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(1) ふれあい・いきいきサロン活動の推進 

 

(2) 有償家事援助サービス事業（桜ふれあいサービス） 

内 容 サービスの種類 令和 2年度実績  

地域で安心して暮ら

せるように、住民の皆さ

んの参加と協力を得て、

日常生活を送る上で必

要な家事を有償で行う

もの。 

 掃除、洗濯、食事の支

度、買い物、話し相手、

保育（送迎含む） 

利用料 時間 700円～ 

利用会員         0人 

協力会員     0人 

活動日数     0日 

活動時間     0時間 

事業費     792円 

 

(3) 福祉機器・テントの貸出事業 

内 容 利用について 令和 2年度実績 

在宅（市内）で利

用を希望される方

に、車椅子、介護用

ベッド、テントを貸

し出すもの。 

電動ベッド 利用料 1,000円／月 

＊「要支援 1・2、要介護 1」の方、 

 介護保険外の方が対象。 

手動ベッド、車椅子、テント   無料 

＊ベッドの搬入・搬出費については、

別途費用がかかります。 

電動ベッド 利用者       25人 

手動ベッド 利用者       24人 

車椅子 長期継続者       153人 

短期利用者（3箇月以内） 44人 

テント 利用団体         なし 

事業費 424,468円 

           

 

 

目 的 内 容 令和 2年度実績 

 

ともに支え合う地域

社会を目指すため、地域

のみなさんの交流の場

を作ることを推進する

もの。 

 サロン活動を支援するもの。 

（年額 3 万円を限度額に、予算の

範囲内で活動助成金を交付） 

 

サロン活動助成事業 

 市内 23サロンへ助成 

    高齢者   21件 

    幼児     1件 

    障がい者   1件 

事業費 634,200円 

 活発なサロン活動を推進する

ためﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用具の貸し出しを

行うもの。 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用具貸し出し件数 

           2件 

 

 サロン活動の活性化を目指し、

ふれあい・いきいきサロン代表者

会議を開催。 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止

のため中止 

 

地域の福祉活動に関すること 

https://4.bp.blogspot.com/-Mf0op56F1Mo/XBRfECoef0I/AAAAAAABQ2E/JnqK60KZ_scqJEjjvGdOGPYyywC3Z9nMwCLcBGAs/s800/job_kaji_daikou_woman.png
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(4) 車椅子同乗車輌貸出事業（地域福祉基金補助事業） 

内 容 利用について 令和 2年度実績  

在宅で、車椅子を使用しな

ければ外出が困難な方に、車

椅子のまま乗降できる軽自

動車を貸し出すもの。 

事前登録必要 

貸出期間 3日以内 

利用料   150円（10㎞あたり） 

＊燃料代として 

登録者数    26人 

利用回数    52回 

事業費 253,565円 

 

 

 

 

 

(1) 敬老会（市との共催） 

目 的 内 容 令和 2年度実績 
 

多年にわたって社会に貢

献されてきた高齢者に感謝

し長寿を祝うもの 

市内の 75 歳以上の

方をアスカル幸手に

お招きし、アトラクシ

ョンを楽しんでいた

だくもの。 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大

防止のため中止 

 

(2) 金婚祝品の贈呈 

目 的 内 容 令和 2年度実績  

結婚 50 年を迎えたご夫

婦を祝うもの。 

 申請されたご夫婦

に、心ばかりの祝品を

お贈りするもの。 

記念品進呈  55組 

(ペアマグカップ)  

事業費   231,770円 

 

(3) ふれあいバスの旅事業 

内 容 令和 2年度実績 

  

 
ひとりでお住まいの

65 歳以上の方を対象

に、日帰りバス旅行を

実施し、交流する機会

を設けて、孤立防止を

図るもの。 

参加費 3,000円 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の

ため中止 

 

 

高齢の方、障がいのある方に関すること 
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(4) ふれあい食事会の開催（手をつなぐ会の開催） 

共催：幸手ボランティアグループ 

目 的 内 容 令和 2年度実績  

70 歳以上でひとり暮

らしをしている方と、

昼食や会話を通じ親睦

を図るもの。 

年 3回 

市内公共施設を利用 

軽い体操、歌、踊りなど 

費用 無料 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡

大防止のため中止 

 

