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よくある質問
Q、なぜ、目標額や目安額があるの？
A、共同募金は寄付金が集まってから使い道を決める
募金ではありません。募金を行う前に民間福祉施設
や団体から助成要望を受付け、この助成要望額に対
してどれくらいの募金が集まれば支援できるかとい
う助成計画をたてます。この助成計画に基づき算出
したのが目標額や目安額です。
　　しかし、この助成計画は、共同募金会が立てた目
標ですので、寄付する際には寄付者の皆さまのご判
断でご協力いただきたいと思います。

※埼玉県共同募金会ホームページより抜粋

２

　昨年12月、各行政区をはじめ多くの皆さまのご協力のもと、歳末たすけあい募金運動
を実施し、1,115,983円の募金が寄せられました。
　皆さまの温かいお気持ちに深く感謝し、お礼申し上げます。
戸別募金	 合計　８７１，４００円
新 宿 ３４，０００ 元 阿 保 ５６，２００
池 田 ４９，０００ 八 日 市 ７０，０００
二 ノ 宮 ４１，６００ 原 新 田 ２３，０００
新 里 ６０，４００ 熊 野 堂 ３３，４００
前 組 ２９，６００ 元 原 ３０，０００
中 新 里 ２２，０００ 渡 瀬 本 町 ２８，０００
小 浜 ２３，４００ 渡 瀬 仲 町 １６，４００
貫 井 ８，８００ 渡 瀬 上 町 ４５，６００
植 竹 １４８，６００ 下 阿 久 原 ３７，８００
肥 土 ２５，２００ 上 阿 久 原 １８，２００
関 口 ４５，８００ 矢 納 ８，８００
四 軒 在 家 １５，６００
篤志募金	 合計　２３２，０００円
大 光 普 照 寺 １００，０００ 龍 宝 寺 ２７，０００
普 門 寺 ５０，０００ 石 重 寺 ２０，０００
長 慶 寺 ３５，０００
大口募金	 合計　１２，５８３円
埴輪陶芸友の会 １，０００ 個人募金・募金箱 １１，５８３

