※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 ～

第134号
令和元年

7

月

年6回
発行

5月、7月、9月、11月、1月、3月

講
義

必須科目

12月

11月

日

11

２８ ２１

月

月

月

月

月

曜日

講

授業内容

地域デビューはじめの一歩

地域活動について

地域で活動している方の
お話を聞いている様子。
実際の活動について詳しく
お話が聞けたり、
見学もできました。

多 田

田 邉

詳細は４ページへ

担 当

グループごとに意見交換を
しながら講義を聞いている様子。
受講生同士の交流も
深まりました。

ボランティアの基礎的な知識・技術について広く学びます。
「ボランティアについて知りたい」
「ボランティアを始めたい」という方、一緒にはじめの一歩を踏み出しましょう。

義

必須科目 ボランティア活動体験

義 今後の活動について

必須科目 サロン活動見学

講

昨年度（第3期生）
の様子

第4期生
募集

おと な 大 学
ボランティア学科

25 18

開講式・オリエンテーション

月

月

コミュニケーション技法の基本

月

＊
＊

ボランティアグループ活動紹介

月

＊
＊

修学旅行（日帰り）

2

支え合い活動について

９

閉講式

東京通信大学 人間福祉学部 助教
岡田哲郎先生による講議・
グループワーク等

修了証発行のために必要な科目です
日時は別途調整となります

１６

10月

☆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

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/

事業報告

及び

決算報告

『人輝く 思いやりのあるまちづくり』を目指します !!
～共同募金配分金事業～

～受託事業～

■高齢者・障がい者・児童福祉事業

■指定管理者制度

・いきがい作品展（ボランティア見本市として同時開催）
参加15団体・8個人、来場者600名
・ふれあい運動会
参加20団体・7校 参加者480名
・おもちゃ図書館の運営
常設利用者延べ858名、音楽あそび延べ22名
・子育てサロンの開設
年12回 参加者延べ201名
・ボランティア団体助成金の交付
43団体 1,332,600円
・福祉教育推進事業
福祉教育助成金の交付 27校 540,000円
福祉教育・ボランティア体験事業支援 21校
・見守り活動の推進及び研修会の開催
福祉見守り員等 設置状況 215自治会・町内会 827名

・高齢者福祉センターの管理運営
白雲荘、コスモスの家、ひまわり荘
・放課後児童クラブ等の管理運営
屈巣放課後児童クラブ、広田放課後児童クラブ、
共和放課後児童クラブ、共和こども交流の家
・総合福祉センターの管理運営
・吹上福祉活動センターの管理運営

■受託事業

・手話通訳派遣事業（派遣件数1,027件）
・重度心身障害者福祉タクシー事業（利用者453名）
・重度心身障害者自動車燃料費助成事業（利用者1,642名）
・障害者用送迎自動車貸出事業（利用件数149件）
・視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業（派遣件数264件）
・介護保険要介護認定訪問調査事業（調査件数94件）
・介護予防支援事業（利用者延べ93名）
・生活困窮者自立相談支援事業（新規受付件数198件 プラン作成15件）
・福祉サービス利用援助事業
あんしんサポートねっと（県社協受託）
（利用者33名）
・生活支援体制整備事業
鴻巣市支え合い推進会議（3回）
支え合い協議体の開催（3圏域）
・成年後見サポート事業
法人後見事業
法人後見運営委員会（2回）
市民後見人養成講座フォローアップ研修（全4回 受講者22名）

■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
参加24団体 来場者800名

■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
配分 148世帯285名 4,900,000円
・サロン活動の推進と支援
高齢者サロン・会食活動助成金の交付
67サロン・会食会1,597,500円
新規サロン立上げ助成金の交付
4サロン120,000円

～障害者総合支援法による事業～
・居宅介護事業（延べ1,892.25時間）
・重度訪問介護事業（延べ10時間）
・同行援護事業（延べ208.75時間）
・移動支援事業（延べ361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

～介護保険事業～
・居宅介護支援事業（ケアプラン作成 延べ1,390名）
・訪問介護事業（ホームヘルパー派遣 延べ2,739.25時間）
・通所介護事業（おれんじはうす 延べ3,023名）