(5) 配食サービス事業 

内 容 令和 2年度実績  

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり暮らしの高齢者や

障がいのある方等で外出

や調理が難しい方に、ボラ

ンティアが手作りのお弁当

をお届けするもの。 

月 2回 

第 2・第 4木曜日 

（8月、12月第 4週、 

1月第 2週は除く） 

ボランティアが自宅まで直接

手渡しでお届けするもの。 

実施回数 18回 

(4・5月は新型ｺﾛﾅｳｨ

ﾙｽ感染拡大防止の

ため中止) 

対象者 18人  

事業費 258,702円 

 

(6) 傾聴ボランティア訪問事業 

共催：幸手傾聴ボランティア・ピース  

目 的 内 容 令和 2年度実績 

話し相手が欲しいと思って

いる高齢の方のお話を聴かせ

ていただき、その方の心が穏

やかに元気になることを目的

にお手伝いするもの。 

月 1～4回程度 

ボランティアが訪問し、 

1時間程度お話し相手を

するもの。 

費用 無料 

利用者  中止 3人、継続 10人 

延べ訪問回数 2回 

担当ボランティア数 12人  

事業費 112,209円 

 

(7) ふれあい電話サービス事業  

共催：幸手ふれあい電話の会 

目 的 内 容 令和 2年度実績 

 

不安や寂しさを抱える

高齢の方と電話を通して

交流し、安否確認を含め、

社会との関わりを持って

いただくことを目的とす

るもの。 

70 歳以上でひとり暮ら

しの方へ、毎週月曜日か水

曜日の午前中にお電話す

るもの。 

費用 無料 

利用者 

月曜日 26人 

  水曜日 18人 

事業費 32,715円 

＊4月 6日～5月 27日と 1月 4日～3月

17日は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止のた

め中止 
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(8) 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと） 

内 容 サービスの種類 令和 2年度実績 

物忘れのある高齢者や知的・精

神障がいのある方が、地域で自立

した生活が送れるように、暮らしに

必要なお手伝いをするもの。 

基本事業：福祉サービス利用援助 

選択事業：日常の手続き援助 

日常的金銭管理 

書類等預かりサービス 

H31.4月より 一部利用料助成 

延べ相談等件数   95件 

新規契約件数     5件 

解約件数       5件 

次年度継続件数   12件 

延べ活動件数   153件 

事業費   1,152,278円 

 

(9) 安心カード配付事業 

 

(10) 音訳朗読・点訳サービス事業  

主催：朗読ＶＧ幸手（音訳朗読サービス）、点字あゆみの会（点訳サービス） 

目 的 内 容 令和 2年度実績 

視覚障がいのある方が、必要な情

報を取得できるように、お手伝い

するもの。 

市内の視覚障がいのある方を対

象に、広報紙（市、社協）、タウン

誌を複写した音訳朗読ＣＤや点字

印刷物を送付。 

音訳朗読利用者   11人 

点訳利用者      7人 

事業費     7,014円 

 

(11) 介護者慰労事業 

目 的 対象となる方 令和 2年度実績 

                 障がいのある家族をご家庭で介

護されている方の慰労を目的に、日

帰りバス旅行を実施するもの。 

会員の方で、令和 3年 6月1日現

在、在宅介護者手当を受給されてい

る方で、希望される方 

参加者    11人 

事業費  61,228円 

＊新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響に

より、市内にて食事会を開催 

 

(12) 利用者とボランティアの交流事業  

目 的 対象となる方 令和 2年度実績 

                 
ふれあい電話サービスを利用さ

れる方や音訳朗読・点訳サービス等

を利用される障がいのある方と、ボ

ランティアの交流を目的としたも

の。 

ふれあい電話サービス利用者 

音訳朗読サービス利用者 

点訳サービス利用者 

サークル青空利用者 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の

ため中止 

目 的 内 容 令和 2年度実績 

ひとり暮らしの高齢の方などが、

地域で安心して暮らせることを目的

に安心カードを配付するもの。 

 ひとり暮らしの高齢の方などの急病又は

事故等の際に迅速に関係機関に連絡できる

「連絡用カード（安心カード）」を配付。 

配付枚数  76枚 
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(13) 福祉用具リサイクル事業 

 

