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四街道市民の皆さまへ
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、多くの方が不安や様々な葛藤を抱えた日々を送られたこ
とと思います。その中で、新型コロナウイルス感染症に立ち向かう医療従事者の皆さまや福祉に携わる皆
さまには心より感謝いたします。
　新型コロナウイルスの脅威がいつ収まるのか不透明な状況ですが、いつもの日常が訪れますよう早期の
収束と皆さまの健康をお祈り申し上げます。

四街道市社会福祉協議会　会長　矢口廣見

P2 特例貸付等のご案内

P8 職員募集

市内介護老人保健施設職員の皆さん

いつもの日常が
また皆さまに 　
　 訪れますように
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「大丈夫？」　声かけあって　明るい社会　（６年　湯浅 颯大）
ゆ そうあさ た

～新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付等のご案内～
　くらしサポートセンター「みらい」（四街道市社会福祉協議会）では、新型コロナウイルス感染症の
影響により、休業や失業等に陥り、生活資金にお困りの方々に向けて、緊急小口資金等の特例貸付や
住居確保給付金の申請受付を実施しています。

○対　　　象：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等による収入の減少があり、
　　　　　　　緊急的かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
○貸付限度額：20万円以内
○貸 付 条 件：据置期間（返済猶予期間）：１年以内
　　　　　　　返済期間：据置期間経過後２年以内
　　　　　　　貸付利子：無利子
　　　　　　　連帯保証人：不要

①緊急小口資金

○対　　　象：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に
　　　　　　　困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
○貸付限度額：原則3ヶ月間
　　　　　　　単身世帯：月15万円以内
　　　　　　　複数世帯：月20万円以内
○貸 付 条 件：据置期間（返済猶予期間）：貸付最終月末より1年以内
　　　　　　　返済期間：据置期間経過後10年以内
　　　　　　　貸付利子：無利子
　　　　　　　連帯保証人：不要

②総合支援資金

～①緊急小口資金と②総合支援資金の貸付手続きの流れ～

○対象：①離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の
　　　　　状況であること。
　　　　②賃貸住宅の契約を結ぶ物件にお住まいの世帯であること。
　　　　③資産が一定額以内、かつ、収入基準を超える収入を得ていない世帯であること。
○収入基準及び支給家賃上限額　

※収入基準については、世帯構成、年齢等により若干金額が異なります。
○給付条件・期間：原則３ヶ月、最大９ヶ月、家賃相当額を自治体から家主さん等に支給

③住居確保給付金

※貸付・給付には、条件や審査があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
問い合わせ：くらしサポートセンター「みらい」　☎ 043-421-3003

単身世帯  
112,850円
41,000円

収入基準額（月額）
支給家賃額（上限額）

２人世帯  
162,630円
49,000円

３人世帯  
196,830円
53,000円

借
入
申
込
者

四街道市社会福祉
協議会 千葉県社会福祉

協議会

①問合せ・
　申し込み ②提出

③貸付決定・送金 ※今回の特例措置では、新たに償還時において、なお
　所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除
　することができることとしています。

みんなのて　あわせていっぱい　しあわせいっぱい　（１年　吉野 桜綺）
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よし の さ き

「小物入れ」
ティッシュボックスを利用して作ります。ふた
が閉まるので大切なものをしまったり、プレ
ゼントボックスとしても使えますよ。

「折り紙」
書名：「月刊ひろば」　著者名：朝日勇
出版社名：株式会社メイト

＜材料＞・ティッシュボックス　　・はさみ
　　　　・ホチキス ・のり（布を使う場合はボンド）
　　　　・包装紙または布 ・箱に飾るもの
　　　　　（好きなもので OK）
＜作り方＞
①ティッシュの取り出し口部分のビニールを取り外し、　　
　線のところをハサミで切る。

