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1 下水道終末処理場 伊藤園 10 ふれあいプラザさかえ通路 成田雪販 

2 水と緑の運動広場 伊藤園 11 栄町役場正面玄関 サントリービバレッジ 

3 前原児童公園 伊藤園 12 栄町役場配膳室 イーグル商事 

4 竜角寺近隣公園 伊藤園 13 栄町役場配膳室 PS ビバレッジ 

5 給食センター駐車場 伊藤園 14 栄町消防本部玄関ロビー ダイドードリンコ 

6 安食台第一近隣公園トイレ前 伊藤園 15 栄町消防署食堂 森永牛乳 

7 安食台第一近隣公園トイレ前 PS ビバレッジ 16 栄町消防署食堂 サントリービバレッジ 

8 ふれあいプラザさかえ通路 FV ジャパン 17 栄町消防署食堂 ダイドードリンコ 

9 ふれあいプラザさかえ通路 FV ジャパン 
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社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした組織です 

令和４年７月 2２日 第 10９号 

社会福祉協議会だより 

さかえまち 
 

法   人 

  

地域福祉サービスの向上を目的とした自動車（ゴルフフ
ェスタ号）が、千葉県ゴルフ協会様から寄贈されました。 
地域福祉のため、大切に使わせていただきます。ありが

とうございました。 

 

 

 下水道終末処理場 

 

水と緑の運動広場 栄町消防本部玄関ロビー 

ふれあいプラザさかえ内 

給食センター駐車場 

栄町役場玄関 

前原児童公園 

竜角寺近隣公園 

 
飲料自動販売機の売り上げの一部が社会福祉協議会事業の財源となっております 

お近くの自販機をご利用いただき、財源確保にご協力おねがいします 

 

安食台第一近隣公園トイレ前 
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令和４年５月３０日に納車された
「タント」です。 
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現在の役員（理事、監事）、評議員等をご紹介いたします。 

 

●理事(8名)(敬称略) 

理事は、法人の業務執行機関である理事会を構成する役員で、理事会において、業務執行の決定や理

事の職務執行の監督を担任します。また、評議会への重要事項の提案・説明を行います。 

会長 中澤 一夫 副会長 中村 光夫 

理事 齋藤 純子  理事 弘海 高顕 理事 鈴木 敬一朗 

理事 横堀 修 理事 岡本 雅道 理事 伊藤 寧章 

※任期：令和４年度決算に関する定時評議員会終結の時まで 

 

●監事（２名）(敬称略) 

監事は理事の職務執行の監査、決算に関する監査を行い報告書を作成します。また、理事や法人の職

員に対して事業の報告を求めたり、自ら法人の業務や財産の状況を調査したりすることができます。 

監事 大久保 雅從 監事 三池 嘉江 

※任期：令和４年度決算に関する定時評議員会終結の時まで 

 

●評議員（２１名）(敬称略) 

評議員は、議決機関として法人の重要事項を審議し、役員（理事・監事）の選任、解任等行う評議員会の

構成員です。 

田中 惠子 磯岡 和之 眞田 幸夫 高野 秀代 西城 猛 

石澤 國治 富山 映子 髙梨 幾太 薄田 信子 阿部 恵美子 

竹内 喜美雄 畠山 直樹 伊藤 正孝 神野 タキ子 石川 幸枝 

澤根 孝之 髙木 彩美 篠田 伸洋 髙萩 初枝 石川 京子 

近藤 彩子  

※任期：令和 6年度決算に関する定時評議員会終結の時まで 

 

●評議員選任・解任委員（３名）(敬称略) 

