※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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夏休みの期間を活用して、 新たな発見 をしてみませんか？皆さんのご参加をお待ちしております。
【プログラム一覧】 日時について午前は10 時～午前11時45分、午後は1時30 分～午後3 時15分です。
プログラム

内容

障がい者施設へ季節の飾りを贈ろう
古切手で社会貢献
障がい者スポーツを体験しよう
高齢者疑似体験で学ぼう

№

・障がい者施設の紹介
・折り紙で飾り制作
・ボランティアグループ活動紹介
・使用済み切手の整理
・ボッチャ体験
・高齢者疑似体験
・車いす体験

日時

対象

定員

小学生以上

各25名

小学生以上

各25名

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

7/25午後
7/26午前
8/ 5午後
8/22午後
8/ 9午後
8/10午前
8/24午前
8/19午後

中学生以上
小・中学生のみ

⑨

8/23午前

中学生以上

【共通事項 】
◆場
所：鴻巣市総合福祉センター
◆服
装：動きやすく汚れてもよいもの
◆持 ち 物：筆記用具、飲料水、タオル、№①～④ハサミ
◆申 込 み：電話・FAXもしくは、社協ホームページから
申込みはコチラ
お申し込みください。申込み時に、
「参加者の氏名」
「住所」
「連絡先」
「希望する№①～⑨のいずれか一つ」を伝言。
なお、各回とも定員に達した時点で受付を終了します。
◆問 合 せ：社会福祉協議会（鴻巣市ボランティアセンター）
TEL 048-597-2100 FAX 048-597-2102

小・中学生のみ

各12名
各20名

第１弾
ボランティア
ン
ー
グリ

福祉見守り員の研修会を開催しました

（福祉見守り員・福祉委員・福祉推進員）

「いきがい作品展&ボランティア見本市in鴻巣」
を開催しました

今回の研修会は、分散した形式ではありまし
たが、三年ぶりに集合形式で開催。研修会を通
じて見守り活動の必要性や理解に繋がりました。
これからも、地
域で安心した生活
を続けられるよう
に、ご協力をよろ
しくお願いいたし
ます！

昨年度に続き、展示方式での開催。いきがい作品展
は、思いが込められた作品が大好評！ボランティア見本
市は、活動に参加してみたい！等の声がありました。
出店された個人や団体の
皆さま、ご来場の皆さま、
また、風船の飾り付にご協力
いただきました バルーン
アート夢ふうせん の皆さま、
ありがとうございました。

表紙に関するお問合せは ▶ 地域福祉課 地域福祉グループ

TEL048-597-2100

FAX048-597-2102

☆社協だよりは､「社会福祉協議会会費」及び「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 https://konosu-syakyo.or.jp

社協ホームページはこちらから

• 障害者用送迎自動車貸出事業 利用件数 144件
• 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業 派遣 261件

～障害者総合支援法による事業～

• 障害者支援施設管理運営事業

延745時間

• 介護保険要介護認定訪問調査事業 調査件数 103件
• 介護予防支援事業 利用者 延134名
• 生活困窮者自立相談支援事業 新規受付件数 356件

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

プラン作成 11件

～受託事業～

• 家計改善支援事業 新規受付件数 3件 プラン作成 2件
• 福祉サービス利用援助事業/あんしんサポートねっと

■指定管理者制度
• 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
•
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 1,542件
• 重度心身障害者自動車燃料費助成事業 利用者 1,732名

貸借対照表
資
科

目

流動資産

産

の

（県社協受託） 利用者 37名

• 生活支援体制整備事業

鴻巣市支え合い推進会議 2回
支え合い協議体(8圏域）の開催 2回（内1回文書開催）
• 成年後見サポート事業
法人後見事業の推進
（後見類型１件、補佐類型1件、補助類型1件）
市民後見人講座フォローアップ研修の開催
• シニアボランティアポイント事業
受入施設9施設（活動実績4施設）登録者 107名

