
 

 

平成２８年度社会福祉法人勝浦市社会福祉協議会事業報告 

 

総括事項 

 平成２８年度は、地域福祉活動計画による事業の推進と、在宅福祉事業の推進、各種福祉団体の

育成強化およびボランティア活動の推進等、きめ細かな福祉施策を展開し、ふれあいと支えあいに

満ちた福祉社会づくりに努めてまいりました。 

 本年度実施した事業は、次のとおりである。 

 

１．社会福祉協議会の運営強化 

  社会福祉協議会の事業を計画的に展開していくため、理事会、評議員会等開催し本会の運営強

化を図りました。 

 (1)  会議の開催 

  ① 社会福祉協議会 理事会   

〇５／２７  〇１２／２２  〇３／１３ 

  ② 社会福祉協議会 評議員会  

〇５／２７  〇１２／２２  〇３／１３ 

  ③ 社会福祉協議会 評議員選任・解任委員会   

〇３／２２ 

  ④ 社会福祉協議会 監査会   

〇５／１１ 

 

２．援護活動事業 

(1) 生活困窮者の援護対策 

 ① 歳末たすけあい援護金の支給をしました。  

    全国一斉の共同募金会運動の一環であり、勝浦市社会福祉協議会では千葉県共同募金会

の勝浦市支会を担い歳末たすけあい運動を展開いたしました。 

    援護金の支給は民生委員を通じ、要保護世帯、準要保護世帯、高齢者世帯等（生活困窮

世帯）へ支給いたしました。 

〇配布世帯 １１２世帯（一世帯当たり 24,000円）   

〇支給総額（内 85,317円は事務経費）２，７７３，３１７ 円 

 

 

② 行旅死亡人の諸経費（供養料）の支出をしました。   

〇１人 ２０，０００円 

 

③ 行旅者帰宅旅費の支出をしました。    

〇１人  １，０００円 

 

④ 生活福祉資金貸付事業の実施（千葉県社会福祉協議会委託） 

生活福祉資金の相談支援及び資金の貸付をしました。 



   比較的所得が少ない世帯・障害者・高齢者世帯に対して資金の貸付と民生委員及び社会

福祉協議会とが必要な相談支援を行うことによって、その世帯の経済的な自立と生活の安

定を図ることを目的として実施いたしました。 

   〇貸付相談件数   １２件  

〇資金貸付決定件数  ３件 （貸付総額 ２５６，０００円） 

 

(2) 児童、母子福祉対策事業 

  ① 特別支援学校児童に図書カードを配布しました。  

〇対象者７人 

 

② 子供の遊び場遊具修繕等  

    社会福祉協議会が市内４区に設置していた、子供の遊び場遊具の修繕整備を各区と協議を

行い遊具の修繕整備や老朽化した遊具の撤去整備を実施し安全確保を図りました。（なお、

浜勝浦区、中谷区に設置している遊具については、区へ無償譲渡及び管理移管をいたしまし

た。宿戸区、松野区については区と協議の結果撤去整備をいたしました。）  

    ○浜勝浦区 遊具の撤去及び修繕等 

    〇中谷区  遊具の撤去及び修繕等 

〇宿戸区  遊具の撤去整備 

    〇松野区  遊具の撤去整備 

 

③ 母子福祉会に対し活動費を助成しました。 

   母子や寡婦などのひとり親家庭の親睦と福祉向上を図る母子福祉会の活動を支援するため

助成金を支給いたしました。 

 

(3) 老人福祉対策事業  

  救急医療情報キット配布事業 

① ６５歳以上の一人暮らし老人に対し、救急医療キットを配布しました。 

   救急連絡カードへ自身の身体情報、服薬情報等を記入し、筒状の容器へ入れ、冷蔵庫等

に保管し、万一の時に救急隊や第一発見者が救急連絡カードの中身を確認することによっ

て、迅速に救護活動ができることを目的として実施いたしました。また、都度、消防署へ

の連絡も行い連携を図っています。 

〇７５世帯へ配布 

 

② 老人クラブ連合会事業に対し活動支援を行い活動事業費を助成しました。 

     老人クラブは高齢者自らが相集う自主的な組織で、その活動はスポーツ、旅   行、

カラオケ等高齢者同士のネットワークづくりや社会参加活動に大きな役割を果たしてい

ます。社会福祉協議会では、老人クラブ連合会の事務局を預かり、活動への協力や活動助

成金の支給を行い、高齢者福祉の推進を図りました。 

 

