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軽自動車
（ホンダ「N-BOX」）
株式会社
シティープラン様寄贈

ありがとうございます
お寄せいただきました善意は、市内の福祉活動に役立たせていただきます。

≪寄付・寄贈者≫ 令和２年 1月～ 6月

白岡歌謡連盟 様
匿名　
白岡市くらしの会 様
関山千代子歌謡教室 様
岩岸　悟 様
匿名　
𠮷田　實 様

43,022 円
7,111 円
3,088 円
21,970 円

10,000 円
お米 90㎏

1月

3月

4月

6月

5月

2月

匿名　
匿名　
㈲岩上ヨミウリサービス 様
ケアタウンゆうゆう 様
匿名　
三日月鍼灸指圧院 様
豆まきまつり運営委員会 様
白岡市グラウンドゴルフ連盟 様
白岡市グラウンドゴルフホワイトヒルズ 様
㈲岩上ヨミウリサービス 様
白岡吹奏楽団 様 
白岡吹奏楽団ファミリーコンサート 2020 様

3,285 円
45円

7,682 円
4,298 円
タオル

1,515 円
10,000 円
3,000 円
3,000 円
4,519 円
5,000 円
3,933 円

温かい心

  利用できるかた
　　社協会員世帯のかたで白岡市にお住まい（市内施設に入所しているかたも含む）の下記のいず
れかに該当するかた
（１）日常的に車いすを使用しているかた　
（２）歩行が著しく困難なかた（自力歩行５ｍ未満）
（３）障がいがあり、公共の交通機関での外出が困難なかた

  利用範囲
　自宅または入所施設から目的地まで

  回　　数
　１ヵ月に合計４日間まで利用可

  利用料金
　維持費（１日1,000円）＋燃料費

  利用方法（登録手続きについて）
　　窓口で相談と登録の申請をしてください。会員未加入の場合は別途年会費（一般会員600円）
がかかります。登録手続きに１週間程度お時間をいただく場合があります。審査の後、登録可能
な場合は登録証（１年間有効）をお渡しします。

小型自動車
（ホンダ「フリード」）

日産化学工業株式会社福祉基金
赤い羽根共同募金配分金
白岡市社会福祉協議会会費

15キロ未満・・・・200円
25キロ未満・・・・300円
35キロ未満・・・・400円
以降走行10キロごとに100円

燃  料  費

～ えがおのどんぐりくん募金 ～～ えがおのどんぐりくん募金 ～

令和２年度令和２年度

福祉車両の貸出をおこなっています福祉車両の貸出をおこなっています

紙おむつ・
 　　　車いす



令和 2年 9月 1日発行社協だより しらおか 第95号（2） 令和 2年 9月 1日発行 社協だより しらおか 第95号（3）

赤い羽根共同募金運動に
ご協力お願いします

赤い羽根共同募金運動に
ご協力お願いします

令和２年度

　年　額
一般会員：600円

年　額
一般会員：600円

個人、世帯 または 法人等 個人、世帯 または 法人等

年　額
特別会員：3,000円

年　額
特別会員：3,000円

年　額
賛助会員：5,000円

年　額
賛助会員：5,000円

　社会福祉協議会（社協）は民間の福祉団体で、地域のさまざまな福祉課題の解決に向け、住民や
ボランティアの皆さんと協力して地域に密着した事業を展開しています。社協が取り組んでいる事
業は、会員の皆さんからの会費をはじめ共同募金の配分金や寄付金などを主な財源としております。
　例年7月を強化月間として会員募集を実施しておりますが、今年度は、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響を受け9月から11月までの３か月を会員増強期間と定めて行政区を通して市民の皆さ
んに加入を呼びかけております。本年度も白岡市の地域福祉の向上のために、多くの皆さんに趣旨
にご賛同のうえ社協会員にご加入くださるようご協力をお願いいたします。

支部社協（小地域福祉活動）助成支部社協（小地域福祉活動）助成
　小学校区ごとに設置している支部社協に
対し、活動支援と助成を行っています。
　支部社協では地域住民と小中学生との交
流事業、高齢者の孤立防止や見守りに関す
る事業などを実施しています。

ボランティア活動支援、養成支援ボランティア活動支援、養成支援
　市内ボランティア団体の活動支援、ボラ
ンティア活動者の養成、夏休み期間を利用
したボランティア体験プログラムなどを実
施しています。

いきいきサロン活動支援いきいきサロン活動支援
　地域の仲間づくりの場である「いきいき
サロン」の支援を行っています。
　サロンでは、おしゃべりはもちろん、体
操や食事、小物づくりなど、それぞれの個
性を発揮した活動が行われ、日常の交流、
楽しみの場となっています。