評議員選任・解任委員は評議員の選任及び解任を行う評議員選任・解任委員会の構成員です。 

後藤 功（外部委員） 大久保 雅從（監事） 井筒 幸子（事務局員） 

※任期：令和 6年度決算に関する定時評議員会終結の時まで 

栄町社会福祉協議会の中澤でございます。日頃より町民の皆様には、当会の事

業運営に格別のご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

コロナ禍の影響が続く中、万全を期しての感染対策を行いながら、今年に入り、

すべての事業が通常通りに実施できるようになりましたが、社会に目を向けます

と、少子高齢化の加速とそれによる家族機能の低下、孤立や生活の困窮、貧困な

どの生活不安、また、コロナ禍による生活不安など当会にとりまして様々な課題が

山積しております。 

私ども社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていただける様、地域の課

題にしっかりと向き合ってまいります。 

皆様方におかれましては、引き続き、当会の事業運営に更なるご支援を賜ります様お願い申し上げ

ます。 

 

会長 中澤一夫 
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１ 法人運営事業 
（１）役員会 ・理事会 6回 

・評議員会 5回 ・監査 1回 

（２）会員加入促進活動  

・一般会員・賛助会員・特別会員 

広報、自治会回覧等にて募集 

（３）社会福祉功労者表彰  

・表彰 11名 ・感謝状 １団体  

（4）災害見舞金 3件 
２ 地域福祉活動推進事業 

（１）すくすく赤ちゃんサポート 60名 

（２）高齢者の見守り 4,680件 

（３）おたがいさま事業 利用者 8名 

（４）貸出  

・福祉用具 55件 ・福祉車両 26件 ・備品類 28件 

３  ボランティア育成・支援事業 
（１）ボランティア育成・支援活動 講習会３回９６名 

（２）福祉団体助成活動 9団体 

（3）福祉教育活動 

・高齢者疑似体験 ２団体 7０名 

（4）ボランティアパスポート 配付数 1,075 件 

４ 広報・啓発事業 
（１）広報誌発行 4回 

（２）ホームページによる情報発信 

５ 日常生活自立支援事業 利用者３名 
 

６ 相 談 事 業 

（１）法律相談 ・支援回数 12回 ・相談件数 53件 

（２）司法書士相談  

・支援回数 10回 ・相談件数 33件 

（３）ふれあい相談（民生委員相談）  

・支援回数 24回 ・相談件数 8件 

（４）よりそい相談（社協職員） ・相談件数 696件 

７ 外出サポート事業 送迎回数 486件 
８ 生きがい対応型デイサービス事業  

・訪問 9回 ・開催 4 回 ・延べ利用 320名 

９ 紙おむつ配付事業  

・配付者数 71名 ・延べ配付者数 221名 

10 給食サービス事業  

・利用者 45名 ・延べ利用者 1,077名 

11 一般募金配分金事業 898千円 

12 歳末たすけあい募金配分金事業 
  県共同募金会栄町支会から助成 1,030,412円 

13 生活福祉資金貸付事業（県社協貸付） 

 ・教育支援資金 1件 ・コロナ特例貸付 81件 

14 福祉貸付一時金事業（町社協貸付） 4件 

15 児童クラブ運営事業(布鎌) 
  237日開所、延２，５７７名利用 

16 自動販売機設置事業 17台設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度事業報告  

令和３年度決算  ３０，５２３，６４１円 

 

さざんか基金を活用しました！ 

たくさんの皆様から寄附して頂きましたさざんか基金を活用し、各事業に利用させていただきました。 
有難うございました。今後ともご支援をよろしくお願いいたします。 
・ボランティア育 成 事 業  90,000円  ・生きがいデイサービス事業  69,700円 
・給 食 サ ー ビ ス 事 業  62,000円  ・外 出 サ ポ ー ト 事 業 178,200 円     
・紙 お む つ 支 給 事 業 650,000円                    合計 1,049,900円  

 

 

単位：円 
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ご利用ください  社会福祉協議会のサービス 

（これらのサービスは皆さんの会費や寄附を財源としています） 

1. 各種無料相談 

① 民生委員・主任児童委員による「ふれあい相

談」(第１・第３水曜日) 

② 司法書士相談（第２水曜日・予約制） 

③ 弁護士による相談(第４木曜日・予約制) 

④ 当会職員による「よりそい相談」(随時) 

