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　栃木県鬼怒川温泉方面へ日帰りバス旅行を実施しました。ホテルでの食事や温泉の入浴、日光おかき工房の見学

や磐梯日光店での買い物など、皆それぞれ楽しく過ごしていました。

ふれあいバスの旅

日光おかき工房

鬼怒川観光ホテル

磐梯日光店

社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分を受け、自治会のご協力により配布しております。

ふれあいネットワーク
第７６号

平成26年７月１日

みんなにやさしいまちづくり



補助金収入 33,221,949

会費収入 6,347,500

前期末支払資金残高 5,246,814

共同募金配分金収入 4,854,800

寄付金収入 2,317,093

積立預金取崩収入 2,000,000

雑収入 1,142,107

事業収入 497,900

受託金収入 495,200

貸付事業等収入 373,500

受取利息配当金収入 38,541

負担金収入 4,900

合　　　計 56,540,304

法人運営事業 42,336,984

共同募金配分金事業 5,049,624

ボランティア・
市民活動センター事業

1,012,283

福祉サービス利用援助事業 358,267

配食サービス事業 238,834

福祉資金貸付事業 194,380

生活福祉資金貸付事業 178,844

家事援助サービス事業 172,370

心配ごと相談事業 143,575

合　　　計 49,685,161

自立支援費収入 57,724,658

受託金収入 21,000,000

前期末支払資金残高 7,892,758

就労支援事業収入 4,330,163

利用料収入 598,100

雑収入 300,198

寄付金収入 15,985

合　　　計 91,861,862

さくらの里 39,309,349

なのはなの里 44,101,884

合　　　計 83,411,233

・「手話講習会」入門課程　　　受講者 １０人
・「音訳朗読講習会」入門編　　受講者 １４人
・「傾聴ボランティア養成講習会」　
　　　　　　　　　　　　　　　受講者 ３３人
・はじめてのボランティア体験学習事業
　　（２１メニュー）　　　　　受講者 ７１人
・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
　　　　　　　　　　　　　　　参加者 ８７人
・ボランティア団体への支援、協力
・ボランティア保険加入 ５３０人
・ボランティア行事用保険加入 ３,５８１人
・ボランティア相談事業　　　　相談件数 ４３件

・敬老事業（市共催）祝品贈呈 ５,２５１人
・金婚祝品の贈呈 ４５組
・「ふれあいバスの旅」の開催 ９０人
・利用者とボランティアの交流事業 １団体
・団体等への助成 ２団体

・ふれあい･いきいきサロン活動への助成 ２０団体
・「安心カード」配付事業
・歳末たすけあい配分金事業
　　　福祉事業（大掃除サービス、図書カード）  ３６件
　　　慰問事業 ５１件
・団体への助成 １３団体

・障がい者とボランティアの交流事業　　　　３団体
・障がい者団体への助成　　　　　　　　　　２団体

・赤ちゃん用品券配付事業 ９４人
・「健康福祉まつり」の開催（市共催）
・「子育て応援まつり～遊＆愛～」への協力
・福祉協力校の推進（市内小中学校） ４校
・幼児と老人のふれあい事業への助成
・団体等への助成 ４団体
・福祉教育の推進及び「総合的学習の時間」協力
・小中学生ボランティア活動作品募集

埼玉県社会福祉協議会受託事業
　　・総合支援資金の貸付
　　・福祉資金の貸付
　　・教育支援資金の貸付
　　・不動産担保型生活資金の貸付
　　・埼玉県障害者福祉資金の貸付
幸手市福祉資金の貸付　貸付件数 ８件
行路人旅費貸付 ２０人

