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平成30年度　事業報告

⑩貸出事業
　車いす	 20件
　福祉車両	 ９件
　スクリーン＆プロジェクター	 ３件
　移動式炊き出し釜	 ２件
　福祉教育物品	 ３件
　マイク・スピーカー	 16件
　その他（輪投げ、練習用ＡＥＤ、的あて等）	 10件
⑪ひとり暮らし高齢者ふれあいの旅
　長野県善光寺へ
⑫団体事務支援事業
　遺族会事務
　身体障害者福祉会事務
　日本赤十字奉仕団事務
⑬日本赤十字会員増強運動
　戸別会費	 859,200円
　奉仕団	 71,500円

２、地域福祉活動事業

①地域支え合いの仕組み推進事業
　利用会員数	 18人
　協力会員数	 25人
　利用時間	 127時間
　地域商品券取扱店	 21店舗
②介護支援ボランティア事業
　活動登録者総数	 107人
　活動受け入れ先	 13か所
③日常生活自立支援事業
　契約件数	 ３件
　（日常的金銭管理）
④生活困窮者自立支援事業
　相談受付件数	 14件
　（内　自立支援事業との連携３件）
⑤食料支援事業
　支援世帯	 12世帯34回
⑥彩の国あんしんセーフティネット事業
　支援実施	 ０世帯
⑦結婚相談事業
　毎月第1水曜日
　来所相談	 ３名
　婚活イベント開催	 1回
⑧心配ごと相談事業
　毎月第２水曜日
　相談件数	 ６件
⑨金婚祝い写真贈呈事業
　写真贈呈夫婦	 16組

1、法人運営

①理事会、評議員会、監査会の開催
②社協会費の募集（自主財源確保）
　普通会費	 1,137,000円
　賛助会費	 21,000円
　法人会費	 415,000円
③広報啓発活動
　社協だより発行	 年4回
　ホームページ活用	 更新目安（1ヶ月/1回）

３、共同募金配分金事業

①赤い羽根共同募金
　　　　　　　戸別募金	 1,341,900円
　　　　　　　学校募金	 17,755円
　　　　　　　街頭募金	 29,830円
　　　　　　　職域募金	 136,785円
②赤い羽根共同募金配分金事業
　地域サロン活動支援	 サロン17か所
　障がい者支援　支援品贈呈
　高齢者支援　ひとり暮らし高齢者昼食会開催
　子育て支援　子育てサロン	 10回開催
③地域歳末たすけあい募金活動
　　　　　　　　戸別募金	 819,200円
　　　　　　　　大口募金	 100,000円
　　　　　　　　篤志募金	 232,000円
④歳末たすけあい募金配分金事業
　　歳末見舞金事業	 26世帯86人
　　絵手紙交流事業	 小学生17名参加
　　　　　　　　　	 高齢者94名に送付
　親子ふれあいクッキング	 親子11組参加
　ひとり暮らし高齢者昼食会開催
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４、生活福祉資金貸付事業

①生活福祉資金貸付事業　
　　　　　　貸付件数	 ０件
②神川町福祉資金貸付事業
　　　　　　貸付件数	 ３件
　　　　　　貸付金額	 110,000円

５、ボランティアセンター事業

①ボランティアセンター運営事業
　ボランティア登録団体	 13団体
　ボランティア派遣調整	 17件
　ボランティア活動保険加入者	 467名
　使用済み切手・書き損じ葉書
　　社会福祉法人日本失明者協会へ送付
　ペットボトルキャップ	 総回収量　433㎏
　使用済みインクカートリッジ
　　本庄特別支援学校へ送付
　寄付金	 13件239,562円
　寄付物品（リユース事業含む）
	 車いす・食料品・学用品
②ボランティア育成事業
　夏休みボランティア体験
　　　　　　　　　　参加者総数	 156名
　　　　　　　　　　小学生	 50名
　　　　　　　　　　中学生以上	 106名
　	 メニュー数　6メニュー
　共学支援講座	 参加者数８名
③福祉教育の推進
　福祉体験学習支援	 町内小学校２校
　社会福祉活動協力校
　　	 町内小中学校、幼稚園、保育所に補助
　民生委員児童委員協議会にて講演

