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令和３年度に実　　施した主な事業
社会福祉協議会は、地域住民に一番近い立場から、住民の皆様とともにより良い　　　　　地域社会づくりを目指し、関係機関と連携を図りながら事業を進めています。

いきいきとした暮らしの支援

令和3年度に新しく取り組んだ事業

令和３年度 決算報告
収入合計 82,897,504円 支出合計 82,897,504円

〇相談支援事業　　　　　　　　　　　相談件数　延べ194件
〇日常生活自立支援事業　　　　　　　利用者　　　　　 7名
〇生活福祉資金貸付事業（受託事業）　決定件数　　　216件
〇フードレスキュー事業　　　　      　利用者数　延べ  18件
〇車椅子貸与事業　　　　　　　　　　利用件数　延べ  44件
〇録音CD貸出事業　　　　　　　　　 貸出回数　延べ170件
〇緊急情報キット（安心カプセル）の配布　　24件
〇高齢者等外出支援事業（生き生き号の運行）利用者　延べ2,775人
〇車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業　　利用者　408名
〇リフト付乗用車移動支援事業（受託事業）　　利用回数4回　

〇買い物支援事業　登録者39名　利用者　延べ314名
　　買い物に行きたいけれど車の運転ができないなど、
　店舗までの移動に負担が大きい高齢者や障がい者を対象に、
　乗り合わせによる買い物支援事業をスタートしました。
〇コロナワクチン集団接種会場への送迎（受託事業）　利用者　延べ101回
〇新型コロナによる、自宅療養者・自宅待機者への生活支援　利用者　9件
〇生活用品・生理用品の配布　　利用者　延べ77件

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
基金積立資産取崩収入
前期末支払資金残高

人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
基金積立資産支出
その他の活動による支出
当期末支払資金残高

758,000円
210,393円

34,750,020円
12,988,529円

331,380円
2,370円

55,280円
4,792,807円

14,452,381円
14,556,344円

45,796,824円
2,216,018円
3,643,457円
2,331,369円
1,396,417円

6,500円
10,033,684円

3,152,331円
14,320,904円

安心カプセル▶

◀リフト付マイクロバス

◀買い物支援事業

▼集団接種会場への送迎

◀広報紙の録音ボランティア
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令和３年度に実　　施した主な事業
社会福祉協議会は、地域住民に一番近い立場から、住民の皆様とともにより良い　　　　　地域社会づくりを目指し、関係機関と連携を図りながら事業を進めています。

法人運営事業

地域福祉活動の推進

福祉教育と福祉啓発活動の推進

〇会員制度の実施　　・一般会員　1,136口　　568,000円　　・賛助会員 38口　　190,000円
〇善意銀行の運営　　・一般預託　　　 4件　　135,000円　　・指定預託　2件　　 40,000円
　　　　　　　　　　・物品預託　　　 2件　　白米・玄米

〇小地域福祉活動の組織化と支援
　・活動補助金　　44地区　1,280,000円
　・活動拠点確保補助金　4地区　8,017円 〇ボランティアの育成と活動の促進

　・福祉ボランティア体験事業
　　「点字にふれてみませんか」　参加者4名
　・ボランティアグループ活動補助金
 4団体　55,000円  　　
　・ボランティア推進校助成　1校　17,400円
　・ボランティア活動保険の加入　加入者　1,020名〇生活支援コーディネーターの配置

〇聴覚障がい者支援事業（受託事業）
　・手話奉仕員養成講座（入門編）全23回　修了者　7名

〇社協だよりの発行　　　　　　6回　　　　　　〇社協かわら版の発行　 4回
〇社会福祉事業推進功労者表彰　表彰者11名　　 〇出前講座　開催回数　19回

　令和２年度に引き続き、令和３年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響により、感染予防を踏まえた行動
が求められ、中止せざるを得ない事業もありました。
　そんななか、新たに買い物支援事業を実施しました。また、高齢者や障がい者を対象に、ワクチン集団接種
会場までの移動支援や自宅療養者・自宅待機者への生活支援などにも取り組みました。
　地域福祉活動では、福祉員のみなさんとともに新型コロナ禍でもできる活動について考えることで、地域の
見守り活動の強化に取り組みました。
　そして、地域で支え合いができる仕組みをつくるため、地域のみなさんによる介護予防運動の場の立ち上げ
支援や生活支援ガイドブックの更新などを行いました。
　また、コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮し、不安を抱えた方の相談支援等にも取り組みまし
た。