笑顔のどんぐりくん募金
※一部、行政区費から納付いただ
いている地区もあります。
※窓口では、年度を通していつで
もご加入いただけます。
　（平日午前8時30分～午後5時15分   
    はぴすしらおか内）

① ② ③

④ ⑤

区長さんに社協が加入依頼をします。

皆さんからお預かりした会費は区長さん
から社協へ届きます。 会費を使って白岡市の福祉活動を行っていきます。

地域の班長さんに加入のお願いをして
もらいます。

市民の皆様のところへ加入のお願いを
してもらいます。

社会福祉協議会

区長・民生委員さん

社会福祉協議会

区長・民生委員さん

区長・民生委員さん

班長さん 班長さん 市民の皆さん

会費は

どんなことに

つかわれて

いるの？

10月１日から赤い羽根共同募金運動が始まります。
共同募金運動は、じぶんたちの住む町を良くするために、募金を集める運動です。
皆さんからご協力いただいた募金は、助けを必要とする人たちのために役立てられます。

　令和２年７月豪雨による被災者への災害義援金をはぴすしらおか１階入口募金箱および、社
会福祉協議会窓口で受け付けております。皆さんの温かいご支援をよろしくお願いします。

令和２年７月豪雨災害義援金の募集について令和２年７月豪雨災害義援金の募集について

　白岡市では大きく分けて下記の４つの方法で募金活動を行います。
  戸別募金  …行政区を通じて各世帯にご協力いただく方法
  学校募金  …市内学校に呼びかけ、児童生徒の皆さんにご協力いた

だく方法
  職域募金  …市議会議員、学校教職員、行政職員などの皆さんにご

協力いただく方法
  街頭募金  …市内団体、学校、企業等にご協力いただき、駅前や店

頭などで行う方法

募金活動の方法募金活動の方法

・ボランティア育成事業
・福祉協力校事業
・支部社協育成事業
・配食サービス事業
・いきいきサロン事業
・法外緊急援護事業

今年度に集める赤い羽根共同募金で行う市内福祉事業（予定）今年度に集める赤い羽根共同募金で行う市内福祉事業（予定）

　集まった募金のうち、50％は翌年度の白岡市
の福祉事業に、50％は埼玉県内の福祉事業に配
分されます。

募金の使い道募金の使い道

期　間：10月１日～３月31日

個人 または 世帯 個人、世帯 または 法人等 個人、世帯 または 法人等個人 または 世帯 個人、世帯 または 法人等 個人、世帯 または 法人等
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赤い羽根共同募金運動に
ご協力お願いします

赤い羽根共同募金運動に
ご協力お願いします

令和２年度

　年　額
一般会員：600円

年　額
一般会員：600円

個人、世帯 または 法人等 個人、世帯 または 法人等

年　額
特別会員：3,000円

年　額
特別会員：3,000円

年　額
賛助会員：5,000円

年　額
賛助会員：5,000円

　社会福祉協議会（社協）は民間の福祉団体で、地域のさまざまな福祉課題の解決に向け、住民や
ボランティアの皆さんと協力して地域に密着した事業を展開しています。社協が取り組んでいる事
業は、会員の皆さんからの会費をはじめ共同募金の配分金や寄付金などを主な財源としております。
　例年7月を強化月間として会員募集を実施しておりますが、今年度は、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響を受け9月から11月までの３か月を会員増強期間と定めて行政区を通して市民の皆さ
んに加入を呼びかけております。本年度も白岡市の地域福祉の向上のために、多くの皆さんに趣旨
にご賛同のうえ社協会員にご加入くださるようご協力をお願いいたします。

支部社協（小地域福祉活動）助成支部社協（小地域福祉活動）助成
　小学校区ごとに設置している支部社協に
対し、活動支援と助成を行っています。
　支部社協では地域住民と小中学生との交
流事業、高齢者の孤立防止や見守りに関す
る事業などを実施しています。

ボランティア活動支援、養成支援ボランティア活動支援、養成支援
　市内ボランティア団体の活動支援、ボラ
ンティア活動者の養成、夏休み期間を利用
したボランティア体験プログラムなどを実
施しています。

いきいきサロン活動支援いきいきサロン活動支援
　地域の仲間づくりの場である「いきいき
サロン」の支援を行っています。
　サロンでは、おしゃべりはもちろん、体
操や食事、小物づくりなど、それぞれの個
性を発揮した活動が行われ、日常の交流、
楽しみの場となっています。

