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みんなでつくる、だれもが安心して
いきいきと暮らせるまち

〜そんなまちにしたいと、うらやす社協は取り組んでいます〜

　うらやす地域福祉活動計画Ⅲの策定にあたり様々なアドバイスを
いただいた日本社会事業大学社会福祉学部准教授（NPO法人日本地
域福祉研究所理事）の菱沼幹男氏をお招きし、支部社協（社会福祉協
議会支部）の推進委員の皆さんを対象に、6月14日（日）「地域を支え
る支部社協活動」と題して研修会を行いました。
　この研修会で菱沼氏から、なぜ地域での助け合いが必要なのか、
また、介護保険制度の改正などにより今こそ地域の力や助け合いが
必要になっていること、地域の課題や問題をしっかり把握する必要
があることなど、地域の方々の生活を支えるための数々のポイント

について話があり、『地域は資源のオアシスです』、『みなさんの活動
をぜひ次世代につないでいってほしい』などメッセージをいただきま
した。
　研修を終えた推進委員の皆さんからは、“地域での助け合いの大切
さを痛感した”、“地域での気づきがとても大切だと感じた”、“一人ひ
とりができることを見つけて助け合うことが大切だと思った”等々、
様々な感想が聞かれました。
　うらやす社協では、これからも支部推進委員の皆さんとともに地域
福祉の推進に努めていきます。

高齢者支援や子育て支援
など身近な地域での福祉
活動へのご協力をお願い
します。

詳しくは3ページを
ご覧ください
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のために
うらやす社協の会員募集

今こそ、地域での助け合いが大切です

みんな一緒にいい汗流してます !

花いっぱい、笑顔いっぱいになりますように！

どちらも楽しそう !
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うらやす社協のキャラクター
「うらちゃん」です。ただ今、
社協会員の募集中です。
ぜひご協力をお願いします。

住 み 続 け た い と 思 え る 地 域 を つ く る た め に

※撮影場所：浦安市舞浜付近



平成26年度決算及び平成27年度予算
（単位：円）

平成27年度から新会計区分となったため、※1〜※3は名称が次のとおり改まっています。（※1：地域活性化事業　※2：大型バス貸出事
業　※3：成年後見・生活支援センター事業）　また、※4は平成27年度から新たに加えた経理区分です。

事務局組織体制の改正のお知らせ
〜こども施策担当の新設など〜

●係、担当の新設について

　少子高齢化や家族形態の変化など社会環境が大きく変化するなか、障が
い者総合支援法や子育て支援新制度、生活困窮者自立支援制度などが施行
されました。こうした福祉を取り巻く環境の変化に対応するため、また、
今後5年間の行動計画である「うらやす地域福祉活動計画Ⅲ」の基本理念〜
みんなでつくる、だれもが安心していきいきと暮らせるまち〜の実現に向
けた取り組みを進めるため、6月1日付けで事務局組織体制の改正と事務
分担の見直しを行いました。

　管理課こども施策担当
　子育て支援に関する事業として、東野小
学校地区児童育成クラブ、ファミリーサ
ポートセンター、堀江つどいの広場子育て
サロン、望海の街子育てサロン、各支部の
子育てサロンの運営を行っています。
　国による子ども・子育て支援新制度が施
行されるなか、浦安市においても「子ども・
子育て支援総合計画（平成27年度から平成
31年度）が策定され、「少子化対策基金」も
創設されました。
　こうした国や市の取り組みを背景とし
て、子育て支援対策に適切に対応していく
ため、管理課に「こども施策担当」を設け、
専任職員を配置しました。

　老人福祉センター管理係
　老人福祉センター（Uセンター）の利用者
は年々増加しており、今後もより一層利用
者の皆様に喜んでいただけるような施設運
営を行っていく必要があります。そのため、
業務がより円滑に進められるよう管理係を
設けました。