（令和4年3月31日現在）

部

（単位
負

当年度末

前年度末

111,994,442

153,003,412 △ 41,008,970 流動負債

増減

科

目

債

の

円）

部

当年度末

前年度末

増減

35,484,576

79,938,215 △ 44,453,639
75,969,510 △ 44,052,915

現金預金

70,562,695

73,913,283

△ 3,350,588

事業未払金

31,916,595

事業未収金

41,431,747

79,090,129 △ 37,658,382

職員預り金

3,567,981

3,968,705

△ 400,724

211,108,190

200,420,030

10,688,160

211,108,190

200,420,030

10,688,160

246,592,766

280,358,245 △ 33,765,479

固定負債
固定資産（基本財産）
定期預金
固定資産（その他の固定資産）

3,000,000

3,000,000

0

3,000,000

3,000,000

0

290,779,995

277,866,993

12,913,002

7

7

4,815,723

4,647,951

152,880

152,880

車輌運搬具
器具及び備品
権利

介護保険事業積立資産
資産の部合計

56,458,765

15,614,099
405,774,437

13,449,198

0

3,000,000

0
2,166,029

福祉基金積立金

56,459,893

56,458,765

1,128

介護保険事業積立金

15,614,099

13,449,198

2,164,901

10,688,160 次期繰越活動増減差額

84,107,679

80,604,197

3,503,482

4,515,403

13,548,893

△ 9,033,490

159,181,671

153,512,160

5,669,511

405,774,437

433,870,405 △ 28,095,968

△ 32,400

56,459,893

3,000,000
69,907,963

△ 196,559

福祉基金積立資産

部

3,000,000

89,100
1,685,000

の

72,073,992

964,062
200,420,030

産

3,000,000

第一号基本金

56,700
1,805,000

資

その他の積立金

767,503
211,108,190

純

167,772

建築付属設備
退職手当積立基金預け金

負債の部合計

0 基本金

ソフトウエア
福祉資金貸付金

退職給付引当金

120,000
1,128 （うち当期活動増減差額）
2,164,901

純資産の部合計

433,870,405 △ 28,095,968 負債及び純資産の部合計

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。

令和４年度春の緑綬褒章を受章された「ともだち文庫」の紹介
ともだち文庫は、1980年に設立。図書館から遠い地域の子どもたちにも
本に触れ、本を読む喜びや楽しさを伝えたいとの想いから始めた活動で、
今では地域の子どもたちの成長を見守る大切な場所になっています。
コロナ禍には、子どもたちの安全を考えしばらく活動を休止していまし
た。休止中には蔵書の手入れや新書を購入するなど再開の準備を続け、今
年６月から感染防止対策を施し活動を再開しました。初日には、地域の子
どもたちや親子が訪れ、楽しい時間が戻っていました。これからも、多く
の子どもたちに本の楽しさが伝わることを期待しています。
●活動場所：宮前本田集会所

●活動日：第１・３月曜日

午後２時から５時

※緑綬褒章…長年にわたり社会に奉仕する活動（ボランティア活動）に従事し、顕著な実績を挙げた方に授与されるものです。
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令和3年度

鴻巣市社会福祉協議会事業報告 及び 決算報告

基本理念『人輝く

思いやりのあるまちづくり』
（協議会地域福祉活動計画）
第 3 次鴻巣市社会福祉

～法人運営・収益事業・資金貸付事業～

～共同募金配分金事業～

■法人運営事業
• 理事会、評議員会、監事会、評議員選任・解任委員会の運営
• 自主財源の増強
· 社協会員募集
個人会費14,346,844円 法人会費1,365,000円
· 赤い羽根共同募金 鴻巣市支会として実施
募金総額10,791,508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8,407,018円
· 自動販売機設置による収益事業
28ロケーション37台 4,301,066円
• ホームページの更新
https://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 20件 451,000円
• 生活福祉資金の貸付（特例貸付）※県社協受託
緊急小口資金 265件 51,600,000円
総合支援資金 313件 224,950,000円
総合支援資金延長貸付 90件 47,850,000円
総合支援資金再貸付 462件 239,800,000円
• 法外援護事業 3件 900円

■高齢者・障がい者・児童福祉事業
• いきがい作品展 ボランティア見本市と同時開催（展示方式）
• ふれあい運動会 中止
• ボランティア団体活動助成金の交付 33団体 956,960円
• 福祉教育推進事業
福祉教育・ボランティア体験学習推進事業助成金の
交付 27校 540,000円
福祉教育・ボランティア体験事業支援 10校
• 見守り活動の推進及び研修会の開催
福祉見守り員の設置 216自治会・町内会 846名
各種見守り活動研修会 2回（資料送付）
■福祉啓発事業
• 社協だよりの発行 年6回（奇数月）発行
• ふれあい広場 イベントは中止し、啓発用不織布マスクを配布
■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
133世帯 270名 4,570,000円
• サロン活動の推進と支援
高齢者サロン活動・会食活動助成金の交付
49サロン・会食会 940,700円

～地域福祉推進事業～

～在宅福祉援助サービス事業～

• 地域福祉活動計画の推進（推進委員会開催１回）
• 支部長会議の開催及び支部社協活動の支援

• 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1,309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24.5時間

