※社会福祉協議会は、社協 の愛称で親しまれています。
〜 あなたの身近に役立つ福祉情報 〜
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社会福祉協議会

スタッフ（準職員）募集！！

先輩スタッフが親切に指導しますのでブランクのある方でも安心！ 30 歳～ 50 歳代のスタッフ活躍中
広田学童保育室スタッフ
待 遇：交通費支給 ※詳細は面談にて
対象者：保育士・教員資格をお持ちの方又は、育児経 申込み：７月16日（火）～31日（水）の９：00～17：00まで
験のある方（年齢不問・60歳未満尚可）
に電話連絡の上、履歴書（写真貼付）及び資
募集人員：若干名  時 給：870円
格の写し（資格がある場合）を本会へ提出く
採用方法：書類選考及び面接（試験日は別途連絡）
ださい。（郵送可）
勤 務：13：15～19：15
あて先：鴻巣市社会福祉協議会総務課
月曜～土曜の間で週３日程度
及び 〒365-0062鴻巣市箕田4211番地1
（祝祭日除く。児童の夏休み等の期間中は７：45から19：15までの間で1日７時間程度）
問合せ TEL 048-597-2100 FAX 048-597-2102

８月３日（土）・24日（土）にサマースクールを開催します！！
夏休み中、障がいがある子どもたちとボランティアがレクリェーションなどを一緒に楽しみながら、お互
いに理解や関心を深めます。夏の楽しい思い出を作りましょう。

ォーラム
孤立防止フォ

地

合
いで孤立防
え
支
の
域
止

少子高齢化の急速な進展や、単身世帯
や二人世帯の増加等により、家庭の生活
福祉問題を解決する力が低下している一方
で、プライバシーを重視する風潮により地
域での助け合いの機能が急速に失われて
おり、
「社会的孤立」が問題となっています。
本フォーラムでは地域の誰もが安心して
暮らせる、「社会的孤立のない地域づくり」
を考えます。
■講

とき

8 月21日

13時30分〜16時
開場：12時30分

会場 クレアこうのす 大ホール

ところ：総合福祉センター
内 容：３日（土）工作、体操、紙芝居 24日（土）調理実習、昔あそび
【参 加 者】時 間：10:00～15:00  定 員/20名
参加費：各500円（工作・調理実習などの費用）
持ち物：３日（土）昼食（お弁当申込み可）24日（土）エプロン、三角巾（バンダナ）、マスク
申込み：７月26日までに来館し、窓口で個人票を記入の上、お申込みください。
【ボﾗﾝﾃｨｱ】時 間：９:00～16:00
持ち物：３日（土）昼食 24日（土）エプロン、三角巾（バンダナ）、マスク
申込み：７月30日（火）までに電話またはFAX
【共 通 事 項】服 装：両日とも動きやすい服装でお越しください。（更衣室あり）
問合せ：社会福祉協議会 TEL 048-597-2100 FAX 048-597-2102

福祉有償運送事業

医療機関や在宅福祉サービスを利用する際に、福祉車両で送迎を行うサービスです。総合福祉センター、
吹上福祉活動センターから片道30キロ以内でご利用できます。（会員として登録していただきます。）

■実践報告

入場
無料

○北新宿第２町内会長 水上 勝 氏（鴻巣市）
○NPO法人彩の子ネットワーク代表理事 鈴木玲子 氏（上尾市）
○ふれあいいきいきサロン「笑って楽しいお茶飲み会」代表 城谷美佐子 氏（伊奈町）
●主 催 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 社会福祉法人鴻巣市社会福祉協議会
●申込み ８月9日（金）
までに鴻巣市社会福祉協議会へ。
（TEL 048-597-2100／ FAX 048-597-2102）
☆社協だよりは､「社会福祉協議会会費」及び「赤い羽根共同募金」を活用し、自治会のご協力により配布されています｡

発行

社会福祉法人

【ドライバー会員】
地域福祉に理解と関心があり、運転歴３年
以上の健康な方
※講習の受講が必要です。
活動費：１時間あたり700円を
    お支払いします。

【利用会員】
公共の交通機関の利用が困難で、常時車いすの利用
が必要な方、もしくは下肢・体幹に重度の障がいが
あり、歩行が困難な方
料金：予め運行券１時間700円と燃料券１㎞10円を購
入してください。

「第22回

講 師：文京学院大学人間学部人間福祉学科准教授 中島 修 氏

募集中！

問合せ：社会福祉協議会 ＴＥＬ048-597-2100   吹上地域福祉センター ＴＥＬ048-548-6664

演

「社会的孤立の状況と孤立を防止する支援」

利用会員・ドライバー会員

鴻巣市社会福祉協議会

〒365‐0062 鴻巣市箕田4211番地１（鴻巣市総合福祉センター内）TEL 048‐597‐2100 FAX 048‐597‐2102
ホームページ http://www.konosu-syakyo.or.jp/