令和
3年度 歳末たすけあい募金運動のご報告

心 の密は絶やさない。
共同募金



３

　小さな子から大人まで、たくさんの方に絵手紙を書いて頂き、社協に登録されているひとり暮らし高齢者の

皆さまに送付しました。素敵な絵手紙がたくさん集まりました。一部ご紹介いたします。

・新型コロナウイルスの影響で特例貸付を受けた世帯へ

　年越用の食糧（そば・もちなど）を支援し、生活

を応援しました。

皆さまにご協力いただきました歳末たすけあい募金は、
「歳末たすけあい募金配分委員会」で検討し、

今年度は次のように活用させていただきました。心よりお礼申し上げます。

見舞金贈呈

絵てがみ交流

一人暮らし高齢者交流

食糧支援

　民生委員の皆さまの協力を得て、次のように贈呈

しました。

①就学援助を受けている世帯へ　

　　　　18世帯78人 414,000円

②生計中心者が病気・失業等で支援が必要な世帯へ

　　　　5世帯14人 92,000円

③75歳以上の高齢者のみの低所得世帯

　　　　6世帯10人 90,000円

　　　　合計　29世帯　102人　

　　　　総額　596,000円贈呈　

　昼食会やふれあいの旅を開催することがまだ難し

いため、今年もお手紙を送りました。1回目は入浴剤、

2回目は神川町赤十字奉仕団の皆さまに作っていただ

いた防災用スリッパ入れを一緒に送りました。

　お返事もたくさんいただけて、皆さまが元気に過

ごされていることを確認できました。



法律相談
年3回：要予約

弁護士が相続、遺言、債務整理、離婚など
法律に関するご相談をお受けします。

介護相談
随時

　　在宅での介護に関するご相談を
　　お受けします。

経済的な相談
随時

（来所相談をご希望の場合は要事前連絡）

生活にお困りの方のお話を伺い
その方にあった支援を行います。

生活困窮者自立支援（生活支援・就労支援）
セーフティネット（現物給付）
食糧支援（現物給付）
福祉資金貸付　　　　など

経済的な相談、権利擁護相談、介護相談につ
いては、事前にご連絡を頂けるとお待たせせ
ずにお話をおうかがいすることができます。

権利擁護相談
随時

（来所相談をご希望の場合は要事前連絡）

判断能力が不十分な方へ、福祉サービス
の利用援助や、金銭管理等に関する支援
のご相談をお受けします。
　※詳細は5ページ

４

・東日本大震災義援金 ９，０７３円
・平成２８年熊本地震災害義援金 ８，３８５円
・平成２９年７月５日からの大雨災害義援金 ３，２５５円
・令和元年台風第１９号災害義援金 ２２，１９５円
・令和２年７月豪雨災害義援金　 ４８，５３８円
・福島県沖地震災害義援金 １２８円
・令和３年７月大雨災害義援金 ８６，０７５円
・令和３年台風第９号等大雨災害義援金 ２，０３３円

　　　　　　合　　計 １７９，６８２円　

毎月第２水曜日
13時30分～16時
同時開催：予約可

義援金の
ご報告

あたたかいご支援
ありがとうございます。

毎月第２水曜日

社協の相談事業のご案内

心配ごと相談
「誰に相談していいのか」、「ど
こに相談していいのか」
日常生活の困りごとや悩みごと
の相談をお受けします。

行政相談
行政などへの苦情や意見、要望
をお受けします。幅広い行政分
野の相談に対応しています。

人権相談
家庭内の問題、いじめ・体罰に
関する問題など日常生活におけ
るさまざまな人権問題に関する
相談をお受けします。



暮らしに必要なお金の管
理や支払いがうまくいか
なくて困ったなぁ…

電気料金の支払や家に届く郵便
物をどう処理したらいいのか、
相談に乗ってほしいわ。

一人暮らしだから、生活費や
福祉サービスのことをだれか
に相談したいなぁ。

通帳や印鑑をしまった場
所をすぐ忘れちゃって、　
困っているの…

　認知症や障害等により、日常生活を送るうえで様々な判断をする能力が低下してきたとき、住み
慣れた地域で生活が送れるように支援する制度があります。
　その一つが「福祉サービス利用援助事業」です。埼玉県では安心した生活を支援する意味をこめ
て、「あんしんサポートねっと（通称あんサポ）」と名付けられています。生活の上で、下の例のよ
うな困りごとはありませんか？　ご本人からの相談はもちろんのこと、ご家族、民生委員さん、ケ
アマネジャーさんなど支援者の方からのご相談も受け付けています。お気軽にご相談ください。

福祉サービス利用援助事業

の利用のながれ
相談は無料です。

契約後は利用料が発生します。
（生活保護世帯を除く）

ご相談者は、ご本人で
もご家族、身近な支援
者など、どなたでも受
け付けます。

相談
ご本人との契約に基づい
て、支援員が定期的に訪
問して、必要に応じたお
手伝いをします。

サービス
開始

神川町社協の担当職
員がお宅を訪問し、
困りごとや生活状況
などを伺います。
プライバシーに配慮
し、秘密は必ず守り
ます。

訪問

お手伝いの内容を支
援計画として同意し
ていただければ、ご
本人と契約を結びま
す。

契約

ご本人のご希望を伺いながら、
職員がお手伝いの内容（支援計
画）を作成します。

支援計画
作成

住み慣れた神川町で

安心した生活を続けるために

社協がお手伝いできること

５

ご存知ですか？

福祉サービス利用援助事業

？

？？

？



訪問型や通所型の介護やリハビリに関するサービス、介護ベッドや車いすなどの
福祉用具のレンタル、手すりの取り付けなどの住宅改修、施設への入所など、さ
まざまなサービスが一部負担で利用できます。（※上限額あり）