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 71名
• 地区懇談会、支部福祉委員会、福祉研修会等の開催支援
開催支部社協 11支部
• 小地域福祉活動育成助成金の交付 16支部 6,536,800円
• 地域福祉活動参加促進事業助成金の交付
２支部 80,000円
• 支部社協活動経費の助成 16支部 480,000円
• 福祉団体助成金の交付 ４団体 438,000円
３事業 360,000円
• 食事サービス事業（鴻巣地域）通年 延6,638名
• 配食サービス事業（吹上地域）年６回 延123名
• 給食配達サービス事業（川里地域）年17回 延258名
• 世代間交流「昔あそび交流会」中止
• 被災地応援事業 未実施
• 手話奉仕員養成講座（入門）全21回 受講者15名
• 車椅子貸出事業 利用件数 119件
• 友愛電話 延1,299回
• 災害ボランティアセンター
災害対応マニュアルの見直し、資材整備を実施
• おもちゃ図書館の運営
常設利用者 延257名、夏のイベント中止、冬のイベント延12名
• 子育てサロンの開設 参加者 延37名
• 功労者表彰 高額寄付者13名、社会福祉功績者８名

～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 4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(内１回資料送付)
ボランティアグループ代表者会議 １回(資料送付)
• 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（ 1メニュー）実施
おとな大学ボランティア学科フォローアップ講座（２回）実施
• 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 1,232名
ボランティア行事用保険 40件
• ボランティア活動支援
ボランティア相談168件、ボランティア資機材の貸出
ボランティア見本市 いきがい作品展と同時開催
（展示方式）

～介護保険事業～

• 居宅介護支援事業（ケアプラン作成 延1,112名）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部事業を中止しました。
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社会福祉協議会スタッフ（準職員）募集！
社会福祉協議会では、市内の事業所で一緒に働く仲間を募集しています。ご応募をお待ちしています。
募集施設・業務内容等

募集

勤務時間

時給

介護支援専門員

ケアプラン作成・相談業務等

１名 月～金の週5日 午前８時30分～午後５時15分の7.75時間 1,310円

広田放課後児童クラブ

下校後の小学生の見守り・支援 １名 月～土の週3日 午後１時15分～午後７時の5～6時間程度

980円

詳細はコチラ

※放課後児童クラブの土曜日、夏休み等の長期休業期間は、午前７時30分～午後７時の間で７時間程度の勤務時間です。
応 募／電話連絡（月～金の午前９時～午後５時）の上、履歴書（写真添付）・資格の写しを提出ください（郵送可）。
その他／交通費支給、勤務時間により社会保険・雇用保険に加入します。
採用予定日等の詳細については、後日実施する面談にて調整させていただきます。
問合せ／福祉事業課 TEL 048-578-8707 FAX 048-578-8708
※募集の詳細については、右記のQRコード又は、社協ホームページ・掲示板よりご覧ください。

～夏の思い出作りをしませんか～
おもちゃ図書館企画『夏のワークショップ』
（月）
◆日 時：令和4 年 8月8日
午前１０ 時～１１時３０ 分
◆場 所：鴻巣市総合福祉センター
◆対象者：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と保護者
◆内 容：革工芸
◆費 用：ひとり3００円

高齢者サロン助成金事業

◆定 員：親子で１０組
※定員になり次第締め切ります
（水）～29日
（金）
◆受付期間：７月20日
◆申込み：電話もしくは FAX で
◆問合せ： 地域福祉課 地域福祉グループ
TEL 048-597-2100
FAX 048-597-2102

革のキーホルダー

～身近な場所につどう、サロン活動を応援します！～

サロンとは参加者同士の語らい、自分たちが自主的に内容や時間を決め、活動していく「身近な地域のつ
どいの場」です。社会福祉協議会では、サロンが身近な地域で開催され、いつでも気軽につどえるように応
援しています。
◆対象サロン：市内を活動場所として、高齢者などが参加し年間１回以上の活動をしていること
◆対 象 経 費：折り紙、コピー用紙等の消耗品や保険代など
◆助 成 額：一人ひと月 １００円（参加者・協力者の双方が対象になります）
◆問 合 せ：地域福祉課 地域福祉グループ TEL 048-597-2100 FAX 048-597-2102

生活困窮者自立相談支援センター
おひとりで悩まずにご相談ください。生活上の悩み、経済的な困りごと、就労に関することなど無料で相談
できます。なるべく早い段階でご相談いただくことが、早期解決への第一歩につながります。
◆日 時：午前９時～午後４時 （土・日、祝日、年末年始を除く）
◆場 所：鴻巣市総合福祉センター
◆申込み：電話もしくはFAXによる事前予約制
◆問合せ：地域福祉課 権利擁護・生活困窮支援グループ TEL 048-597-2100

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜
倉林 正美
西村 智明
鴻巣水曜ロータリークラブ
岩上 茂（(株)直徳）
鴻巣ライオンズクラブ

10,000円
14,243円
50,000円
20,000円
50,000円

FAX 048- 597- 2102

令和４年４月21日～令和４年６月20日
（順不同 敬称略）

栗原 昌子
30,000円
鴻巣敬神会露商組合 吹上ポピー祭り協力会 5,000円
躑躅森 喜代治
22,792円
匿名
42,800円
匿名
14,656円
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