人ひとりが細やかな対応と柔軟な姿勢を心掛け、支援に努めました。また、講演会の開催、

各種団体への事業説明を積極的に行ったことで、ご利用者様以外からの相談件数も増加、早期発見・早期支援に繋がりました。

●生活支援コーディネーター設置事業

　生活支援コーディネーター活動につきましては、社会資源の把握と生活支援サービスに対する高齢者のニーズ把握に努めました。支会や民生

委員のご協力のもと、更なる顔の見える関係づくりの構築に力を入れると共に地域包括支援センターと協力し地域包括ケアシステムの構築に

向け地域へ発信しました。

●福祉サービス利用援助事業

　日常生活自立支援事業につきましては、地域包括支援センターや介護保険事業所からの相談が増加傾向にあり、順次調整を図り対応いたしま

した。また、契約者様に対しましては、生活支援員のご協力のもと支援に努め、判断能力が低下した契約者様には、法人後見事業担当者と連携を

し、切れめない支援に努めました。

●資金貸付事業

　経済的な課題だけではなく、本人及び家族の複雑・多様な課題を抱える相談者が多く、生活困窮者自立支援事業の担当者をはじめ、行政、関係

機関と連携を図りながら、対応しました。 

●学童保育事業

　学童保育事業につきましては、児童が楽しく安心して過ごせる場の提供に努めながら、保育の質の維持向上はもとより働き手の確保の為、

処遇改善を八千代市に求め、平成29年度予算において嘱託職員は月額5,000円、臨時職員は時間給70円の改善を実現いたしました。

●指定管理事業

　福祉センター及びふれあいプラザの運営については、安心安全な施設運営を念頭に、高齢者の健康の維持増進や市民の利便性、満足度の向上

に努めました。また、ふれあいプラザは平成28年度をもって指定管理者の指定期間満了となり、次期指定管理者へのスムーズな引継ぎに努め

ました。

5. 受託事業及び指定管理事業

（2）平成29年 7月1日



●社会福祉事業会計●

貸借対照表（法人全体）
※平成29年3月31日現在 （単位：円）

＜資産の部＞
流動資産
　現金預金
　事業未収金
　商品・製品
　１年以内回収予定長期貸付金
　仮払金
固定資産
 基本財産
　定期預金
 その他の固定資産
　建物
　車輌運搬具
　器具及び備品
　退職手当積立基金預け金
　共助会退職手当積立基金預け金
　福祉振興基金積立資産
　一般事業調整積立金
　車輌運搬具準備積立資産
　善意銀行積立金
　災害支援積立預金
　経営基盤強化準備積立預金 
　こども支援事業積立資産
　法人化50周年事業積立資産
資産の部合計

100,974,597
95,610,662

949,585
0

2,019,950
2,394,400

496,851,770
2,000,000
2,000,000

494,851,770
918,955

1,634,774
780,335

204,290,400
38,353,965

182,120,000
20,000,000
8,728,780

20,880,000
3,683,856
2,460,705
8,000,000
3,000,000

597,826,367

勘　定　科　目 当年度末

96,010,399
76,615,022
13,389,651

5,076
1,947,950
4,052,700

478,535,068
2,000,000
2,000,000

476,535,068
990,099
144,405

1,006,414
192,967,200
35,933,465

192,120,000
20,000,000
8,728,780

20,880,000
50,000

3,714,705
0
0

574,545,467

前年度末

4,964,198
18,995,640

△12,440,066
△5,076
72,000

△1,658,300
18,316,702

0
0

18,316,702
△71,144
1,490,369
△226,079
11,323,200
2,420,500

△10,000,000
0
0
0

3,633,856
△1,254,000

8,000,000
3,000,000

23,280,900

増　減

＜負債の部＞
流動負債
　事業未払金
　未払金
　預り金
　職員預り金
　仮受金
固定負債
　退職給付引当金
負債の部合計
＜純資産の部＞
基本金
基金
　福祉振興基金
　一般事業調整積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　車輌運搬具準備積立金
　善意銀行積立金
　災害支援積立金
　経営基盤強化準備積立預金 
　こども支援事業積立金
　法人化50周年事業積立金
次期繰越活動増減差額
　(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

41,418,232
32,787,837
3,915,500

338,151
4,376,744

0
242,644,365
242,644,365
284,062,597

2,000,000
202,120,000
182,120,000
20,000,000
1,634,956

46,753,341
8,728,780

20,880,000
3,683,856
2,460,705
8,000,000
3,000,000

61,255,473
2,533,865

313,763,770
597,826,367

勘　定　科　目 当年度末

36,049,853
26,628,666
5,049,900
4,371,287

0
0

228,900,665
228,900,665
264,950,518

2,000,000
212,120,000
192,120,000
20,000,000

0
33,373,485
8,728,780

20,880,000
50,000

3,714,705
0
0

62,101,464
△5,311,565
309,594,949
574,545,467

前年度末

5,368,379
6,159,171

△1,134,400
△4,033,136

4,376,744
0

13,743,700
13,743,700
19,112,079

0
△10,000,000
△10,000,000

0
1,634,956

13,379,856
0
0

3,633,856
△1,254,000

8,000,000
3,000,000
△845,991
7,845,430
4,168,821

23,280,900

増　減

【収入の部】 （単位：円）

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
児童福祉事業収入
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
固定資産売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入