笑顔のどんぐりくん募金
※一部、行政区費から納付いただ
いている地区もあります。
※窓口では、年度を通していつで
もご加入いただけます。
　（平日午前8時30分～午後5時15分   
    はぴすしらおか内）

① ② ③

④ ⑤

区長さんに社協が加入依頼をします。

皆さんからお預かりした会費は区長さん
から社協へ届きます。 会費を使って白岡市の福祉活動を行っていきます。

地域の班長さんに加入のお願いをして
もらいます。

市民の皆様のところへ加入のお願いを
してもらいます。

社会福祉協議会

区長・民生委員さん

社会福祉協議会

区長・民生委員さん

区長・民生委員さん

班長さん 班長さん 市民の皆さん

会費は

どんなことに

つかわれて

いるの？

10月１日から赤い羽根共同募金運動が始まります。
共同募金運動は、じぶんたちの住む町を良くするために、募金を集める運動です。
皆さんからご協力いただいた募金は、助けを必要とする人たちのために役立てられます。

　令和２年７月豪雨による被災者への災害義援金をはぴすしらおか１階入口募金箱および、社
会福祉協議会窓口で受け付けております。皆さんの温かいご支援をよろしくお願いします。

令和２年７月豪雨災害義援金の募集について令和２年７月豪雨災害義援金の募集について

　白岡市では大きく分けて下記の４つの方法で募金活動を行います。
  戸別募金  …行政区を通じて各世帯にご協力いただく方法
  学校募金  …市内学校に呼びかけ、児童生徒の皆さんにご協力いた

だく方法
  職域募金  …市議会議員、学校教職員、行政職員などの皆さんにご

協力いただく方法
  街頭募金  …市内団体、学校、企業等にご協力いただき、駅前や店

頭などで行う方法

募金活動の方法募金活動の方法

・ボランティア育成事業
・福祉協力校事業
・支部社協育成事業
・配食サービス事業
・いきいきサロン事業
・法外緊急援護事業

今年度に集める赤い羽根共同募金で行う市内福祉事業（予定）今年度に集める赤い羽根共同募金で行う市内福祉事業（予定）

　集まった募金のうち、50％は翌年度の白岡市
の福祉事業に、50％は埼玉県内の福祉事業に配
分されます。

募金の使い道募金の使い道

期　間：10月１日～３月31日

個人 または 世帯 個人、世帯 または 法人等 個人、世帯 または 法人等個人 または 世帯 個人、世帯 または 法人等 個人、世帯 または 法人等
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〔重点目標〕
①地域福祉活動計画の推進
②活動基盤強化のための広報啓発の推進と会員加入促進
③支部社協活動、サロン活動、ボランティア活動などの地域福祉活
動の更なる推進と充実
④住民協働による、しらおか地域生活支えあいサービス事業の充実
⑤生活困窮者自立相談支援事業をはじめとする相談支援体制の強化
⑥市指定管理受託事業の運営の更なる改善

令和２年度

事業計画・予算
令和元年度 事業報告・主な事業経費の紹介

①法人運営事業　②会員募集事業　③広報啓発事業　④白岡市地域福祉活動計画推進事業 
法人運営事業

①支部社協育成事業　②いきいきサロン事業　③福祉活動助成事業　④福祉教育事業　⑤防災対策事業
⑥備品貸出事業

地域福祉活動推進事業

①福祉機器貸与事業（療養ベット・車いす）　②配食サービス事業　③障がい者移動支援事業　
④音訳・点訳物配付事業　⑤しらおか地域生活支えあいサービス事業
⑥彩の国あんしんセーフティネット事業（埼玉県内社会福祉法人による社会貢献活動）　⑦法外緊急援護事業

在宅福祉活動推進事業

①ボランティアセンターの適正かつ発展的な運営　②ボランティア保険加入の推進
③ボランティア体験講座の開催　④ボランティア養成講座の開催　⑤ボランティア活動者・団体の育成　
⑥ボランティア情報の発信　⑦ボランティア連絡会と連携したボランティア活動の推進