お気軽にどうぞ 

４.給食サービス 

内容 ６月から９月を除く毎週１回、地区の民生

委員が夕食のお弁当をお持ちし、見守り

のために訪問します。 

対象 ６５歳以上の方で、一人暮らしなど見守り

が必要な方。 

費用 １食３００円 

５.友 愛 訪 問 

内容 月２回、地区の民生委員が子どもたちか

らのメッセージや社協からの粗品をもっ

て訪問します。 

対象 ６５歳以上の方で、一人暮らしなどの見守

りの必要な方 

６.すくすく赤ちゃんサポート 

内容 生後３か月以内の新生児宅に地区の民生

委員・主任児童委員が赤ちゃん用品をお

持ちしながら訪問し、子育て相談などに

応じます。 

対象 生後３か月以内の子を持つ保護者。 

７.おたがいさま 

内容 集積所までのゴミ出し、一人では不安な

かたの散歩同行(１５分)などちょっとした

困りごとの支援 

対象 ７０歳以上の高齢者世帯、障がい者のい

る世帯、乳幼児のいる世帯 

費用 １回１００円 

 

2. 紙おむつ支給券の配付 

内容 年４回指定月(５・７・１０・１月)に利用できる

紙おむつ支給券を配布します。 

対象 排泄に関し常時失禁状態で、次のいず

れかに該当する在宅の方。 

 ① 介護認定を受け、寝たきり状態(１日中ほ

とんどベットの上での生活が主体)また

は認知症の方。（要介護２以上） 

 ② 身体障がい者手帳または、療育手帳の

交付を受けている方。 

 

3. 外出サポート 

内容 医療機関や公共機関、買い物などで外

出する際に、自宅から目的地まで福祉車

輌で送迎いたします。 

対象 公共交通機関を利用して単独で外出す

ることが困難で、次のいずれかに該当す

る方。 

 ① 要介護(支援)認定を受けている方。 

 ② 身体障がい者手帳、または、療育手帳の

交付を受けている方。 

 ③ 肢体不自由若しくは内部障害の方。 

費用 年 会 費：１，０００円 

   送迎料金：１ 回３００円(２００円) 

   走行料金：１ Ｋｍ毎７０円（５０円） 

   （ ）は町民税非課税世帯の料金 
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８.生きがい対応型デイサービス 

(通称ミニデイ) 

内容 月２回、季節を感じられるレクリエーショ

ンなどを行い、生きがいづくりや居場所

づくりを行います。 

対象 要介護(支援)認定を受けていない６５歳

以上で、家に閉じこもりがちな方。 

費用 年会費 ６，０００円 

他昼食代など実施負担あり 

９.福祉車輌の貸出 

内容 病院の転院や施設からの一時帰宅など、

車いすに乗ったままで乗車できる車を貸

し出します。 

費用 走行距離に応じ、燃料費の負担がありま

す。 

１０.日常生活用具の貸出 

貸出用具 車イス・松葉杖・歩行器 

四点バランスステッキ 

対象 福祉用具が急に必要になり早急に手立て

ができない方、又は短期間だけ必要にな

った方。 

１３.福祉貸付一時金の貸付 

内容 病気や突然の出費により、一時的に生活

の維持が困難となった方に、生活の安定

に必要な生活資金の貸し付けをおこなっ

ています。 

対象 栄町に６か月以上お住まいの方で生活資

金にお困りの方。 

※上記以外に緊急時の食糧支援も行っていま

す。 

詳しくは当会までお気軽にご相談ください。 

１１.各種備品の貸出 

内容 地域でサロンや世代交流を行う際に活

用できる輪投げ・カルタ・ポップコーン機・

綿菓子機・プロジェクター・スピーカー・マ

イクなどをお貸しします。 

費用 無料 

１２.日常生活自立支援 

内容 日常的な金銭管理や各種手続きなどの

お手伝いをします。 

対象 大切な書類をよくなくしてしまうなど日

常生活にお困りの方。 

費用 月３００円＋サービス内容や時間により別

途料金がかかります。 

（生活保護世帯は無料） 

 