ファミリーサポートセンター

児童育成クラブ

老人福祉センター（Uセンター）

収　入 支　出
科目 26年度（決算）27年度（予算） 経理区分 26年度（決算）27年度（予算）

社会福祉事業 （社会福祉事業区分）
　会費 4,255,588 4,700,000 　法人運営事業 87,616,798 80,565,000
　寄付金 1,662,463 2,000,000 　地域ぐるみネットワーク ※１ 24,856,395 28,120,000
　市補助金　 81,238,000 82,307,000 　ボランティアセンター事業 3,278,300 4,917,000
　共同募金配分金 10,319,231 9,925,000 　共同募金配分金事業 10,574,406 9,935,000
　助成金 318,000 318,000 　福祉運営基金 162,651 5,150,000
　市受託金 249,703,918 252,738,000 　交通遺児等援護基金事業 120,000 241,000
　県社協受託金 8,256,500 5,696,000 　福祉資金貸付事業 7,779,458 5,113,000
　貸付償還金 659,100 750,000 　福祉車両貸付 ※2 10,863,148 11,907,000
　利用料等 2,278,302 2,673,000 　ふれあいまちづくり事業 ※3 37,099,119 33,597,000
　受取利息等 180,325 182,000 　福祉サービス利用援助事業 ※4 0 2,376,000
　雑収入等 656,348 2,251,000 　災害ボランティア事業 4,248,936 4,729,000
　繰入金（その他活動収入） 23,565,884 21,664,000 　障がい福祉事業 5,226,542 5,205,000
　前期末繰越金等 25,859,462 13,004,000 　老人福祉センター事業 137,424,513 140,803,000

小　計 408,953,121 398,208,000 　放課後健全育成事業 53,589,655 65,550,000
公益事業 小　計 382,839,921 398,208,000
　会費 253,800 276,000（公益事業区分）
　受託金 15,528,680 15,400,000 　ファミリーサポートセンター事業 14,573,248 14,809,000
　前期繰越金等 1,136,881 271,000 　地域福祉センター事業 1,142,000 1,138,000
収益事業等 （収益事業区分）
　福祉自販機手数料等 11,776,060 12,250,000 　自動販売機設置運営事業 10,916,940 12,250,000

合　計 437,648,542 426,405,000 合　計 409,472,109 426,405,000

対象：日本国内でのボランティア活動中
のケガや賠償責任
補償期間：申込日翌日から3月31日（年

度末）まで
金額
○基本タイプ
　Aプラン 300円　Bプラン 450円
○天災タイプ
　Aプラン 460円　Bプラン 690円
申込・問合せ
　浦安市ボランティアセンター
　（東野1-7-1 総合福祉センター内）
　TEL 380-8864　FAX 355-5277
　 urayasuvc@jcom.home.ne.jp

ボランティア活動保険
「もしも」の時のために…

課 係・センター・担当 おもな事務分担

管理課 管理係
こども施策担当【新設】

法人運営、共同募金、福祉車両
貸出、大型バス貸出、地域福祉
センター管理、自動販売機設置
運営、子育てサロン運営、東野
小児童育成クラブ、ファミリー
サポートセンター

地域づくり課 地域づくり係
ボランティアセンター

支部活動推進、地域拠点運営、
ボランティア活動推進、災害ボ
ランティアセンター

生活サポート課 成年後見・生活支援センター
あんしんサポート係

福祉資金、生活福祉資金（県社
協受託事業）、福祉サービス利
用援助、心配ごと相談、成年後
見制度推進、市民後見人養成

老人福祉センター 管理係【新設】 主催事業の企画運営、教室・講
座等開催、健康相談、地域開放
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社会福祉法人 浦安市社会福祉協議会
TEL 355-5271 担当：若月

東野小学校地区
児童育成クラブ

支援員・アルバイト
募集中!