ボランティアセンター事業

福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）（埼玉県社会福祉協議会委託事業）

生活困窮者自立相談支援事業（しらおか生活相談センター）（白岡市委託事業）

①生活福祉資金等貸付事業（埼玉県社会福祉協議会委託事業）　②市社協福祉資金貸付事業
貸付事業

①訪問介護事業　②第１号訪問事業　③居宅介護事業　④移動支援事業　⑤その他、子育て支援事業等
訪問介護事業

市立ありの実館・東ありの実館管理運営事業（白岡市指定管理受託事業）

事業資金事業資金 事業経費事業経費 234,943千円 234,943千円 178,774千円178,774千円
①会費収入 4,916千円 ①法人運営事業 58,509千円
②補助金収入 62,032千円 ②地域福祉活動推進事業  8,214千円
③寄付金収入 282千円 ③在宅福祉活動推進事業 2,044千円
④受託金収入 14,194千円 ④ボランティアセンター事業 1,381千円
⑤事業収入  2,817千円 ⑤福祉サービス利用援助事業 819千円
⑥負担金収入 5千円 ⑥生活福祉資金貸付事業 1,036千円
⑦介護保険事業収入 4,481千円 ⑦市社協福祉資金貸付事業 603千円
⑧障害福祉サービス等事業収入 75,486千円 ⑧生活困窮者自立支援事業 11,179千円
⑨白岡市地域生活支援事業収入 360千円 ⑨介護保険事業 5,006千円
⑩貸付事業収入  620千円 ⑩障害福祉サービス事業 14,526千円
⑪その他の収入 63千円 ⑪指定管理受託事業 68,480千円
⑫前期繰越金  69,687千円 ⑫その他による支出 6,977千円

事業資金事業資金 事業経費事業経費 259,873千円 259,873千円 182,360千円182,360千円
①会費収入 5,696千円 ①法人運営事業 56,597千円
②寄附金収入 938千円 ②地域福祉活動推進事業  7,106千円
③補助金収入  57,017千円 ③在宅福祉活動推進事業 1,901千円
④受託金収入 13,972千円 ④ボランティアセンター事業 925千円
⑤貸付事業収入 724千円 ⑤福祉サービス利用援助事業  854千円
⑥事業収入 2,626千円 ⑥生活福祉資金貸付事業 1,037千円
⑦負担金収入 5千円 ⑦市社協福祉資金貸付事業 593千円
⑧介護保険事業収入 8,091千円 ⑧生活困窮者自立支援事業 9,795千円
⑨障害福祉サービス事業等収入 77,409千円 ⑨介護保険事業 14,742千円
⑩白岡市地域生活支援事業収入 304千円 ⑩障害福祉サービス事業 15,310千円
⑪その他収入 172千円 ⑪指定管理受託事業 66,400千円
⑫その他の活動による収入 7,302千円 ⑫施設整備等による支出 0千円
⑬前期繰越金 85,617千円 ⑬その他の活動による支出  7,100千円

①法人運営事業（理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会の開催、会計監査の実施）　②会員募集事業
（総会員数 7,853件）　③広報啓発事業　④白岡市地域福祉活動計画推進事業　⑤福祉大会事業

法人運営事業

①支部社協育成事業　②いきいきサロン事業（助成金交付25団体）　③福祉活動助成事業（助成金交付 ２団体）
④福祉教育事業　⑤防災対策事業　⑥備品貸出事業（貸出件数131件）

地域福祉活動推進事業

①福祉機器貸与事業（介護用ベッド 延べ27件、短期車いす 延べ106件、長期車いす 延べ36件）　②配食サー
ビス事業（実施回数 20回、利用登録人数 57人、年間延べ件数 939件、協力ボランティア人数 62人、協力ボ
ランティア 延べ人数619人）　③障がい者移動支援事業（移送利用件数 市内9件、市外25件、貸出利用件数 
26件）④音訳・点訳物配布事業 　⑤しらおか地域生活支えあいサービス事業（利用会員 67人、利用件数 381
件、協力会員 22人）　⑥彩の国あんしんセーフティネット事業（埼玉県内社会福祉法人による社会貢献活動）
（相談件数5件、支援件数4件）　⑦法外緊急援護事業（火災見舞金 3件、交通費支給 20人、食糧支給 15人）

在宅福祉活動推進事業

①各種ボランティアコーディネート及び相談受付（54件）　②ボランティアセンター（はぴすしらおか内）の
運営　③ボランティアビューローの予約管理　④登録ボランティア紹介、ポスター掲示　⑤ボランティア専
用掲示板とパンフレットスタンドの設置　⑥「お弁当調理ボランティア、配達ボランティア募集講座」の実
施（参加者 19名）　⑦登録ボランティアグループに対しての助成金の交付（20団体）　⑧ボランティア保険
の加入受付（加入者数 996人）

ボランティアセンター事業

福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）（埼玉県社会福祉協議会委託事業）（契約者数 7名）

生活困窮者自立相談支援事業（しらおか生活相談センター）（白岡市委託事業）（新規相談受付件数 81件）

市社協福祉資金貸付事業（貸付件数 20件）

①訪問介護事業（延べ利用人数 266人）　②第1号訪問事業（延べ利用人数 28人）　
③居宅介護事業（延べ利用人数 152人）　④障害者等移動支援事業（延べ利用人数 35人）　
⑤養育支援訪問事業（白岡市委託事業）（利用人数 1人）