ザ・たいよう市」を開催します！！

吹上福祉活動センター１階にある、障害福祉サービス事業所「吹上太陽の家」に通う利用者が、心を込
めて製作した自主製品などを販売します。
ゲームコーナーやバルーンアート、無料の喫茶コーナーもありますので、お気軽に遊びに来てください。
と き：平成２５年７月２８日（日）10：00～12：00  
ところ：吹上福祉活動センター
内 容：クッキー・陶器（花器・小鉢・小皿など）・手すきハガキなど自主製品の販売、バザー、喫茶コーナーなど
問合せ：吹上太陽の家 ＴＥＬ048-549-2288／FAX048-549-2289

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜
志村一夫
源川民良
飯塚歌謡クラブ 飯塚かよ
吹上社交ダンス愛好連盟
鴻巣ロータリークラブ
ほり美容室
オルゴールのからくり玩具館
小林英二
㈲石川電気
鴻巣敬神会露商組合
（県央イベント協会）

６,000円
10,000円
22,547円
15,000円
74,246円
10,000円

平成25年₄月20日～平成25年₆月1９日

㈻鴻ノ巣学園
エンゼル幼稚園PTA
20,000円
編物サークル
５,000円
吹上ロータリークラブ
34,326円
陶鴻会
６,800円
スーパーD’ステーション
鴻巣店
500,000円
10,000円
≪ふれあい運動会≫
10,000円
（公社）上尾法人会
100,000円
10,000円 吹上支部

（順不同 敬称略）

≪あしたば第一作業所≫
鴻巣ライオンズクラブ
冷蔵庫
キタオカ製パン
菓子パン多数
≪あしたば第二作業所≫
小新井正宏
20,000円
鴻巣ライオンズクラブ
冷蔵庫
≪川里ポプラ館≫
ジャパンフリトレー㈱ 袋菓子多数

ボランティア見本市の東日本大震災チャリティバザー収益金 46,320 円は、新地町社会福祉協議会（福島県）に
全額寄付いたしました。ご協力ありがとうございました。
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平成 ２4 年度

鴻巣市社会福祉協議会

～主に会費・寄付金収入 19,７０７ 千円 ５．２％ を財源として実施した事業～
■地域福祉推進事業

・地域福祉活動計画の推進（地域福祉活動計画推進委員会の開催）
・小地域福祉活動の推進（小地域福祉活動育成助成金の交付）
・福祉団体の助成
・敬老会事業の助成
・地域福祉事業の助成
・地区懇談会の開催支援
・支部社協活動の充実（鴻巣地域に1支部社協、川里地域に３支部
社協が設立）
・地域コーディネーターによる住民福祉活動の推進支援
（地域コーディネーターの活動支援を目的に研修会を実施）
・見守り活動の推進
・サロン活動の推進（高齢者サロン活動を行う団体への助成金交付
及び新規サロンの立ち上げ支援）
・食事サービス事業（高齢者を対象とした食事・配食サービス）
・友愛電話（孤独感の解消を目的としたボランティアによるひとり
暮らし高齢者への電話による友愛訪問）
・市主催総合防災訓練への参加
・世代間交流スポーツ大会（親子スキーの開催）
・被災地応援事業（復興応援バスツアーを２回開催）
・手話奉仕員養成講習会

～主に共同募金配分金収入 15,６２９ 千円 4.1% を
財源として実施した事業～
■共同募金配分金事業

①高齢者及び障がい福祉事業
・いきがい作品展・ボランティア見本市・ミニ商店街
・ふれあい運動会（障がい者や高齢者の社会参加とボランティ
ア活動の発展を目的に開催）
・サマースクール（障がい児とボランティアの交流等を目的に開催）
・「障がい者週間」記念のつどい（障がい者やボランティア、市
民が交流・親睦を深め、障がい理解を図ることを目的に開催）
②児童福祉事業
・おもちゃ図書館（障がい児の心身の発達と社会性の向上及び
保護者に交流の場を提供することを目的に常設）
・子育てサロンの開設（子育て中の方を対象に交流と情報交換
の場を提供することを目的に開催）
③福祉啓発事業
・社協だよりの発行（奇数月、年６回発行）
・ふれあい広場（福祉団体やボランティア団体等による福祉啓
発を目的に開催）
④歳末たすけあい配分金事業
・地域歳末たすけあい事業（援護金等の配分）
■相談事業

■ボランティア活動普及事業

・ボランティア広報活動（ボランティアセンターだよ
りを毎月１回発行）
・ボランティア推進会議（ボランティアセンター運営委
員会、ボランティアグループ代表者会議の開催）
・ボランティア講座の開催
・ボランティア活動保険等の取り扱い事務
・ボランティア活動支援（ボランティア相談、ボラン
ティア見本市、ボランティア資機材の貸出）
・ボランティア団体活動助成（４５団体に対し助成金の交付）
・福祉教育推進事業（小学校・中学校・高等学校を福
祉協力校として助成金を交付）
■在宅福祉援助サービス事業