令和3年度の取り組みについて

▲地域の集いの場づくり

▲小地域福祉会による地域の見守り活動

▲社会福祉事業推進功労者表彰

▲手話奉仕員養成講座

▲小地域福祉会連絡会

▲出前講座（車椅子体験）
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あなたも、ボランティア活動に参加してみませんか？

ボランティア活動保険に加入しましょう

令和４年度　斑鳩町社会福祉協議会登録ボランティア

　ボランティアは、年齢や性別を問わず、誰でも取り組むことができます。
　自分の生活の中からできることを見つけて、あなたも参加してみませんか。
　社会福祉協議会では、斑鳩町で活動するさまざまなボランティアグループに活動登録をいただいています。
　「ボランティア活動に参加してみたい」「どんなボランティアがあるのかを知りたい」「活動のすすめ方に
ついて相談したい」といった方は、社協までご相談ください。

　ボランティア活動中の万が一に備えて、ボランティア活動保険をご活用ください。
　保険加入は社会福祉協議会窓口で受け付けています。
保 険 料　基本プラン350円　天災・地震補償プラン500円・特定感染症プラン550円（1名あたり）
補償期間　4月1日から3月31日（1年間の年度ごとの保険です）
　　　　　・年度の途中でも加入できますが、保険料は一律となっています。
　　　　　・途中加入の場合、お申し込みいただいた日の翌日から3月31日までの補償期間となります。
主な補償内容　ケガの補償　　　活動場所へ向かう途中や活動中に転んでけがをした　等
　　　　　　　賠償責任の補償　活動中、誤って他人の物を壊してしまった　等

　※�上記の団体は広報紙への掲載許可団体のみとなっています。このほかにも多くの団体の登録があります。詳細につ
いては社会福祉協議会までお問い合わせください。

ボランティアグループ名 活動内容 備考
ボランティアグループ斑鳩 ボランティア活動を通じて地域貢献に取り組む。

こども食堂いかるが 定期的にこども食堂を開店し、孤立しがちなこどもや保
護者を地域の力でささえ、見守る。

歌の会　虹 施設等や地域の行事を訪問し、コーラスを通して歌う楽
しさを伝える。

マンドリン，ギターアンサンブルあおぞら 施設や地域の行事を訪問し、マンドリン、ギター、キー
ボード、トーンチャイムによる音楽活動を行う。

手話サークル鳩の会 聴覚障がい者と健聴者との意思疎通のための手話術の向
上、普及。町行事等での手話通訳ボランティア。 会員募集中

火耀会 虹の家の手伝い、自治会内の高齢者の見守り活動。

斑鳩町食育推進協議会 地域の食生活改善のための啓発、普及活動。

ビバ！オカリーナグループ 施設等や地域の行事を訪問し、オカリナ演奏を行う。 会員募集中

いかるがソラネコ会 飼い主のいない猫を捕獲し、不妊手術を行い、元の場所
に戻す活動。 会員募集中

アニマルシェルター Enn 保護された動物達を施設で一時飼養し、里親希望者を募
る。動物愛護・終生飼育についての啓蒙活動を行う。 会員募集中

人形劇ゴロゴロ 幼稚園・保育園・障がい児施設等での人形劇上演。 会員募集中

斑鳩町学校安全ボランティア 登下校時の児童の見守り活動。 会員募集中

史跡中宮寺跡文化財ボランティア 園内のプランター等に草花を植栽する。 会員募集中
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福祉人材バンクとは
　社会福祉協議会ではいろいろな特技や趣味をお持ちの方々に福祉人材バンクに
ご登録いただき、地域の行事や学習会などにご協力いただいています。

福祉人材バンクにはこんな活動が登録されています
　・ギター・マンドリンの演奏　　　　・大正琴の演奏　　　　　・参加者とともに歌を楽しむ
　・オカリナ演奏　　　　　　　　　　�・ピアニカ演奏　　　　　・手品
　・フラダンス　　　　　　　　　　　・詩吟　　　　　　　　　・創作粘土工芸
　・健康体操　　　　　　　　　　　　・笑いヨガ　　　　　　　・やさしい指編み
　・環境問題についての講義　　　　　・高齢者福祉についての講義

福祉人材バンク利用方法
　１．紹介を希望する内容について社会福祉協議会まで、お問い合わせ下さい。
　２．予定日時の１カ月前までに、利用を申し込みください。
　３．登録者（ボランティア）を紹介します。
　　　開催日時や場所、実施内容については、原則、登録者と利用者で、打ち合せしてください。
　　・登録者はボランティアのため無償でご協力いただけますが、交通費・材料費等の実費は
　　　利用者がご負担ください。
　　・登録者はボランティアのため、日程等の都合が合わない場合があります。