訪問介護事業

①生活福祉資金貸付事業　②臨時特例つなぎ資金貸付事業　③埼玉県障害者福祉資金貸付事業
生活福祉資金等貸付事業（埼玉県社会福祉協議会委託事業）

①就労継続支援Ｂ型事業所（ありの実館・東ありの実館）（3月末利用者数：ありの実館 18名、東ありの実館 17名）
白岡市指定管理受託事業



令和 2年 9月 1日発行社協だより しらおか 第95号（4） 令和 2年 9月 1日発行 社協だより しらおか 第95号（5）

〔重点目標〕
①地域福祉活動計画の推進
②活動基盤強化のための広報啓発の推進と会員加入促進
③支部社協活動、サロン活動、ボランティア活動などの地域福祉活
動の更なる推進と充実
④住民協働による、しらおか地域生活支えあいサービス事業の充実
⑤生活困窮者自立相談支援事業をはじめとする相談支援体制の強化
⑥市指定管理受託事業の運営の更なる改善

令和２年度

事業計画・予算
令和元年度 事業報告・主な事業経費の紹介

①法人運営事業　②会員募集事業　③広報啓発事業　④白岡市地域福祉活動計画推進事業 
法人運営事業

①支部社協育成事業　②いきいきサロン事業　③福祉活動助成事業　④福祉教育事業　⑤防災対策事業
⑥備品貸出事業

地域福祉活動推進事業

①福祉機器貸与事業（療養ベット・車いす）　②配食サービス事業　③障がい者移動支援事業　
④音訳・点訳物配付事業　⑤しらおか地域生活支えあいサービス事業
⑥彩の国あんしんセーフティネット事業（埼玉県内社会福祉法人による社会貢献活動）　⑦法外緊急援護事業

在宅福祉活動推進事業

①ボランティアセンターの適正かつ発展的な運営　②ボランティア保険加入の推進
③ボランティア体験講座の開催　④ボランティア養成講座の開催　⑤ボランティア活動者・団体の育成　
⑥ボランティア情報の発信　⑦ボランティア連絡会と連携したボランティア活動の推進

ボランティアセンター事業

福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）（埼玉県社会福祉協議会委託事業）

生活困窮者自立相談支援事業（しらおか生活相談センター）（白岡市委託事業）

①生活福祉資金等貸付事業（埼玉県社会福祉協議会委託事業）　②市社協福祉資金貸付事業
貸付事業

①訪問介護事業　②第１号訪問事業　③居宅介護事業　④移動支援事業　⑤その他、子育て支援事業等
訪問介護事業

市立ありの実館・東ありの実館管理運営事業（白岡市指定管理受託事業）

事業資金事業資金 事業経費事業経費 234,943千円 234,943千円 178,774千円178,774千円
①会費収入 4,916千円 ①法人運営事業 58,509千円
②補助金収入 62,032千円 ②地域福祉活動推進事業  8,214千円
③寄付金収入 282千円 ③在宅福祉活動推進事業 2,044千円
④受託金収入 14,194千円 ④ボランティアセンター事業 1,381千円
⑤事業収入  2,817千円 ⑤福祉サービス利用援助事業 819千円
⑥負担金収入 5千円 ⑥生活福祉資金貸付事業 1,036千円
⑦介護保険事業収入 4,481千円 ⑦市社協福祉資金貸付事業 603千円
⑧障害福祉サービス等事業収入 75,486千円 ⑧生活困窮者自立支援事業 11,179千円
⑨白岡市地域生活支援事業収入 360千円 ⑨介護保険事業 5,006千円
⑩貸付事業収入  620千円 ⑩障害福祉サービス事業 14,526千円
⑪その他の収入 63千円 ⑪指定管理受託事業 68,480千円
⑫前期繰越金  69,687千円 ⑫その他による支出 6,977千円