６、在宅サービス事業

①居宅介護支援事業
　	要介護者のケアプラン（居宅サービス計画）
の作成業務を実施

	 507件利用
②訪問介護事業
　	要介護者等の家庭にヘルパーを派遣し、身
体介護、生活援助（家事援助）を実施

	 3,120回利用
③デイサービス事業
　	要介護者等に食事や、入浴、機能訓練等の
サービスを実施

	 268人　2,736回
④障害福祉サービス事業
　身体障害者デイサービス事業
	 12人　114回
　居宅介護事業
	 122人　833回

子育てサロンの様子

絵手紙交流事業

ジュニアボランティア

活動

夏休みボランティア

体験
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平成30年度　決算
【収入の部】 （単位：円）【支出の部】 （単位：円）

科　　目 予算額 科　　目 予算額
会費収入 1,573,000 地域福祉活動事業 26,651,157
寄附金収入 239,562 法人運営 20,740,233
県補助金収入 511,000 地域福祉活動事業 2,317,591
町補助金収入 17,287,998 共同募金配分金事業 1,873,200
助成金収入 234,000 生活福祉資金・福祉資金貸付事業 149,560
共同募金配分金事業 1,849,200 ボランティアセンター事業 1,570,573
受託金収入 924,200 在宅福祉活動事業 44,515,878
貸付事業収入 129,680 居宅介護事業 4,999,232
事業収入 125,000 訪問介護事業 14,693,775
介護保険事業収入 31,598,750 デイサービス事業 22,836,884
障害福祉サービス等事業収入 2,259,056 障害福祉サービス事業 1,985,987
受取利息配当金収入 16,901
その他の収入 370,649 施設整備等支出 7,300,001
その他の活動収入 25,702,766 その他の活動支出 3,170,161
前期未支払資金残高 24,911,908 当期末支払資金残高 26,096,473

合　　　計 107,733,670 合　　　計 107,733,670

　５月を強化月間として行われた、日本赤十字会員増強運動にご協力いただき、ありがとうございました。
　ご協力頂いた活動資金は災害救護活動、血液事業、いのちを守る講習等の普及・推進に役立てられて
います。
　法人、個人の方からの活動資金は、年間を通じて募集しています。

単位：円

戸別募金（字ごと） 合計　　　848,000円
新宿 34,200 植竹 99,000 元原 30,000
池田 50,400 肥土 25,000 渡瀬本町 29,000
二ノ宮 41,400 関口 35,000 渡瀬仲町 16,800
新里 59,200 四軒在家 16,400 渡瀬上町 46,000
前組 29,400 元阿保 56,400 下阿久原 38,800
中新里 22,000 八日市 87,000 上阿久原 18,800
小浜 25,800 原新田 34,400 矢納 11,000
貫井 8,600 熊野堂 33,400
団体募金 合計　　　  73,500円
神川町赤十字奉仕団 73,500
令和元年度ご協力金額 合計　　　921,500円

令和元年度　日本赤十字会員増強運動のご報告
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新役員のご紹介

◎会長　　〇副会長　　△常務理事
理事 ※敬称略・順不同

選出団体 氏　名 選出団体 氏　名
区長会 黒澤　和明 老人クラブ 森　　　勇
民生・児童委員協議会 木村　葉子 教育委員会 福嶋　慶治
民生・児童委員協議会 横山　茂治 保護司会 磯野　　徹
福祉関係行政 △山田　栄次 行　　政 ◎山﨑　正弘
社会福祉施設 ○荒木　美弘 議　　会 ○赤羽奈保子
ボランティア団体 田村　幸江 議　　会 廣川　　学
障害者団体 安藤　謙一

監事
選出団体 氏　名 選出団体 氏　名

民生・児童委員協議会 新井　美範 学識経験者 榊原　幸江

評議員
選出団体 氏　名 選出団体 氏　名

区長会 貫井　　浩 遺族会 内藤　　満
民生・児童委員協議会 内海ハル子 人権擁護委員 四方田　勉
民生・児童委員協議会 塚越　　進 人権擁護委員 野口　幸子
赤十字奉仕団 高橋惠美子 保護司会 福島　高司
ボランティア団体 藤田　清子 行政相談員 新井　　憲
社会福祉施設 岡部　宇裕 更生保護女性会 浅見八重子
社会福祉施設 小室　　博 母子愛育会 北嶋真由美
老人クラブ連合会 飯島　忠一

