赤い 羽根レポート
～令和３年度第74回共同募金結果報告～

オリジナルの啓発グッズで
呼び掛けました！

ご協力ありがとうございました

御 礼
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に心からお見舞い申し上げます。
あわせて、コロナ禍で対応にあたられている皆様に心から感謝申し上げます。
令和３年度共同募金運動は、コロナ禍の厳しい環境下でありましたが、多くの寄付
者の皆さま、
募金ボランティアの皆さまに支えられ、
運動期間が終了しました。
この度
全ての助成先が決定しましたので、募金実績及び助成結果につきまして、ご報告申し
上げます。
今年も、10月１日から運動を開始します。今年度も引き続き、コロナ禍で日常生活
に困難をきたした方々に対する支援を重点的に進めてまいります。みなさまの変わら
ぬご理解・ご協力をお願い申し上げます。
令和４年６月

社会福祉法人埼玉県共同募金会
会

長

社会福祉法人埼玉県共同募金会
〒330－0075

さいたま市浦和区針ヶ谷4－2－65

彩の国すこやかプラザ内
TEL 048－822－4045

FAX 048－824－9819

ホームページリニューアルしました
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募 金 結 果
8 億 3,685 万 8,014 円

ccccccccc
募金実績額
ccccccccc

（目標額 10 億 837 万円に対する達成率：83.0％）
【内訳】

赤い羽根募金
地域歳末たすけあい募金 
ＮＨＫ歳末たすけあい募金

募金方法別

5 億 2,849 万 1,309 円
2 億 8,753 万 5,012 円
2,083 万 1,693 円

内訳

～次のような方法でご協力いただきました～

法人募金

学校募金

4,480万7,897円（5.4％） 1,345万1,977円（1.6％）
企業の社会貢献活動等による寄付

小・中・高等学校や幼稚園、保育園
等を通じた寄付

街頭募金
542万983円（0.7％）
駅頭等の通行者からの寄付

個人募金
5,648万2,092円（6.7％）
篤志家からの寄付

職域募金
4,470 万 9,248 円（5.3％）
事業所や福祉施設、官公庁等の職場

行田市の募金活動の様子

を通じた寄付

寄付金付きクオカード・図書カード、
バッジによるご協力もありました

戸別募金
6億7,198万5,817円
（80.3％）

皆野町の風景を図書カード
NEXT に採用

自治会や町会等地縁組織を通じた、
各家庭からの寄付

1

活動報告
コロナ禍でも多くの皆様に御協力をいただくために行った取り組みについて、一例をご紹介します。

ccccccccccccccccccc
接触を避けた募金活動のために
ccccccccccccccccccc
コロナ禍の募金活動のために、県内の障害
者就労支援施設が製作した設置型募金箱を活
用しました。
浦和駅での街頭募金

ccccccccccccccccccc
ボランティアによる手作り募金箱
ccccccccccccccccccc
多くのボランティアの皆様が募金活動に参
加しました。
一部支会では、ボランティアの協力を得て、
手作り募金箱を製作しました。

久喜市支会の取り組み

さいたま市大宮区支会では、小学校で共同
募金について授業を行い、小学生の手作り募
金箱を商店に設置しました。

地域の輪が広がりました

cccccccccccccccccccccc
キャッシュレス時代に即した募金方法
cccccccccccccccccccccc
キャッシュレス時代に向け、クレジットカ
ード決済による寄付の受付けに加え、QR コ
ード決済の「auPAY」を導入しました。

ccccccccccccccccccccccccccc
オリジナル赤い羽根カードによる職域募金の推進
ccccccccccccccccccccccccccc
社会福祉事業の推進に尽力し、大河ドラマの主人公となった渋
沢栄一翁の生家をクオカードのデザインに採用し、職域募金で活
用しました。

