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令和２年度　事業計画（年間予定）

通年事業（年間を通して行っている事業）

　神川町社協では、下記に掲載した事業を行う予定です。なお、毎年８月に皆さまにご協力いただいている
社協会費は☆がついている事業に使われています。
※新型コロナウイルスの影響により、変更や中止になる場合があります。

４月 ５月　 ６月

•心配ごと相談事業　８日㈬　中止
•介護支援ボランティアポイント交換
　　　　　　（～5月31日㈮まで）

•子育てサロン　16日㈭　中止

☆監査会　８日㈮
☆理事会　20日㈬
•心配ごと相談事業　13日㈬　中止
•子育てサロン　21日㈭　中止
•日本赤十字社会員募集強化月間

☆定時評議員会
•社協だより発行　１日㈪
•心配ごと相談事業　10日㈬
•子育てサロン　18日㈭

７月 ８月　　　 ９月

•心配ごと相談事業　８日㈬
•子育てサロン　16日㈭

•心配ごと相談事業　12日㈬
•子育てサロン　20日㈭
•社協会員募集強化月間
•夏休みボランティア体験プログラム

•社協だより発行　１日㈫
•心配ごと相談事業　9日㈬
•金婚式祝い贈呈事業
•共学支援ボランティア養成講座
•子育てサロン　17日㈭

10月　 11月 12月

•赤い羽根共同募金
•心配ごと相談事業　14日㈬
•介護支援ボランティアポイント交換
　　　　　　　（～ 11月30日㈪まで）
•子育てサロン　15日㈭

•心配ごと相談事業　11日㈬
•子育てサロン　19日㈭

•地域歳末たすけあい募金
•社協だより発行　１日㈫
•心配ごと相談事業　9日㈬
•子育てサロン　17日㈭

１月 ２月 ３月

•心配ごと相談事業　13日㈬
•子育てサロン　21日㈭

•心配ごと相談事業　10日㈬
•子育てサロン　18日㈭

☆理事会
☆評議員会
•社協だより発行　１日㈪
•心配ごと相談事業　10日㈬
•子育てサロン　18日㈭

【生活に困った人の支援】

•地域支え合い推進事業
•日常生活自立支援事業
•生活困窮者自立支援事業
☆彩の国あんしんセーフティネット事業
•生活福祉資金貸付事業
☆神川町福祉資金貸付事業
☆リユース事業（食糧支援等）

【ボランティア関連事業】

☆ボランティアセンター運営事業
　ボランティア活動に関わる相談・調整
☆福祉教育の推進
☆貸出事業
•介護支援ボランティア

【広報活動】

☆ホームページの運営
•社協だよりの発行
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在宅福祉サービス事業

令和２年度　予算 令和元年度予算

居宅介護支援事業
　•�介護保険の利用を希望される方の申請代行を行い、利用者様の日常生活を営むために必要な居宅サー
ビス計画（ケアプラン）を作成します。また、介護に関する様々な相談に応じ、安心して日常生活が
送れるようにお手伝いします。

訪問介護事業
　•�要介護・要支援状態になり、介護を必要とする利用者様のご自宅に、訪問介護員が訪問し、日常生
活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他生活全般にわたる援助を行います。

デイサービス事業
　•�在宅で介護が必要な方に通所していただき、入浴、食事、機能訓練、レクリエーション等を楽しん
でいただきます。家に引きこもりがちなお年寄りの方に、社会交流の場を提供し、多くの人とふれ
あい、孤独感の解消や心身機能向上を図ります。

障害福祉サービス事業
①身体障害者デイサービス事業
　�　デイサービスセンターで入浴や食事の提供、機能訓練などのサービスを行う障害者デイサービス事
業を実施しています。

②居宅介護事業
　�　障害者（児）の家庭にホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事などの介護や洗濯、掃除などの家
事サービスを行うホームヘルプサービスを実施します。

【収入の部】 （単位：千円） 【支出の部】 （単位：千円）

科　　目 予算額 科　　目 予算額
会費収入 1,630 法人運営事業 21,798
寄附金収入 385 地域福祉活動事業 1,731
経常経費補助金収入 21,143 ボランティアセンター事業 1,937
受託金収入 959 共同募金配分金事業 2,000
貸付事業収入 200 生活福祉資金・福祉資金貸付事業 265
事業収入 127 居宅介護事業 6,793
介護保険事業収入 32,601 訪問介護事業 15,467
障害福祉サービス等事業収入 2,336 デイサービス事業 23,735
受取利息配当金収入 21 障害福祉サービス事業 2,234
その他の収入 20 施設整備等支出 250
基本金積立資金取崩収入 15,169 固定資産取得支出 15,620
繰入金収入 11,810 予備費 330
前期末支払資金残高 20,559 当期末支払資金残高 14,800