こどもの成長を応援するお仕事です!
まずはお気軽にご連絡ください

福祉のしごと就職フェア
&

福祉のしごとセミナー

福祉のしごと就職フェア
&

福祉のしごとセミナー

幕張メッセ
国際会議場

問い合わせ先

千葉県福祉人材センター
TEL 043-222-1294

コンベンション
ホール他

&

第１回

726日

inちば

お仕事をご依頼ください！

会員募集中
（60才以上の方）

公益社団法人
浦安市シルバー人材センター

〒279-0004 浦安市猫実2-12-7
TE L 047-355-4001
FAX 047-355-4002

ご葬儀は
安心・信頼・誠実のシルバー葬祭部
10120-384-680
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1.　一般会員　1口 300円（　　口）

2.　特別会員　1口 1,000円（　　口）

3.　賛助会員　1口 2,000円（　　口）

浦安魚市場協同組合

賛助会員としてご支援いただき
ありがとうございます。
平成26年度にご協力いただい
た全ての法人・事業所等につい
ては前号（4月15日号）でお知
らせしています。

※お手数ですが「ゆうちょ銀行・郵便局」にてお振込いただけますようお願いいたします。

私も社協会員です！

○赤い羽根共同募金運動
○話し相手ボランティア養成講座
［9日（金）］

○終活セミナー2日目［14日（水）］
○防災ママワークショップ
　［26日（月）］
○民謡踊りボランティア養成講座
［27日（火）］

October10
月

○災害IT支援ボランティア育成講
座［5日（土）・6日（日）］

○終活セミナー1日目［9日（水）］

September9
月

○夏休みボランティア体験学習月間
○災害ボランティア入門講座
　［30日（日）］

August8
月

社協カレンダー
［平成27年7月〜10月］

○社会を明るくする運動強調月間
○Uセンター夏まつり［18日（土）］

July7
月

一般寄付　11件　227,005円
全国友の会浦安方面
山一興産株式会社
株式会社三和製作所
浦安拡大写本るーぺ
葛南盆養愛好会
ビーナスプラザ
今川オートサイクル
サイクルプラザ秋山

善意のご寄付
ありがとうございます！
平成27年4月1日〜 6月30日（敬称略・順不同）

（会費のご協力のお願い）
うらやす社協会員募集について

皆さまからの会費は、身近な地域での福祉活動に活用しています。

　うらやす社協（浦安市社会福祉協議会）の事業は、県社
協や市からの委託金、補助金、または共同募金等により
運営しておりますが、地域福祉を推進していくには、市
民や法人、団体の皆さまからのご寄付と会員加入による
会費も貴重な財源のひとつとなっています。
　毎年、自治会等の協力をいただいて会員の募集を行っ
ておりますが、直接、社協の窓口でも、いつでも加入し
ていただくことができます。うらやす社協の取り組みに、
多くの皆さまのご協力をお願いいたします。

●地域でのつながりづくり
　ふれあいいきいきサロン（高齢者サロン）や外出支援バス
事業、見守りや声かけ事業など高齢者の居場所づくりや仲
間づくりを行い、孤立を防ぐための活動をしています。

　子育て中のお母さんやお父さんが、子どもと一緒に立
ち寄り、交流を深めたり、子育てについて相談ができる
場として、市内各地域で子育てサロンを開催しています。

○成年後見制度・相続相談
　8月11日（火）・9月8日（火）・10月13日（火）
○心配ごと相談
　毎週木曜日

対象 会員区分 会費（年額）

地域福祉活動に
ご賛同いただける方

一般会員 1口　 300円
特別会員 1口　1,000円

法人・事業所等の方 賛助会員 1口　2,000円

子育てサロン（お父さんも参加）

高齢者支援のために

平成26年度は、6,314件、
4,255,588円のご協力をいただき
ありがとうございました。
今年度も皆様のご協力をお願い
いたします。

障がいのある児童の芋ほり体験に
学生ボランティアが協力

中学生への福祉教育了德寺大学整復医療・トレーナー学科の野田哲由教授による健康教室

ボランティアセンターの運営のために

子育て支援のために

地域福祉活動
（10支部社協事業）

ボランティア活動
（ボランティアセンター）

一般会費

300円240円
（80%）

60円
（20%）

認知症予防脳トレサロン 外出支援バス事業

会費の
使いみち

【 相 談 】

横川自転車
匿名　2件

　ボランティアをしてみたい方へ、ボランティア情報や活動
の場の提供を行っています。また、ボランティアをお願いした
い方にその内容にあったグループを紹介するなど、高齢者や
障がいのある方への支援に取り組んでいます。