収　　　入　　　計

9,691,652
2,026,267

108,403,698
229,000

7,910,161
1,731,000

944,075
211,347,608

2,413,368
126,602

1,657,980
14,550

11,254,000
11,983,068

369,733,029

普通会費、特別会費、法人会費、団体会費、名誉会費
法人運営事業、善意銀行、福祉振興基金
市補助金・県共同募金会配分金（赤い羽根・歳末たすけあい）
県社会福祉協議会助成金
生活福祉資金及び老障資金貸付事業・生活福祉相談員受託金等
小口貸付償還金
広告料収入、福祉サービス利用援助事業・移送サービス事業利用料収入
学童保育事業受託金
国債利息等
ボランティア保険集金集金代行事務費収入等
県共同募金会地域福祉事業用車両助成金
車輌売却
積立金取崩
事業区分間取引

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

【支出の部】 （単位：円）

人件費支出
事業費支出
事務費支出

共同募金配分金事業費支出

助成金支出

固定資産取得支出
積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

支　　　出　　　計
当期資金収支差額

286,832,828
16,649,509
6,615,377

10,318,195

13,748,457

1,657,780
14,633,856
1,254,000

13,743,700
365,453,702

4,279,327

基本給、諸手当、社会保険料、労働保険料等（事務職員、産業医、生活支援員、嘱託職員、非常勤職員）
消耗器具備品費支出、車輌費支出、広報費支出等
福利厚生費支出、旅費交通費支出、事務消耗品費支出、通信運搬費支出、賃借料支出等 

＜一般募金配分金事業＞
老人福祉活動費、障害児・者福祉活動費、児童青少年福祉活動費、福祉育成援助活動費、ボランティア活動育成事業費、
心配ごと相談事業費 

＜歳末たすけあい配分事業＞
要保護世帯、準要保護世帯、身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者（児）、紙おむつ支給事業、福祉施設助成、
福祉団体助成、福祉支会助成、食事サービス事業等

民生・児童委員活動費助成、保護司活動費助成、戦没者遺族会助成、ボランティア活動助成、地域福祉支会助成、
福祉教育活動促進事業助成、障害児・者福祉活動費助成、自治会助成等 
地域福祉事業用車両購入 
定期預金等積立金 
事業区分間取引 
退職手当積立基金預け金 

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

受託金収入
事業収入

収　　　入　　　計

38,485,813
1,706,000

40,191,813

生活困窮者自立支援事業受託金 
後見報酬 

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

●公益事業会計●

【収入の部】 （単位：円）

人件費支出

事業費支出

事業区分間繰入金支出
支　　　出　　　計
当期資金収支差額

34,135,024

2,198,381

2,131,700
38,465,105
1,726,708

基本給・諸手当・社会保険料・労働保険料等
福利厚生費支出、旅費交通費支出、消耗器具
備品費支出、車輌費支出、租税公課支出等
事業区分間取引 

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

【支出の部】 （単位：円）

受託金収入

事業収入
事業区分間繰入金収入

収　　　入　　　計

184,016,000

647,733
1,254,000

185,917,733

福祉センター管理運営事業受託金、
ふれあいプラザ管理運営事業受託金
自動販売機手数料・販売収入
事業区分間取引

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

●収益事業会計●

【収入の部】 （単位：円）

人件費支出

事業費支出

法人税、住民税及び事業税支出
事業区分間繰入金支出

支　　　出　　　計
当期資金収支差額

44,585,344

137,852,361

105,800
9,851,368

192,394,873
△6,477,140

基本給・諸手当・社会保険料・労働保険料等
水道光熱費支出・業務委託費支出・
手数料支出・租税公課支出等
納税充当金
事業区分間取引

勘　定　科　目 金　額 摘　　　　　　　　要

【支出の部】 （単位：円）

社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会　平成28年度 資金収支決算書
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困った時は相談所へ！！　　相談に関する問い合せ先…1４８3-３０２１

相談内容
8月 9月 10月

毎週火・木曜日
13：00〜16：00

曜日及び時間
相　談　日

場　所

毎週火・木曜日 毎週火・木曜日毎週火・木曜日 福祉センター
1階

相談室

心配ごと相談専用電話
（487-2940）

毎月第1・3水曜日
13：00〜16：00

6日・20日 4日・18日2日
法律相談（要予約）

予約電話（483-3021）

【共通 問合せ・申込み先】
八千代市社会福祉協議会 総務課庶務係  1047-483-3021
〒276-0046 八千代市大和田新田312-5（福祉センター内）

