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令和元年度　事業報告

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）
　合計　1,547,900円
③広報啓発活動
　社協だより年4回発行・ホームページ随時更新

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　4件
②神川町福祉資金貸付事業　　貸付件数　1件

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　10件
　ボランティア活動保険加入者　435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　359㎏
　�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310,549円
　寄付物品（切手・はがき）　2件
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　155名
　ボランティアノート　ポイント達成　　　２名
　共学支援講座　　　　　　　　　参加者数５名
③福祉教育の推進
　福祉体験学習支援　　　　　　町内小学校2校
　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校1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

７．在宅福祉サービス事業
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　472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

　　　　　　　　　　　　　　　　3,160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

　　　　　　　　　　　　　　241人　1,913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
　　　　　　　　　　　　　　�108人　705回

２．地域福祉活動事業
①地域支え合いの仕組み推進事業
　利用時間　146時間
②介護支援ボランティア事業
　活動登録者総数　110人
③日常生活自立支援事業
　契約件数　1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　17件
　（内　自立支援事業との連携５件）
⑤食料支援事業・リユース事業
　協力件数79件・支援件数32件
⑥彩の国あんしんセーフティネット事業
　支援実施　２件
⑦結婚相談事業
　婚活イベント　1回開催
⑧心配ごと相談事業
　相談件数　　　　　10件
⑨金婚祝い写真贈呈事業
　写真贈呈夫婦　　　14組
⑩貸出事業　
　車いす福祉車輌等　55件
⑪ひとり暮らし高齢者ふれあいの旅
　水上方面　27名参加

３．共同募金配分金事業
①赤い羽根共同募金　　　合計1,582,477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16か所
　障害者支援　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　7回開催
③地域歳末たすけあい募金活動　合計1,052,000円
　歳末たすけあい募金配分金事業
　　歳末見舞金事業　24世帯77人
　　絵手紙交流事業　小学生10名参加
　　　　　　　　　　高齢者100名に送付
　　親子ふれあいクッキング　親子7組参加
　　ひとり暮らし高齢者昼食会開催
　　�災害ボランティアセンター整備事業　災害
食、備品購入

　　子ども向け食堂　3回開催

６．日赤会員増強運動
活動資金実績金額　921,500円
炊き出し訓練、講習会の開催

2



令和元年度　決算報告

新役員のご紹介

【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 1,547,900 地域福祉活動事業 26,903,678

寄附金収入 321,424 法人運営 21,033,793

県補助金収入 511,000 地域福祉活動事業 2,443,144

町補助金収入 18,258,000 共同募金配分金事業 1,891,640

助成金収入 384,000 生活福祉資金・福祉資金貸付事業 59,591

共同募金配分金事業 1,820,400 ボランティアセンター事業 1,475,510

受託金収入 931,000 在宅福祉活動事業 42,716,157

貸付事業収入 45,000 居宅介護事業 5,017,609

事業収入 107,070 訪問介護事業 14,350,434

介護保険事業収入 28,267,955 デイサービス事業 21,496,335

障害福祉サービス等事業収入 1,912,690 障害福祉サービス事業 1,851,779

受取利息配当金収入 15,791

その他の収入 369,550 施設整備等支出 207,950

その他の活動収入 20,718,485 その他の活動支出 3,226,411

前期未支払資金残高 26,096,473 当期末支払資金残高 28,252,542

合　　　計 101,306,738 合　　　計 101,306,738

理事
選出団体 氏　名

区長会 木村　　豊
民生・児童委員協議会 加藤　　惠

監事
選出団体 氏　名

民生・児童委員協議会 内海ハル子

評議員
選出団体 氏　名

区長会 中野　辰夫
区長会 原　　　剛
民生・児童委員協議会 小島　勇一
民生・児童委員協議会 栗原　和夫
赤十字奉仕団 髙澤　千鶴

よろしくお願いします。

※敬称略・順不同
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神川町社協では、被災地への義援金の受付や義援金のお知らせを行っております

　５月を強化月間として行われた、日本赤十字社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・献血事業・いのちを守る講習等の普及・推進に役立てられて
います。
　引き続き、社協内に募金箱を設置しておりますのでご協力をお願いいたします。