　介護や支援が必要になったと思ったら、役場の保険健康課の窓口や地域包括
支援センターに相談しましょう。もちろん社協のケアプランセンターにご相談
いただいてもご案内します。

●認定調査…心身の状況を調べるために、本人や家族から聞き取り調査をします。
●主治医の意見書…医師から介護を必要とする原因疾患などについての記載をうけます。
　　　　　　　　　　　　　　　↓
●一次判定…調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。
　　　　　　　　　　　　　　　↓
●二次判定（介護認定審査会）… 一次判定結果および訪問調査の結果と医師の意見書を

もとに、保健、医療、福祉の専門家で審査します。

●非該当
介護予防事業を利用
できます。

●要支援１～２
介護予防サービスを
利用できます。

●要介護１～５
介護サービスを
利用できます。

役場の保険健康課で申請してください。

申請に必要なものは・介護保険 要介護認定・要支援認定申請書（窓口に備え付けがあります）
・窓口にお越しになる方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
・介護認定を受ける方の介護保険被保険者証
※申請書には主治医の氏名等をご記入いただく欄があります。ご確認をお願いします。
※ 軽度な方でデイサービスとヘルパーのみを利用する場合は、介護の認定を受けないで利用できる場
合があります。

（※神川町ホームページより）

介護サービスを利用するためには、
町へ要介護認定を申請して

「介護や支援が必要な状態である」
と認定される必要があります！

社協の在宅福祉サービス
～しっておきたい介護保険の巻～

介護保険でなにができるの？？

どうやったら使える？？
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～しっておきたい介護保険の巻～～しっておきたい介護保険の巻～

①窓口に相談します！ 

③調査と審査が行われます！

④認定結果が届きます！

②要介護認定の申請をします！



特定感染症重点プランを新設し、
新型コロナウイルス感染症への補償を拡充します
　従来のプランでは、補償開始日から10日以内に発病した
特定感染症については、補償の対象となりませんでしたが、
特定感染症プランでは補償の対象となります。

基本プラン 天災・地震補償
プラン

【新設】
特定感染症
重点プラン

ケガの
補償

死亡保険金 1,040万円
後遺障害保険金 1,040万円（限度額）
入院保険金日額 6,500円
手術
保険金

入院中の手術 65,000円
外来の手術 32,500円

通院保険金日額 4,000円
特定感染症 補償開始日から10日以内は

補償対象外（＊） 初日から補償
地震・噴火・津波
による死傷 × ○ ○

賠償の
補償

賠償責任保険金
（対人・対物共通） ５億円（限度額）
年間保険料 350円 500円 550円

詳細については、神川町社協にお問い合わせください。

【寄付金】
　　リズム＆なわとびクラブ様 30,000円
　　大光普照寺　百田成良様 10,000円
　　埼玉土建　神川分会様 2,600円
　　匿名希望（２０ごはんへ） 10,000円
　　埼玉県北明るい社会づくりの会様 3,000円
　　匿名希望 10,000円
　　匿名希望（２０ごはんへ） 10,000円
　　その他 30,247円
義援金については、Ｐ４に掲載しています。
※「２０ごはん」は子ども食堂の名称です。

【食材（困窮者向け、子ども食堂含む）】
　　朝日工業グループ様、明治安田生命様
　　町内の有志の方

【物品】　紙おむつ、雑巾、ポケットティッシュ

活動場所から

●自宅：おうちでできる活動

●学校：リサイクル活動、交流活動、福祉教育活動など

●職場：ペットボトルキャップ・使用済み切手・インクカート
リッジ等の回収、フードドライブ開催など

●地域：近隣の見守り活動、サロン活動、まちづくりなど

●施設：高齢者施設、障害者施設で入所者との直接的なふ
れあいや環境整備などの間接的な活動

できるときに、できることを
はじめてみませんか？

ボランティア活動の見つけ方
　ボランティア活動には様々なものがあります。皆さ
んがすでに行っていることも、ボランティア活動の一
つかもしれません。この春、何かはじめてみませんか？