福祉人材バンク登録者募集
　福祉人材バンクでは登録者を募集しています。特技や趣味を活かしてボランティア活動をしてみたいとい
う方は、社会福祉協議会までご連絡ください。
　また、趣味や特技ではなくても、ちょっとした空き時間で、地域の方の役に立ちたい・何かできることを
したいといった方も募集しています。ボランティア活動をしてみたい方やちょっとしたことをボランティア
に手伝ってもらいたい方は、本会までお問い合わせください。

ご利用ください、福祉人材バンク

令和３年度の社協会員にご加入ありがとうございました
　社協では、住民のみなさんの参加と協力による地域福祉活動を進めるため、会員を募集しています。令和
3年度は住民のみなさまから、一般会員1,136口568,000円、賛助会員38口190,000円のご加入をいただき
ました。みなさまのあたたかいご協力、ありがとうございました。

会費はこのようにつかわせていただきました
●一般会費　小地域福祉活動、福祉ボランティア活動、ボランティア推進校への助成
●賛助会員　社協運営費の一部として使用

令和4年度会員にご協力をお願いします　～あなたの会費が地域福祉を支えます～
年会費　　一般会費　１口　500円　　　賛助会費　１口　5,000円

　　　開催日時や場所、実施内容については、原則、登録者と利用者で、打ち合せしてください。
　　・登録者はボランティアのため無償でご協力いただけますが、交通費・材料費等の実費は
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　「もったいない」を「ありがとう」へ

◎ご提供の方法

～ご家庭で余っている食料品や生活用品などはありませんか？～

ご提供をお願いしたい物資

ご提供いただいた物資の活用予定

“まごころドライブ”を開始します
　まごころドライブ（フードドライブ）は、家庭で使われずに眠っている食料品や生活用品を持ち寄っていただき、
必要な方に届ける取り組みです。
　斑鳩町社会福祉協議会では、7月1日から7月15日まで、窓口にて下記の物資の受け付けを行います。集まった
物資は、町内の困りごとを抱えている子育て世帯の支援等に活用します。

　１　�斑鳩町社協までお持ちいただくか、電話でお問い合わせください。ご自宅や事務所にも訪問いたします。
　２　まごころドライブ申込書をご記載ください。
　３　いただいた物資は斑鳩町社協で保管し、活用させていただきます。
　４　物資の受け入れ及び活用状況は、定期的に「社協だより」でご紹介します。

（１）米（白米・玄米）　（２）飲料（ミネラルウォーター・ジュース等のほか茶パックなども含む）
（３）保存食品（缶詰、インスタント食品、レトルト食品等）
（４）乾物、乾麺（のり、ふりかけ、うどん、パスタ等）　（５）お菓子・粉ミルク
（６）生活用品（ボックスティッシュ、トイレットペーパー、洗剤等）　（７）文房具（鉛筆、消しゴム等）
（８）制服（斑鳩町内の学校、幼稚園、保育所の指定の制服や体操服、リクルートスーツ）

・食品は、未開封かつ破損がなく、常温保存が可能で、賞味期限が明記され、期限まで２カ月以上あるもの。
・米は収穫から３年以内のもの。
・生活用品や文房具は、未開封・未使用であり、破損や汚れがないもの。
・生活用品は日々の生活で使用する消耗品。
・制服は、破損や汚れが少なく、ネーム等を外し、クリーニング後のビニール袋に梱包されたもの。（普段着
や部屋着などの古着、タオル、カバンや帽子、ランドセルは受け付けていません）
※�ご提供をお願いしたい物資は、ニーズ等に応じて追加等を行う場合があります。また、在庫の状況により、
受け入れを停止する場合もあります。

〇困りごとを抱える子育て世帯　　〇災害発生時の被災者等への支援
〇ボランティア活動を行う団体への運営支援　等

まごころドライブで集まった物資をお困りの子育て世帯の方へ配布します！
支援対象 　斑鳩町在住で困りごとを抱えている子育て世帯（収入基準などはありません）
申込期間 　7月1日（金）～7月15日（金）

申込方法 社会福祉協議会窓口、またはお電話にてお申し込みください。その際に世帯の構成等の聞きと
りをさせていただきます。
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斑鳩町法隆寺1-7-23