事業資金事業資金 事業経費事業経費 259,873千円 259,873千円 182,360千円182,360千円
①会費収入 5,696千円 ①法人運営事業 56,597千円
②寄附金収入 938千円 ②地域福祉活動推進事業  7,106千円
③補助金収入  57,017千円 ③在宅福祉活動推進事業 1,901千円
④受託金収入 13,972千円 ④ボランティアセンター事業 925千円
⑤貸付事業収入 724千円 ⑤福祉サービス利用援助事業  854千円
⑥事業収入 2,626千円 ⑥生活福祉資金貸付事業 1,037千円
⑦負担金収入 5千円 ⑦市社協福祉資金貸付事業 593千円
⑧介護保険事業収入 8,091千円 ⑧生活困窮者自立支援事業 9,795千円
⑨障害福祉サービス事業等収入 77,409千円 ⑨介護保険事業 14,742千円
⑩白岡市地域生活支援事業収入 304千円 ⑩障害福祉サービス事業 15,310千円
⑪その他収入 172千円 ⑪指定管理受託事業 66,400千円
⑫その他の活動による収入 7,302千円 ⑫施設整備等による支出 0千円
⑬前期繰越金 85,617千円 ⑬その他の活動による支出  7,100千円

①法人運営事業（理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会の開催、会計監査の実施）　②会員募集事業
（総会員数 7,853件）　③広報啓発事業　④白岡市地域福祉活動計画推進事業　⑤福祉大会事業

法人運営事業

①支部社協育成事業　②いきいきサロン事業（助成金交付25団体）　③福祉活動助成事業（助成金交付 ２団体）
④福祉教育事業　⑤防災対策事業　⑥備品貸出事業（貸出件数131件）

地域福祉活動推進事業

①福祉機器貸与事業（介護用ベッド 延べ27件、短期車いす 延べ106件、長期車いす 延べ36件）　②配食サー
ビス事業（実施回数 20回、利用登録人数 57人、年間延べ件数 939件、協力ボランティア人数 62人、協力ボ
ランティア 延べ人数619人）　③障がい者移動支援事業（移送利用件数 市内9件、市外25件、貸出利用件数 
26件）④音訳・点訳物配布事業 　⑤しらおか地域生活支えあいサービス事業（利用会員 67人、利用件数 381
件、協力会員 22人）　⑥彩の国あんしんセーフティネット事業（埼玉県内社会福祉法人による社会貢献活動）
（相談件数5件、支援件数4件）　⑦法外緊急援護事業（火災見舞金 3件、交通費支給 20人、食糧支給 15人）

在宅福祉活動推進事業

①各種ボランティアコーディネート及び相談受付（54件）　②ボランティアセンター（はぴすしらおか内）の
運営　③ボランティアビューローの予約管理　④登録ボランティア紹介、ポスター掲示　⑤ボランティア専
用掲示板とパンフレットスタンドの設置　⑥「お弁当調理ボランティア、配達ボランティア募集講座」の実
施（参加者 19名）　⑦登録ボランティアグループに対しての助成金の交付（20団体）　⑧ボランティア保険
の加入受付（加入者数 996人）

ボランティアセンター事業

福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）（埼玉県社会福祉協議会委託事業）（契約者数 7名）

生活困窮者自立相談支援事業（しらおか生活相談センター）（白岡市委託事業）（新規相談受付件数 81件）

市社協福祉資金貸付事業（貸付件数 20件）

①訪問介護事業（延べ利用人数 266人）　②第1号訪問事業（延べ利用人数 28人）　
③居宅介護事業（延べ利用人数 152人）　④障害者等移動支援事業（延べ利用人数 35人）　
⑤養育支援訪問事業（白岡市委託事業）（利用人数 1人）

訪問介護事業

①生活福祉資金貸付事業　②臨時特例つなぎ資金貸付事業　③埼玉県障害者福祉資金貸付事業
生活福祉資金等貸付事業（埼玉県社会福祉協議会委託事業）

①就労継続支援Ｂ型事業所（ありの実館・東ありの実館）（3月末利用者数：ありの実館 18名、東ありの実館 17名）
白岡市指定管理受託事業



令和 2年 9月 1日発行社協だより しらおか 第95号（6） 令和 2年 9月 1日発行 社協だより しらおか 第95号（7）

新型コロナウイルス対策関連情報新型コロナウイルス対策関連情報

白岡市地域福祉活動計画策定委員会の
委員を公募します

白岡市地域福祉活動計画策定委員会の
委員を公募します

　地域福祉活動計画は地域で抱える福祉課題を明らかにするとともに、地域全体でその課題
を解決するための方向性や方策を示し、基本理念である「みんなで支えあい笑顔と温もりが
ある福祉のまち　しらおか」の実現を目指した計画です。この計画の第2期計画を策定するに
あたり、住民の皆さんの視点、立場からご意見をいただきたく公募委員を募集します。

　社会福祉協議会では、経済的な問題をはじめ、生活に不安や困りごとを抱えるかたのための
相談窓口として、「しらおか生活相談センター」を設置しています。専門の相談員がお話を伺
い、問題を整理し、解決に向けた支援を行います。当センターへ来所することが難しい場合
は、相談員がご自宅などを訪問し、お話を伺いますので、気軽にお電話ください。