(14) グラウンド・ゴルフ プラチナ大会（市・教育委員会との共催） 

 

 

 

 

 

(1) 赤ちゃん用品券配付事業  

目 的 内 容 令和 2年度実績 

お子様が満 1 歳を迎えるまでの

世帯に赤ちゃん用品券を配付する

ことで、出産をお祝いし、経済的支

援を図るもの。 

会員世帯で申請された方に、赤ちゃ

ん用品券 2,000円分を配付し、指定さ

れた店舗で、期間内に物品を購入でき

るもの。 

 

申請者   39人 

事業費 76,000円 

 

(2) 福祉協力校の推進  

目 的 内 容 令和 2年度実績 

 

 

小中学生が、体験を通じながら福

祉への理解と関心を高め、地域との

関わりを深めることを目的に、福祉

協力校を指定するもの。 

市内の小中学校 12 校を 1 年間福祉

協力校に指定し、福祉活動経費を助成

するもの（3万円） 

 

令和 2年度指定校 

八代小・東中 

事業費 132,741円 

 

 

目 的 対象となる方 令和 2年度実績 

                 不用となった福祉用具の譲渡を

斡旋することで、用具の有効活用と

在宅生活を応援するもの。 

市内に住所を有する個人で、営利

を目的としていない方 

登録件数 6件 

成立件数 4件 

目 的 対象となる方 令和 2年度実績 

                 グラウンドゴルフ大会を通して、

健康づくり及び地域のコミュニケ

ーションを図るもの。 

75歳以上の高齢者の方 

 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止の

ため中止 

こどもたちに関すること 

https://3.bp.blogspot.com/-ELM5mMZjJpY/Vv3bR-ylWkI/AAAAAAAA5V4/3VomBsUQkIsJL6TQuw83ocvCcPFF95pOg/s800/couple_baby_dakko.png
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(3) 団体への助成 

目的・内容 令和 2年度実績 

自主的な社会福祉活動を実施する団体に、地域福

祉の増進を目的として、また、ボランティアグループ

の活動を支援する目的で助成金を交付するもの。 

幸手子育て支援ねっとわーく 20,000円 

 

 

(4) 小・中学生ボランティア活動作品募集  

目 的 内 容 令和 2年度実績 

小・中学生の福祉への理解と関心

を高め、思いやりの心を育むことを

目的に、ボランティア活動に関する

標語を募集し啓発するもの。 

小学生(5年生以上)と中学生(1･2年 

生)を対象とし、標語を一人 1点募集 

選考会で審査を行い、健康福祉まつ

りで入選結果を発表 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止

のため中止 

 

(5) 第 40 回幸手市健康福祉まつり （市との共催事業） 

目 的 内 容 令和 2年度実績 

市民の健康及び福祉意識や社会

貢献意識を啓発することにより、市

民の関心と理解を高めることを目

的に開催するもの。 

ボランティアグループの活動紹介・ 

体験/お人形のダンス・紙芝居/踊りや

演奏/福祉機器展示/市内福祉施設物品

販売/子供用品とりかえっこ/心肺蘇生

体験/幼児の身体計測/健康食の試食・

展示/歯科健康相談/糖尿病早期発見Ｈ

ｂＡ１Ｃ簡易測定等 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止

のため中止 
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(1) 生活福祉資金の貸付（埼玉県社会福祉協議会受託事業） 

①総合支援資金の貸付  

内 容 資金の種類 令和 2年度実績 

失業などによって生活に

困窮している人が、貸付け

を行うことで生活を立て直

し、経済的な自立が見込ま

れる世帯に貸し付けを行う

もの。 

生活支援費 

生活再建までに必要な生活費用 

住宅入居費 

敷金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要

な費用 

一時生活再建費 

生活再建に一時的に必要で日常生活費では

賄えない費用 

相談件数     0件 

申込件数     0件 

貸付件数     0件 

貸付残件数    16件  

 

②福祉資金の貸付 

内 容 資金の種類 令和 2年度実績 

低所得世帯、障がい者・

高齢者世帯に対し、必要な

資金の貸し付けを行うも

の。 

福祉費 

 日常生活や自立した生活のため一時的に 

必要と見込まれる各種費用 

緊急小口資金 

緊急かつ一時的に生計困難となった場合 

の費用 

相談件数       2件 

申込件数       2件 

貸付件数       2件 

貸付金額 150,000円 

貸付残件数      7件 

 