　令和4年度「ボランティア活動保険」
改定のお知らせ

寄付・支援のお礼　
（受付順）

活動分野から

●福祉：見守り活動、訪問活動、福祉教育の普及など

●教育：レクリエーション活動、スポーツ支援、子ども食堂、学習支援など

●生活：リサイクル活動、清掃活動、子育て支援、環境保護など

●収集：書き損じはがきの収集、使用済み切手、ペットボトルキャップ集めなど

●防災・災害： 被災者への救援活動、被災地での復興支援、平時における防災・
啓発活動など

●国際：通訳活動、日本在住外国人への相談・支援、異文化交流など

活動内容から

●自ら動いて行う活動（アクティブタイプ）
　自分の特技、知識、技術、アイデアなどを活用する

●物を介して参加する活動（リユース・リサイクルタイプ）
　ペットボトルキャップ集め、使用済み切手集め、リユース事業、

　フードパントリーなどへの物資提供

●お金で活動を支援する（ドネーションタイプ）
　義援金、支援金、寄付金、募金など

【新設】
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法律相談会
～法テラス熊谷協力～

無料

８

各種お知らせ

【日　程】４月18日（月）
【時　間】13時30分から16時
【場　所】総合福祉センターいこいの郷
【内　容】相続、遺言、財産管理、債務整理、

成年後見、離婚など
　　　　　（１人30分の個別相談）
【費　用】無料
【定　員】10名（予約制・先着順）
【申込み】４月13日（水）までに電話で法テラ

ス熊谷へ事前予約をしてください。
その際は「４月18日の神川町法律
相談です。」とお伝えください。

　　　　●法テラス熊谷☎050-3383-5380
【その他】個人情報は、相談の目的以外には使

用しません

　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、厚くお礼を申し上げます。
　この度、２月21日に開催された理事会を経て、本会の会長に就任させていただ
くことになりました。
　微力ではございますが、会長の大役を誠心誠意つとめて参りたいと考えておりま
すので、ご指導ご鞭撻を賜りますよう心より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いる状況にあります。
　特に、コロナ禍で希薄になってしまった地域コミュニティの醸成をはじめ、少子
高齢化問題や子どもの貧困や虐待、ひきこもりや生活困窮など、身近で深刻な問題
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強く感じております。
　このような問題の解決を図るため、この地域を共に創っていく「地域共生社会」
の実現に向け、町民の皆様や関係諸団体との協働により、丁寧に取り組んで参りた
いと考えておりますので、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。

　未就学のお子さんが遊べる、気軽にママたちが集え
る場所の提供をしています。
　手形や足形、寝相アート、助産師の先生を呼んでベ
ビーマッサージやママケアなど、たくさんのイベント
もあります。
　こそだてサロンは毎月第3木曜日に開催予定です。
お気軽におこしください

開催日：第3木曜日10時から12時
会　場：神川町総合福祉センター
　　　　いこいの郷

４月21日 遊び場開放

５月19日 遊び場開放・ママのためのボディケア

６月16日 遊び場開放

７月21日 遊び場開放・虫よけアロマスプレー作り

８月18日 遊び場開放

９月15日 遊び場開放・ママのためのボディケア

10月20日 遊び場開放

11月17日 遊び場開放

12月15日 遊び場開放・保湿クリーム作り

１月19日 遊び場開放

２月16日 遊び場開放・ママのためのボディケア

３月16日 遊び場開放

会長就任のごあいさつ

会長

櫻澤　晃

こそだてサロン開催中

募集人数：若干名
応募資格： 普通自動車免許と次の①～③のうち

のいずれかの資格を有する方
　①訪問介護員養成研修1級または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

訪問介護員（ホームヘルパー）を
募集しています！！