■電話 : 92-1746（社会福祉協議会内）  ■受付時間 : 月～金曜日8:30～17:15（土日祝除く）

自 立 相 談 支 援 機 関

特例貸付のご案内特例貸付のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業や失業等により収入が減少し、生活を維持することが
困難になった世帯に向けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。　

対 象 者  …  新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のため
の貸付を必要とする世帯

貸付上限  …  20万円以内
　　　　　　（通常10万円、上限20万円の場合

は条件あり）
据置期間  …  1年以内
償還期限  …  2年以内
貸付利子  …  無利子

対 象 者  …  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に
困窮し、日常生活の維持が困難と
なっている世帯

貸付上限  …  （2人以上）月20万円以内
　　　　　  （単身）　 月15万円以内
貸付期間  …  原則３か月以内
据置期間  …  1年以内
償還期限  …  10年以内
貸付利子  …  無利子

【緊急小口資金】（主に休業されたかた） 【総合支援資金】（主に失業されたかた）

住居確保給付金住居確保給付金
　住居確保給付金は、就職に向けた活動をする等を条件に一定期間、支給家賃額（上限あり）を自治
体から不動産会社等へ支給する制度です。

　離職、廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあるか
たです。また、金融資産が一定額以内、かつ、収入が収入基準額を超えていないことなどが要
件となります。

対象者

白岡市の場合　※収入基準額は、お住まいの家賃によって変わる場合があります。

 単身世帯   ２人世帯   ３人世帯  
金融資産基準額 468,000円 690,000円 840,000円
収入基準額（月額） 115,000円 159,000円 188,000円
支給家賃額（上限額） 37,000円 44,000円 48,000円

（申請受付は9月末まで）

応募資格：地域福祉に関心のあるかたで、平
日の会議に出席できる市内在住の
18歳以上のかた

募集人数：１名
任　　期：委嘱日から計画策定まで
応募方法：①氏名（ふりがな）②住所③電話

番号④生年月日⑤性別⑥応募の動
機、自己ＰＲを800字以内に簡単
にまとめて持参、郵送、Ｅメール
でご応募ください。

締め切り：令和２年９月30日（水）必着
そ の 他：委員になられたかたの氏名等は本

会の広報誌やホームページなどに
掲載させていただくことがありま
す。また、応募書類は返却いたし
ませんので、ご了承ください。

　　　　　その他、ご不明な点がございまし
たらお気軽にお問い合わせくださ
い。

問合せ 電話：92-1746　e-mail：siraoka-shakyou.01@juno.ocn.ne.jp

※埼玉県社会福祉協議会において審査を行うため、決定するまで一定期間の時間がかかります。あらかじめご了承ください。



令和 2年 9月 1日発行社協だより しらおか 第95号（6） 令和 2年 9月 1日発行 社協だより しらおか 第95号（7）

新型コロナウイルス対策関連情報新型コロナウイルス対策関連情報

白岡市地域福祉活動計画策定委員会の
委員を公募します

白岡市地域福祉活動計画策定委員会の
委員を公募します

　地域福祉活動計画は地域で抱える福祉課題を明らかにするとともに、地域全体でその課題
を解決するための方向性や方策を示し、基本理念である「みんなで支えあい笑顔と温もりが
ある福祉のまち　しらおか」の実現を目指した計画です。この計画の第2期計画を策定するに
あたり、住民の皆さんの視点、立場からご意見をいただきたく公募委員を募集します。

　社会福祉協議会では、経済的な問題をはじめ、生活に不安や困りごとを抱えるかたのための
相談窓口として、「しらおか生活相談センター」を設置しています。専門の相談員がお話を伺
い、問題を整理し、解決に向けた支援を行います。当センターへ来所することが難しい場合
は、相談員がご自宅などを訪問し、お話を伺いますので、気軽にお電話ください。

■電話 : 92-1746（社会福祉協議会内）  ■受付時間 : 月～金曜日8:30～17:15（土日祝除く）

自 立 相 談 支 援 機 関

特例貸付のご案内特例貸付のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業や失業等により収入が減少し、生活を維持することが
困難になった世帯に向けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。　

対 象 者  …  新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のため
の貸付を必要とする世帯

貸付上限  …  20万円以内
　　　　　　（通常10万円、上限20万円の場合

は条件あり）
据置期間  …  1年以内
償還期限  …  2年以内
貸付利子  …  無利子

対 象 者  …  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に
困窮し、日常生活の維持が困難と
なっている世帯