学童保育 嘱託指導員募集のお知らせ募集1 あたたかいご寄付ありがとうございました
（平成29年 4月1日～平成29年 5月31日）

小学生の児童を放課後お預かりして、安全に安心して楽しく過ごせる生活
の場を提供するお仕事です。

【募集人数】若干名
【期　　間】採用日～平成30年3月31日（更新あり）
【資　　格】保育士、幼稚園・小・中・高校教諭、

特別支援学校教諭免許・社会福祉士取得者及び
放課後児童支援員認定資格研修修了者

【勤務時間】（通　　　常）11：00～19：00
（学校休業時） 8：00～19：00（２交代制）
（土　曜　日） 8：00～17：00（交代制）

【勤 務 地】八千代市内
【給　　与】月給：17万1千円
【休　　日】日曜日・祝日・年末年始（シフトによる週休２日制）
【待　　遇】社会保険完備、交通費規程により支給、有給休暇有
【応募方法】電話の上、履歴書(写貼）と作文「応募にあたり」

をご持参ください（郵送可）。

学童保育補助指導員（パート）募集!!募集 2

老人用杖（黄色い杖）終了のお知らせ

小学生の児童の保育・見守りと環境整備等です。
常時指導員２名の在勤指導員がおりその補助となります。

【勤 務 地】八千代市内（勤務場所考慮致します）
【時　　給】920円
【勤務時間】①月曜日から金曜日　14：00～19：00（内４時間程度）

②土曜日　　　　　　8：00～17：00（交代勤務有）
【応募方法】履歴書(写貼)に必要事項・希望勤務地を記入のうえ、当協議会

へ持参してください（電話連絡の後郵送可）。　 　「老人用杖（黄色い杖）」は、市民の皆様方からお預かりした
貴重な寄付金を財源に、65歳以上で杖がないと歩行が困難
な方への一助として無料で配布しておりましたが、この度杖
の在庫が無くなったため、本事業を終了とさせて頂きます。
尚、杖の下についていますゴムのキャップの替えはありますの
で必要な方は福祉センター1階事務局までお申し出下さい。

匿名…77,690円
ひだまり…10,000円
新美フォトクラブ…6,800円
匿名…5,000円
村上東地区民児協…9,000円
東南地区民児協…1,600円
匿名…22円
匿名…18円
緑が丘支会…4,000円
八千代ギターフェステバル2017実行委員会

…6,913円
八千代ケアコミュニティ そよ風…2,000円

善意銀行 寄付金（敬称略）

hair equ 代表 荻原 秀隆…お米5Kg/2袋 
匿名…車イス/1台　匿名…車イス/1台
下山 禮子…紙オムツ/2箱・1袋　 

善意銀行 物品寄付（敬称略）

ひだまり…10,000円
八千代ロータリークラブ…100,000円
株式会社マルエツ…50,000円

福祉振興基金寄付金（敬称略）

緑が丘ローズハーツふれあいフェスタ実行委員会
…50,000円

熊本地震災害義援金（敬称略）

日常生活の中で
困ったことや悩み
ごとはありません
か？

そんな時は相談所をぜひ、
お気軽にご利用下さい。

週1日
より可！

綜合葬祭センター あ　　　　  　たか

直葬をご希望なら

～最低限必要な物の単品フリープラン火葬式～

場車駐〔分3歩徒りよ駅央中代千八 1-7-1台きのりゆ市代千八 120台完備〕

（税別）

153,300円
お身内だけの火葬式お身内だけの火葬式

お棺・お棺用布団・ご遺骨入れ・ご遺体搬送（10km)・
霊柩車・ご遺体保管料（1日）・お別れ用花束・運営スタッフ

0120-76-9494

八千代市内に
選べる4式場

365日
24時間受付

●病院からの搬送
●御霊棺　●納骨具
●白木位牌
●告別式立会
●ドライアイス
●役所手続 15万円

☎047-487-8154

自宅葬・火葬だけでのお別れ

立派な市斎場は低料金で利用出来ます
◇生花・お料理・返礼品等の手配 ◇お寺様のご紹介

想送舎 検索
八千代市八千代台北5-4-15

女性スタッフが真心こめて安心価格で承ります。
お気軽に、ご相談下さい。

707070信頼されて　　 年、心地よい住まいへの

■本社：八千代市大和田112　TEL：047-482-5511　FAX：047-482-5513
■営業所：千葉市花見川区大日町1330-1　■建設業知事許可（特-29）第2587号

介護保険適用リフォーム
等のご相談も承ります。

0120-482-558
ご相談・お見積もり無料！ まずはお気軽にお問合せください

増改築・リフォーム
内装・設備・外まわり・エクステリア
耐震・介護リフォーム・その他

（4）平成29年 7月1日

この広報は、皆様から頂いた赤い羽根共同募金の配分金により発行しています。
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