cccccccccccccc
遺贈寄付の受入れ
cccccccccccccc
この寄付は、故人の意思である遺言書に基づいて、執行されるもので、地域や使いみちの分野を指定
することもできます。
埼玉県共同募金会を指定した１件 809 万円の遺贈寄付がありました。
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cccccccccccccccccccccccccccccc
企業による共同募金運動への協力
ccccccccccccccc
プロスポーツチーム
ccccccccccccccc
Ｊリーグのサッカークラブ、浦和レッドダイヤモン
ズと大宮アルディージャの協力を得て、試合会場で募
金ボランティアの方々とともに募金活動を行いました。
大宮アルディージャの試合会場での募金活動では、
スタジアム限定の缶バッジを製作し、寄付者の方にお

試合会場での募金風景

渡ししました。

←コラボ缶バッジ

ccccccccccccccccccc
社会貢献型赤い羽根自動販売機
ccccccccccccccccccc
飲料を購入することで、寄付につながる「赤い羽根自動販売機」は、新たに「ダ
イドードリンコ株式会社」が協賛企業に加わりました。
県内の設置台数は、238 台となり、この自動販売機の売り上げからの年間
を通じた募金総額が 312 万円ありました。
赤い羽根自動販売機…協賛企業等の協力により、売り上げの一部を共同募金に寄付いただけ
るしくみです。

◆協賛企業等
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株） （株）伊藤園

アサヒ飲料（株）

西武商事（株）

東京キリンビバレッジ（株）

（特非）ハートフル福祉募金

コカ・コーラボトラーズジャパン（株） 北関東ペプシコーラ販売（株）

（株）イシイ

埼玉北部ヤクルト販売（株）

（株）八洋

埼玉西ヤクルト販売（株）

ダイドードリンコ（株）

【令和３年度に設置いただいた企業・団体・施設
子ども食堂チ・アモ（東松山市）

計14台】敬称略

富士見市第２運動公園（富士見市） （有）丸菱商事（草加市）

第一生命保険（株）新座西営業オフィス 児玉化学工業（株）埼玉工場 2台
（特非）仲良し作業所
（新座市）
（本庄市）
（さいたま市見沼区）
（株）トヨタレンタリース新埼玉
老人福祉センター松原会館（蕨市）
ふじみ野駅前店（富士見市）
嵐山町フィットネス21パーク

越生町社会福祉協議会

その他個人宅1件

cccccccccccccccc
貨物車両による広報の協力
cccccccccccccccc
日本貨物鉄道株式会社の協力により、10月１日か
ら１か月間共同募金ラッピング車両が運行されまし
た。新潟県、群馬県、埼玉県、東京都間で共同募金が
周知されました。
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知識の森
越生町役場

嵐山町立図書館
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助成報告
cccccccccccccccccccccccccccccc
共同募金助成事業
令和３年度は、県内の社会福祉施設・団体から、351件9億4,307万6,052円の助成要望が寄せられ
ました。要望事業に対する調査を行い、市町村社会福祉協議会が行う地域福祉事業や施設における備品
整備事業など265件7億9,901万9,973円を助成決定しました。

cccccccccccccccccc
コロナ禍における重点助成事業
cccccccccccccccccc
新型コロナウイルスの影響によって、失業や収入減少
など、普段の日常生活を送ることが困難となった人々が
います。
そうした状況にある人々を対象にした、食料品や日用
品を無料で配付するフードパントリー活動や食事を提供
する子ども食堂事業などに対し、「つながりをたやさない
社会づくり重点助成事業」として活動費用を積極的に支
援しました。令和３年度は、69 件 2,583 万 6,000 円