②切った部分を内側へ折り曲げ、ホチキスでとめる。

③箱になるように
　組み立てる。

④好きな柄の包装紙や布を外側にはって出来上がり!
   リボンやボタン、ビーズなどお家にあるものを自
　由にデコレーションしてみて下さい。

モモちゃんからのメッセージ

暑い夏を迎える中で、適宜マスクをはずして

水分をしっかりとることを忘れずに、

熱中症に気を付けながら

お過ごしください。

折る。

折る。

折る。

折る。 折り筋をつける。

折り筋をつける。

折り筋をつける。

折ったところ。

角を裏に折る。
折る（左の角は、
上の１枚を折る）。

○と○を
合わせて折る。 右は折る。

左の角は折り筋
をつける。

切り込みを
入れる。 1/2に切った

折り紙を使用
します

切り込みを入れる工程が
あります。
はさみの準備を忘れずに。

４つの工程でできる簡単な
カニさん。丸シールで目を
つけます。

折ったところ。



ありがとう　まほうのことば　あったかはーと　（１年　小池 武尊）
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みんなのしあわせ　つながれ　みらいへ　（２年　黒田 記央）

社協だより ふくし四街道 No.1565

くろ だ ふみ かこ いけ たけ る

新型コロナウィルスの感染拡大防止により、 自宅で過ごす時間が増えました。 今回は
運動不足による筋力低下の予防として、自宅でできるモモちゃん体操を紹介します。

介護のご相談は下記にご連絡ください

問合せ：地域包括支援センター　☎０４３－４２０－６０７０

❶ 足首回し …  左右10回

足を太ももの上に乗せて足首を

持ちゆっくりと回します

❷ 上半身と足のストレッチ
　  左右２回×２
両足を大きく開き
膝に手を乗せて、
上半身をひねり肩を
内側に入れ
10秒数えます

❸ 腕グルグル回し  …  10回
両手を肩に乗せて
肘をゆっくり回しましょう
前10回　後10回

ゆっくり回して
足首を柔らかく

❹ 膝伸ばし運動 …  左右10回

膝をゆっくり

　まっすぐに伸ばして

伸ばしきったところで3秒止め、

ゆっくり下ろしましょう

❺ 足踏み運動 …  30回

足と手を大きく動かし足踏み
を行います

❻スクワット …  10回
まっすぐ立って正面を見ながら
お尻を後ろに突き出すように膝
をまげましょう

❼ かかと上げ運動 …  10回

かかとを上げて

背伸びしましょう

❽ 深呼吸 …  ５回
最後に深く深呼吸を行います

膝を伸ばしたまま
背伸びをしましょう！

息を吐き
ゆっくり

腹に力を入れ手足を
大きく動かしましょう

膝がつま先より前に
でないようにしましょう

鼻から吸って
口から吐いて
深呼吸
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三世代　つながるきずな　四街道　（４年　河井 梓）
かわ い あずさ

　四街道市内にある公共施設や店舗など、約65ヶ所にモモちゃん募金箱を設置
させていただいております。
　令和元年度は２８２,９３０円の募金が集まりました。いただいた募金は、子育
てサロン活動、会食サロン活動、障がいのある方々や介護を必要とする方々への
支援などに活用させていただいております。ご協力いただける企業や団体も随時
募集しております。地域福祉推進のためにお店のレジ脇などに置かせていただけ
ませんでしょうか。
問合せ先：☎043-422-294５

海鮮うまいもんや三代目 つぼ八四街道店
一の酉

うま煮ラーメン醤（JYAN)
お好み焼きもんじゃ ももたろう

リヨン麦音
みどり食堂

やきとり 鳥いち
うどん屋  麦（ばく）

ティーンカーベル 四街道店
じゃがいもハウス
平藏寿し
吉野屋

カフェ・ローマ
菓子工房Dijon(ディジョン)