貸付上限  …  （2人以上）月20万円以内
　　　　　  （単身）　 月15万円以内
貸付期間  …  原則３か月以内
据置期間  …  1年以内
償還期限  …  10年以内
貸付利子  …  無利子

【緊急小口資金】（主に休業されたかた） 【総合支援資金】（主に失業されたかた）

住居確保給付金住居確保給付金
　住居確保給付金は、就職に向けた活動をする等を条件に一定期間、支給家賃額（上限あり）を自治
体から不動産会社等へ支給する制度です。

　離職、廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあるか
たです。また、金融資産が一定額以内、かつ、収入が収入基準額を超えていないことなどが要
件となります。

対象者

白岡市の場合　※収入基準額は、お住まいの家賃によって変わる場合があります。

 単身世帯   ２人世帯   ３人世帯  
金融資産基準額 468,000円 690,000円 840,000円
収入基準額（月額） 115,000円 159,000円 188,000円
支給家賃額（上限額） 37,000円 44,000円 48,000円

（申請受付は9月末まで）

応募資格：地域福祉に関心のあるかたで、平
日の会議に出席できる市内在住の
18歳以上のかた

募集人数：１名
任　　期：委嘱日から計画策定まで
応募方法：①氏名（ふりがな）②住所③電話

番号④生年月日⑤性別⑥応募の動
機、自己ＰＲを800字以内に簡単
にまとめて持参、郵送、Ｅメール
でご応募ください。

締め切り：令和２年９月30日（水）必着
そ の 他：委員になられたかたの氏名等は本

会の広報誌やホームページなどに
掲載させていただくことがありま
す。また、応募書類は返却いたし
ませんので、ご了承ください。

　　　　　その他、ご不明な点がございまし
たらお気軽にお問い合わせくださ
い。

問合せ 電話：92-1746　e-mail：siraoka-shakyou.01@juno.ocn.ne.jp

※埼玉県社会福祉協議会において審査を行うため、決定するまで一定期間の時間がかかります。あらかじめご了承ください。
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軽自動車
（ホンダ「N-BOX」）
株式会社
シティープラン様寄贈

ありがとうございます
お寄せいただきました善意は、市内の福祉活動に役立たせていただきます。

≪寄付・寄贈者≫ 令和２年 1月～ 6月

白岡歌謡連盟 様
匿名　
白岡市くらしの会 様
関山千代子歌謡教室 様
岩岸　悟 様
匿名　
𠮷田　實 様

43,022 円
7,111 円
3,088 円
21,970 円

10,000 円
お米 90㎏

1月

3月

4月

6月

5月

2月

匿名　
匿名　
㈲岩上ヨミウリサービス 様
ケアタウンゆうゆう 様
匿名　
三日月鍼灸指圧院 様
豆まきまつり運営委員会 様
白岡市グラウンドゴルフ連盟 様
白岡市グラウンドゴルフホワイトヒルズ 様
㈲岩上ヨミウリサービス 様
白岡吹奏楽団 様 
白岡吹奏楽団ファミリーコンサート 2020 様

3,285 円
45円

7,682 円
4,298 円
タオル

1,515 円
10,000 円
3,000 円
3,000 円
4,519 円
5,000 円
3,933 円

温かい心

  利用できるかた
　　社協会員世帯のかたで白岡市にお住まい（市内施設に入所しているかたも含む）の下記のいず
れかに該当するかた
（１）日常的に車いすを使用しているかた　
（２）歩行が著しく困難なかた（自力歩行５ｍ未満）
（３）障がいがあり、公共の交通機関での外出が困難なかた

  利用範囲
　自宅または入所施設から目的地まで

  回　　数
　１ヵ月に合計４日間まで利用可

  利用料金
　維持費（１日1,000円）＋燃料費

  利用方法（登録手続きについて）
　　窓口で相談と登録の申請をしてください。会員未加入の場合は別途年会費（一般会員600円）
がかかります。登録手続きに１週間程度お時間をいただく場合があります。審査の後、登録可能
な場合は登録証（１年間有効）をお渡しします。

小型自動車
（ホンダ「フリード」）

日産化学工業株式会社福祉基金
赤い羽根共同募金配分金
白岡市社会福祉協議会会費

15キロ未満・・・・200円
25キロ未満・・・・300円
35キロ未満・・・・400円
以降走行10キロごとに100円

燃  料  費

～ えがおのどんぐりくん募金 ～～ えがおのどんぐりくん募金 ～

令和２年度令和２年度

福祉車両の貸出をおこなっています福祉車両の貸出をおこなっています

紙おむつ・
 　　　車いす