重点助成で決定した事業の内訳（円グラフ）
その他
４％
学習支援
12％
地域のサロン・
居場所づくり
18％

フードパントリー
46％
こども食堂
20％

を助成決定しました。

ccccccccccccc
物品寄付による助成
ccccccccccccc
株式会社ファンケルから、コロナ禍で働く医療従事
者の支援を目的として、サプリメント 800 袋の物品寄
付がありました。
生活困窮者へ無料低額診療所を行っている４事業所
の医療従事者に配付しました。

ccccccccccccccccccccc
赤い羽根進学費用応援プロジェクト
ccccccccccccccccccccc
埼玉県内の児童養護施設で生活している児童の高校卒業後の進学を応援したいという意向の寄付を受
けて平成29年に立ち上げた同プロジェクトは、令和３年度で５年目を迎えました。
昨年度は、進学初年度の入学金や授業料などを対象経費として、25名に対し1,193万円を助成決定
しました。助成を受けた児童は、令和４年４月から大学や専門学校等に進学しています。

ccccccccccccccccccccc
共同募金以外の寄付金等による助成
ccccccccccccccccccccc
寄付者からの意向に沿った事業に対して、助成決定を行いました。特に、中央共同募金会と全国の
共同募金会が協働して実施したコロナ禍の影響を受けた住民に対する福祉活動を応援する全国キャン
ペーン「いのちをつなぐ支援活動を応援！～支える人を支えよう～」では、県内の 13 団体に 282 万
5,000 円を助成決定しました。
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助 成 結 果
cccccccccc
●助成財源
cccccccccc
赤い羽根募金
令和３年度共同募金
共同募金助成準備金

※

計

地域歳末
たすけあい募金

（単位：円）

NHK歳末
たすけあい募金

合計

528,491,309

287,535,012

20,831,693

836,858,014

66,669,499

43,096,976

5,817,000

115,583,475

595,160,808

330,631,988

26,648,693

952,441,489

※令和２年度の助成残金及び積立期間（３年間）が満了した災害等準備金など

cccccccccc
●助成結果
cccccccccc
赤い羽根募金
令和３年度助成額

地域歳末
たすけあい募金

495,141,307

（単位：円）

ＮＨＫ歳末
たすけあい募金

283,312,973

20,565,693

合計
799,019,973

このほか、9,177万4,000円を募金運動経費に、6,164万7,516円は次年度の助成準備金として繰り越しました。

④社会福祉施設の補修や備品整備に

1 億 4,941 万 5,000 円（71 件）
・老朽化した施設の補修

事業分野別内訳

・授産活動に必要な設備の整
備、福祉車両の購入等

①市町村社会福祉協議会が行う福祉活動に

5億4,077万4,973円（63件）

⑤県内の児童養護施設の子ども達の進学費用に

1,193万円（25件）

・地域における子育て支援、

・大学や専門学校の入学金や
初年度の授業料

福祉教育やサロン活動等

・歳末に行う低所得世帯など
を対象にした慰問品配付等

②つながりをたやさない社会づくり支援に
【重点助成事業】2,583 万 6,000 円（69 件）

⑥社会福祉施設への物品支援に

248 万円（４件）

・コロナ禍で生活に困窮して

・無料低額診療所のエッセン

いる世帯を対象にしたフー

シャルワーカーへサプリメ

ドパントリー活動等

ントの物品支援

※令和４年６月及び９月に総
額1,000万円を助成予定

③民間団体が行う福祉を目的とした事業

4,347 万 9,000 円（33 件）

⑦災害時にボランティア等を支援するための準備金に

2,510 万 5,000 円

・福祉情報の発信や相談事業

・災害ボランティアセンター

等

の開設や活動に必要な備品
の購入等

12

共同募金助成結果 明細書
■ 合計

・法人種別は、次のように略しました
福）…社会福祉法人 更生）…更生保護法人 特非)…特定非営利
活動法人 公益財団）…公益財団法人 公益社団）…公益社団法
253 団体 763,914,973 円 人 一般財団）…一般財団法人 一般社団）…一般社団法人