単位：円

戸別募金（大字ごと） 合計　　　840,800円
新宿 34,000 植竹 99,000 元原 30,000
池田 46,200 肥土 25,400 渡瀬本町 28,000
二ノ宮 41,600 関口 35,000 渡瀬仲町 16,400
新里 60,200 四軒在家 16,000 渡瀬上町 46,000
前組 29,400 元阿保 56,600 下阿久原 39,200
中新里 21,000 八日市 87,000 上阿久原 18,400
小浜 25,600 原新田 33,800 矢納 10,000
貫井 8,600 熊野堂 33,400
団体募金 合計　　　  69,500円
神川町赤十字奉仕団 69,500
令和２年度ご協力金額 合計　　　910,300円

令和２年度　日本赤十字社会員増強運動のご報告

【義援金のご報告】
　（令和２年８月31日現在までの合計）

●平成30年北海道胆振東部地震災害	 5,513円

●平成30年７月豪雨災害	 8,905円

●令和元年８月豪雨災害	 7,224円

●令和元年台風第15号千葉県災害	 7,219円

●令和２年７月豪雨災害	 115,000円

【現在受付中の義援金】
・東日本大震災

・熊本地震

・平成29年７月５日からの大雨災害

・平成30年７月豪雨災害

・令和元年８月豪雨災害

・令和元年台風19号災害

★令和２年７月豪雨災害

義援金箱は、社協に常設しています。各受付期間は、社協ＨＰをご確認ください。

4



赤い羽根共同募金運動強化月間
令和２年10月１日～ 10月31日

　赤い羽根共同募金は、地域ごとの使いみちや集める額を事前に定めて、募金を募る『計
画募金』です。今年度の目標金額は120万円になっています。
　ご協力いただいた募金の70％が神川町で使われ、残りの30％は、県内の広域的な課題
を解決するために使われます。ご協力よろしくお願いします。

神川町での使いみち

高齢者 ひとり暮らし
高齢者昼食会 交流を深め、抱える悩みなどの情報交換の場として実施

地　域
ふれあいサロン 孤立防止や介護予防など地域のつながりを深める場として実施

子ども食堂支援 子ども食堂を運営するボランティア団体への支援

障害者 障害者支援 障害福祉施設利用者に対する支援を目的とした支援品を支給

子ども 子育て支援 安心して子育てができる地域作りを目的とした子育てサロンの
開催

　神川町のキャラクター�「神じいとなっちゃん」
と赤い羽根がコラボしたイラスト入り、コット
ンバッグを用意しました。

500円以上の募金に協力いただいた場合、
バッグ１個を進呈いたします。

募金受付窓口：神川町社協
募金受付時間：８時30分～ 17時15分

　　　　　　無くなり次第終了させて頂きます。

☆募金箱設置☆ ☆神川町オリジナル募金グッズ☆

限定50個

どんな募
金？

（設置期間10月1日～ 10月31日）

　今年は、コロナウイルス感染拡大を防ぐため、
子どもたちによる街頭募金が実施できません。
代わりに子どもたちが手作りした募金箱を下記
施設に設置します。

•神川町役場　　•神泉総合支所
•中央公民館　　•ふれあいセンター
•神川町社協
※社協の募金箱は常設しています。　

カラー：黒
サイズ：A4

ご協
力お願いします。

5



神川町社協では一緒に働くスタッフを募集しています。
まずはお問合せください。

１．職　種：介護支援専門員
募集人員：１名
応募資格：�介護支援専門員および普通自動車免許
雇用形態と賃金：
　　　　　①�フルタイム勤務（８：30～ 17：15）
　　　　　　基本給178,500円～
　　　　　②パート　半日勤務
　　　　　　時給1,150円～

２．職　種：訪問介護員(ホームヘルパー )
募集人数：若干名
資�　　格：普通自動車免許と次の①～③のうちいずれか
　　　　　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

10月１日に国勢調査が実施されます
　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人を対象とする国の最も基本的な統計調査です。国内の人口
や世帯の実態を明らかにするため、５年ごとに行われています。
　新型コロナウイルス感染防止のため、回答は簡単便利なインターネットがおすすめです。
　インターネット回答が難しい場合は、調査票（紙）を使って郵送してください。ご協力をお願いします。
問合せ：埼玉県統計課　☎048-830-2314

