
【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（共同募金配分金を

含）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。 

 

Ⅲ 事業概要 

 

Ⅰ 社会福祉事業 

予算額（前年度予算額） 

 

 １ 法人運営事業 

  7,113千円（8,181千円）  

  
(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 4,032 3,081 

   

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。 

   



  67,855千円（76,403千円）  

  
(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 54,798 0 12,153 904 

   
事業運営のため、総務・福祉サービス係、地域福祉生活係を組織運営し、地域福

祉推進を図ります。 

 

 

 ２ 調査・研究事業 

  173千円（195千円）  

  
(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） 117 0 0 0 56 

   

第四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、計画周知のためのキャラバン 

活動も併せて行います。 

 

＊令和元年度開催の様子 

  24千円（24千円）  

  
(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。 

 

  148千円（202千円）  

  
(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） 45 0 0 0 103 

   

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 

  3,616千円（3,384千円）  

  
(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） 1,433 0 0 1,600 583 

   

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、インスタグラムの SNS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。 

 

 

 

 

 

 

 （ホームページ）              (社協あやせ) 

 

 

 

 

 

 （インスタグラム）        （ツイッター） 

  732千円（719千円）  

  
(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） 412 0 0 80 240 

   

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。 

〈 令和 3年 10月 17日（日）開催予定 〉 

＊令和元年度開催の様子 



 ４ 地域福祉推進事業 

  285千円（310千円）  

  (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） 87 0 0 70 128 

   

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。 

 〈 令和 3年 10月 2日（土）開催予定 〉 

 

 

  285千円（282千円）  

  (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） 84 0 0 100 101 

   

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。 

 〈 令和 3年 11月 13日（土）開催予定 〉 

 

＊令和元年度開催の様子 

  5,227千円（5,161千円）  

  
(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） 2,200 2,219 0 460 348 

   

 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。 

 

 

＊令和元年度開催の様子 

  3,876千円（5,153千円）  

  
(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 3,846 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 

  609千円（734千円）  

  
(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） 609 0 0 0 0 

   
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。 

 

  1,990千円（1,992千円）  

  (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） 624 0 0 1,000 366 

   

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。 

 

  1,139千円（1,439千円）  

  (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） 100 0 0 510 529 

   

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。 

 

※共同募金配分金の一部を財源として活用しています。 

＊令和元年度開催の様子 

 

 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。 



 ７ 総合相談事業 

  4千円（51千円）  

  
(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） 0 0 0 0 4 

   

身近な地域で、心配ごとなどを相談できる地域なんでも相談を行います。 

だれでも気軽に立ち寄れる窓口を増やします。 

現在、開設している深谷大上ふれあいの家、落合ふれあいの家、寺尾南地区ボラ

ンティアセンターサロンなごみ及び吉岡地区センター相談窓口の周知等の改善を行

います。 

   

  507千円（457千円）  

  
(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 0 427 80 

   

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。 

また、市等と連携し、生活困窮世帯への食糧支援の 

拡充を図ります。 

 
 

 

 ８ ボランティア振興事業 

  3,564千円（3,271千円）  

  (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） 1,305 358 0 830 1,071 

   

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。 

 

＊令和元年度開催の様子 



  313千円（374千円）  

  (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） 83 0 0 0 230 

   

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、市内はもと 

より、国内災害に対して柔軟かつ迅速な対応を 

心がけ、支援活動を行ってまいります。 

  

 ＊令和元年度開催の様子 

 ９ 共同募金配分金事業 

  181千円（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） 0 181 0 0 0 

   

市内３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。 

     

 

 

 

 

 

  309千円（425千円）  

  (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） 0 309 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 

  7,137千円（7,092千円）  

  
(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） 0 861 4,387 1,350 539 

   

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、契約に基づいて福祉サービスの利用手続きや公共料金等の支

払を行うことにより、あんしんして日常的な生活ができるよう支援を行います。 

 

  5,338千円（5,327千円）  

  
(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） 0 964 0 2,660 1,714 

   

認知症高齢者や知的及び精神障がい等により、判断能力が十分 

でない方の財産の管理や身上監護を裁判所の審判をもとに行い、 

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。 

 

  2,285千円（1,562千円）  

  
(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 1,628  657 

   

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。 

神奈川県社協及び近隣市と共同で、市民後見人養成講座を開催し、市民後見人候

補者の育成を行います。 

  

  

 １１ 資金貸付事業 

  2,528千円（2,528千円）  

  
(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 0 

   
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。 

 

 



  1,003千円（1,003千円）  

  (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 1,003 

   
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 

  1,050千円（1,050千円）  

  
(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 1,050 

   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。 

 

  17,939千円（6,489千円）  

  
(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 17,550 389 

   
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 

  2,965千円（2,451千円）  

  
(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） 223 708 0 1,407 627 

   

コミュニティケアワーカーを配置し、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。 

   

   

   

   

   



  1,030千円（1,030千円）  

  (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） 0 0 0 0 1,030 

   

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。 

 

 

 

  208千円（167千円）  

  (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） 178 0 0 0 30 

   

単独では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に対して、運転協力会員の自家用車 

を使用して通院、公共機関等への外出支援を行います。 

 

 

   

  4,097千円（4,529千円）  

  
(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 4,097 0 0 

   

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。 

 

 

 

 １４ 訪問介護事業 

  3,786千円（39,082千円）  

  
 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 3,734 52 

   
 

 



 １５ 障害者介護支援事業 

  3,991千円（7,846千円）  

  
 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 3,991 

   

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合

に、障がいのある方の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利

用に向けたきめ細かやかに支援していくことを目的に、特定指定相談支援事業を行

います。 

 

 

 

 

Ⅱ 収益事業 

予算額（前年度予算額） 

 

 １ 売店事業 

  107,900千円（65,200千円）  

  
 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 0 107,900 

   

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会組織図 

 社協は、市民の皆様によって支えられていますが、社協を運営していくうえで、団体・機

関・施設等の参加を得て組織が構成されています。 

 組織は、執行機関である「理事会」、監査機関である「監事会」、議決機関である「評議員

会」により運営されています。 
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１

種 
地区社会福祉協議会連絡協議会       評議員会１３名 

        

 ２

種 
自治会長連絡協議会      

●監査機関 

 ３

種 

民生委員児童委員協議会、保護司会 

人権擁護委員協議会、障害福祉相談員 
      監事会  ２名 

       

 ４

種 
社会福祉施設、保健・医療施設      

●執行機関 

 ５

種 
福祉当事者団体、ボランティア団体       理事会 １０名 

 ６

種 
社会福祉に関係ある市行政機関       会長   １名 

副会長  ３名 

常務理事 １名 

理事   ５名 

 ７

種 
社会福祉に関心を持つ団体       

 ８

種 
社会福祉に関心を持つ個人       

 

事務局体制 
                   

          ・組織、人事、労務 

               ・予算、決算業務 

       
総務・福祉サービス係 

 ・売店 

        ・共同募金会綾瀬市支会事務局 

               ・あやせ福祉サービスセンター 

               ・訪問介護事業所 

 
事務局長 

          ・障害者介護支援事業所 

事業所事業所                     

               ・地域福祉活動業務 

               ・あやせボランティアセンター 

       
地域福祉生活係 

 ・災害時対策業務 

        ・総合相談業務 

               ・資金貸付業務 

               ・綾瀬あんしんセンター 

                         

 