お問い合わせ、お申し込みは 

電話 ０４７６－９５－１ １ ０ ０ 

ＦＡＸ ０４７６－９５－３４５６ 

お気軽にご相談ください 

栄町の地域福祉に応援お願いします 

栄町社協では、【地域の繋がりを確保し、孤立

防止や支え合いを中心とする地域福祉の推進

を図る】ことを目標に活動しています。 

活動の財源は、会員の皆様からの会費及び

寄附・募金が当てられています。 

会員の区分 

①一般会員 一世帯 500円 

②賛助会員 一口 １,000円 

③特別会員 一口 5,000円 

一般会員については、自治会等を加入され

ている世帯は、自治会等を通して会費の納入

をお願いしていますが、加入されていない方

は、随時受け付けておりますので、ご支援をよ

ろしくお願いいたします。 

法人・商店・団体等におかれましても地域福

祉の向上のため、皆様のご理解とご支援ご協

力お願いいたします。 
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あ り が と う ご ざ い ま し た 

令和３年度栄町社会福祉協議会の会費・ご寄附について 

 

順不同(敬称略) 

■一般会費 自治会等（１世帯 ５００円）   総額 １，２４２，４５０円 
■特別会費 （１口 ５，０００円）       総額  ４５０，０００円 順不同（敬称略） 

１５口 栄町三師会 

１０口 栄町矢口工業団地連絡協議会 

２口 （有）ヒラカワモータース・（株）本宮建設・（株）為貝組・（株）住工房スタイル・医療法人社団育誠會 北総栄
病院 長澤建設（株） 

１口 
 

（株）ナリタヤ食彩館 総本部・千葉銀行安食支店・（有）エステート八田羽・東日本ガス（株）・（株）川久石油
栄給油所・（有）芝野オートサービス・塚崎水道・高野内建設（株）・（株）アドバンスフーズ・（有）布鎌屋自動車
整備工場・八田羽工務店（有）・（有）西谷自動車整備工場・花惣・(有)三上新聞店・(有)金田屋・(有)勝田商
会・(有)日東電気・(有)倉右衛門商店・(有)栄光塗装工業・(有)高見商店・(有)秋山工業・（株）安食りんどう
ホール・（株）高橋工業・（有）りさいくるや大野・麻生自動車・（株）横堀電設・（有）野平農機・わたなべ動物病

院・(株)村樫建設工業・滝田石油(株)・(株)平安官設・(株)アオバ林業・(株)わたや・特別養護老人ホーム 
栄白翠園・(有)篠崎石材店・(有)熊澤ガラス店・(有)海老原生花・内山北総レミコン(株)・(有)石井建材・
(株)栄建工業・(有)桜井管商店・長澤モータース(有)・(有)北総商事・西印旛農業協同組合 東部支店・管
理釣り場将監・(株)関東彫刻・(有)鈴建・(有)芳沢自動車・リホームスタジオ オオイシ・(株)京葉銀行栄支
店・(株)善寿屋・香林・ヤックスドラック安食店 

■賛助会費 （１口 １，０００円）        総額 ３１９，０００円  順不同（敬称略） 

５口 匿名１名 

３口 (株)栄設備・手打ちラーメン さど・ビューティサロントビタ・(株)北総機械・(有)大野豆腐店・(株)明コーポレ
ーション(八郎治)・フォトスタジオかつた・(株)山本商店・春月堂・(有)東京屋・カネキン材木店・珍華 