貸借対照表
産 の 部
科
目
当年度末
91,634,228
流動資産
現金預金
28,673,687
事業未収金
62,960,541
固定資産（基本財産）
3,000,000
基本財産特定預金
3,000,000
固定資産（その他の固定資産） 313,890,929
車輌運搬具
284,741
器具及び備品
9,441,673
権利
152,880
ソフトウエア
153,900
福祉資金貸付金
1,836,000
退職手当積立基金預け金 205,273,217
福祉基金積立資産
56,447,463
介護保険事業積立資産
40,301,055
資産の部合計
408,525,157

（平成31年3月31日現在）

資

（単位

前年度末
65,505,686
30,793,395
34,712,291
3,000,000
3,000,000
363,946,850
646,005
10,092,768
152,880
0
1,975,000
215,382,747
86,440,025
49,257,425
432,452,536

増 減
26,128,542
△ 2,119,708
28,248,250
0
0
△ 50,055,921
△ 361,264
△ 651,095
0
153,900
△ 139,000
△ 10,109,530
△ 29,992,562
△ 8,956,370
△ 23,927,379

科
目
流動負債
事業未払金
職員預り金
固定負債
退職給与引当金
負債の部合計

純
基本金
第一号基本金
その他の積立金
福祉基金積立金
介護保険事業積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年度末
前年度末
60,277,033
36,601,301
55,927,400
32,257,034
4,349,633
4,344,267
205,273,217 215,382,747
205,273,217 215,382,747
265,550,250 251,984,048
資 産 の 部
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
96,748,518 135,697,450
56,447,463
86,440,025
40,301,055
49,257,425
43,226,389
41,771,038
43,226,389
41,771,038
142,974,907 180,468,488
408,525,157 432,452,536

円）

負

現況報告書並びに資金収支計算書及び事業活動計算書等につきましては、
社協ホームページでご覧いただけます。
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増 減
23,675,732
23,670,366
5,366
△ 10,109,530
△ 10,109,530
13,566,202
0
0
△ 38,948,932
△ 29,992,562
△ 8,956,370
1,455,351
1,455,351
△ 37,493,581
△ 23,927,379

平成30年度 鴻巣市社会福祉協議会
鴻巣市社会福祉協議会 地域福祉活動計画 基本理念
～法人運営・収益事業・資金貸付事業～

～地域福祉推進事業～

■法人運営事業

・第３次地域福祉活動計画の策定
地域福祉活動計画策定委員会（4回）
・地域福祉活動計画の推進
地域福祉活動計画推進委員会（1回）
・支部長会議の開催及び支部社協活動の支援
支部長会議の開催（2回）
・地域コーディネーターによる住民福祉活動の推進
地域コーディネーター設置状況（16支部 67名）
・地区懇談会及び支部福祉委員会の開催支援
開催支部社協（16支部）
・小地域福祉活動育成助成金の交付
16支部 6,705,000円
・地域福祉活動参加促進事業助成金の交付
3支部、130,000円
・敬老会事業助成金の交付
16支部 480,000円
・福祉団体助成金（一般枠）の交付
8団体 558,000円
・福祉団体助成金（特別枠）の交付
3事業 360,000円
・食事サービス事業
年6回 延べ6,260名
・配食サービス事業
年10回 延べ337名
・給食配達サービス事業
年24回 延べ115名
・世代間交流「昔あそび交流会」
いきがい作品展・ボランティア見本市同時開催 参加者98名
・被災地応援事業
いきがい作品展・ボランティア見本市においてチャリティ
バザーを実施 熊本地震義援金 36,527円
・手話奉仕員養成講習会（入門）
全21回 受講者17名
・車椅子貸出事業
利用件数231件
・友愛電話（延べ1,465回）
・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施

・理事会、評議員会、監事会、評議員選任・解任委員会の運営
・社協会員募集
個人会費14,763,681円、法人会費1,500,000円
・赤い羽根共同募金
鴻巣市支会として実施（募金総額10,922,628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8,589,717円）
・自動販売機設置による収益事業
25ロケーション34台（4,926,100円）
・ホームページの更新
http://www.konosu-syakyo.or.jp/ 随時更新