合　　　計 106,960 合　　　計 106,960
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前事務局長　櫻澤　輝夫
　短い期間ですが神川町社会福祉協議会の関連
団体及び職員の皆様には大変お世話になりまし
て、誠に有り難うございました。心より御礼申
し上げます。
　地域の皆様のお力添えをいただき、多くの事
を学ばせていただきました。
　子どもの居場所づくり事業ではボランティア
の方や職員が実践で取り組んでいる姿を間近で
拝見させて頂き、また台風による災害時には今
まで得ることの出来なかった多くの情報とその
対応について得ることができました。
　今、新型コロナウイルスの影響で新たな福祉
課題が多く取り上げられてきています。誰もが
住み慣れた地域で安心して暮らせるような事業
を、地域住民の皆様のご協力を得ながら展開し
ていっていただきたいと思います。
　最後に神川町社会福祉協議会の益々のご発展
と関連団体及び職員の皆様のご健勝をご祈念申
し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。

事務局長　齋藤　彰仁
　この度の４月１日より、櫻澤前事務局長の後
任として神川町社会福協議会事務局長に就任し
ました。微力ではございますが、地域福祉の向
上と皆さまから親しまれる社協を目指して精一
杯務めさせていただきますのでよろしくお願い
いたします。
　誰もが安心して暮らせることのできるまちづ
くりに取り組んで参りますので、皆さまのご協
力・ご支援をよろしくお願いいたします。

退任のごあいさつ 着任のごあいさつ

職　　種：介護支援専門員
募集人員：１名
資　　格：�介護支援専門員および普通自動車免許

（ＡＴ限定可）
雇用形態：非常勤職員
　　　　　①フルタイム勤務（８：30～ 17：15）
　　　　　②パート勤務
賃　　金：①基本給178,500円～
　　　　　②時給1,150円～
雇用期間：６か月の試用期間あり　契約更新あり
就業時間：①８：30～ 17：15
　　　　　②半日勤務
　　　　　※８：30～ 17：15の時間内で要相談
休　　日：土、日、祝、年末年始
仕事内容：ケアプランセンターにおける
　　　　　介護支援専門員業務
応募書類：履歴書・資格証明書等

職　　種：訪問介護員(ホームヘルパー )
募集人数：若干名
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：【身体介護】
　　　　　月曜～土曜　1,300円
　　　　　日曜・祝日　1,600円
　　　　　【生活総合】
　　　　　月曜～土曜　1,100円
　　　　　日曜・祝日　1,375円
　　　　　※勤務のシフトについては要相談
雇用期間：６か月　契約更新あり
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
応募書類：履歴書・資格証明書等
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年間の募金活動へのお願い
　神川町社協では、年間４種類の募金を行っております。
　それぞれ、募金活動の趣旨が異なり、募金運動に対する強化月間があります。

強 化 月 間（期間）
募　　金　　名

１世帯当たりの金額

募金活動の目的
募金協力について 神川町での使いみち

５月（通年）
日本赤十字社
会員増強運動

200円

★

〈日本赤十字社〉
•災害救援活動
•救急法等講習の普及
•看護師養成
•献血事業
•赤十字ボランティア活動

•�救急法講習の開催
•�赤十字奉仕団活動への支援
•�炊出し訓練
　（町内土砂災害訓練時、コスモスまつり等）
•�防災備品配備、貸出事業
　（炊き出し釜、カセットコンロ、カセットガス暖房等）
•�火災、災害時の救援物資
　（布団、毛布、生活小物の配布）

８月（通年）
社会福祉協議会

会費

300円

〈神川町社会福祉協議会〉
神川町の皆さまが安心して暮らせる
まちづくり

•�社協だより等　広報誌発行
•�災害ボランティア講習の開催等
•�ボランティア団体の支援
　（補助金の払い出し等）
•�学生向けのボランティア体験の企画�等
•�ひとり暮らし高齢者日帰り旅行