●
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斑鳩町法隆寺1-7-23

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で
 生活資金にお困りの方への特例貸付【申込期限が延長となりました】
　新型コロナウイルス感染症の影響が長引くなかで、休業や失業により、生活資金でお困りの方への特例貸付（緊
急小口資金特例貸付及び総合支援資金特例貸付）の申請期間が、令和４年８月末日までに延長されています。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を貸し付けします。

生活再建までの間に必要な生活費用を貸し付けします。

※�すでに利用されている方は利用できません。また、特例貸付を利用中の方は、その他の生活福祉資金の貸付を利用する
ことはできません。
※�生活福祉資金をご利用中の方で、申請時から住所変更・改名・改姓された場合は、社会福祉協議会まで届出をお願いい
たします。

緊急小口資金（特例貸付）

総合支援資金（特例貸付）
○貸付上限額　20万円以内　　　　○償還期間　２年以内

○貸付上限額（二人以上の世帯）月20万円以内　（単身世帯）月15万円以内
○貸付期間　原則３ヵ月以内　　　○償還期間　10年以内

社会福祉協議会は困りごとや心配ごとの総合相談窓口です！！
～日常の心配ごとをなんでも気軽にご相談ください～
　たとえば　・「困りごとがあるけれど、
　　　　　　　　　事情が複雑でどこに相談したらいいかわからない…」
　　　　　　・「以前に心配ごとの相談をしたとき、たらい回しにされてしまった…」
　　　　　　・「ひとり暮らしなので、誰かから見守りを受けたいけれど、誰に相談すれば…」

社協の職員
が相談をお
受けしてい
ます。

■受付時間　　月～金曜日（祝日・年末年始は除く）
　　　　　　　午前9時～午後5時
■場　　所　　生き生きプラザ斑鳩
　　　　　　　※来所することが困難な場合は、訪問させていただきます。



再生紙を使用しています この社協だよりは共同募金の配分金により作成しています

斑鳩町自治振興会様から
日本赤十字社ウクライナ人道危機救援金にご寄附いただきました
　ウクライナでの人道危機対応及びウクライナからの避難民を受け入れる周辺国とその他の国々における救
援活動を支援するため、斑鳩町自治振興会様から日本赤十字社斑鳩町分区に133,843円のご寄附をいただき
ました。贈呈式では、同会の清水幹夫会長から中西和夫分区長に目録が手渡されました。

ウクライナ人道危機救援金募金箱は、斑鳩町役
場、中央・東・西公民館、いかるがホール、東・
西憩いの家、ｉセンター等に設置しています。
みなさまの温かい支援をお願いいたします。

〒636－0142 生駒郡斑鳩町小𠮷田1－12－35　

（電話）０７４５－７４－５１２２
（FAX）０７４５－７４－５０１１

社会福祉法人
斑鳩町社会福祉協議会

本会が実施している
サービスへの
ご意見・苦情の受付について

【担当】総務係 安井 まで

５月
３０日（月）

善意銀行へのご協力をお願いします
　善意銀行では、みなさまのあたたかい善意の気持ちを、金銭や物品としてお預かりし、ボランティア活動
の推進、高齢者・障がい者福祉の充実など、斑鳩町の福祉増進のために活用しています。みなさんの善意を
お待ちしています。

　手話を通して、聴覚に障がいのある方とのコミュニケーションの架け橋となる手話奉仕員を養成する講座
です。入門編は、手話をはじめて学びたい方を対象にした講座です。手話に興味のある方は、ぜひご参加く
ださい。
〈期　　間〉　令和4年9月1日～令和5年3月16日までの木曜日　全23回
　　　　　　（10/6、11/3、11/17、1/5、2/23を除く）　
〈時　　間〉　午後7時～午後9時� 〈場　　所〉　生き生きプラザ斑鳩
〈定　　員〉　20名（定員になり次第、受付けを締め切ります）
　　　　　　※申込みが3名以下の場合は、講座を開催しません。
〈講　　師〉　小山康子氏� 〈通　　訳〉　斑鳩町登録手話通訳者
〈対 象 者〉　町在住・在勤・在学の方� 〈費　　用〉　テキスト代（3,300円（税込））
〈申込方法〉　8月12日（金）までに社会福祉協議会にお申し込みください。※電話でのお申し込みも可能です。
　※ 新型コロナウイルス感染症の拡大や、会場の管理運営の都合により、日程変更や中止となることがあり

ます。なお、購入後のテキスト代の返還はできませんので、ご了承ください。

手話奉仕員養成講座（入門編）　受講生募集


