
【金額等の表示について】 

 ・予算額は内部取引相殺消去後の予算額を表示しています。 

 ・予算額のほか、（  ）内は前年度予算額を参考として記載しています。 

 ・金額の右側に表示している記号は、前年度との比較増減を表示しています。 

    

    

    

・・・前年度予算額と比較して増えたもの 

・・・前年度予算額と比較して同額のもの 

・・・前年度予算額と比較して減ったもの 

【財源構成について】 

 ・会費・・・住民会員会費、構成会員会費、特別賛助会員会費を財源としています。 

 ・補助金・・市補助金、県社協補助金等を財源としています。 

 ・受託金・・市受託金、県社協受託金等を財源としています。 

 ・繰入金・・福祉基金等の基金取崩活用金や事業間資金移動活用金を財源としています。 

 ・その他・・事業収入や前年度繰越金等を財源としています。 

 

 

Ⅰ 社会福祉事業 

予算額（前年度予算額） 

 

 １ 法人運営事業 

  7,091千円（10,148千円）  

  
(1) 法人運営管理 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 5,450 1,641 

   

三役会、理事会、評議員会をおおむね年４回開催し、 

地域福祉の推進を目的とした法人運営を図ります。 

また、会計監査(監事会)として、中間監査及び決算 

監査を年２回開催します。 

※共同募金配分金の一部を財源として活用しています。 

 

 

 

 



  93,219千円（69,666千円）  

  
(2) 職員管理 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 56,804 0 30,557 5,858 

   
事業運営のため、総務班、地域福祉班、生活支援班、福祉サービス班を組織運営

し、地域福祉推進を図ります。 

 

 ２ 調査・研究事業 

  379千円（315千円）  

  
(1) 計画推進委員会 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 224 0 0 0 155 

   

第三次綾瀬市地域福祉活動計画の推進を図るとともに、進 

行管理を行うための地域福祉活動計画推進委員会を開催しま 

す。 

 また、第四次綾瀬市地域福祉活動計画の策定に向けたヒア 

リング調査、ワークショップの実施などを行います。 

 

 

  24千円（22千円）  

  
(2) 苦情解決委員会 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 0 24 

   
苦情解決調整委員を配置し、事業を利用する方からの意見や 

苦情に対し、適切な解決と必要に応じた改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  101千円（110千円）  

  
(3) 福祉人材確保事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 0 101 

   

福祉の仕事に理解を深めていただく「福祉の仕 

事を知ってもらおうプロジェクト」を開催します。 

また、市内在住及び在勤の若い世代の人を中心 

に、自分たちで企画した事業を展開し、市内にお 

ける若い層の発掘を目的とした「あやせ Tomorrow  

プロジェクト」を設置します。 

「夜回りランニング＆ウォーキング」 

・毎月第４火曜日 午後８時から 

・その他若い世代の参加を促す活動の実施 

 

 ３ 広報・啓発事業 

  3,445千円（3,460千円）  

  
(1) 広報紙等発行事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 1,282 0 0 1,655 508 

   

市民に広く社協事業の啓発、報告や市内の福祉情報等を紹介するため、社協の情

報発信源として、「社協あやせ」（年４回）を発行します。 

また、一部カラーにするなど見やすさを図ります。 

併せて、ホームページ、フェイスブック、ツイッターの電子媒体も活用し、情報

を発信します。 

※共同募金配分金の一部を財源として活用しています。 

 

 （広報紙「社協あやせ」） 

 

 

 

 

 

 

 



 （ホームページ）           （フェイスブック） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  706千円（685千円）  

  
(2) 福祉ふれあいまつり 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 500 56 0 57 93 

   

市民の福祉意識の高揚を図るとともに、福祉関係者 

（地区社協、ボランティア、当事者、施設関係者）の 

交流、活動紹介や情報交換の場として、実行委員会形 

式による、まつりを開催します。 

 ≪ 平成 30年 10月 21日（日）開催予定 ≫ 

 

 ４ 地域福祉推進事業 

  339千円（389千円）  

  (1) 社会福祉大会 

   （社会福祉表彰式） 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 71 34 0 34 200 

   

永年にわたり地域での福祉活動に功労のあった方々や 

多額の芳志をされた方々を対象に表彰と感謝の式典を開 

催します。 

 ≪ 平成 30年 9月 23日（日）開催予定 ≫ 

 

 

 

 

 



  367千円（337千円）  

  (2) 福祉レクリエーション 

   大会 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 57 40 0 40 230 

   

福祉団体会員とその家族及び福祉施設入所者等が一同 

に会し、参加者相互の交流や心身の健康保持を図ること 

を目的に開催します。 

 ≪ 平成 30年 11月 10日（土）開催予定 ≫ 

 