◆ 市区町村
●

助成資金

団体名
事業名

◆ さいたま市

◆ 市区町村

／ 事業所名
／ 助成額

●

43 団体 139,447,243 円

／ 事業所名
／ 助成額

民生委員活動推進事業
権利擁護推進事業

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）さいたま市社会福祉協議会

助成資金

団体名
事業名

ボランティア・市民活動センター運営事業

39,443,000

広聴広報活動事業

福祉施設等活動支援事業
社会福祉大会開催

社会福祉大会開催
地区社会福祉協議会活動推進事業

公益財団）埼玉県老人クラブ連合会

1,400,000

ふれあい会食推進事業
広報紙発行

機関紙発行

地域福祉情報・研修センター事業

公益社団）認知症の人と家族の会埼玉県支部

423,000

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業
7,000

特非)たすけあいワーカーズこの指とまれ

機関紙発行
一般社団）埼玉県障害難病団体協議会

居場所づくり事業
特非)無料塾ひこざ

332,000

375,000
福祉相談事業
県民福祉講座開催

地域住民と大学生による学習支援と居場所づくり事業
Heart.Clean.S.C

会報発行

369,000

公益社団）埼玉県手をつなぐ育成会

弁当配付・学習サポート事業

情報提供・啓発

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業
80,000

ぷらっとほーむ～さいたま不登校ネットワーク～

570,000

一般社団）埼玉県聴覚障害者協会

285,000

機関紙発行

学習支援・居場所づくり事業

特非)さいたま市障害難病団体協議会

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業

96,000

60,000

特非)このまちで暮らす会

広報紙発行
特非)埼玉県障害者協議会

南浦和こどもフリーマーケット＆片付けバザール事業
フードパントリーふれんず

475,000

218,000
会報紙発行
コミュニケーション向上対策

フードパントリー事業

埼玉県精神障害者家族会連合会

各種福祉事業
福）埼玉県社会福祉協議会

25,697,000
ブロック活動
会報紙発行

地域包括ケアシステム構築等地域福祉推進事業
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426,000