●健康教室や福祉講座の開催
　健康や介護、相続・遺言など、高齢者の生活に身近な課
題をテーマとした健康教室や福祉講座などを地域で開催し
ています。
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《お振込の際のご注意（裏面）》

◆ オープニング（多目的ホール）
9：30〜
・オープニングセレモニー
・ラジオ体操
・東野小学校吹奏楽部演奏
・よさこい演舞
　（輝貌TEAM-YOSAKOI＆
　児童センターハッピー劇団）
・ジャグリング教室

◆ 終活とは
　人生の終わりのための活動の略で、「終焉」を見つめ、最後までよりよく生
きることを考えて事前に準備を行うことです。
　例えば、自分のお葬式やお墓について考えておいたり、財産や相続の計画
を立て、身辺整理をしておくことで、残された家族に心配などをかけること
もなくなり、人生をより良いものとすることができます。
◆ なぜ、終活が必要なのか
　時代の変化で、日本は高齢化が進み、家族関係が壊れ、親戚や近隣との関
係も薄くなっており、「孤独死」が増えています。また、平均寿命が延びて長
寿になったことで、健康面だけでなく精神的にも経済的にも不安が広がって
きています。
　何も準備ができていない状態で、もし、認知証を発症したら、自分が急な
事故にあったら、残された家族がお葬式やお墓、相続、身の回りの整理を背
負うことになります。残された家族が困らないように、後悔しないように、
元気なうちに万全の準備を始めることが必要です。

　7月は、『社会を明るくする運動』強調月間です。
　社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や
非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解
を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪
や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運
動で、今回65回目を迎えます。
　いきいきとした社会への願いや希望を込めて、地
域活動の推進による少年の
非行防止と更生の援助、地
域が一体となった活動を、
つないで、続けて、伝えて
いきましょう。

◆ イベント（多目的ホール）
10：10〜10：50
・ラジオ体操
11：00〜12：00
・体育館教室　SLトレーニング
15：00〜15：50
・盆踊り

主　催：浦安市社会福祉協議会、浦安市
問合せ：浦安市老人福祉センター　電話 351-2096

◆ アトラクション（大広間）
11：40〜
・児童センターハッピー劇団
・ともづなミニシアター
・悪徳商法撲滅レンジャー
・ロマニー
・青空一風千風
・青空麒麟児
・洋一郎＆藤嶋拓未

7月18日（土） 9:30 〜 16:00
Uセンター 夏祭り 2015 安心して地域で暮らすために

〜今、終活を考える〜

終活セミナーの開催

回 日　　時 内　　容
1 9月 9日（水）

10時〜12時
終活ってなに？
講師　終活カウンセラー　佐藤  陽  氏

2 10月14日（水）
10時〜12時

相続と遺言
講師　司法書士　酒井 伸明  氏

3 11月 5日（木）
9時〜17時

樹林墓地と合祀廟見学バスツアー
　浦安市墓地公園、萬徳院釈迦寺、
　八千代ふれあいパーク

　災害への備え、災害支援に関する一般知識、災害ボランティア
活動の心構えなどについて学ぶ講座です。皆様のご参加お待ちし
ています。
■講座概要………………………………………………………………
　　　8月30日（日）　9時〜17時
　　　総合福祉センター　2階　第2〜4会議室
　 　市内在住・在勤・在学（18歳以上）　先着40名
　　　無料
　　　　　7月15日（水）〜8月21日（金）
　　　　　電話・FAX・メール（氏名、住所、電話番号、メール