  6,283千円（6,538千円）  

  
(3) 地区社協推進事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 2,400 2,581  821 481 

    地域福祉活動を推進するうえで核となる地区社協活動の支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

   1,916千円（977千円）  

  
(4) 生活支援体制整備事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 1,886 0 30 

   
 綾瀬市受託事業として、生活支援コーディネーターを配置し、生活圏域における

協議体設置に向けた勉強会を行います。また、既存の協議体運営の支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５ 助成事業 

  782千円（798千円）  

  
(1) 地域福祉事業交付金 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 775 0 0 0 7 

   各自治会へ会費の一部を還元し、地域福祉活動の促進を図ります。 

 

  2,172千円（2,222千円）  

  (2) 福祉当事者団体等 

   事業助成金 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 772 0 0 750 650 

   

障がい者、高齢者等当事者活動の促進を図るため、福祉当事者団体等への事業費

の助成や、当事者団体連絡会及び福祉団体交流紙発行の支援を行います。 

また、社会福祉の関心を深め、地域福祉向上を図るための事業を行う小学校、中

学校を対象に事業費の助成を行います。 

※共同募金配分金の一部を財源として活用しています。 

 

  1,904千円（2,078千円）  

  (3) 福祉ボランティア 

   グループ事業助成金 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 904 0 0 0 1,000 

   

地域で活動するボランティアグループがより良い活動 

を行えるように事業費の助成を行います。 

また、綾瀬市ボランティア連絡協議会の運営を支援し 

ます。 

 

 ６ 援護事業 

  93千円（93千円）  

  
(1) 法外緊急援護事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 0 93 

   
緊急に交通費等を必要とする者に対し、資金の給付を行います。 

※共同募金配分金の一部を財源として活用しています。 

 

 

 



  100千円（100千円）  

  
(2) 交通遺児激励事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 100 0 0 0 

   神奈川県社協補助事業として、交通遺児を対象に激励金等の支給を行います。 

 

 ７ 総合相談事業 

  51千円（49千円）  

  
(1) 総合相談事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 50 0 0 0 1 

   

介護経験者、車いす利用者が相談員となり、共通の障がいや悩み 

を抱える当事者や家族が仲間の立場で出会い、語り合い、一緒に悩 

みを考え（ピアカウセリング）、精神的なサポートをする福祉当事 

者相談を行います。 

 また、深谷大上ふれあいの家、落合ふれあいの家及び寺 

尾南地区ボランティアセンターサロンなごみで、地域なん 

でも相談を行います。 

 

 

   552千円（550千円）  

  
(2) 生活応援事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 220 332 

   

総合相談事業、資金貸付事業等と連携し、市内の施設及び企業の参加や協力を得

ながら、緊急的に支援が必要な生活困窮世帯の方に生活応援サービス（ライフライ

ン確保事業等）を行います。 

 

 ８ ボランティア振興事業 

  3,029千円（2,880千円）  

  (1) ボランティア 

   センター運営事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 1,100 272 0 1,272 385 

   

ボランティアが活動しやすい環境づくりを図るため、相談員を配置し、ボランテ

ィア活動の支援やニーズ相談援助活動、入門講座及びボランティアさろんを行いま

す。 



 また、次代を担う小学生、中学生、高校生等が思いや 

りの心を持ち、互いに支えあい心豊かに育つこと、社会 

福祉への正しい理解を促進することを目的に、福祉教室 

及び青少年体験学習を行います。 

※共同募金配分金の一部を財源として活用しています。 

 

  1,897千円（2,603千円）  

  (2) 災害ボランティア 

   センター活動事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 67 0 0 1,000 830 

   

あやせ災害ボランティアネットワークとの協働によ 

り、災害時に効率良く災害ボランティアセンターを設 

置運営するための調整会議を開催するほか、センター 

立ち上げ訓練等を通じて災害時に備えます。 

また、東日本大震災被災地である岩手県釜 

石市への支援を継続し行います。 

（綾瀬発・釜石応援プロジェクト） 

 

 

 ９ 共同募金配分金事業 

  130千円（130千円）  

  
(1) 共同募金配分金事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 130 0 0 0 

   

市内２か所のＮＰＯ法人に、年末たすけあい募金の配分 

金により助成を行います。 

 また、共同募金配分金を広報紙の発行やボランティア活 

動等に活用します。 

※共同募金配分金の一部を財源として活用しています。 

 

 

 

 

 



  652千円（457千円）  

  (2) 災害時あんしん袋 

   配布事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 652 0 0 0 

   

地域での要援護者を支援するため、市の地域避難行動 

要支援者制度登録者を中心とした希望者を対象に、防災 

グッズの配布や定期的な内容物交換の支援を行います。 

※共同募金配分金の一部を財源として活用しています。 

 