研修事業
障害者の生活と権利を守る埼玉県民連絡協議
会

一般財団）埼玉県遺族連合会

237,000

285,000
長寿祝い記念品贈呈事業

機関紙発行・学習交流・コンクール事業
一般社団）さいたま市手をつなぐ育成会

機関紙発行

432,000 更生）埼玉県更生保護観察協会

広報事業

機関紙発行

研修事業
さいたま市障害者協議会

570,000

公益社団）埼玉犯罪被害者援助センター

650,000

268,000
犯罪被害者支援啓発活動

広報紙発行

特非)Education in Ourselves教育を軸に子ども
の成長を考えるﾌｫｰﾗﾑ

研修会及び講演会開催
情報通信技術を使った社会参加推進勉強会開催
さいたま市精神障害者当事者会ウィーズ

400,000

発達障害児の子育てに関するセミナー開催

200,000 特非)ふれあい工房みなわ

192,000

地域活動支援センター ふれあい工房みなわ

機関紙発行

芸術療法講座の開催

ピアカウンセリング事業
埼玉県障害者音楽交流推進協議会

建物・備品整備事業
500,000 特非)ほっとポット

障害者ふれあいコンサート開催
一般社団）埼玉県子ども会連合会

1,663,000

エアコン設置工事

190,000 福）悦生会

1,380,000

特別養護老人ホーム なごみの里

青少年指導者養成研修会開催

ユニット流し台更新工事

埼子連育成者研修会開催

福）美星会

子ども会安全啓発指導者養成講習会開催
公益財団）埼玉県ひとり親福祉連合会

ケアハウス ケアハウス美星苑

484,000

エアコン更新工事
福）城南会

広報紙発行

2,000,000

老人デイサービスセンター デイサービスセンター しらさぎ

事業概要作成

送迎用リフト付車両購入

研修事業
福）埼玉いのちの電話

5,000,000

福）栄喜会

2,660,000

1,900,000

保育所 ゆうりん保育園

園舎屋上改修工事
相談員研修及び広報紙・事業報告発行
一般財団）埼玉県民生委員・児童委員協議会

更生）清心寮

3,040,000

500,000

更生保護施設 清心寮

便器及びシャワートイレ交換工事
啓発宣伝事業
地域福祉推進事業

分野別活動調査研究事業

福）邑元会
障害者支援施設 しびらき

下水設備改修工事

赤い羽根進学費用応援プロジェクト
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3,000,000

510,000

福）ホザナ園

世代間交流事業
在宅高齢者等給食サービス事業

児童養護施設 ホザナ園

地区別福祉プラン事業

大学等進学支援事業（2名）

一人暮らし高齢者の集い事業

500,000

福）埼玉県社会福祉事業団

緊急連絡カード事業

児童養護施設 いわつき

見守りマップ事業

大学等進学支援事業（1名）

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業

物品助成事業
775,000

福）シナプス

チームひだまり

117,000

その他 埼玉精神神経センター

フードパントリー事業

コロナ禍の医療従事者へサプリメント配付事業

スマイルわかば

● 地域歳末募金

300,000

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
39,680,243

福）さいたま市社会福祉協議会

フードパントリー事業

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業
福）川越市社会福祉協議会

歳末福祉及び歳末慰問事業

170,000

● NHK歳末募金

各種福祉事業

災害ボランティアセンター備蓄品購入

570,000 第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業

一般社団）埼玉県里親会

特非)ワンツーはあと

75,000

会報発行及び制度啓発用パンフレット作成
地域里親会振興事業

フードパントリー事業及び介護予防運動事業

特非)埼玉子どもを虐待から守る会

532,000 スマイルわかば

電話相談事業

フードパントリー事業

建物・備品整備事業

川越子ども応援パントリー

保育所 保育ルーム ぞうさんのいえ新館

学習支援事業

ウッドデッキ新設工事

こども食堂川越エンゼルトランペット

12 団体

福）川越市社会福祉協議会

子ども食堂事業

9,386,000

各種福祉事業
全国脊髄損傷者連合会埼玉県支部

地区社協助成事業
地区別福祉懇談会開催
福祉協力員発掘・育成事業
啓発広報事業

95,000

広報事業

建物・備品整備事業
福）健友会

5,000,000

特別養護老人ホーム みなみかぜ

社会福祉大会開催

ナースコール及び連動PHSコードレス工事

法外援護事業

子育て支援事業（児童虐待防止事業）

120,000

36,211,000 円

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

地域福祉活動支援事業

300,000

1,073,000

福）大地会

◆ 川越市

297,000

福）川越にじの会
障害者支援施設 にじの家
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4,000,000

