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平成29年度　事業報告

⑨金婚祝い写真贈呈事業
　写真贈呈夫婦	 ８組
⑩貸出事業
　車いす	 22件
　福祉車両	 ７件
　スクリーン＆プロジェクター	 ７件
　移動式炊き出し釜・テント	 ３件
　福祉教育物品	 6件（その他　６件）
⑪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
⑫日本赤十字会員増強運動
　戸別会費	 861,751円
　奉仕団	 78,500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	 14人
　協力会員数	 22人
　利用時間	 142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	 99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	 2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	 9件
⑤食料支援事業
　支援世帯	 ７世帯
⑥彩の国あんしんセーフティネット事業
　支援実施	 1世帯
　支援内容	 電気代
⑦結婚相談事業
　毎月第1水曜日
　婚活イベント開催	 1回（2部制）
　ご成婚	 1組
⑧心配ごと相談事業
　毎月第2水曜日
　相談件数	 17件

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	 1,128,300円
　賛助会費	 29,000円
　法人会費	 491,000円
③寄附金７件	 614,610円
　物品寄附	 1件
④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回/月）

３、共同募金配分金事業

①赤い羽根共同募金
　　　　　　　戸別募金	 1,309,000円
　　　　　　　学校募金	 28,240円
　　　　　　　大口募金	 648円
　　　　　　　職域募金	 163,904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14か所
　障がい者支援　記念品贈呈
　高齢者支援　ひとり暮らし高齢者支援
　　　　　　　昼食会	 2回
　　　　　　　ふれあいの旅	 1回
③地域歳末たすけあい募金活動
　　　　　　　　戸別募金	 803,600円
　　　　　　　　大口募金	 100,000円
　　　　　　　　篤志募金	 227,530円
　　　　　　　　職域募金	 10,000円
　歳末たすけあい募金配分金事業
　　歳末見舞金事業	 33世帯102人
　　絵手紙交流事業	 小学生24名参加
　　　　　　　　　	 高齢者96名に送付
　親子ふれあいクッキング	 親子19組参加
　災害ボランティアセンター運営訓練事業
　　　　　　　　　　　　	 50名参加

　　　　　　　（内神川町より11名参加）
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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	 72,680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	 7団体
　ボランティア派遣調整	 12件
　ボランティア活動保険加入者	 378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　455.5㎏
　使用済みインクカートリッジ
　　本庄特別支援学校へ送付
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	 42名
　　　　　　　　　　中学生以上	 114名
　	 メニュー数　6メニュー
　共学支援講座	 参加者数11名
③福祉教育の推進
　福祉体験学習支援	 町内小学校4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

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

	 526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

	 3,281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

	 257人　2,086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　113回
　居宅介護事業
	 118人　836回

ふれあいいきいき

サロンの様子

ひとり暮らし高齢者ふ

れあいの旅で川越へ

保育所による

デイサービスへの慰問

災害ボラセン運営

訓練の様子
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新役員のご紹介

平成29年度　決算

理事 評議員
選挙区分 選出団体 氏　名 選挙区分 選出団体 氏　名
一号委員 区長会 川鍋　直人 一号委員 区長会 戸谷　弘文
四号委員 教育委員会 福嶋　慶治 一号委員 区長会 布川　武男
五号委員 行政 田村　敏則 四号委員 更生保護女性会 浅見八重子
五号委員 議会 小井戸英夫 ※敬称略