２口 理容いしざき・(有)ヒノ管財・（株）宮本商店・栄興産ビル（すみれ堂） 

１口 (有)てきぱき・(株)アーバン安食店・菊水・ケーキハウス自由ヶ丘・窓立工業(株)・理容室ひかわ・(有)大野
商店・石井商店・(有)桑原書店・(有)寺本サイクル本店・(有)まるます基工・(株)広栄・(有)長門商事・森永安
食販売・中村光夫・内藤妙子・日暮秀男・小幡節子・大野哲夫・近藤康夫・秋山優子・眞田幸夫・鹿田英行・葛生
みゆき・浮嶋澄子・鈴木正也・鈴木好雅・篠田伸洋・渡邉君江・岡野良明・伊藤正孝・片野信一・藤﨑和幸・高野
秀代・岡田千代子・大村和子・江澤みつ子・坪井正子・糸川隆男・中原貞男・髙梨幾太・田山とし子・竹内美津
枝・司代京子・藤井名美枝・芳澤利夫・西城猛・齊藤和江・野嵜ひろ子・栁葉美津江・齋藤純子・伊藤智英美・田
島清水・松田文司・山田進子・森園幸男・関本幸彦・和田洋子・佐渡礼子・勝田洋子・井上健次・曽我部直子・山
浦英二・小池花枝・秋山菜和子・栂野史男・匿名 7名 

１９７口 栄町役場・長門川水道企業団・印西地区衛生組合・栄町社会福祉協議会(１６７人) 

■寄附・共同募金 

寄附 
一 般 寄 附 300,201円 
募 金 箱  51,405円 

共 
 

同 
 

募 
 

金 

■赤い羽根共同募金 １，１５５，２４７円 
戸 別 募 金(自治会等) ８９０，３２０円 
街 頭 募 金 １１，５２３円 
学 校 募 金       ２９，８８４円 
(安食小・安食台小・布鎌小・竜角寺台小・栄中・県立栄特別支援学校)  

職 域 募 金 １１５，４３５円 
(安食郵便局・栄町役場・長門川水道企業団・印西地区衛生組合・ながと幼稚園・酒直幼稚園・安食保育園・
みなみ栄保育園・栄町社会福祉協議会) 
個 人 募 金 ３７，８４６円 
募 金 箱   ３０,２３９円 
■歳末たすけあい募金 １，０３０，４１２円 
戸 別 募 金(自治会等) ６２７，６２０円 
街 頭 募 金 ３１，７６８円 
職 域 募 金(日本食研・サロン酒直台) ２５５，５６１円 
個 人 募 金 １１５，４６３円 
■災害たすけあい義援金募金 ３，９１２円 
(７月豪雨災害・静岡・島根) 

募 金 箱 ３，９１２円 
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令和３年度の事業にご協力いただいたボランティアの皆様(敬称略) 
●外出サポートボランティア  ８名 

登録された利用者の通院や買い物を社協福祉車両で送迎していただいています。 

❖菅野義雄❖西中敦❖大西睦夫❖大澤悦子❖染谷まさ子❖古井光枝❖鈴木利治❖原修二  

●生きがい対応型デイサービス (通称ミニデイ) 

◇活動ボランティア １０名 

ミニデイの準備、利用者さんに寄り添い、楽しい時間を共有し、片づけまでのお手伝いをしていただいて

います。 

❖横堀修❖増渕亮子❖大野静代❖伊藤洋子❖黒多すみ子❖北田裕子❖岡野邦雄❖原秀子  

❖八代美代子❖大平典代 

◇ミニデイ送迎ボランティア ６名 

社協車輌で利用者の送迎をしていただいています。 

❖鈴木利治❖原修二❖古井光枝❖谷澤たき子❖大西睦夫❖大澤悦子 

●配食ボランティア  ４名 

見守りのための弁当を協力店に取りに行き、袋に詰めたり、利用者宅に届けたりしていただいています。 

❖野澤弘❖菅野廣子❖小倉志津代❖名雪義晴 

●おたがいさまボランティア １４名 

  地域で困っている人のお手伝い。 

❖染谷まさ子❖鈴木正枝❖三本美代子❖大野三枝子❖浜野博❖吉田容子❖原秀子❖大出政子  

❖岩城和仁❖八代美代子❖小山巌❖横野吉枝❖原修二❖西中敦 

●友愛訪問ボランティア  ２名 

 友愛訪問用の品物を袋詰めしてくれています。 

❖菅野廣子❖小倉志津代 

美味しいお弁当をありがとうございます  
令和３年度給食サービス協力事業所（順不同） 

・(有)金田屋・(株)明コーポレーション（八郎治）・ＮＰＯ法人ねむの里・いしはら・（株）ナリタヤ 
 

福祉教育（高齢者疑似体験・車いす体験） 

(安食小学校 4 年生・竜角寺台児童クラブ) 