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業

29人乗り送迎バス購入

360,000

特非)若者支援ひろば三愛

赤い羽根進学費用応援プロジェクト
1,500,000

福）埼玉育児院
児童養護施設 埼玉育児院

青少年の居場所、食事、学習支援提供事業

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業

大学等進学支援事業（3名）

特非)若者支援ひろば三愛

● 地域歳末募金

300,000

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
14,851,000

福）川越市社会福祉協議会

青少年の居場所、食事、学習支援提供事業

各種福祉事業
公益社団）埼玉県視覚障害者福祉協会

歳末見舞事業

437,000

啓発広報事業
在宅障害児招待事業

福祉教育支援事業

福祉の市事業

マッサージ奉仕活動

在宅介護者リフレッシュ事業

建物・備品整備事業

友愛訪問事業

福）黎明会

親子リフレッシュ事業

生活介護 若草苑

火災被災世帯見舞事業

送迎用車両購入

ボランティア活動助成事業

◆ 熊谷市

2,050,000

赤い羽根進学費用応援プロジェクト

11 団体

500,000

24,879,210 円 福）雀幸園

● 赤い羽根共同募金

児童養護施設 雀幸園

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）熊谷市社会福祉協議会

大学等進学支援事業（1名）

10,760,000

420,000

福）泰山木
児童養護施設 泰山木のある家

地域ネットワーク友愛事業

大学等進学支援事業（1名）

ふれあい弁当サービス事業

福）埼玉県社会福祉事業団

ふれあいいきいきサロン助成事業

1,000,000

児童養護施設 おお里

子育てサロン助成事業
大学等進学支援事業（2名）

敬老ポスターコンクール事業

● 地域歳末募金

敬老修繕サービス事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ふれあい里親事業

福）熊谷市社会福祉協議会

6,847,210

社会福祉協力校・協力園（所）指定事業
地区社協等活動費助成事業

地区社協歳末福祉活動費助成事業

ボランティア団体地域福祉活動費助成事業

単身高齢者近隣見守り協力員報奨事業

地域福祉活動推進事業

歳末たすけあい慰問金交付事業

行路者支援事業

歳末ホームクリーニングサービス事業

要支援者見守り事業

友愛訪問利用者歳末慰問事業

地域支え合い・見守り活動支援助成事業

児童養護施設入所児童中学校卒業祝金支給事業

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業
特非)若者支援ひろば三愛

こども食堂歳末たすけあい助成事業

435,000

ふれあいいきいきサロン歳末特別行事助成事業

青少年の居場所、食事、学習支援提供事業

● NHK歳末募金
建物・備品整備事業
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1,270,000 子ども広場「エンジ」

福）翠浩会

250,000

障害者支援施設 新光苑

ホール棟男子トイレリフト新設工事

学習支援事業

300,000

500,000 川口子育て応援フードパントリー戸塚

特非)おにの家
就労継続支援Ｂ型 おにっこハウス

フードパントリー事業

作業用軽貨物車両購入

◆ 川口市

13 団体

26,608,307 円 物品助成事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）川口市社会福祉協議会