 

③教育支援資金の貸付 

内 容 資金の種類 令和 2年度実績 

低所得世帯に属する方

の、高等学校、大学、高等

専門学校への就学経費の貸

し付けを行うもの。 

教育支援費 

 高等学校等に就学するのに必要な経費 

就学支度費 

 高等学校等の入学に際し必要な経費 

相談件数    0件 

申込件数    0件 

貸付件数    0件 

貸付残件数    2件  

 

④不動産担保型生活資金の貸付  

内 容 資金の種類 令和 2年度実績 

不動産を有し、その住居

に住み続けることを希望す

る高齢者世帯・要保護の高

齢者に対し、生活費の貸し

付けを行うもの。 

不動産担保型生活資金 

 対象：低所得の高齢者世帯 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金 

 対象：要保護の高齢者世帯 

相談件数    0件 

申込件数    0件 

貸付件数    0件 

貸付残件数    1件  

 

生活にお困りの方に関すること 
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⑤臨時特例つなぎ資金の貸付  

内 容 資金の種類 令和 2年度実績 

離職者を支援するための

公的給付制度又は公的貸付

制度を申請している住居の

ない離職者に対して、当該

給付金又は貸付金の交付を

受けるまでの当面の生活費

を貸し付けを行うもの。 

臨時特例つなぎ資金（10万円以内） 相談件数    0件 

申込件数    0件 

貸付件数    0件 

貸付残件数    0件  

 

⑥埼玉県障害者福祉資金の貸付  

内 容 資金の種類 令和 2年度実績 

障害者（児）施設開設・

または既存の施設の増築に

要する経費の貸し付けを行

うもの。 

新規施設開設費 

 開設に伴う建築物の購入等及び備品購入に

要する経費 

既存施設整備費 

 既存施設の増・改築等及び備品購入に要す

る経費 

相談件数      0件 

申込件数      0件 

貸付件数      0件 

貸付残件数      0件  

 

(2) 生活困窮者自立支援事業 （市受託事業） 

目 的 内 容 令和 2年度実績 

 生活困窮者の自立に向け

た支援を行うことにより、

課題の解決や自立の促進を

図るもの。 

自立相談支援事業 

生活にお困りの方が生活保護に陥らず、自

立した生活が送れるように、相談を受ける。 

新規相談件数  269件 

延べ支援件数  493件 

支援計画作成数   4件 

事業費  8,526,470円 

住宅確保給付金 

離職等により経済的に困窮し、住まいを失

うおそれのある方などに家賃相当額を支給

する。 

新規申込件数    5件 

延長件数     2件 

再延長件数    2件 

 

(3) 彩の国あんしんセーフティネット事業  

内 容 支援方法 令和 2年度実績 

社会福祉法人と連携して

生活に困っている方の支援

を行うもの。 

相談支援 

経済的援助（現物支給 10万円以内） 

支援件数     0件 

支援金額      0円 
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(4) 幸手市福祉資金の貸付  

目 的 内 容 令和 2年度実績 

一時的な生活困窮者に

対し、必要な資金の貸し

付けを行うもの。 

 

1世帯につき 3万円以内（原則） 

償還期限 1年以内 

相談件数            8件   

申込件数            6件 

貸付件数  6件  160,000円 

徴収不能  1件   15,000円 

徴収不能引当金 264,000円 

期末貸付残額  538,500円 

本年度償還額   138,000円 

 

 

(5) 行旅人旅費の貸付  

目 的 内 容 令和 2年度実績 

所持金がなく旅費等に困窮してい

る行旅人の応急的需要のため、法外

援護費（300円以内）を貸付けるもの。 

生活保護法の適用を受けられ

ない行旅人を対象 

行旅人旅費貸付人数 2人 

事業費 600円 

 