ドコモ四街道店
読売センター四街道
はるのガーデン

京葉銀行 四街道支店
京葉銀行 千代田支店
ヘア・プロデュース

千葉田園スイミングクラブ
(株)ライフプラン
栗山中央病院
四街道さくら病院
波奈 四街道店

特別養護老人ホーム あすみの丘
洋食ＫＥＮＴＡ
ヤックス 四街道店

GOCHI
スナック居酒屋 弁慶

千倉亭
フラワーショップむさしの
四街道つくし座郵便局
ラーメンハウスうさぎや

永華楼飯店
和泉内科医院

フランス菓子イヴリーヌ
煮干しラーメン  カネショウ
四街道駅前通り整骨院

すえなが薬局
icoba四街道一丁目

江戸子屋
居酒屋くまちゃん

ファミリーマート 四街道駅北口店
大和屋書店
麺屋  湊

いまでや酒店
手羽黒

トップマート 四街道店

設置にご協力いただいている皆さま（市内公共施設は除く）

会費

寄付金

補助金

受託金

貸付事業

事業収入

介護保険事業

障害福祉サービス等事業

指定管理料

受取利息配当金収入

その他の収入等

積立資産取崩収入

その他活動による収入

前期末支払資金残高

　　　  合　計

11,082

2,017

102,848

229,816

360

8,876

49,960

20,856

129,850

351

7,114

29,506

15,468

67,183

675,287

155,649

35

5,163

10,820

1,090

3,245

8,883

18,409

18,274

146,953

56,212

70,445

653

12,850

348

28,925

72,769

537

64,027

675,287

法人運営事業

調査・研究

社協まつり・社会福祉大会・広報紙発行など

地区社協活動・心配ごと相談事業等

日常生活自立支援事業

ボランティアの相談、登録、あっせん、研修
講座開催など、ボランティアセンターの運営

共同募金配分金事業

障害福祉サービス・にこにこサービス
・ひとり暮らし高齢者へのサービス等

障害者相談支援事業所ひだまり

こどもルーム事業

福祉作業所経営事業（第一・第二）

総合福祉センター・南部総合福祉
センターわろうべの里管理経済事業

福祉銀行・生活福祉資金貸付事業

くらしサポートセンター「みらい」
生活困窮者自立支援事業

基金運営事業

介護保険事業

地域包括支援センター事業

葬祭壇貸出・自動販売機・物品販売事業

当期末支払資金残高

　　　　　　合　　計

収　　入 支　　出

（単位：千円）
地域に根ざした福祉活動
高齢者の見守りや子育て支援、ボランティア活動の推
進など地域の中で展開される福祉活動の支援に取り組
みました。
●地区社会福祉協議会の高齢者ふれあい会食、子育て
　サロンなどの活動支援。
●ボランティアの相談・登録・あっせん、研修講座開
　催等、ボランティアセンターの運営や活動情報の提
　供。
●社協活動お知らせのため、広報紙の発行や社協まつ
　り、社会福祉大会などを開催。
●総合福祉センター、南部総合福祉センターわろうべの里
　の運営。
安心して暮らすための福祉活動
障がいのある人もない人も、子どもも高齢者も、すべ
ての人が地域の中で「その人らしい」生活を営み安心
して暮らせるよう、多様な事業に取り組みました。
●にこにこサービス事業　　  
●四街道市地域包括支援センター事業
●障害者相談支援事業所ひだまり
●くらしサポートセンター「みらい」生活困窮者自立支援
　事業
●日常生活自立支援事業
●子どもルーム事業

令和元年度決算及び主な事業内容

詳細は社協ホームページに掲載しております。

支え合い　しあわせ広がる　笑顔の輪　（６年　櫻井 蒼馬）
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さくら い そう ま

　令和２年４月１日から令和２年６月26日までに次の方々からご
寄付をいただきました。
　皆様からのこころ温まるご寄付は、社会福祉事業に活用させてい
ただきます。また、社協に対する寄付金は、税制上の寄付金控除の
対象になります。詳しくは職員にお尋ねください。（敬称略）

４月
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５，０００円
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４，５３０円
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５，０００円
・四街道市婦人会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥手作りマスク
・瀬藤磨理枝‥‥‥‥‥‥‥‥‥手作りマスク、マスクレシピ＆型紙
・どんぐり工房‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥手作りマスク(３０枚)
・保坂早紀‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥布マスク(９枚)

５月
・株式会社ファーイーストマテリアル‥‥‥‥マスク(１，０００枚)
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥手作りマスク
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥手作りマスク(１００枚)
・毛見文枝‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥布マスク
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥布マスク(２枚)
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥布マスク
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５，０００円
・おしゃべりサロン「ぬくもり」‥‥‥‥‥‥‥布マスク(１１６枚)
・竹内康宏‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥布マスク(３枚)
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥布マスク(１６枚)
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥マスク(５００枚)

６月
・（株）京葉エナジー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥マスク(１，０００枚)
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥布マスク(８８枚)
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥マスク(２枚)
・リサイクル手芸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥布マスク(２４枚)
・リサイクル手芸‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４０，０００円
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５，０００円
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥マスク(４枚)
・小澤敎子‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥布マスク(２３枚)
・斉藤直哉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１０，０００円
・竹内康宏‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２０，０００円
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５０，０００円
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥マスク(５２枚)
・匿名‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥マスク(４枚)

令和２年度累計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１４４，５３０円

ご寄付ありがとうございます

ふくしの相談のご案内

弁護士相談　電話予約制（当面の間先着６人）
　　　　　　　 相談時間15分程度

相談場所
総合福祉センター
わろうべの里

７月
15日
22日

８月
  5日・19日
12日・26日

９月
  2日・16日
  9日・23日

10月
  7日・21日
14日・28日

７月
22日

８月
12日・26日

９月
９日・23日

10月
14日・28日

　　☎ 043－422－2945　Fax 043－422－2807
　　・相談日の翌日朝9時から次回分の予約を電話で受付
　　・同じ内容の相談は1人3回まで

法律相談窓口
（相談無料、秘密厳守）

心配ごと相談
　　☎ 043－422－2945　Fax 043－422－2807
　　・時間： 13時～16時（最終受付15時）
　　・相談場所：総合福祉センター

生活相談窓口
（予約不要、相談無料、秘密厳守）

　社会福祉協議会葬祭専用電話
　　☎ 043－422－1541
 　 　（夜間は委託業者にて対応）

葬儀に関する相談窓口（24時間受付）

四街道市地域包括支援センター
　　場所：総合福祉センター分館
　　担当地区：西中Ａ地区、西中Ｂ地区、北中地区、
　　　　　千代田中地区
　　☎ 043－420－6070　Fax 043－424－6707

高齢者の総合相談窓口

くらしサポートセンター「みらい」
　　場所：総合福祉センター３階
　　☎ 043－421－3003　Fax 043－422－2807

仕事・生活でお困りの方の相談窓口

四街道市みなみ地域包括支援センター
　　場所：南部総合福祉センターわろうべの里２階
　　担当地区：四街道中地区・旭中地区
　　☎ 043－497－5165  Fax 043－497－5166

障害者相談支援事業所　ひだまり
　　場所：総合福祉センター分館
　　☎ 043－304－2828　Fax 043－424－6707

障がいのある方の総合相談窓口

障害者相談支援事業所　ほほえみ
　　場所：南部総合福祉センターわろうべの里２階
　　☎ 043－420－5388　Fax 043－420－5389

相談場所
総合福祉センター

社協からのお知らせ
〇社協まつり及び福祉バザー中止のお知らせ
　令和2年10月18日（日）に開催予定をしておりました
「社協まつり」と「福祉バザー」は、新型コロナウイル
スの感染拡大の影響を考慮し、中止とさせて頂きます。そ
れに伴い、バザー提供品の回収も中止となります。
　皆さまのご理解のほどよろしくお願い致します。

〇会費納入期間の変更のお知らせ
　福祉サービスやボランティア活動等地域に密着した事業を
進めるための重要な財源として、皆さまから一般会費として
１世帯500円を目安に納入のお願いをしております。今年
度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮し、例年
６月末としていた納入締日を11月末までに変更させて頂きま
した。皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い致します。
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採用についての問合せ ☎ 043-422-2945（四街道市社会福祉協議会）

A　四街道市地域包括支援センター　正規職員
・業務内容　四街道市地域包括支援センター業務全般
・資格要件　社会福祉士・主任介護支援専門員・保健師の
　　　　　　いずれかの資格を有しているもの
・応募要件　昭和53年４月２日以降に生まれたもの
・募集人員　１名
・勤 務 地　四街道市総合福祉センター  分館　地域包括
　　　　　　支援センター
・給　　与
　月給１８７,２００円（4年制大学新卒者の場合）+諸手当
　（通勤手当、時間外手当、賞与支給等）  ※経験年数によ
　り職歴加算あり
・待　　遇　健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険あ
　　　　　　り、育児・介護休業制度あり
・勤務時間
　8:30 ～17:15　※月～金曜日　週5日勤務（週休２日
　制、但し土曜日当番等勤務有）
　※イベント等により土曜・日曜・祝日に勤務していただ
　　くこともあります。
・試験日時
　１次試験　令和２年８月９日（日）
　　受　　付：午前９時（時間厳守）
　　試験内容：一般教養　9:30 ～10:30
　　　　　　　作　　文　10:40 ～11:30
　２次試験（１次試験合格者）　令和２年８月23日（日） 
　　受　　付：午前９時00分　（時間厳守）
　　試験内容：面　　接　9:30 ～