③ 在宅ねたきり老人に対し紙オムツ及び尿とりパッドを支給しました。 

   ６５歳以上の在宅ねたきり高齢者の方に対し、介護用品（紙オムツ及びパッド）の支給

を行い、在宅介護者への負担軽減を図ることを目的に実施いたしました。  



〇延支給者 １０６人 

 

④「敬老の日」を期して８０歳以上の一人暮らし（生活困窮者）老人に対し、敬老慰問金を贈

り敬老思想の普及向上に努めました。  

〇慰問金支給者 １１９人 

 

 (4) 心身障害者(児)福祉対策 

 ① 身体障害者福祉会に対し活動費を助成しました。 

     身体障碍者の社会参加促進、地域生活支援を目指した事業を展開する身体障害者福祉会

の活動に対し助成金を支給いたしました。 

 

 

 

３．高齢者等相談支援事業（合同相談事業） 

   民生委員をはじめ、行政相談員、人権擁護員の３者体制により、市役所、保健福祉センター、

興津集会所、上野集会所、総野集会所の市内全５ケ所に相談所を設置し、市民の各種心配事等

の相談に応じました。 

① 年間３３回合同相談所を開設し市民の各種心配事等の相談に応じました。 

〇相談件数 １４件 

② 合同相談員延出席人数   

〇 ９５人 

③  合同相談員運営委員会の開催 

   合同相談運営委員の連携強化及び相談事業の運営方法や、相談支援方法等を研究協議す

ることにより相談事業の発展強化を図りました。   

〇 １／１９    

  

４．保健福祉センターの管理運営 

   勝浦市より指定管理を受け、市民の健康の保持増進のための検診や相談事業等を行うととも

に、ボランティアグループや福祉団体等の相互交流やレクリエーションの場の提供を通じ市民

の福祉の向上に寄与するため、保健福祉センターの施設運営を行いました。 

〇年間の利用状況    ２８５件   

〇延利用者数    ９，１１１人 

 

５．福祉カーの管理運営 

〇年間利用件数  ２２件   

〇延利用日数   ２５日間 

 

６．日常生活自立支援事業（千葉県社会福祉協議会委託） 

   定期的な訪問により、判断能力が不十分な高齢者や障害者が地域で安心して日常生活が送れ

るよう、利用者との契約に基づき福祉サービスの利用援助や金銭管理サービスを行いました。 

   〇事業相談件数 ８件 

   〇事業契約件数 ２件 



 

 

７．その他の事業 

(1) 地区民生児童委員協議会、地区区長会、遺族会に対し活動費を助成しました。 

(2) 千葉県共同募金会勝浦支会を担い共同募金運動に協力しました。 

  (3) 「ふくしかつうら」を発行し、社会福祉協議会事業等の啓発に努めました。 

(4)  勝浦地区、興津地区、上野地区、総野地区社協で実施している会議、ふれあい会食会、敬

老会、寿ぎ会に協力しました。   

(5)  独居老人安否確認事業「お元気コール」を実施しました。 

   一人暮らしのお年寄りに対し、主に各地区社会福祉協議会の役員等が電話や訪問による安

否確認を行うことにより、地域のつながりや高齢者福祉の発展強化を図りました。  

〇対象者人数１４６人  

(6) 第６６回千葉県社会福祉大会に参加しました。  

〇１１／９ 千葉県文化会館 

 

８． ボランティアセンター等活動事業  

(1) 各ボランティアグループに対し活動費を助成いたしました。 

(2) ボランティア連絡協議会の活動支援を行い（事務局）及び活動費を助成しました。 

(3) ボランティアセンター各種事業を実施しました。 

「※詳細は別紙、活動報告書のとおり」 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２８年度勝浦市ボランティアセンター活動報告 
（Ｈ２９.３.３１現在） 

 

 １．相談・登録・斡旋 

（１）ボランティア活動に関する相談の受付、登録、ボランティアの斡旋 

    問い合わせ総数                  １０７件 

    斡旋：１件 福祉施設にてボランティアを希望（２日間） 

       ・樹の実の郷かつうら（作業手伝い） 

       ・特別養護老人ホーム総野園（トトロの会と一緒に施設訪問） 

 

（２）ボランティア保険業務 

    ・ボランティア活動保険              ４２０名 

    ・ボランティア行事用保険           １,９１３名 

    ・送迎サービス補償                  ６名 

                    （取扱計）  ２,３３９名 

 

