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令和４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）

4月 5月：日本赤十字社会員募集強化月間 6月

・心配ごと相談  １３日（水）
・無料法律相談 １８日（月）
・子育てサロン ２１日（木）
・介護支援ボランティアポイント交換
　（4月～5月末まで）

・監査会 １０日（火）
・心配ごと相談 １１日（水）
・子育てサロン
（ママのためのボディケア） １９日（木）
・理事会 ２５日（水）

・社協だより発行 1日（水）
・心配ごと相談 ８日（水）
・子育てサロン １６日（木）
・定時評議員会 ２０日（月）

7月 8月：社協会員募集強化月間 9月

・心配ごと相談  １３日（水）
・子育てサロン
（虫除けアロマスプレー作り）２１日（木）
・夏休みボランティア体験プログラム

・心配ごと相談 １０日（水）
・子育てサロン １８日（木）
・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（木）
・無料法律相談 １２日（月）
・心配ごと相談   １４日（水）
・子育てサロン
（ママのためのボディケア） １５日（木）
・金婚式祝い贈呈事業

10月：赤い羽根共同募金 11月 12月：地域歳末たすけあい募金

・心配ごと相談 １２日（水）
・子育てサロン ２０日（木）
・介護支援ボランティアポイント交換
　（10月～11月末まで）

・心配ごと相談   ９日（水）
・子育てサロン １７日（木）

・社協だより発行 1日（木）
・心配ごと相談 １４日（水）
・子育てサロン
　（保湿クリーム作り） １５日（木）

1月 2月 3月

・心配ごと相談 １１日（水）
・無料法律相談 １６日（月）
・子育てサロン １９日（木）

・心配ごと相談   ８日（水）
・子育てサロン
（ママのためのボディケア） １６日（木）

・社協だより発行   1日（水）
・心配ごと相談   ８日（水）
・子育てサロン １６日（木）
・理事会
・評議員会

・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
・食料支援事業
・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

・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
・介護支援ボランティア
・貸出事業
　 福祉車両、車いす、レクリエーショング
ッズ等

☆ホームページの運営

【生活に困りごとを
抱えた人への支援】

【ボランティア関連事業】

【広報活動】
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在宅福祉サービス事業

令和４年度　予算

居宅介護支援事業

障害福祉サービス事業

訪問介護事業

【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 1,562 法 人 運 営 事 業 18,929

寄 附 金 収 入 91 地 域 福 祉 活 動 事 業 1,823

経 常 経 費 補 助 金 収 入 22,227 ボランティアセンター事業 2,150

受 託 金 収 入 1,439 共 同 募 金 配 分 金 事 業 2,060

貸 付 事 業 収 入 200 生活福祉資金・福祉資金貸付事業 485

事 業 収 入 135 居 宅 介 護 事 業 4,170

介 護 保 険 事 業 収 入 14,358 訪 問 介 護 事 業 12,682

障害福祉サービス等事業収入 2,523 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 2,388

受 取 利 息 配 当 金 収 入 2 固 定 資 産 取 得 支 出 0

そ の 他 の 収 入 54 そ の 他 の 活 動 支 出 6,870

基本金積立資金取崩収入 1,000 予 備 費 230

繰 入 金 収 入 4,775 当 期 末 支 払 資 金 残 高 8,779

前 期 未 支 払 資 金 残 高 12,200 合　　　計 60,566

合　　　計 60,566

・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
るようにお手伝いさせていただきます。

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
サービスを実施します。

・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。

※支援の様子を６ページに掲載しています。
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募金・会費のお願い
神川町社協は皆さまからの募金や、会費が活動資金源となっています。
ご協力、よろしくお願いします。

各世帯からの募金や
会費は、区長の皆さまに
取りまとめ等、ご協力を
いただいています。

強　化　月　間
募　　金　　名

１世帯当たりの金額

募金活動の目的
神川町社協での使いみち

個人としての募金協力について

５月
日本赤十字
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

特別会員2,000円～
　　　　　　受付：神川町社協

・災害が発生した時の義援金取りまとめ業務

・救急法訓練、避難所運営訓練等講習の開催

・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
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
まちづくりのために役立てます。