 １０ あんしんセンター事業 

  7,103千円（6,621千円）  

  
(1) 日常生活自立支援事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 200 1,323 4,012 1,324 244 

   

神奈川県社協受託事業として、認知症高齢者や知 

的及び精神障がい者等の地域での生活を支えるため、 

福祉サービスの利用手続きや公共料金等の支払代行 

及び福祉サービスの利用支援等、日常的な生活支援 

サービスを行います。 

 

  5,795千円（5,565千円）  

  
(2) 法人後見事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 200 1,457 0 1,457 2,681 

   

認知症高齢者や知的及び精神障がいにより、判断 

能力が十分でない方に代わって財産の管理や身上監 

護を行い、安心してその人らしい生活が送られるよ 

うに支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



  1,456千円（1,970千円）  

  
(3) 市民後見事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 682 0 774 

   

市民後見人の選任に向け、関係機関との調整等を行いま 

す。 

また、市民後見人及び市民後見サポーターの後見活動に 

対して支援を行います。 

 

 １１ 資金貸付事業 

  2,531千円（2,529千円）  

  
(1) 生活福祉資金貸付事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 2,528 0 3 

   
神奈川県社協受託事業として、総合支援資金、福祉資金、緊急小口資金等の貸付

窓口業務（相談、手続き）を行います。 

 

  4,077千円（4,077千円）  

  (2) 簡易小口生活資金 

   貸付事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 0 4,077 

   
不測の事態により、生活に困窮している世帯に対し、生活の安定のため資金貸付

を行います。 

 

 １２ 基金運営事業 

  1,260千円（1,380千円）  

  
(1) 福祉基金運営事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 0 1,260 

   
寄託金を福祉事業、地域福祉活動を 

推進するための事業費に活用します。 

 

 

 

 

 



  17,621千円（14,021千円）  

  
(2) 各種基金運営事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 17,550 71 

   各種基金を管理し、活動財源の確保、財政の長期にわたる健全な運営を図ります。 

 

 １３ サービスセンター事業 

  2,067千円（1,461千円）  

  
(1) サービスセンター事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 400 469 0 470 728 

   

コミュニティケアワーカーを配置し、各種事業が円滑 

に行われるよう相談、助言、支援等のコーディネートや 

高齢者男性料理教室を開催します。 

 また、病気やケガ等で歩行が一時的に困難な方に、車 

いすを３か月限度に貸出します。 

 

  873千円（572千円）  

  (2) 住民参加型生活 

   支援事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 43 0 0 0 830 

   
日常生活に支障があり、手助けが必要な方に対し、市民の参加と協力のもとに相

互による助けあい活動を行います。 

 

  171千円（147千円）  

  (3) 住民参加型移動 

   支援事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 55 0 0 0 116 

   

単独で、公共交通機関を利用することが困難な障がいのある方や高齢の方々に対

し市民の参加により自家用車を使用したボランティア送迎を行い、外出の支援を行

います。 

 

 

 

 

 



  8,275千円（4,504千円）  

  
(4) 移送サービス受託事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 5,046 3,199 30 

   

綾瀬市受託事業として、車両２台を運行し、障がいが 

重く車いす等を利用しなければならない方々の移動支援 

を行います。 

 

 

   【新規】 1,554千円（0千円）  

  (5) 介護職員初任者研修 

   受託事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 1,554 0 0 

   
少子高齢化の進行により介護人材の確保が喫緊の課題となっていることから、人

材の安定的な確保を目的とするため研修会を行います。 

 

 １４ 居宅介護支援事業  

  17,415千円（17,023千円）  

  
 居宅介護支援事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 0 17,415 

   
介護保険認定者に対し、本人の選択に基づいたケアプランを 

作成し、利用者の支援を行います。 

 

 

 １５ 訪問介護事業 

  36,020千円（33,800千円）  

  
 訪問介護事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 0 36,020 

   
ホームヘルパーが介護保険認定を受けられた方の身体介護、生活援助、相談、助

言を行います。 

 

 

 

 



 １６ 障害者介護支援事業 

  8,850千円（10,557千円）  

  
 障害者介護支援事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 0 8,850 

   

ホームヘルパーが障害福祉サービスの支給決定を受けた障がい児者の身体介護、

家事援助、移動支援等や視覚障がい者の同行援護を行います。 

また、地域相談支援を利用する障がいのある方に対し計画相談支援を行います。 

 

Ⅱ 収益事業 

予算額（前年度予算額） 

 

 １ 売店事業 

  30,400千円（22,700千円）  

  
 売店事業 

財源構成 会費 補助金 受託金 繰入金 その他 

  （千円） 0 0 0 0 30,400 

   

市役所内売店等を受託経営し、市役所職員の福利厚生 

や来庁者への利便を図るとともに、収益金を福祉事業に 

活用するため自主財源の確保を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