1,643,000

福）恩賜財団済生会支部埼玉県済生会

● 赤い羽根共同募金

その他 埼玉県済生会川口総合病院

14,003,000

コロナ禍の医療従事者へサプリメント配付事業
● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

社協だより発行

6,975,307

福）川口市社会福祉協議会

地区社協活動交付金助成事業
ボランティア見本市交付金助成事業

地域歳末たすけあい交付金（神根・安行地区）助成事業

社協マスコットキャラクター関連資材作成等事業

地域歳末たすけあい交付金助成事業

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業
ウーマンプラス

市社協歳末福祉事業

256,000

● NHK歳末募金

各種福祉事業

子ども食堂配食事業
川口子育て応援フードパントリー安行

埼玉県心臓病の子どもを守る会

会報紙発行

フードパントリー事業
川口子育て応援フードパントリー幸栄

450,000

100,000

ホームページ情報発信事業

278,000

研修会開催

病児者と家族の交流事業
フードパントリー事業

ホームページリニューアル事業

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業
特非)こどもの居場所づくり in かわぐち

建物・備品整備事業
500,000 福）あみくるDays

1,023,000

就労継続支援Ｂ型 あみくるおべんと屋さん

フードパントリー事業
川口子育て応援フードパントリー安行

軽車両購入

180,000

350,000 福）行田市社会福祉協議会
いきいきサロン事業

若年女性へ生活用品等の配付事業

ふれあい里親事業

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業
みんなの食堂Flat

4 団体

20,244,000 円

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ひとり親家庭へのフードパントリー事業
おてんき舎

◆ 行田市

福祉団体助成事業

300,000

地域福祉活動事業

社会福祉協力校助成事業

子ども食堂・フードパントリー事業

建物・備品整備事業
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2,682,000

4,360,000 福）清心会

特非)サイシップ
就労継続支援Ｂ型 無知無恥

1,570,000

障害者支援施設 さやか

送迎用マイクロバス購入

送迎用車両購入

1,900,000

特非)ＷＩＳＨ
多機能型 福祉アンテナショップ・ノア

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）秩父市社会福祉協議会

7,000,000

送迎用車両購入

赤い羽根進学費用応援プロジェクト
歳末たすけあい配分事業

1,000,000

福）昇栄会

障がい者施設通所・入所者配分事業

児童養護施設 ケヤキホーム

地域福祉サービス事業

大学等進学支援事業（2名）

歳末福祉支援事業

● 地域歳末募金

学習支援事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

サロン活動支援事業

10,302,000

福）行田市社会福祉協議会

災害対策事業
● NHK歳末募金
建物・備品整備事業

歳末たすけあい援護事業
ひとり親家庭新入学祝い事業

1,223,000

特非)森のECHICA

在宅生活支援事業
ボランティア活動助成事業
拠点建物屋根外壁改修工事

訪問理美容サービス事業
地域福祉活動事業

◆ 所沢市

社協だより発行

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

学校図書支援（赤い羽根文庫）事業

12 団体

26,385,000 円

福）所沢市社会福祉協議会

いきいきサロン事業

7,424,000

災害ボランティアセンター用備品購入

福祉活動援助事業「応援します！助成金」

支えあいマップ作成事業

生活改善支援事業

市民ベンチ設置事業

福祉情報発信事業

広報活動事業

◆ 秩父市

3 団体

地域福祉活動計画推進事業

15,941,000 円

地域福祉活動モデル事業推進事業

● 赤い羽根共同募金

緊急援護金支給事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）秩父市社会福祉協議会

ふくし学習援助事業

6,148,000

社会福祉大会開催
であいの広場（障がい者地域支援事業）
社会福祉大会開催

笑顔でごはんフードパントリー事業

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業
ところざわフードパントリーくらし応援「とこパン」

社協だより発行

100,000

福祉協力校助成事業
フードパントリー事業

ハンディキャブ貸出事業
ボランティア活動育成事業

一般社団）つばきのわ

500,000

地域福祉活動助成金事業

子ども弁当配付事業

建物・備品整備事業

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業
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450,000