・地域支え合い事業「思いやりの輪」
（有償の家事援助
サービスの実施）
・福祉有償運送事業（福祉車両による移送サービスの
実施）

会計単位・経理区分間
繰入金収入
29,371千円 7.7%

事業報告

及び

～法人運営・収益事業・資金貸付事業等～
・自動販売機設置による収益事業
（21箇所。2,706,545円）
・ホームページの更新（www.konosu-syakyo.or.jp）

■法人運営事業

・理事会、評議員会、監事会の運営
・社協会員募集
（個人会費15,180,446円、法人会費1,637,000円）
・赤い羽根共同募金
（鴻巣市支会として実施。募金総額11,759,786円）
・地域歳末たすけあい募金
（鴻巣市支会として実施。募金総額9,362,640円）

■資金貸付事業・援護事業

・福祉資金の貸付
・生活福祉資金の貸付（県社協事業）
・法外援護事業

～主に介護保険法及び障害者自立支援法による報酬 92,５６３ 千円 ２４.２% を財源に実施した事業～
■障害者自立支援法によるサービス

■介護保険事業

・居宅介護事業
延3,733.75時間
・重度訪問介護事業 延491.5時間
・移動支援事業
延389時間
・同行援護事業
延114時間
・障害者支援施設管理運営事業（あしたば第一作業所、
あしたば第二作業所、吹上太陽の家、川里ポプラ館）

・居宅介護支援事業（ケアプラン作成 延1,772名利用）
・訪問介護事業（ホームヘルパー派遣 延5,720.5時間派遣）
・おれんじはうす（通所介護事業） （延3,142名利用）

～主に鴻巣市等からの指定管理料及び業務委託料 １４５,０６６ 千円 38.０% を財源として実施した事業～
■受託事業

その他
578千円 0.1%

補助金収入
71,851千円 18.8%

①指定管理者制度
・高齢者福祉センター管理運営事業（白雲荘、コスモスの家、
ひまわり荘）
・学童保育室等管理運営事業（屈巣学童保育室、広田学童
保育室、共和学童保育室及び共和こども交流の家）
・総合福祉センター・吹上福祉活動センター管理運営事業

一般会計貸借対照表
資
科

一般会計収入
382,120千円

目

流動資産

事業・償還金収入
7,355千円 1.9%

・心配ごと相談所の開設（日常生活上のあらゆる相談に応じ、
問題解決を図る手助けを目的に開設）

産

の

②受託事業
・手話通訳派遣事業
・重度心身障害者福祉タクシー事業
・重度心身障害者自動車燃料費助成事業
・障害者用送迎自動車貸出事業
・視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業
・介護保険要介護認定訪問調査事業
・介護予防支援事業
・福祉サービス利用援助事業（県社協より受託）
  （あんしんサポートねっと）

（平成２５年₃月３１日現在）

部

負

当年度末

前年度末

増

128,227,644

133,981,607

減

科

目

（単位

債

の

部

当年度末

△ 5,753,963 流動負債

円）

前年度末

増

減

42,757,465

34,773,665

預貯金

83,807,110

95,237,490 △ 11,430,380

未払金

39,713,425

30,614,244

9,099,181

未収金・仮払金

29,420,534

38,744,117

預り金

3,044,040

4,159,421

△ 1,115,381

その他の流動資産

15,000,000

0

固定資産（基本財産）
基本財産特定預金

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

169,593,667
169,593,667

162,364,187
162,364,187

7,229,480
7,229,480

197,137,852

15,213,280

294,124,508

280,228,689

車輌運搬具

1,453,063

2,910,118

器具及び備品

5,714,696

6,475,233

ソフトウェア

2

2

152,880

152,880

福祉資金貸付金

2,183,000

2,034,000

149,000

退職共済預け金

169,593,667

162,364,187

福祉基金積立預金
介護保険事業積立預金

106,324,243
8,702,957

106,292,269
0

8,702,957

純資産の部合計

213,001,020

220,072,444

△ 7,071,424

425,352,152

417,210,296

8,141,856

負債及び純資産の部合計

425,352,152

417,210,296

8,141,856

固定資産（その他の固定資産）

※前年度繰越金は収入に含んでおりません

決算報告

権利

資産の部合計

△ 9,323,583

15,000,000 固定負債
退職給与引当金
0
0

負債の部合計

212,351,132
純

13,895,819
△ 1,457,055 基本金
基本金
△ 760,537

資

産

の

7,983,800

部

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0
0

0 その他の積立金

115,027,200

106,292,269

8,734,931

0

106,324,243

106,292,269

31,974

8,702,957

0

8,702,957

福祉基金積立金
介護保険事業積立金

7,229,480 次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額
31,974

94,973,820
94,973,820

110,780,175 △ 15,806,355
110,780,175 △ 15,806,355

※退職共済預け金及び退職給与引当金の金額は累計金額となります。

鴻巣市社会福祉協議会 地域福祉活動計画 基本理念
3

『人輝く

思いやりのあるまちづくり』を目指します！
2