・法人会費1口5,000円～
・賛助会費1口1,000円～

　　　　　　　　受付：神川町社協

・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

10月
赤い羽根共同
募金運動

350円

〈共同募金会〉

身近な地域をよくするために役立てます
・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）

・学校募金（町内の学校の協力）
・職域募金（企業・施設等の協力）
・街頭募金（コスモス祭り）

・ひとり暮らし高齢者交流事業

・障害者支援事業

・ふれあいいきいきサロンへの補助金

・子ども食事支援事業

・子育てサロン開催

・ささえあい事業

12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
する活動です

・篤志募金　　
・個人大口募金

　　　　　　　受付：神川町社協

・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（町民とひとり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）

・子ども向け・困窮者向け支援

・災害時要支援者に対する保存食の配備

・災害ボランティアセンター運営訓練の開催
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　高齢者や障がい者、子育て中の親子だけではなく、地域の誰もが、楽しく、気軽に参加できる「地域のお
茶の間」です。歩いて行ける身近な場所で、昼食や喫茶をしながらレクリエーションやゲーム、健康体操、
おしゃべりなどを自由に無理なく楽しめるところです。
　神川町では14か所でサロンが開催されています。

① 仲間づくり、生きがいづくり 
たくさんの仲間と出会い、交流し、相談したり、悩みを共有したりすることで、仲間との支え合いの
輪が広がります。また、近所に知り合いができることで、日頃の生活のなかでも交流が生まれます。 

② 孤立、閉じこもりの防止 
近くに集う場があれば、気軽に出かけることができます。そして、様々な人と交流することで、孤立
感が軽減され楽しみができます。 

③ 身近なボランティア活動 
サロンへの協力は高齢者の笑顔や、こどもの成長と出会うことのできる身近な地域のボランティア活
動です。 

④ 災害時に活かされます 
地域で顔見知りが増えると、災害時の声かけなど、地域の防災力向上に役立ちます。 

⑤ 地域の福祉力を高めます 
呼びかけやサロンでの会話から、日頃の心配ごとや地域の福祉課題を発見し、解決のために関係者・
機関と協力するなど、地域の福祉力向上につながります。

コロナの影響で開催が中止になっているサロンもあります。
※曜日や時間は変更になる場合があります。

サロン一覧

みんなで体操をした
り、歌を歌ったり、
楽しい時間を過ごさ
れていました♪

地区 開催日 開始時間
池田サロン 第３木 10時
植竹サロン 第２火 10時
植竹第3サロン 第４火 10時
神泉サロン 第４金 10時
熊野堂サロン 第２水 10時
新宿サロン 第３木 11時
住居野サロン 不定期 10時
関口サロン 第４木 11時
中新里サロン 第２水 10時
新里サロン 第１金 10時
原新田サロン 第２月 11時
前組サロン 第４日 10時
元阿保サロン 第３木 10時
八日市サロン 予定表 10時

サ ロ ン 紹 介

植竹第３サロン

植竹第3サロンに
行ってきました！



こんなお悩み、ありませんか??
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夏休みボランティア
体験プログラム

予告編

災害時協力体制協定を締結しました
　令和4年2月に、児玉郡市4市町（本庄市・上里
町・神川町・美里町）社会福祉協議会と公益社団
法人こだま青年会議所との間で、「災害時等にお
ける協力体制に関する協定」を締結し、4月27日
にこだま青年会議所理事長と各市町社会福祉協議
会会長との5者で懇談会を開催しました。
　この協定は、災害時における社会福祉協議会の
「災害ボランティアセンター活動」に対して、青
年会議所と連携して、人材、資機材などの面で、
迅速かつ効果的な支援体制ができるようにするほ
か、平時から相互事業を通じて、より一層の連携
体制を構築していくことを目的としています。