B　生活支援コーディネーター　臨時職員
・業務内容　生活支援コーディネーター
・資格要件
　社会福祉士・介護支援専門員のいずれかの資格を有して
　いるもの　※資格がなくても地域づくりに熱意を持って
　取り組める方も可。
・勤 務 地　四街道市総合福祉センター分館　地域包括支
　　　　　　援センター
・給　　与　（資格なし）　  963円　　　　　　
　　　　　　（資格あり）1,400円
・勤務時間　月～水曜日（但し土日勤務あり）週3日勤務
　　　　　　（応相談）
　　　　　　8:30 ～17:15（応相談）

C　一般事務職　臨時職員
・業務内容　事務局等の一般事務業務全般
・勤 務 地　四街道市社会福祉協議会事務局ほか
・給　　与　963円
・勤務時間　月～金曜日　週５日勤務（応相談）
　　　　　　8:30 ～17:15
　※イベント等により土曜・日曜・祝日に勤務していただ
　　くこともあります。

～ B・C共通事項～
・募集人員　若干名
・交 通 費　通勤距離2㎞以上で距離に応じて支給
　　　　　　（上限500円) 
・雇用期間　採用日から令和３年３月31日まで
　　　　　　（再雇用の場合あり）

・試験日時　令和２年８月10日（月） 
　　　　　　受付：午前８時50分（時間厳守）
　　　　　　試験内容　作　文　9:00 ～ 9:50
　　　　　　　　　　　面　接  10:00 ～

～A・B・C共通事項～
・資格要件　普通自動車運転免許を取得しているもの
　　　　　　※日常業務で自動車の運転が必要となります。
・応募要件　パソコンを使用し、ワード、エクセル等を操
　　　　　　作できるもの
・採 用 日　令和２年10月１日（予定） ※試用期間あり
・募集期間　令和２年８月４日（火）17時まで
・試験会場　四街道市総合福祉センター（四街道市役所敷
　　　　　　地内）

【応募方法】
　社会福祉協議会専用の履歴書に写真を貼付し、普通自
動車運転免許、資格証明書の写しを令和2年８月４日（火）
までに社会福祉協議会に持参 （月曜から金曜、９時から
17時） または郵送 （８月４日必着）してください。また、
送付の際は希望職種がわかるよう、封筒宛名面に希望職
種名をご記載ください。

D　こどもルーム（学童保育所）
　　主任支援員・支援員・補助員募集　
・業務内容　学童の保育に従事※子どもの成長を見守る
　　　　　　仕事です
・資格要件
　主任支援員：放課後児童支援員認定資格・保育士・教
　　　　　　　員免許・社会福祉士等の資格所持者
　支　援　員：放課後児童支援員認定資格所持者
　補　助　員：資格の有無は問いません　※子どもと関わ
　　　　　　　ることが好きな方は大歓迎です。
・募集人員　20名以上
・勤 務 地　市内22カ所のこどもルームのいずれか
・給　　与　主任支援員：月給185,100円
　　　　　　支　援　員：時給980円
　　　　　　補　助　員：時給960円
　　　　　　　　　　　　(別途時間外手当支給)
・交 通 費　通勤距離2㎞以上で距離に応じて支給
　　　　　　（上限500円) 
・勤務時間
　【主任支援員】　月曜～金曜日 11時30分～19時
　　　　　　　　 土曜日、学校休業日 ９時～18時
　【支援員・補助員】月曜～金曜日 14時～18時
　　　　　　　　　  土曜日、学校休業日 ９時～18時
　※場合により８時からの勤務、19時までの時間外勤務
　　があります。
　※学校の行事により勤務開始時間が変わってきます。
　※その他、会議や研修などがあります。
・試 験 日　後日連絡します

【応募方法】
　随時募集中。登録申請書に写真を貼付し、有資格者は資
格証明書の写しを同協議会こどもルーム係に持参（月曜～
金曜日、9時～17時）または郵送。
　※登録申請書は社会福祉協議会窓口で配布しておりま
　　す。またホームページからもダウンロードできます。

市内介護老人保健施設職員の皆さん