❖寄附のお礼❖
ご協力ありがとうございます。
金銭
　埼玉県退職公務員連盟児玉支部様

…57,742円
　平成25年度神川中学校卒業生

有志の皆様…38,376円
　埼玉土建　神川分会様…5,500円
　埼玉県北明るい社会づくりの会様

…3,000円
　匿名希望…30,000円
　匿名希望…10,000円（子ども食堂へ）

品物
　匿名希望…マスク50枚入り25箱
　坂田好夫様…おむつ
　大塚勝美様…マスク200枚
　�埼玉県老人福祉施設協議会

…マスク（手作り・不織布）

地域就職相談会　本庄会場
本庄市周辺の福祉施設が集まる就職相談会を開催します。
無資格・未経験で働ける職場もありますので、ぜひこの機会にご参加ください。

日　時：令和２年11月11日㈬　12：00～ 15：30
場　所：本庄市文化会館２階第２～４会議室
時　間：12：00～ 13：00　第１部
　　　　13：15～ 14：15　第２部
　　　　14：30～ 15：30　第３部
参加費：無料　
完全予約制：ホームページまたはお電話
問合せ：社会福祉法人　埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター
　　　　☎048-833-8033（月曜日～金曜日　10：00～ 17：00　祝日を除く）
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の

　コロナの感染防止の都合上、今年は1日のみ
の施設ボランティア体験でしたが、10名の参加
者があり、町内の障害者施設、高齢者施設、児
童施設にて活動しました。参加した生徒からは、
「また体験したい！」「もっと前から参加すれば良
かった」との感想がありました。

今年度受け入れにご協力いただいた施設
　神川フロンティア様、結いの心様、
　丹荘学童保育所様、青柳学童保育所様
　　　　　　ご協力ありがとうございました。

　今年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、例年よりもプログラム数を減らしての開催とな
りました。また、大人数が集まってのイベントはで
きないため、少数でのイベント、おうちでできるプ
ログラムを企画しました。夏休みも短くなってしま
いましたが、積極的にボランティア活動に参加して
いただいた皆さんに感謝いたします。

　自宅でもできる活動として、うちわの絵付け
を企画しました。絵付け用の紙を配布して、各々
が自由に絵を描いてくれました。保育園児から
大学生と幅広い年齢の子どもが参加してくれま
した。
　出来上がったうちわは、町内の高齢者施設へ
プレゼントします。カラフルで、すてきなうち
わがたくさん集まりました。

施設ボランティア

2020　彩の国ボランティア
体験プログラム実施状況報告

うちわづくり

ボッチャ体験会

マスクのお礼状について

　８月５日にパラリンピックの競技であるボッ
チャの体験会を行いました。ボッチャは小さな
子どもから高齢者、障害者、だれもが活躍でき
るスポーツです。今回は、ルールを簡単にして
小中学生５名と楽しく体験しました。
　参加した子どもから、「またやりたい！」との
感想もあり、継続して開催していこうかと検討
中です。

　神川中学校の全校生徒1人ひとりから、手作
りマスクのお礼状が届きました。子どもたちは
コロナの影響で今までのふつうの生活と違う環
境となり、不安な中、地域のボランティアの方々
が自分たちのことを気にかけ、一つひとつ手作
りをしてもらったことに大変感謝していました。

夏ボラ
夏ボラ

夏ボラ
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お問い合わせは神川町社協まで　☎0495－74－1188

　

各種お知らせ

　3月から子ども食堂が休止となり、その代替としてお弁当de支援を行いました。4月・５月は社協
の法人会員である事業所に、６月～８月は神川町商工会の会員事業所にお世話になりました。
　コロナの影響で、小中学校が急遽休みになって家庭の負担が増加したことに対する支援と、緊急事態
宣言に伴う町内事業所の応援の意を込めて実施しました。
　各事業所が子ども向けにスペシャルメニューを提供してくださり、参加者の親子も毎回楽しみにして
くれました。

ご協力いただいた事業所様
　ボッパーズ様、菊鮨様、ありの実様、フォンテ・ディ・ディーオ様、
　ペンションウエンテラー様、Ｃｏｏｋｉｎｇ山田様、五郎丸様　

　　　　７事業所（順不同）

お弁当de支援を行いました

　町内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開催しています。
　昼食会や旅行の開催時にご案内を送付させて
いただきますので、ぜひご登録ください。

対象となる方
•65歳以上の方
•ご自分で歩ける、ご自分でお食事がとれる方
•同一敷地内にご家族がいない方
•おおむね一人で食事をとっている方
　（すべての項目に該当することが必要です）

　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45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

申込期限：９月30日㈬
撮影期間：10月中旬から撮影開始予定

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
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