評議員選任・解任委員
選出団体 氏　名 選出団体 氏　名

外部委員 山田　良治 外部委員 石井　基完
外部委員 田端　　栄 外部委員 櫻澤　輝夫

会長

山﨑　正弘

会長就任のごあいさつ
　日ごろ、神川町社会福祉協議会事業の推進につきましては、町民の皆さまや
関係諸団体の皆さまに多大なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　この度、６月18日に開催された理事会を経て、会長に就任をさせていただく
事になりました。微力ではございますが、誠心誠意務めて参りますので、ご指
導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　さて、本会は地域福祉の推進を図ることを目的とする団体でございますが、
今後取り組むべき課題は山積しており、団塊の世代が後期高齢者となる2025
年問題と少子化問題をはじめ、子どもの貧困や虐待、ひきこもり、生活困窮等、
身近で深刻な課題が顕在化しており、地域福祉への期待は益々高まっているも
のと感じております。
　このような課題を解決するため、地域を共に創っていく「地域共生社会」の
実現に向け、町民の皆さまや関係諸団体との協働により取り組んで参りたいと
考えておりますので、皆さまのなお一層のご支援とご協力をお願い申し上げ、
就任の挨拶とさせていただきます。
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　神川町にお住まいのひとり暮らし高齢者を対
象とした昼食会や、日帰りバス旅行を行ってい
ます。
　今年度は、秋に第1回目の昼食会を開催する
予定です。
　登録制になっていますので、
まずは登録をお願いします♪

〈ひとり暮らし高齢者対象者〉
•年齢が65歳以上の方
•ご自分で歩ける、ご自分で食事がとれる方
•同一敷地内に家族が住んでいない方
•おおむね一人で食事をとっている方
　（全ての項目に該当することが必要です。）

　神川町社協では、結婚50周年を迎えるご夫婦
を対象に、金婚式のお祝いとして記念写真撮影
を行い、贈呈いたします。

対象
•町内に住所のある方
•昭和44年までにご結婚・ご入籍された方
•今までに写真の贈呈を受けていない方

贈呈写真サイズ
•四つ切りサイズ（額入り）
•Ｌサイズ

☆	詳細は９月1日の区長回覧（毎戸配布）にてお
知らせいたします。

結婚50周年を
迎えられるご夫婦の皆さまへひとり暮らし高齢者登録受付中

　障がいのある子もない子も地域で一緒に育ち、
共に暮らすためには地域のみなさんの理解と支援
が必要です。
　この講座では、本庄特別支援学校の子どもたち
との交流、授業体験を行います♪
　ボランティアに参加して、私たちにできること
を考えてみませんか？

【対　象】児玉郡市在住あるいは在勤の方
【定　員】20名（先着順）
【会　場】本庄特別支援学校
【参加費】無料
【申込み・お問い合わせ】
　　　　８月19日㈪～
　　　　神川町社会福祉協議会へお電話ください。
　　　　☎0495-74-1188

日　　時 内　　容

1 	９月19日㈭ 10：00～ 12：00 開講式・概要説明・講話「わが子の支援籍につ
いて」校内見学

２ 	９月30日㈪ 10：00～ 12：00 講話「支援籍・インクルーシブ教育について」

３ 10月11日㈮ 10：00～ 12：00 講話「障害の理解・関わり方について」

4 10月24日㈭ 8：45～ 12：00 ボランティア体験

５ 11月	６日㈬～
11月	８日㈮ 8：45～ 15：30 1日ボランティア体験

　　　※左記期間のうち1日

６ 11月11日㈪ 10：00～ 12：00 講話・閉講式

共学支援ボランティア養成講座
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　今年も夏休みを活用した、ボランティア体験
活動を開催しています。中高生が部活や勉強の
合間に、町内の福祉施設、保育所、学童などで
ボランティア活動に取り組んでいます！３日間
のボランティア活動で何を学び、何を感じてく
れるかな？

丹荘小学校　4年
　新井　芽

めぐみ
さん

　昨年から始まった、町内小
中学生向けのジュニアボラン
ティアノート。活動するとポ
イントがたまり、自分がどの
くらいボランティア活動をし
ているかわかるようにしました。
　芽
めぐみ