・開催回数 ２４回
・相談件数 ２１件

・赤い羽根共同募金運動
・歳末たすけあい募金運動

・「社協さって市」の発行 年４回
・「ガイドブック２０１３」の発行
・ホームページの開設
・福祉ビデオの貸出

・財源の確保
　　　社協会員加入の促進
　　　加入状況と会費収入
　　　合　計 ６，３４７，５００円
　　　（内訳）一般会員 １０，４５５口

５，２２７，５００円
　　　　　　　協力会員 ４０５口

４０５，０００円
　　　　　　　特別会員 １１２口

７１５，０００円
・寄付の受入れ
　　　寄付金 ６１件

１，９３７，０９３円
　　　寄付物品　車椅子 ３件　８台

３８０，０００円
・入れ歯リサイクル料 １３，６５２円
・共同募金配分金の受入れ
　　　一般募金配分金

２，８７５，０００円
　　　歳末たすけあい募金配分金

１，９７９，８００円

・理事会、評議員会の開催
　　　理事会の開催 ３回
　　　評議員会の開催 ２回
・監事による監査の実施 １回

�【一般会計】
�収入内訳 �経理区分別支出内訳(単位：円） (単位：円）

(単位：円） (単位：円）

就労継続支援Ｂ型　利用者数　２０人

　　　　　　　　　寄贈物品　ＤＶＤプレイヤー

生活介護　　　　　利用者数　１４人

・ふれあい茶話会 年３回
　　（幸手ボランティアグループ）
・有愛通信事業 年２回
　　（幸手ボランティアグループ）
・配食サービス事業 ２０回
　　（ボランティアグループさくらの会）
・福祉機器・備品の貸出
　　　介護用ベッド　利用者 ４７人
　　　エアーマット　利用者 １人
　　　車椅子　　　　長期継続者 １３０人
　　　　〃　　　　　短期継続者 ３２人
　　　テント（大）　利用団体 ４団体
　　　テント（小）　利用団体 ４団体
・車椅子同乗車輌貸出事業
　　　　　　　　　　登録者数 ３１人
　　　　　　　　　　利用回数 ９６回
・福祉サービス利用援助事業
　　（あんしんサポートねっと）
　　　　　　　　　　相談件数 ５１件
　　　　　　　　　　契約件数 ３件
　　　　　　　　　　継続件数 ４件
・有償家事援助サービス事業
　　（桜ふれあいサービス）
　　　　　　　　　　利用会員 　７人
　　　　　　　　　　協力会員 　６人
　　　　　　　　　　活動日数 １４５日
　　　　　　　　　　活動時間 １４９時間
・介護者慰労事業 ３８件
　　（ギフト券５，０００円分の配付）
・傾聴ボランティア訪問事業　利用者 １０人

�収入内訳 �経理区分別支出内訳

�【特別会計】

平 成 25 年 度 決 算 と 事 業 報 告

幸手市障害者自立支援施設の経営

③高齢者福祉対策の推進

④障がい者福祉対策の推進

⑤青少年・児童福祉対策の推進

⑥資金の貸付事業

⑦心配ごと相談事業

⑧共同募金運動の受託

⑨広報、啓発活動の実施

⑩推進基盤の強化

⑪組織体制の強化

①在宅・地域福祉活動の推進

②ボランティア活動の推進
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【基本方針】
【新規の取り組み】