■資金貸付事業・援護事業

・福祉資金の貸付（29件 627,000円）
・生活福祉資金の貸付（県社協受託）
（4件
・法外援護事業（10件 3,000円）

972,000円）

～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の発行（12回）
・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（２回）
ボランティアグループ代表者会議（１回 69名）
・ボランティア講座の開催
夏のボランティア体験プログラム（延べ351名）
おとな大学ボランティア学科（全17回 受講者18名）
・ボランティア活動保険等の取り扱い事務
ボランティア活動保険（1,599名）
ボランティア行事用保険（69件）
・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

～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（延べ1,632時間）
・福祉有償運送事業
福祉車両による有償の移送サービス（延べ44時間）

市制施行 ６５周年記念

いきがい作品展＆ボランティア見本市
チャリティーバザー売り上げ報告
去る６月２日（日）に開催をいたしました市制施行65周年記念
“いきがい作品展＆ボランティア見本市in鴻巣”において、被災
地 を応 援 する目 的 で、チャリティーバザーを開 催したところ
36,527円の売り上げがありました。
この売上金は、
埼玉県共同募金会を通じて、
「平成30年北海道
胆振東部地震災害義援金」として送らせていただきます。
皆さま方のご協力に厚く御礼申し上げます。
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おとな大学 ボランティア学科 のご案内
地域の皆さんが持っている豊かな経験や知識、
趣味等を活かしてボランティア活動や地域福祉活動に参加して
みませんか？
“おとな大学”
で多くの人と出会い、
楽しく学んで、
ボランティア活動への一歩を踏み出しましょう！
日 程

全10回

時 間

午前₉時30分 ～ 正午 ※11月25日（月）は、一日を予定しています。

対 象

市内在住のボランティア活動や地域福祉活動に興味・関心のある方。

会 場

鴻巣市総合福祉センター

参加費

２,０００円（資料代）
※別途、修学旅行
（5,000円程度）
の実費負担があります。

  申込方法

※日時の詳細につきましては、表紙をご覧ください。

鴻巣市箕田４２１１－１

ハガキに、次の事項を記入して下記までお申し込みください。
①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤年齢
鴻巣市社会福祉協議会 地域福祉課
〒３６５－００６２ 鴻巣市箕田４２1１－１
9月30日（月）
※受講の可否については、10月7日（月）以降、郵送にてお知らせします。

問合せ

社会福祉協議会 地域福祉課
TEL ０４８－５９７－２１００ FAX　０４８－５９７－２１０２

その他

 師の都合により、日時・場所を変更する場合があります。
講
全日程の２／３（必須項目含む）を受講された方には
修了証をお渡しします。

鴻巣市社
会福祉協
議会
地域福祉
課 行

締 切

おもちゃ図書館企画「夏のワークショップ」
夏休みの期間、おもちゃ図書館では『夏のワークショップ』を下記のとおり行います。
ぜひ、夏の思い出づくりにご参加をお待ちしております!!
日 時：令和元年₈月₂日
（金） 午前10時～正午
場 所：鴻巣市総合福祉センター
対象者：おもちゃ図書館の利用者、市内在住の発達に
心配があるお子さん、障がいのあるお子さん
定 員：各コースとも20人（① ②は10人）
申込み：令和元年₇月３１日（水）までに下記までお申し
込みください。

内 容
Aコース

①木工トントン
1時間目

10時～10時45分

（SL作り）

②革工芸トントン

（キーホルダー作り）
※①または②の選択制

2時間目

11時～11時45分

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜
㈱アサヒコミュニケーションズ
二本木自治会
岩上茂（㈱直徳）
認定こども園エンゼル幼稚園PTA
建設埼玉鴻巣支部
陶鴻会
源川民良

      
音楽遊びルンルン
①木工トントン

※定員になり次第締切りとさせていただきます。

問合せ：社会福祉協議会 地域福祉課
ＴＥＬ 048-597-2100 ＦＡＸ 048-597-2102

Bコース

12,906円
４０，０００円
１０，０００円
２０，０００円
８，０００円
１０，０００円
１０，０００円

音楽遊びルンルン



      

②革工芸トントン

（キーホルダー作り）
※①または②の選択制

平成31年４月21日～令和元年6月20日
（順不同 敬称略）

特定非営利活動法人 日本入れ歯リサイクル協会

１１，５９８円

≪ふれあい運動会へ≫
上尾法人会吹上支部

２０，０００円

≪川里ポプラ館へ≫
倉林正美
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（SL作り）

５，０００円