 ２．広報・啓発 

（１）情報誌「ぼらんてぃあ」年１回発行 Ｈ２９.３／１７（金）７,１００部 

 

（２）おもちゃ図書館「夢ぽけっと」のポスターを関係施設８ヶ所に掲示 

 

（３）広報「かつうら」に講座開催記事を掲載 

 ・車いす介助講座 全２回（５／２０号、９／２号） 

 ・災害ボランティア講座 全３回（８／１９号、１０／７号、１２／２号） 

 

（４）子山こども家庭支援センター情報誌チルパラ（４月号）におもちゃ図書館「夢ぽけっと」 

開館日を掲載 

 

（５）各種事業開催のチラシ作成、配布 

 

（６）千葉県社会福祉協議会主催の研修会等の通知や報告 

 

（７）千葉県社会福祉協議会、各種団体などが発行するボランティア関連の情報誌等の配布 

 

 ３．ゆうゆう広場 

  目的：高齢者のとじこもり防止及び仲間づくりの場の提供 

  内容：絵手紙、手芸、仏画（写仏）、生け花、輪投げ、茶の湯、カラオケ、舞踊の披露や鑑賞 

等及び、介護健康課職員による健康相談や血圧測定の実施、昼食時の栄養指導などを行 

った 

  開催：計５回 ５／１１(水)、６／２２(水)、７／２１(木)、１０／１３(木)、１１／９(水)  

９／８(木) 台風の為中止、 

  参加者：延１０７名 平均 ２２名 

  協 力：ボランティア連絡協議会 

  その他： ５／２２      芸文協祭りに作品（絵手紙）を展示 



１０／２８～１１／３ 文化祭に作品（仏画）を展 

４．各種講座、サロンの開催 

 （１）車いす介助講座 

    車いすの使い方や車いすを利用している人を介助するための基礎を習得 

    第 1回 期日： ６／８（水）（車いす介助） 

        講師：株式会社タカサ 上村氏、浅野氏 

        参加者：１１名 

    第２回 期日：１０／５（水）（ベッド介助） 

        講師：株式会社タカサ 上村氏、浅野氏 

        参加者：１０名 

 

 （２）災害ボランティア講座 

    第１回 期 日：９／２８（水） 

        テーマ：災害から身を守る【講義】 

        講 師：勝浦市総務課消防防災係 係長 神戸 哲也 氏 

        参加者：１６名 

    第２回 期 日：１１／１６（水） 

        テーマ：災害ボランティア活動について【講義】 

        講 師：勝浦市総務課消防防災係 係長 神戸 哲也 氏 

        参加者：１２名 

    第３回 期 日：１／１８（水） 

        テーマ：最新の防災体験学習施設にて災害への備えを学ぶ【視察研修】 

        研修先：「そなエリア東京」～防災体験学習施設～ 

（東京都江東区有明 東京臨海広域防災公園内） 

        参加者：２４名 

 

（３）ボランティア交流サロン 

    期 日：Ｈ２９.２／２（火） 

    主 旨：ボランティア活動者同士の交流 

    内 容：各ボランティアによる歌や舞踊の披露、活動紹介や情報交換等を行い 

交流を深めた 

    参加者：２６名 

協 力：個人ボランティア、ボランティア連絡協議会 

  

（４）おもちゃ図書館夢ぽけっと交流サロン 

    期 日：１１／１２（第２土曜日） 

    主 旨：おもちゃ図書館利用者（親子）とボランティア活動者及び保護者同士の交流 

    内 容：おもちゃを通して自由に過ごしてもらい、ボランティアによる紙芝居や指人形、 

        お茶の会などで交流を図った 

    参加者：親子８組／２２名 

    協 力：個人ボランティア、学生ボランティア、ボランティア連絡協議会 

 

５．ボランティアセンター運営委員会 

   ボランティアセンターの適切な運営を図るための運営委員会を開催 

   期 日：５／１８（水）、２／７（火） 

   出席者：運営委員１５名 



 ６．おもちゃ図書館「夢ぽけっと」 

 （１）目 的：障害のある子もない子もおもちゃを通して楽しく遊ぶ機会の場の提供及び、保護 

者同士の交流の場、おもちゃの貸し出し 

開 催：第２土曜日 勝浦市保健福祉センター ９回／年（７／９ 休館） 

    第４土曜日 こども館       １０回／年 

計１９回  

    参加者：児童のみ延２１５名 平均１２名 

 