栄町ボランティア・ＮＰＯ連絡協議 

会の皆様にお手伝いしていただき 

ました。 

福祉バザー(手芸用品) 

ミニデイボランティア・配食ボランティア・ボラ

ンティア・ＮＰＯ連絡協議会・民生委員の皆さんに

お手伝いいただきました。 

生きがい対応型デイサービス(ミニデイ) 

５月より昼食会も再開され、時間延長で開催しています。３年ぶりにボランティアグループ「サカエ

マジック」が、前日特訓をした腕前を披露してくれました。今年も七夕の笹は安食の石井さんのご協力

があり、飾ることができました。ありがとうございました。 

サカエマジック 
今年もきれいに飾ることができました 
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無料相談を行っています 

●弁護士による法律相談【要予約】 

７月２８日（木）、８月２５日（木） 

９月２２日（木）、１０月２７日（木） 

１１月２４日（木） 

＊毎月１日より予約受付（土日祝祭日を除く） 

●司法書士相談【要予約】 

 ８月１０日（水）、９月１４日（水） 

 １０月１２日（水）、１１月９日（水） 

＊１か月前より予約受付（土日祝祭日を除く） 

●民生委員・主任児童委員によるふれあい 

 （心配ごと）相談 【予約不要】 

８月３日（水）、８月１７日（水） 

９月７日（水）、９月２１日（水） 

１０月５日（水）、１０月１９日（水） 

１１月２日（水）、１１月１６日（水） 

 

栄町ボランティア・ＮＰＯ連絡協議会 

令和４年５月２１日(土)総会開催 

３年ぶりの開催となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年７月５日(火)認知症講座開催 

ふれあいプラザで認知症講座を開催いたしま

した。当日は、４１名の方々に参加いただきました。  
栄町認知症地域支援委員で、「ひばりの里」 

當山直也氏を講師に迎え【認知症のことと予防
の話】を頭の体操を含めて、楽しみながら学びま

した。 

 

 寄せられた善意  

（令和４年５月～令和４年６月受付分） 

〇一般寄附（敬称略） 

栄直売所後藤朝夫（有志の会）   5,596円 

近藤 松弘                      1,000円 

飯野 真子           1,000円 

匿名 8件          359,000円 

〇物品（敬称略） 

千葉県退職公務員連盟印旛支部栄町地区  

 タオル５４本 

加山 恵子 ベビー用品 

匿名 3件 オムツ、タオル 

 

ご提 供 ください 

金属が入っている入れ歯やブリッジ 

をリサイクル専用箱へお願いします。 

回収箱は役場正面玄関と 

ふれあいプラザさかえ玄関に 

あります。 

 フードバンク 

第３０回フードドライブにご協力いただきありがと

うございました！ 

お預かりした食品は「フードバンクちば」より福

祉施設や生活困窮者へお届けするほか、当会で

も必要としている方へ提供するためフードバンク

の協力をいただいております。 

 

募 金 箱 設 置 事 業 所 募 集 中  

募金箱の設置にご協力いただけるお店・企業・

事業所を随時募集しています。 

募金箱設置協力事業所(順不同) 

手打ちラーメンさど・安庵・華園・(株)明コーポレ

ーション(八郎治)・柳鮨・(有)長門商事(石亭)・

(有)東京屋・マルエツ安食店・ファミリーショップ

イワムラ・飛田美容室・理容いしざき・タカツ美容

室・高見ガソリンスタンド・ＪＡ西印旛とれたて産直

館・竜角寺台コミュニティーホール・安食駅前郵

便局・(有)金田屋・おしゃれサロンぴーぷる・ほほ

えみサロン・西印旛農業協同組合東部支店・ 

龍の産直館・ふれあいプラザさかえ・子育て包括

支援センター・社会福祉協議会 

ありがとう 

ございます 