※３月〜６月に開催された評議員選任解任委員会、評議員会にて役員の変更が行われました。

【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 1,648,300 地域福祉活動事業 24,271,859
寄附金収入 7,360 法人運営 18,349,726
県補助金収入① 538,000 地域福祉活動事業 2,058,923
町補助金収入② 16,768,677 共同募金配分金事業 1,633,382
助成金収入③ 225,000 活福祉資金・福祉資金貸付事業 2,118,148
共同募金配分金事業④ 2,205,728 ボランティアセンター事業 111,680
受託金収入 834,600 在宅福祉活動事業 45,976,386
貸付事業収入 13,000 居宅介護事業 4,652,667
事業収入 152,000 訪問介護事業 15,107,815
介護保険事業収入 30,812,197 デイサービス事業 24,351,467
障害福祉サービス等事業収入 2,445,160 障害福祉サービス事業 1,864,437
受取利息配当金収入 24,356
その他の収入 133,294 施設整備等支出 4,782,617
その他の活動収入 23,207,672 その他の活動支出 3,116,296
前期未支払資金残高 24,043,722 当期末支払資金残高 24,911,908

合　　　計 103,059,066 合　　　計 103,059,066

収入合計
103,059,066

会費収入
1,648,300

寄附金収入
7,360

受取利息配当金収入
24,356

その他の収入
133,294

その他の活動収入
23,207,672

前期未支払資金残高
24,043,722

障害福祉サービス等事業収入
2,445,160

①～④は補助金等収入で合算しています。

介護保険事業収入
30,812,197

事業収入
152,000

貸付事業収入
13,000
受託金収入
834,600

補助金等収入
19,737,405

支出合計
103,059,066

施設整備等支出
4,782,617

当期未支払資金残高
24,911,908

在宅福祉活動事業
45,976,386

その他の活動支出
3,116,296

地域福祉活動事業
24,271,859

4



　ふれあいを通した生きがいづくり・仲間づく
り・介護予防の拠点として「ふれあい・いきいきサ
ロン」が町内17 ヵ所で実施されています。興味を
お持ちの方は、最寄りのサロン、もしくは社協ま
でお問い合わせください。

ふれあいいきいきサロン

2018 New Open サロン

今年の４月からサロン活動をス
タートしました。７月は牛乳パッ
クで小物入れを作っていました。
会場内は笑顔と楽しそうな会話で
包まれていました。

新宿サロン

場所：新宿集会所
第３木曜日に開催

今年の６月からサロン活動をス
タートしました。初回は、包括支
援センターの職員の話を聴いた
り、みんなで韓国のりを手作りし
ていました。

サロン神泉

場所：ステラ神泉
第４金曜日に開催

暑い日の開催でしたが、みんなで
あつまり、絶えることなくおしゃ
べりをして、笑顔の花が咲いてい
ました。地域の人との交流の温か
さを感じました。

池田サロン

場所：池田集落センター
第３木曜日に開催

包括支援センターの職員による、
『夏バテ予防』の講話がありまし
た。軽い体操もあり、暑い日でも
元気に過ごすコツを楽しく学びま
した♪

小浜年輪サロン

場所：向公民館
毎月20日前後に開催
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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41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）
•2Ｌ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。

　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。
　法人の方々からの活動資金、社協内に設置の募金箱でも引き続きご協力をお願いいたします。

単位：円

戸別募金（字ごと） 合計　　　859,200円
新宿 35,000 植竹 98,600 元原 40,000
池田 48,800 肥土 24,600 渡瀬本町 29,000
二ノ宮 41,200 関口 34,600 渡瀬仲町 20,000
新里 59,200 四軒在家 16,200 渡瀬上町 46,000
前組 29,400 元阿保 56,400 下阿久原 38,600
中新里 22,000 八日市 87,200 上阿久原 18,800
小浜 26,000 原新田 34,200 矢納 11,200
貫井 8,800 熊野堂 33,400
団体募金 合計　　　  71,500円
神川町赤十字奉仕団 71,500
30年度ご協力金額 合計　　　930,700円

結婚50周年を
迎えられるご夫婦の皆さまへ

平成30年度　日本赤十字会員増強運動のご報告

義援金のご報告

ひとり暮らし高齢者登録受付中

東日本大震災　　7,651円
熊本地震　　　　8,477円
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　（東京臨海広域防災公園）へ行ってきました。
　地震発生後72時間の体験学習ツアーでは、震
災後の様子がリアルに再現され、迫力のある映
像にも圧倒されました。その後、災害発生後の
帰宅困難な状況や防災グッズの大切さを学び、
災害時のオペレーションルームを見学しました。
売店にはさまざまな防災グッズがあり、備えの
大切さを学んだ1
日でした。