　今年度も、夏休みを活用した、ボランティア体験
プログラムを現在計画しています。内容としては…
　●車いすで体験活動
　●コスモスで花いっぱい活動
　●うちわで元気をお届け隊
　●ミュージックベル体験
　●災害時に身を守るために
　●だれでも楽しめるボッチャ体験
　●施設でボランティア体験活動
　などです。（内容は変更となる場合があります。）
　詳細は7月にチラシを各小中学校に配布、社協の
ホームページ、回覧などでお知らせします。この夏、
ボランティア活動をはじめてみませんか？

社協と共に活動してくださる方を募集しています！
名　称 日程 場所 内容

子育てサロン
サポーター

毎月第3木曜
9:30～ 12:30

いこいの郷
子育てサロンのお手伝い
（おもちゃの用意、イベントの補助など）

裁縫ボランティア 不定期 主に自宅
リユース事業で預かっている衣類の簡単な補修
（ウエストゴムの交換、名前刺繍を取るなど）

災害ボランティア 不定期
災害発生時に、神川町災害ボランティアセンターでの運
営補助。平常時に支援者の登録をしていただきます。

介護支援
ボランティア

不定期
町内各所
（サロン等）

65歳以上の方がボランティア登録できます。町内のサ
ロン活動の補助、施設でのボランティアなどがあります。

福祉教育
サポーター

不定期
町内小中学校
など

車いす体験等小中学校で行う、福祉に関する体験学習
の補助、見守りをしていただきます。

活動についてもっと詳しく知りたい方、活動してくださる方は社協までご連絡ください。
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左から上里町社協会長、神川町社協会長、こだま青年
会議所理事長、本庄市社協会長、美里町社協会長



　神川町社会福祉協議会事務局長を拝命しました町
田誠です。この重責に身の引き締まる思いです。
　さて、現在の地域社会が抱える問題は多様化し、
またそれぞれが複雑に絡み合っています。これらの
諸問題に丁寧にまたスピーディーに対応し、皆さま
から親しまれる社協を目指したいと思っています。
それには地域のみなさんのご協力が必要です。何卒、
お力添えをお願いいたします。

　この度、3月31日をもちまして、神川町社会福
祉協議会事務局長の職を退任いたしました。
　令和2年4月からの在任期間中は新型コロナウイ
ルス感染症の拡大や少子・高齢社会の進行で、地域
社会を取り巻く環境は大きく変化し、高齢者の孤立
や経済的困窮など、地域における生活課題は深刻化
しています。このような状況下で「誰もが安心して
暮らすことができる町づくり」の実現のため、微力
ながら職務に取り組んで参りました。町民の皆さま
をはじめ、社会福祉関係者やボランティアの皆さま
のご支援・ご協力に対して、心から感謝とお礼を申
し上げます。
　最後になりましたが、神川町社会福祉協議会のさ
らなる発展と充実を祈念いたしまして、退任の挨拶
とさせていただいます。

　元気な高齢者等のボランティアが、普段の生活でのちょっとした困りごとや支援が必要なときに、身近
な手助けで暮らしを応援する事業です。

利用できる方（利用会員）
・神川町に在住する支援が必要な65歳以上の方
・障がいのある方
・病気や出産などで一時的に支援が必要な方　

サービス内容
・簡単な調理や、部屋の掃除、話し相手等簡易なサービス

利用について
サービス提供時間　　平日9時から5時まで
利 用 料   　1時間500円
商工会が発行する地域商品券で協力会員に謝礼をします。

協力会員募集中！
　支え合いサービスに協力して頂ける方を募集しています。謝礼としてサービス提供時間1時間につき
地域商品券1枚（額面500円）を受け取ることができます。
　商品券は町内21店舗で利用できます。

問合せ
神川町社協　☎0495-74-1188

着任のご挨拶
事務局長　町田　誠

神川町みんなで支えあいサービス事業

退任のご挨拶
前事務局長　齋藤　彰仁

８

各種お知らせ

お問い合わせは神川町社協まで　☎0495－74－1188
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