(6) 歳末たすけあい配分金事業  

目 的 内 容 令和 2年度実績 

新たな年を迎える時期に、

支援を必要とする人たちが

安心して暮らすことができ

るよう、民生委員・児童委員

の協力を得て歳末たすけあ

い募金の配分金を原資とし

た慰問金等をお贈りするも

の。 

歳末慰問事業 

（住民税が課税されていない世

帯で対象となられた方に慰問金

を贈呈） 

46件  1,354,837円 

内訳 慰問金   1,314,000円 

手数料      27,200円 

消耗品      10,010円 

通知等郵送料  3,627円 

 

歳末福祉事業 

（対象世帯：上記を申請された世

帯のうち、ひとり親世帯、65歳以

上の単身高齢者世帯に贈呈） 

61件   496,750円 

内訳 図書カード 47件  94,000円 

入学祝金   13件 400,000円 

大掃除      1件   2,750円 

 

 

(7) 心配ごと相談所事業 

目 的 内 容 令和 2年度実績 

日常生活の中での悩みや

心配事を、一日でも早く解決

することを目的に、相談員3

名が相談に応じるもの。 

毎月第 2・第 4木曜日 

（国民の祝日、年末年始を除く） 

午後 1時～4時 

相談人数     8人 

相談件数     9件 

事業費 106,000円 

 (4.5 月は新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大防止

のため中止) 

 

https://1.bp.blogspot.com/-A8ovjpKIgI0/X7zMLDrizCI/AAAAAAABcZY/Y5hqHciYOcwb0r3gp8ofPBU_ChYdc-yKQCNcBGAsYHQ/s1056/soudan_setsumei_business_woman.png
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(1) 生活福祉資金の特例貸付（埼玉県社会福祉協議会受託事業） 

①緊急小口資金の特例貸付 

内 容 資金の種類 令和 2年度実績 

新型コロナウイルスの影

響を受け、収入の減少があ

り、緊急かつ一時的に生計

の維持が困難となった世帯

へ貸し付けを行うもの。 

 

緊急小口資金（20万円以内） 申込件数     255 件 

貸付件数      252 件 

貸付金額 49,720,000円 

 

②総合支援資金の特例貸付 

内 容 資金の種類 令和 2年度実績 

新型コロナウイルスの影

響を受け、収入の減少や失

業等により生活が困窮して

しまった世帯へ生活再建ま

での間に必要な生活費用の

貸し付けを行うもの。 

総合支援資金 

【貸付上限額】単身世帯：45万円以内 

二人世帯以上：60万円以内 

 

申込件数     184 件 

貸付件数     180 件 

貸付金額 97,800,000円 

総合支援資金（延長貸付） 

【貸付上限額】単身世帯：45万円以内 

二人世帯以上：60万円以内 

 

申込件数     90 件 

貸付件数      90 件 

貸付金額 46,960,000円 

総合支援資金（再貸付） 

【貸付上限額】単身世帯：月 45万円以内 

二人世帯以上：月60万円以内 

 

申込件数         89 件 

貸付件数      89 件 

貸付金額 47,600,000円 

 

 

(2) 幸手市共通商品券交付事業（共同募金一般募金助成事業） 

 

 

目 的 対象となる方 令和 2年度実績 

                 
新型コロナウイルス感染症の影

響を受けた世帯に対し、幸手市共通

商品券 10,000円分を交付し経済的

負担の緩和を図るもの。 

幸手市在住（令和 2年 9月 30日

現在）の方で、県社会福祉協議会か

ら総合支援資金特例貸付の決定を

受けた世帯 

 

対象者数    108件 

交付件数     84件 

事業費   845,166円 

新型コロナウイルス感染症の支援に関すること 
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目 的 内 容 令和 2年度実績 

社協が実施する事業活動

への協力及び自主的な社会

福祉活動を実施する団体に、

地域福祉の増進を目的とし

て、活動助成金を交付するも

の。 

提出された申請書に基づき、事

業活動の内容等を勘案し、助成金

の交付を決定するもの。 

助成団体 

 幸手市民生委員・児童委員協議会、

幸手市遺族会、幸手市老人クラブ連

合会、幸手地区視力障害者協会、幸

手市聴覚障害者協会 

事業費 498,550円 

 

 

 

 

 
 

回 収 品 回収場所 内容・令和 2年度実績 

ペットボトルキャップ 
市役所１階 

ウェルス幸手 

世界の子供たちへワクチンを届けるもの。 

＊キャップ 1,720個でポリオワクチン１人分 

令和 2年度実績 

192,210個   総重量 447kg  

ワクチン 約 44.7人分が集まりました。 

ベルマーク 

市役所 

ウェルス幸手 

中央公民館 

 