さんは神川町社協主催の事業に参加するだ
けでなく、ペットボトルキャップの回収ボラン
ティアにも積極的に取り組んでくれました。

～芽
めぐみ

さんからの感想～
　今回ボランティアノートのポイントが達成で
きて良かったです！たくさんのことに協力でき
ました！
　皆さんもぜひ、活動してポイントをためてみ
ませんか。

７月26日㈮　神泉サロン

８月３日㈯　住居野サロン

　今年の初企画として、町内小中学生に募集を
かけ、即興楽団『ハンドベル隊』を結成し、ふ
れあいいきいきサロンへ訪問してきました。サ
ロンでは夏にちなんだ曲目を演奏し、サロンの
皆さんも歌って参加してくださいました。また、
サロンの皆さんにもハンドベルを奏でてもらい、
大合奏を行いました。初めは緊張していた子ど
もたちも、サロンのみなさんとおしゃべりした
り、昼食を一緒にいただいたりして楽しく過ご
せました。

夏休みボランティア体験プログラム
ハンドベル隊結成＆サロン訪問

夏休みボランティア体験プログラム
施設ボランティア編

　ジュニアボランティア募集 第1号誕生!!
ジュニアボランティアノートポイント達成

の

募集

活動中

　コスモスまつりで、赤い羽根共同募金の活動
に協力してくれる小中学生を募集します！

日時　10月20日㈰
　　　午前10：00～ 11：00
場所　コスモスまつり会場
　　　（神川ゆ～ゆ～らんど内）
募集　小学校1年生～中学校3年生まで
　　　10名程度　※申込多数の場合は抽選
申込　９月３日から９月30日まで
　　　①電　話　0495-74-1188
　　　②メール　	右のバーコードを

読み取り手続きを
してください。

　申込時に氏名・学年・緊急連絡先をお知らせ
ください

２次元バーコード

昨年の様子
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各種お知らせ

神川町総合福祉センターいこいの郷

金
FRI

日時

会場

【話し合い内容】
        ◦ 「神川町の子どもについて」　神川町教育委員会　教育長　福島慶治氏から
        ◦ 思いを形にする（実践する）ためにはどうしたらよいだろう？みんなで考えよう！

主催：神川町社会福祉協議会 ★この事業は、埼玉県社会福祉協議会の「子ども食堂育成事業助成金」にて開催しています。

　子どもの支援について思っていること、応
援したいこと、一緒に話し合いをしませんか。
　直接運営に関わって支援する人、間接的に
支援する人、など支援の形は様々あります。
　貧困に限らず、子どもたちの居場所づくり
等を行い、地域の大人と子どもがつながり、
安心して暮らせる町にしませんか。　当日は、
神川町の子どもたちについて教育長よりお話
もあります！
主催：神川町社会福祉協議会

～参加申し込み方法～
受付期間：７月14日㈰から８月23日㈮まで
受付窓口：神川町社会福祉協議会（神川町大字関口90番地）
１． ☎0495-74-1188
　　（平日　８時30分から17時15分まで）
２．FAX　0495-74-1156（24時間受付）
３．メール　右の２次元バーコードを読
み取り、必要事項を入力して送信して
ください。お問い合わせ内容に「８月
30日のセミナー参加希望」と入れてく
ださい。

令和元年度　神川町社会福祉協議会会員募集

　社会福祉協議会（社協）は、地域の皆さまを会員として、「皆さまが住み慣れた地域で安心して暮ら
せるまちづくり」を進めるために活動しています。
　通年で会員を募集しておりますが、８月1日～８月31日を会員募集強化月間としています。
　神川町では現在、普通会員の会費については、世帯ごとに、区長さんから区費を通じて納めて頂い
ています。

会費はどんなことに使われるの？

・生活困窮者支援　　　　　　・ボランティアセンター運営事業
・ひとり暮らし高齢者事業　　・小中学校の福祉教育支援

社会福祉協議会会員とは？
　町内に在住・在勤する個人、
法人、その他の団体で、本会
の趣旨に賛同してご加入頂い
た皆さまです。

会員の種類と金額について

普通会員 1口 300円

賛助会員 1口 1,000円

法人会員 1口 5,000円

平成30年度会費納入状況
区　　分 金　　　　額
普通会費 1,137,000円
賛助会費 21,000円
法人会費 415,000円
合　　計 1,573,000円

福祉教育の様子
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