補助金収入 33,752

会費収入 6,480

共同募金配分金収入 4,965

寄付金収入 2,000

前期末支払資金残高 1,828

積立預金取崩収入 1,500

受託金収入 1,028

雑収入 918

事業収入 547

施設整備等補助金収入 380

貸付事業等収入 150

受取利息配当金収入 51

負担金収入 5

合　　　計 53,604

自立支援費収入 56,812

受託金収入 21,000

就労支援事業収入 4,370

利用料収入 715

雑収入 430

合　　　計 83,327

さくらの里 40,029

なのはなの里 43,298

合　　　計 83,327

法人運営事業 43,483

共同募金配分金事業 6,882

ボランティア･
市民活動センター事業

1,475

福祉サービス利用援助事業 466

配食サービス事業 466

福祉資金貸付事業 325

生活福祉資金貸付事業業 204

心配ごと相談事業 168

家事援助サービス事業 135

合　　　計 53,604

　社会福祉協議会の事業紹介やご案内につい

てまとめた「幸手市社協ガイドブック」を発

行しています。

　社会福祉協議会窓口にて配布していますの

で、ぜひご活用ください。

【災害ボランティアとは】

　幸手市地域防災計画に基づき、幸手市社会福祉協議会が災害発生時に幸手市災害ボランティアセ

ンターを設置した際、迅速かつ効果的に救援活動が行えるように、災害ボランティアの登録、研修

等を行います。

　登録をいただける方は、幸手市社会福祉協議会までお越しください。

【登録の対象となる方】

【登録の手続き】

　①センタースタッフ補助　幸手市災害ボランティアセンターの運営補助を担うボランティア

　②一般ボランティア　　　専門知識・技術や経験、年齢性別に関わりなく労力等を提供する

　　　　　　　　　　　　　ボランティア

　③技能ボランティア　　　資格や職能を有するボランティア

　①自発的な意思で災害ボランティアの活動を希望する個人または団体。

　②個人または団体の構成員が、未成年者であった場合は、保護者の同意が必要です。

　災害ボランティア登録カードに必要事項をご記入いただきます。登録が認められた方には、

「登録カード」を交付します。登録の有効期限は、登録日から３年を経過した日の属する年度

末までとなります。

　近年の少子・高齢化に加え高齢者の貧困、ひとり親家庭の貧困、孤独死、自殺、引きこもり、児童虐待

などの対応と支援は昨今の経済の低迷と相まって複雑そして多様化の様相を表しております。

　これらの社会的孤立や生活課題への対応は、身近な地域で対応できる基盤作りが重要であります。これ

には、これまでの住民参加の取り組みを更に推進し関係機関との連携、協働による情報把握や総合的な相

談活動が重要であります。

　このような中、社会福祉協議会は地域における生活支援活動の充実が強く求められており、誰もが安心

して暮らすことができる福祉のまちづくりを使命とする社会福祉協議会にとっては、これらの課題解決を

図るために市民が必要とされる福祉サービスを効果的また効率的に、そして継続的に提供することが求め

られております。

　社会福祉協議会は、引き続き地域の様々な課題に対し、地域住民や民生委員・児童委員、社会福祉関係

者、ボランティア団体等と協力し、各地域の状況に応じた活動を展開し、相談・支援・協働の強化と行政

とのパートナーシップによる連携と支え合いによるコミュニティづくりの推進を図り、更に地域福祉活動

の推進に努めてまいります。

(単位：千円）

お気軽にお問い
合わせください。

�【一般会計】
�収入内訳 �経理区分別支出内訳

�収入内訳 �経理区分別支出内訳

�【特別会計】

(単位：千円）

(単位：千円）

(単位：千円）

平 成 26 年 度 予 算 と 事 業

　幸手市に居住する６５歳以上のひとり暮らし

の方に対して、定期的にお電話します。

　今年度からは、「幸手ふれあい電話の会」の

ボランティアの皆さんとの共催事業となりまし

た。

　電話の回数は、週１回（月曜日または水曜日

の午前中）になります。

　ご希望の方は、社会福祉協議会までご連絡く

ださい。

　幸手市に居住する視覚障がいの方に対して、

広報等を複写した音訳朗読ＣＤ及び点訳印刷物

を配付します。

　今年度からは、「朗読ＶＧ幸手」「点字あゆ

みの会」のボランティアの皆さんとの共催事業

となりました。

　ご希望の方は、社会福祉協議会までご連絡く

ださい。

・・・次の 3 種類のボランティアです。

・・・次の要件をすべて満たす方です。

災害ボランティア登録制度 

ふれあい電話サービス事業 音訳朗読・点訳サービス事業 

（4）（5）



社会福祉協議会の活動
　社会福祉協議会（通称：社協）は、全国の各都道府県及び市区町村ごとに設置されており、地域福祉を推進する

中核的な団体です。

　例えば、皆さんの身近には、高齢や障がい、介護、子育てなど周りの協力が必要な人もそうでない人も生活して

います。「こんなことで困っている」「こんなものがあったらいいなぁ」といった公的な施策だけでは対応しきれ

ない福祉の問題・ニーズに対し、「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」を目標に活動していま

す。

一般会員　年額　　　　５００円
協力会員　年額　　　１，０００円
特別会員　年額　　　５，０００円以上

会員加入ご協力のお願い

７月１日（火）～８月 29 日（金）

午前８時 30 分 ～ 午後５時15 分（土日祝除く）

　ご協力いただいた会費で、「ふれあいバスの旅事業」｢ 福祉機器・車

椅子同乗車輌の貸出事業 ｣、各種ボランティア講習会を開催することが

できました。

　また、｢ 配食サービス事業」「赤ちゃん用品券配付事業」「金婚祝品の

贈呈」「ふれあい・いきいきサロン活動事業」「健康福祉まつり ( 市共催 )｣

等を行いました。

　このような事業を展開することができるのも、多くの方に会員のご加

入をいただいた結果です。今後も様々な事業を継続・展開していくにあ

たり、より多くの皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

会員の加入は、社協窓口にてお受けしております。

※上記推進期間の会員への加入や会費の納入については、

　地区の区長さんなどを通してお願いしております。

車椅子同乗車輌

社協会員加入のお願い
　社協では、地域福祉活動を推進していくために、会員制度を導入しております。社協の事業は、市や埼玉県社会

福祉協議会の補助金及び共同募金の配分金、また皆様の善意でいただく寄付金、そしてこの会員募集で集まる会費

で運営されています。

　この会員募集は、地域福祉活動等を推進していくための財源確保をするとともに、市民の皆様や企業の皆様に

は、会員にご加入いただくことで、社会福祉活動へご参加をしていただいております。趣旨をご理解いただき、多

くの皆様に会員加入のご協力をお願いいたします。

（会員募集は、推進期間以外でも1年を通して随時行っています。）

平成２６年度　（福）幸手市社会福祉協議会

≪会員の種類≫
≪会員募集推進期間≫

≪窓口受付時間≫

（6）
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