10月（～３月）
赤い羽根共同

募金運動

350円

★

〈共同募金会〉
・社会福祉施設の補修や備品の購入
・地域から孤立をなくすための事業
・ボランティア活動の支援事業
・災害に備えた活動（被災者支援活動）

•�ひとり暮らし高齢者食事会
•�障害者支援事業
•�ふれあいいきいきサロンへの補助金
•�子供向け・困窮者向け食事支援
•�子育てサロンを開催

12月（～３月）
歳末たすけあい

募金運動

200円

〈共同募金会〉
新たな年を迎える時期に支援を必要
とする人たちが安心して暮らせるよ
うに支援する活動

•�見舞金贈呈事業
　（生活に困窮している世帯向け）
•�絵てがみ交流事業
　（学生と一人暮らし高齢者登録者の交流）
•�ふれあいクッキング
　（親子のふれあいの機会を設ける）
•�子供向け・困窮者向け食事支援
•�災害時用保存食の購入
•�災害ボランティアセンター運営訓練

★募金箱設置（神川町社協・神泉総合支所）

•特別会員（2,000円～）
　　　　神川町社協で受付

•法人会員（1口5,000円）
•賛助会員（1口1,000円）
　　　　　　神川町社協で受付

•学校募金
•職域募金
•街頭募金（コスモスまつり）

•篤志募金　　
•個人大口募金　

神川町社協で受付

各世帯からの募金は、区長の皆さ
まに取りまとめてご協力いただい
てます。
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楽しく　気軽に　無理なく　自由に　参加してみませんか？

地域のお茶の間・集いの場

　現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、開催を見合わせております。再開できるときには、
各サロンチラシや連絡がありますので、再開の日を楽しみにしてください♪

地域のサロン　�　字ごとに月1回程度、お昼ご飯をみんなで食べて体操、お茶のみ、おしゃべり、レ
クリエーションなどを行いながら楽しく開催しています。

サロン名 開催日 時間 サロン名 開催日 時間

元阿保サロン 第３木曜 10：00～ サロン第３ 第４火曜 10：00～

原新田サロン 第２月曜 10：00～ 八日市サロン 第４金曜 10：00～

熊野堂サロン 第２水曜 10：00～ 関口サロン 第4木曜 11：00～

貫井サロン 第２土曜 11：00～ 植竹サロン 第２火曜 10：00～

新里サロン 第１金曜 10：00～ 住居野サロン 第２水曜 10：00～

池田サロン 第３木曜 10：00～ 前組サロン 第２火曜 10：00～

中新里サロン 第３木曜 10：00～ 新宿サロン 第３木曜 11：00～

小浜年輪サロン 20日前後 11：00～ サロン神泉 第４金曜 10：00～

子育てサロン　�　毎月1回、第３木曜日の午前中にいこいの郷の大広間を遊び場として開放していま
す。おもちゃを設置して、ママたちもくつろげるような空間を作っています。下記の
ようにイベントも開催しています。親子でお出かけしてみませんか？

開催日 内容 開催日 内容

5月21日㈭ ベビーマッサージ（中止） 10月15日㈭ 手形・足形アート

６月18日㈭ 虫よけアロマスプレー作り（中止） 11月19日㈭ 保湿クリーム

７月16日㈭ 手形・足形アート １月21日㈭ 手形・足形カレンダー

9月17日㈭ ベビーマッサージ ２月18日㈭ ママのためのボディケア

・輪投げ　　　　・的当て　　　・思い出かるた
・かみかわかるた（A4サイズ）
・ミュージックベル　　　・大型オセロゲーム
・スクリーン＆プロジェクター
・DVDプレーヤー　　・ブルーレイプレーヤー
・マイク＆スピーカーセット

～子育てサロンの様子～無料貸し出し物品もあります！
サロン活動等にご活用ください
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神川町社協には、ボランティアセンターがあります。センターの事業をご紹介します。
「ボランティアセンター」ってどんなところなの？

