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新型コロナウィルス感染症渦中で始まった令和２年度

新型コロナウィルス感染症に関する佐倉市の対応は、２月１９日に「危機レベル２」の警戒体制に移行し、国の「新型コロナウィルス感

染症対策」の基本方針に基づき、東部地区社会福祉協議会の活動も、すべてのイベント・行事の中止を決定しました。

この間、３月２２日（日）に予定していた令和元年度第４回福祉委員会は中止となり、当初は３月末日までとしていたイベント・行事等の

中止でしたが、４月７日に埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫及び福岡の７都府県 に緊 急事態宣言が発令され、５月２５日（月）に

解除されましたが、現在も日常生活や経済活動は再開とはいえない状態で、感染拡大防止対策を取りながらの対応となり、元の姿とは

程遠い状況です。

２月１６日（日）に行われた白銀小学校区の集いの場づくり事業を最後に全ての事業が滞っており、理事会も２月９日（日）に佐倉小学

校区、佐倉東小学校区合同の集いの場づくり事業の後に行われて以来、開催されておらず、約３カ月半経過した６月２１日（日）に今年

度初めての理事会を開催しました。

佐倉市「こうほう佐倉」でも、ウィルスへの対応は長丁場になります、今後は、日常生活と感染拡大防止を両立していかなければなら

ないとしており、第２波、第３波に備え、医療体制を強化し、印旛市郡医師会では車両型ＰＣＲ検査センター（移動式）の運用を５月２８日

に開始しています。また、公共施設の利用も段階的に再開しており、市内の各施設では、市民のみなさまが安心して利用できるよう、感

染拡大を予防するための対策を講じながら、利用を再開しています。

施設の利用にあたっては、一部制限（下記注意事項を参照）があります。

●施設利用上の注意事項

〇手洗いを実施し、設置してある消毒液で手指消毒を行ってください。

〇発熱等、風邪の症状がある場合は、施設の利用を控えてください。

〇必ずマスクを着用してください。

〇利用者同士は、適切な距離（約２メートル）をとってください。

〇施設内の換気を適切に行ってください。

※利用者の中から感染者が確認された場合、濃厚接触者を追跡できるようにするため、「施設利用者名簿」の作成にご協力

ください。

◎ 施設によって利用の制限が異なりますので、必ず各施設へお問い合わせの上、ご利用ください。

◎ 新型コロナウィルス感染症の発生・拡大の状況によって、対応が変わる場合があります。施設の利用再開に関する

最新情報は、佐倉市ホームページをご覧いただくか、各施設へお問い合わせください。

手洗い うがい 咳エチケット

昨年度第４回福祉委員会で報告される予定だった令和元年度佐倉東部地区社会福祉協議会の事業報告と決算書を

次ページ以降に掲載いたします。

なお、令和２年度の活動事業計画案、予算案につきましては次回福祉委員会にて正式に提案したいと思います。



令和元年度　佐倉東部地区社会福祉協議会　事業報告
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事業計画基本方針：地域住民の暮らしを支え合い、幸せに暮らせる街づくりを目指す



令和元年度　佐倉東部地区社会福祉協議会　決算書
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（単位　円）