① おもちゃの点検、消毒 

     計２回 ８／４   勝浦市保健福祉センター 

８／２２ こども館        ※悪天候により９／２６に実施 

     内 容：使用おもちゃの安全点検、整理及び消毒等 

     協 力：個人ボランティア、ボランティア連絡協議会     

 

②ポスター掲示協力先 

     計８ヵ所 ４月初旬 

     総務課（市役所１階ロビー）、福祉課（市内保育所３、こども館）、勝浦幼稚園 

図書館、芸術文化交流センター（興津集会所・上野集会所・総野集会所） 

 

 （２）千葉県おもちゃ図書館連絡会 

    総会、交流会  期 日：４／１９（火） 

           場 所：千葉県社会福祉センター 

           参加者：ボラ連副会長 

   研修会     期 日：９／２７（火） 

           場 所：千葉県社会福祉センター 

           参加者：勝浦市おもちゃ図書館 関野代表、ボラ連会計、日赤 生貫 

            内 容：テーマ 「手作りおもちゃ」フリース、パイル地、フェルト等

の素材で３種類の布おもちゃを作成 

    連絡会     期 日：２／２８（火） 

            場 所：千葉県社会福祉センター 

            参加者：ボラ連会計 

            内 容：各おもちゃ図書館の現状、Ｈ２９年度新役員決定 

勝浦市おもちゃ図書館：副会長（関野代表） 

    その他：千葉県おもちゃ図書館連絡会ニュースを関係者へ配布 

 

 （３）一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団によるおもちゃ等の購入助成事業 

    「おもちゃセットＡ」全２１点 １０万円相当を助成 

 

 ７．施設訪問・慰問 

年間を通し、勝浦市ボランティア連絡協議会登録団体による市内介護老人施設への 

訪問・慰問 

①介護老人保健施設 やすらぎの郷「お誕生日会」 ５回 

②特別養護老人ホーム 勝浦裕和園        ３回 

③ケアプランサービスリブサニーサイド興津    ４回 

④グループホーム アンダンテ勝浦        ４回 

 

 ８．その他 

 （１）高齢者疑似体験セットの貸し出し（５／１０上野小学校） 

 



 （２）市内福祉施設行事への参加、協力 

①障害者支援施設 みずほ学園「みずほ祭り」６／５（日） 

②特別養護老人ホーム 勝浦裕和園「納涼会」８／６（土） 

 

 ９．勝浦市ボランティア連絡協議会との連携及び活動支援 

 （１）役員会 

    計４回 ４／１７、５／１２、１２／６、３／９ 

    出席者 役員７名 

 

 （２）代表者会議 

    計２回 ５／１２、３／９ 

    出席者 代表者１９名 

 

 （３）「ほっとパーティー」の開催協力 

    勝浦市ボランティア連絡協議会主催によるほっとパーティーへの共催及び協力 

    期日：７／１４（木） 

    内容：みずほ学園・やすらぎの郷・勝浦裕和園・総野園・アンダンテ勝浦・リブサニーサ 

イド興津・樹の実の郷かつうら・元ほほえみ会を招いて歌や舞踊、お茶の会等を通 

じ交流を図った 

    場所：勝浦市芸術文化交流センター１階 エントランスホール 

    参加者：９２名 

 

 （４）千葉県視覚障害者福祉協会 書き損じハガキ等の回収業務への協力 

    千葉県視覚障害者福祉協会より勝浦市ボランティア連絡協議会へ回収員として

委嘱 

    ・２／１５ 計１３ヵ所（幼稚園、保育所３、小学校６、中学校３） 

回 収：勝浦市ボランティア連絡協議会副会長、事務局 

・その他１件 

 

 １０．ボランティア対象の研修会、講習会等の連絡・調整 

第３６回千葉県ボランティアの集いの連絡・調整 

主 催：千葉県ボランティア連絡協議会、千葉県社会福祉協議会 

    期日等：Ｈ２９.１／９（月）、１０（火） 会場 鴨川館 

    テーマ：「人もまちも元気に」～健康寿命をのばそう～ 

    内 容：第１日目 講演会「健康寿命をのばす身体のつくり方」 

～ラジオ体操を続けることの隠された効果～ 

講師 多胡 肇 （ＮＨＫテレビ・ラジオ体操指導者） 

第２日目 分科会 ４分科会に分かれ健康づくり、認知症、 

ボランティア活動の人材、被災地の今についての発表と講義 

    参加者：勝浦市ボランティア連絡協議会登録ボランティア １１名 

 

 

 
 

 

 