相談
　ボランティアをしたい方、ボ
ランティアをお願いしたい方の
相談に応じて活動の提案を行い
ます。

ボランティア保険
　ボランティアの為の「ボラン
ティア活動保険」をはじめ、地
域福祉事業の保険加入等の手続
きを行っています。

登録・育成・支援
　ボランティアの個人登録、団
体登録を行っています。また、
ボランティアに関する講座、研
修を開催しています。

福祉教育
　小中学校の福祉教育（総合的な
学習の時間）の支援、地域づくり
の支援、資材準備、連絡調整等
を行います。

収集・受付
　ペットボトルキャップ、使用済
み切手、使用済みインクカート
リッジ、寄附物品等を受け付けて、
受入れ先への送付をしています。

助成
　ボランティア団体、
福祉活動協力校等へ助
成を行っています。

の
　新型コロナウイルスの影響で、子ども食堂が
開催できなくなってしまい、みんなで集まれな
いけれど、子ども食堂のように同じごはんを食
べよう！ということで、神川町社協の法人会員
である事業所の協力を得て実施しました。小学
校の協力もいただき、町内４か所の小学校で配
布することができました。
　お弁当屋さんも子ども向けのスペシャルメ
ニューを作ってくださり、お弁当を受取りに来
た親子はニコニコ笑顔で喜んでくださいました。
　休校中の子どもたちの生活は、親にとっても
子どもにとってもなかなか大変な毎日だったと
思います。社協ではそんな毎日に少しでもほっ
とする時間、笑顔が作れる時間を…と考えて支
援を行いました。

お弁当de支援　開催

おうちでボランティア活動
　～ウチカツ！コロナ～

　品薄のマスクを手作りで少しでも支援できな
いかと考え、マスク作りのボランティアを募集
しました。たくさんのボランティアの皆様がマ
スク作りに協力してくださり、４月の中旬にス
タートし、開始１か月で1,000枚を超える手作
りマスクが集まりました。34名の方にマスク作
成、８名の方から材料支援をしていただきまし
た。町外からも支援があり、隣県の渋川市や遠
く離れた花巻市（岩手県）の方からもご協力いた
だきました。
　ここで集まったマスクは、町内の子どもたち、
在宅の高齢者へプレゼントし、受け取った子ども
や高齢者からは感謝の言葉が続々届いています。
　マスク作成ボランティア、
材料支援ボランティアは、６
月末日をもって終了といた
します。
　皆様のご協力に心から感
謝申し上げます♡ 花巻から届いた

マスクと材料のゴム
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各種お知らせ

心配ごと相談
　日時　　毎月第２水曜日
　　　　　13：30～ 16：00
　場所　　いこいの郷
　※�予約制となっておりますので、まずは社協
へご連絡ください。なお、１件のご相談に
つき、１時間程度になります。

生活の困りごと相談…随時受付中
　（生活困窮者自立支援事業）
　経済的な問題、就労に関する問題などのご相
談を受け付け、専門の機関と連携して解決へ向
けて話し合います。

※結婚相談所については、登録者・利用者共に
減少し、埼玉県でも同様の事業が行われている
ため、令和２年３月31日をもって廃止となりま
した。

　高齢者や知的障がい、精神障がいのある方が
地域で安心した生活が送れるように、以下のよ
うなお手伝いをします。

①福祉サービス利用援助
　福祉サービス利用のお手伝いをします。
②日常生活上の手続き援助
　日常の暮らしに必要な事務手続きのお手伝い
をします。
③日常金銭管理
　日常の暮らしに必要なお金の出し入れをお手
伝いをします。
④書類等預かりサービス
　大切な書類などをお預かりします。

　契約するまでのご相談は無料です。
　契約後の生活支援員による援助は料金がかか
ります。詳しくは、神川町社協までお問い合わ
せください。

主に休業された方向け（緊急小口資金）
　緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった
場合に、少額の費用の貸付を行います。
■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等に
より収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計
維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付上限額
　•10万円以内
　　（学校等の休業等の特例20万円以内）
■据置期間
　１年以内
■償還期限
　２年以内
■貸付利子・保証人
　無利子・不要

主に失業された方向け（総合支援資金　生活支援費）
　生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を
行います。
■対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、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
■貸付上限額
　•（２人以上）　月20万円以内
　•（単身）　　　月15万円以内
　貸付期間：原則３月以内
■据置期間
　１年以内
■償還期限
　10年以内
■貸付利子・保証人
　無利子・不要
※原則、自立相談支援事業等による支援を受け
付け、継続的な支援を受けることが要件となり
ます。

※いずれも貸付制度であり、審査があります。給付
とは異なります

社協で行っている相談事業 福祉サービス利用援助事業
～あんしんサポートネット～

神川町社協で取扱中の
新型コロナウイルス感染症の影響による生活支援について
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