市内の小中学校へ寄付するもの。 

使用済み切手 

書き損じハガキ 
ウェルス幸手 

社会福祉法人日本失明者協会  

養護盲老人ホームひとみ園様へ寄付するもの。  

不要入れ歯 

（金属のついている 

ものを回収） 

市役所１階入口 

ウェルス幸手 

老人福祉センター 

西公民館１階 

入れ歯に使用されている金属をリサイクルして、福祉活動

に役立てるもの。 

 

入れ歯寄付 令和 2年度実績 22,348円 

 

 

 

 

 

 

 

団体への助成に関すること 

 

いろいろといいことやってます 
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ボランティア・市民活動センターの仕事 

事 業 目 的 内容・令和 2年度実績 

ボランティア講座 

・講習会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

手話講習会（市受託事業） 

意思疎通に障がいがある方の日常生活支 

援のため、手話奉仕員を養成するもの。 

 

入門／レベルアップ 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止のため

中止 

音訳朗読講習会 

広報紙等の音訳や対面朗読の技術の習得・

向上を図ります。 

講習会（初級）の開催 

期 日 10月 26日～ 12月 14日 

回 数 6回 

場 所 ウェルス幸手 

受講者 11人 

事業費 54,351円 

初めてのボランティア 

（彩の国ボランティア体験事業） 

 ボランティア活動に関心がありながら、 

参加できなかった方へ様々な体験プログラ 

ムを用意し、活動への参加促進を図るもの。 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止のため

中止 

事業費 30,000円 

福祉教育 さまざまな人々が、共に地域で幸せに暮ら

していくためにどうしたらよいか、体験や交

流を通じて学び、理解を深めるもの。 

体験学習の指導者の紹介 

体験用の白杖、アイマスク、点字器、

車椅子、福祉ビデオの貸出 

 事業費 42,298円 

ボランティア保険 ボランティア活動保険・ボランティア行事

用保険の加入手続きを行うもの。 

活動保険    409人 

行事用保険 1,060人 

ボランティア相談 

 

ボランティアをする人の登録、ボランティ

アを必要としている人の相談をお受けする

もの。 

相談日 月曜日～金曜日 

相談件数         38件 

内訳 活動件数  6件 

依頼相談 32件 

災害ボランティア

登録制度 

災害ボランティアセンターを設置した際、

迅速な活動を行えるようにボランティアの

登録・研修を実施。 

登録者  29人 

事業費 797円 

ボランティア活動に関すること 

講義 
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災害ボランティアセ

ンター立上げ訓練

の実施 

大規模災害発生に備え、災害ボランティア

センターの運営及び組織力の向上を図るこ

とを目的に実施。 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止のため 

中止 

災害ボランティア 

研修会 

 

大規模災害が発生した際にボランティア

の支援活動を効果的に結びつけるため、災害

の意識を高めることを目的に開催。 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止のため 

中止 

ボランティア団体

への助成 

社協に登録しているボランティアグルー

プが安定・継続して活動できるよう支援する

ため助成金を交付。 

助成金の交付 

 活動助成金 12団体 146,894円 
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施 設 内容・令和 2年度実績 

さくらの里 

就労継続支援Ｂ型（定員：20人、令和 2年度利用者数 20人） 

就労・生産活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練・支援を行うもの。 

内職作業や、自主製品（革工芸等）の製作等を実施。施設外では、公共施設の清掃

や一般企業の倉庫内で作業を実施。 事業費 33,699,913円 

令和 2年度 さくらの里 月平均工賃 15,290円 

【参考】令和元年度埼玉県就労継続支援 B型事業所 月平均工賃 15,009円         

なのはなの里 

生活介護（定員：16人、令和 2年度利用者数 16人） 

食事等の介護、日常生活上の支援、創作活動の機会の提供、身体能力の維持・向上

のための支援を行うもの。 事業費 49,829,699円 

 

さくらの里 

 

 

 

 

 

 

 

なのはなの里 

   

 

 

 

障害者自立支援施設に関すること（市指定管理施設） 

 