　今年も長い夏休みの期間を利用して、ボラン
ティアに関する様々な体験をしていただくため
のプログラムを企画しました。
　ボランティアスクールは町のジュニア消防ク
ラブと共催事業で開催しているものもあります。

小学生向けボランティアスクール
　８月2日㈭　手話講座と災害食体験

小中学生向けボランティアスクール
　７月24日㈫　	そなエリア東京へ行き、防災体

験学習ツアーに参加。
　８月８日㈬　	家の揺れ方（県政出前講座）と避

難所体験

中高生向けボランティアスクール
　８月23日㈭　	児玉広域消防署にて救命講習受講

施設ボランティア
　町内の福祉施設（高齢者・障がい者・子ども）
で３日間のボランティア活動を行う。

　地域と学校が連携し、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
域の皆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♪
　私たちにできることを考えてみませんか？

講座日程
日　　時　　 内　　容

1 	9月14日㈮ 10：00～ 12：00 開講式・校内見学等
2 	9月27日㈭ 10：00～ 12：00 講話「障がいの理解、関わり方等について」
３ 10月	4日㈭ 10：00～ 12：00 講話「支援籍について」
4 10月17日㈬ 8：45～ 15：30 ボランティア体験
５ 10月23日㈫～ 26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12日㈪ 10：00～ 12：00 講話・閉講式

【対　象】児玉郡市・深谷市・寄居町在住在勤者
【定　員】20名（先着順）
【会　場】本庄特別支援学校
【参加費】無料
※	1日ボランティア体験時の給食代340円は実
費負担

【申込み・お問い合わせ】
　８月13日㈪～
　神川町社会福祉協議会へお電話ください。
　☎0495-74-1188

今年も夏ボラやります!!
やってます!!

共学支援ボランティア養成講座

そなエリア東京

の
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私たちと一緒に
働きませんか？

はじめました
ジュニアボランティアノート

平成30年度　神川町社会福祉協議会会員募集

職　種　訪問介護員(ホームヘルパー )
資　格　	次の①～③のうちいずれかの資格と普通自

動車運転免許（AT限定可）を有する者
　　　　①	訪問介護員養成研修1級又は2級修了者
　　　　②	介護職員初任者研修又は実務者研修修了

者
　　　　③介護福祉士
賃　金　時給1,300円　日曜・祝日は300円UP♪
　　　　（但し、6ヶ月の試用期間中は1,250円）
　　　　　その他諸手当あり
年　齢　定年は満65歳です。
　　　　	やる気のある方なら、60代でもお待ちし

ています。
就業日時　８：00～ 18：00の間で要相談
　　　　土日勤務できる方大歓迎♪
就業場所　神川町内
　　　　〈申込み〉　神川町社協まで

　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。

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29年度会費納入状況
区　　分 金　　　　額
普通会費 1,128,300円
賛助会費 29,000円
法人会費 491,000円
合　　計 1,648,300円

会費はどんなことに使われるの？ 生活困窮者の支援や、ボランティア団体の育成とセンターの
運営、町内小中学校の福祉教育支援のために使われます。

小学校や地域
での福祉教育

災害ボランティア
講座

　ボランティア活動をおこなった
記録をノートにつけて、活動した
分だけポイントを社協が差し上げ
ます。
　ポイントがたくさん集まったら
何かいいことがあるかも?!
　みんなもボランティアノートをもらって、ボラン
ティア活動を行ってみよう！

＊対象者　　　　　神川町在住の小学生・中学生
＊ノート配布場所　神川町社協
　
　この夏のボランティアスクールに参加した子もポ
イントがつくよ。

＜お問い合わせ＞
　神川町社協まで　

暑い夏です。水分補給をこまめにするなど、体調管理に留意してください。8