元年度予算額 決算額 増減 内容説明

1,450,000      1,447,710      -2,290 活動費及び活動助成

1,450,000      1,447,710      -2,290

事業収入 150,000        47,300          -102,700

助成金 300,000        300,000        0 （公）国土緑化推進機構（30年度分）

寄付金 70,000          60,822          -9,178 愛の募金、個人寄付金より

雑収入 15               232              217 利息

合計（１） 1,970,015      1,856,064 -113,951

項目 元年度前年度 決算額 増減 説明

615,000        445,075 -169,925

50,000          32,075 -17,925 福祉委員会、理事会

140,000        141,475 1,475 コピー代、事務用品他・郵便

330,000        206,525 -123,475 事務員手当

-                     0 0

65,000          60,000 -5,000

20,000          -20,000

10,000          5,000 -5,000 香典

1,260,000 908,318 -351,682

全体事業費 210,000        132,465 -77,535

市民フェスタ 10,000          24,465 14,465 市民活動フェスタ

集いの場作り 150,000        108,000 -42,000

研修 50,000          0 -50,000

550,000        483,255 -66,745

森林整備事業 450,000        457,283 7,283 東中森林整備

運動会 50,000          25,972 -24,028 参加賞、その他

コンサート 50,000          0 -50,000

支援事業費 250,000        129,263 -120,737

昼食会 150,000        86,552 -63,448

サロン 50,000          12,247 -37,753

ひろば 50,000          30,464 -19,536

防犯・防災費 150,000        130,902 -19,098

あいさつ運動 100,000        89,430 -10,570 のぼり、ファイル他

防犯・防災対策 50,000          41,472 -8,528

100,000        32,433 -67,567

広報作成 100,000        32,433 -67,567

95,015          0 -95,015

合計（２） 1,970,015 1,353,393 -616,622

0 502,671 502,671

1,693,195 1,693,195 0

1,693,195 2,195,866 502,671

前期末残高（４）

当期末残高（３）+（４）

当期収支差額（１）-（２）＝（３）

（収入）

（支出）

市社協支出金

項目

予備費

地区社協運営補助金

運営費

事業費

交流事業費

広報・啓発活動費

会議費

事務費

事務局員設置費

事務局共通事務費

交通費

備品費

渉外費
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編集後記 特設サイトほっとすまいる佐倉の紹介
「ほっとできる」、「笑顔になれる」情報を発信するホームページです。

荻野目洋子さんなど、佐倉親善大使のかたがたから頂いた

メッセージを紹介しています。

https://www.city.sakura.lg.jp/sakura/smile/

★ ホームページを立ち上げています。

アドレスは、http://toubusakura.jp です、どうぞご覧ください。

誤字、脱字、その他の誤りなど、気が付いたらお知らせ下さい。

令和２年度福祉委員会委員（９９名）の紹介

福祉委員 所属部会 福祉委員 所属部会 福祉委員 所属部会

芦田　勝行 草野　廣元 福田　敬子

阿部　和子 越野　文雄 福田　政昭

市田　和夫 紺野　智 松岡　敏夫

伊津見　一彦 境橋　千秋 松田　昭二

伊藤　いく子 佐久間 貴久 松山　毅

稲田　亮浩 佐藤　晴朗 宮澤　浩

大木　律子 實川　浩 宮原　昭彦

大野　義美 清水　治郎 村上　美代子

越智　博紀 鳥塚　徹 山口　勝広

折田　純子 中野　節夫 山本　朗

片岡　正臣 橋本　登 吉岡　裕子

加藤　健 秦野　隆治 吉竹　賢一

川崎　三夫 早川　誠貴

神田　水保子 半田　秀雄

福祉委員 所属部会 福祉委員 所属部会 福祉委員 所属部会

旭　純弘 沢田　佳苗 平山　隆

阿部　紘 澤村　真 福田　啓造

阿部　慎一 白井　久美子 房田　正一

伊藤 千津子 清宮　美智子 前林　典子

伊藤　哲男 関口　みどり 松山　洋子

内田　ひさ子 竹内　富藏 三浦　三男

遠藤　喜譽 竹川　昌子 三谷　桂子

奥山　安朝 竹田　仁樹 峰村 愛子

押尾　和代 田中　民枝 山本　康博

兼坂　惠美子 田中　百合江 吉原　雅人

小玉　克哉 並木　百合 渡辺　聰

坂元 祥浩 沼辺　誠 渡部　昭雄

福祉委員 所属部会 福祉委員 所属部会 福祉委員 所属部会

相沢　毅 小島　秀生 千葉　憲司

秋山　幸枝 小林　昌和 西尾　隆

岩井　康次 斉藤　文雄 沼澤　豊

岩井　利御 坂田　昌之 野島 和子

雅楽川　眞 白水　順子 野村　英二

押尾　敏夫 清宮　彰 真部　武美

金木　勝己 髙中　聡 山口　善久

金子　篤義 髙橋　茂愛

凡例　★：理事　◎：部会長　○：副部会長

地区代表者

役員・役職

地区代表者

役員・役職

★　事務局長・民生

民生

★　副会長

地区代表者

地区代表者

民生

校長

地区代表者

佐倉東小学校区

地区代表者

地区代表者

民生

地区代表者

地区代表者

役員・役職 役員・役職

佐倉小学校区

民生

地区代表者

地区代表者

★

令和２年８月１１日現在（敬称略）

民生

★　地区代表者

地区代表者

役員・役職 役員・役職

地区代表者

地区代表者

地区代表者

★　地区代表者

民生

地区代表者

民生

★　地区代表者

地区代表者

民生

地区代表者

地区代表者

監事

地区代表者

地区代表者

地区代表者

地区代表者

地区代表者

★　民生

校長

民生

地区代表者

民生

★

★　民生

民生

白銀小学校区
役員・役職 役員・役職 役員・役職

★

★　副会長

地区代表者

地区代表者

地区代表者

校長

★　会長

★

民生

地区代表者

地区代表者

★　地区代表者

地区代表者

★　地区代表者

民生

地区代表者

校長

地区代表者

地区代表者

地区代表者

民生

★

監事

民生

民生

★　民生

★