アドレス、生年月日、血液型）にて浦安市災害ボラン
ティアセンターまで

■講座の内容……………………………………………………………
　　　・災害ボランティアとは
　　　・今後想定される災害について
　　　・浦安市災害ボランティアセンターについて
　　　・災害ボランティア活動の注意事項について
　　　・応急救護（AEDの使用方法）
　　　千葉県社会福祉協議会、日本赤十字社千葉県支部、
　　　浦安市、浦安市災害ボランティアネットワーク

　災害IT支援に関する知識、グループワークを
通して災害時のIT支援について学ぶ講座です。
皆様のご参加をお待ちしています。
　　　9月5日（土）　9時〜17時
　　　　  6日（日）　9時〜15時30分
　　　総合福祉センター2階　会議室
　 　市内在住・在勤・在学（18歳以上）先着

20名
　　　　SNS（特にFacebook）を利用してい

る方
　　　災害時におけるITの役割、ホームペー

ジの試作品作成など
　　　一般社団法人災害IT支援ネットワーク
　　　無料
　　　　　7月15日（水）〜8月28日（金）
　　　　　電話・FAX・メール（講座名・氏名・

住所・電話番号・メールアドレス・
年齢・スマートフォン及びタブレッ
ト端末の所有の有無）にて浦安市災
害ボランティアセンターまで

　車いすにのったまま利用で
きるスロープ付き軽自動車

「ハートフル号」を貸し出して
います。車いすを利用されて
いる方の外出や通院、行楽や
ショッピングなどにご利用い
ただいています。また、市内
を活動拠点としている社会福
祉団体やボランティアの方も
ご利用いただけます。

※この事業は共同募金を活用して運営しています。

自走式車いす：使用者自
身が車輪についている
ハンドルを操作して動
けるタイプ

介助式車いす：ハンドル
がなく、使用者自身で
は動けないが介助者が
扱いやすいタイプ

松葉杖：足のケガで歩行
困難な方の補助装具

　事前の電話予約が必要です。最長1か月まで貸し出し可能です。

災害ボランティア入門講座 災害IT支援ボランティア育成講座

災害が起こった時のために… 受講生募集!!

ハートフル号スロープ付き軽自動車

車いす＆松葉杖

あなたと
地域を
つなぐ

〒 279-0042 浦安市東野 1-7-1 総合福祉センター内
TEL 047-355-5271  FAX 047-355-5277

shakyo@jcom.home.ne.jp

● 東西線浦安駅前、東京ベイシティ交通バス④⑧⑫番線で『市役所入口郵便局前』下
車、徒歩3分

● 京葉線新浦安駅北口、東京ベイシティ交通バス⑤番線で『東野保育園』下車徒歩1分
● 京葉線新浦安駅南口、又は舞浜駅南口おさんぽバス「舞浜線」で26番『総合福祉セン

ター』下車すぐ
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  総合福祉センター  老人福祉センター  

●

●社会福祉法人浦安市社会福祉協議会

【主催・申込・問合せ】浦安市災害ボランティアセンター　
　　　　　　　　　　浦安市東野1-7-1　社会福祉協議会内　電話 355-5520
　　　　　　　　　　FAX 050-3153-2421（送付エラー時は355-5277）　 info@urayasusvc.jp

『社会を明るくする運動』強調月間
〜浦安市保護司連絡協議会〜

「犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ」

　老後準備、遺言書作成、相続手続き、お墓対策な
どについて学びます。

　　　1、2回　総合福祉センター　3回　バスツアー
　　　市内在住18歳以上
　　　先着40名（全3回出席できる方）
　　　無料（3回目のバスツアー　昼食代実費負担）
　　　電話で社会福祉協議会へ（氏名・住所・年齢・ 

　電話番号）を355-5271まで
※ FAX・メールの受付は行いません。

申込期間

ハートフル号、車いす、松葉杖をご利用になりたい方は、お電話
でご相談ください。電話 355-5271

※ 雨天の場合、スケジュール
や会場に変更あり。

場所場所

講師

講師

費用

費用

内容

内容

対象者対象者

申込方法

申込方法
申込期間

日時
日時

場所
対象

費用
申込
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環境にやさしい
植物油インキを
使用しています。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