ところざわフードパントリーくらし応援「とこパン」

災害ボランティア推進事業
所沢市民フェスティバル開催
同行援護従事者養成研修事業（一般過程）

フードパントリー事業

障がい者社会参加促進助成事業

500,000

一般社団）つばきのわ

地域福祉活動推進事業
福祉団体助成事業

子ども弁当配付事業

フードパントリー事業

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業
300,000

ところざわフードパントリーくらし応援「とこパン」

◆ 飯能市

2 団体

8,978,000 円

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

フードパントリー事業

2,931,000

福）飯能市社会福祉協議会

150,000

ぽかぽか広場・山口

飯能市社会福祉大会開催
フードパントリー事業・学習支援事業

社会福祉団体活動費補助事業

300,000

一般社団）つばきのわ

広報紙等発行
ふくしの地域づくり推進助成事業

子ども弁当配付事業

見守り活動推進事業

建物・備品整備事業

福祉協力校事業

2,480,000

福）向日葵会

ボランティア推進校事業

老人デイサービスセンター デイサービスセンターひまわり

いきいきサロン事業

送迎用リフト付車両購入

ひとり親家庭支援事業

福）さやまが丘保育の会

2,150,000

老人福祉活動事業

建物・備品整備事業

保育所 あかね保育園

福）名栗園

ガス供給設備更新工事

2,000,000

福）秀和会

3,800,000

特別養護老人ホーム 太行路

浴室改修及び特殊浴槽購入

就労継続支援Ｂ型 れんげの郷ところざわ

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

送迎用車両購入

物品助成事業
福）京悠会

31,000

2,247,000

福）飯能市社会福祉協議会

その他 葵クリニック

歳末たすけあい義援金配分事業

コロナ禍の医療従事者へサプリメント配付事業

◆ 加須市

● 地域歳末募金

24,295,192 円

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）所沢市社会福祉協議会

5 団体

10,000,000

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）加須市社会福祉協議会

福祉活動援助事業「応援します！助成金」
ひとり暮らし高齢者等見守り事業

生活改善支援事業

敬老会開催

福祉情報発信事業

金婚お祝い事業

地域福祉活動計画推進事業

子どもの貧困対策事業

地域福祉活動モデル推進事業

広報活動事業

緊急援護金支給事業
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9,738,000

支部社協活動支援事業

ふれ愛祭開催

民生・児童委員活動連携事業

障がい者作品展開催

在宅介護者リフレッシュ事業

福祉車両貸出事業

災害ボランティアセンター運営事業

フードバンク事業

ボランティア団体助成事業

新入学児童学用品贈呈事業

福祉教育推進事業

建物・備品整備事業

福祉団体等協力事業

福）はなわ福祉会

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業

障害者支援施設 はなわの杜

300,000

一般社団）すくすく広場

2,641,000

公共下水道接続工事

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

子ども食堂及びプチ・パントリー事業

551,200

福）本庄市社会福祉協議会

建物・備品整備事業
1,540,000

福）さきたま会

地域歳末援護事業

特別養護老人ホーム みずほの里

◆ 東松山市

全自動洗濯脱水機購入

7,253,000 円

● 赤い羽根共同募金

1,600,000

特非)みらい

2 団体

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

生活介護 きらり

4,347,000

福）東松山市社会福祉協議会
送迎用車両購入

赤い羽根進学費用応援プロジェクト
地域活動支援事業

2,500,000

福）愛の泉

福祉車両貸出事業

児童養護施設 愛泉寮

市民ボランティア育成事業

大学等進学支援事業（5名）

子ども支援事業

● 地域歳末募金

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

8,617,192 特非)チーム東松山

福）加須市社会福祉協議会

緊急食糧支援事業

ひとり暮らし高齢者等見守り事業

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

支部社協活動支援事業
要援護者世帯等援助事業

◆ 本庄市

150,000

2,756,000

福）東松山市社会福祉協議会

2 団体

6,950,200 円

● 赤い羽根共同募金

生活困窮者支援事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）本庄市社会福祉協議会

災害対策事業

3,758,000

子育てに関する支援事業
広報啓発事業
福祉教育推進事業
老人クラブ連合会活動助成事業

◆ 春日部市

2 団体

16,249,000 円

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）春日部市社会福祉協議会

視覚障害者情報支援活動費助成事業
ホームページ情報発信事業
地域ふれあい会食会支援事業

民生委員・児童委員協議会助成金事業

いきいきクラブ連合会活動助成事業

小地域活動推進費助成事業
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9,184,000

支部社協活動費助成事業

社会福祉大会開催

春日部市遺族連合会活動助成事業

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業

春日部市手をつなぐ親の会助成事業

特非)地域教育ネットワーク

300,000

障がい者ふれあいバス旅行
春日部市青少年相談員協議会活動助成事業

学習支援及びフードパントリー事業

春日部市青少年育成推進員協議会活動助成事業

建物・備品整備事業

ひとり親家庭バス旅行

福）狭山市社会福祉協議会

2,450,000

法外援護費支給事業
広報紙発行

リフト付車両購入

ボランティア交流会開催

福）狭山福祉会

ボランティア活動支援事業

特別養護老人ホーム さやま苑

春日部市ボランティア活動推進連絡会助成事業

4,700,000

利用者用トイレ改修工事

親子キャラクターショー開催

福）誠由会

災害ボランティアセンター用備品購入

2,560,000

老人デイサービスセンター デイサービスハピネス狭山

福祉機器等貸出事業
送迎用リフト付車両購入

法人連絡会支援事業
寝たきり老人等紙おむつ配付事業

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ひとり親家庭食材配付事業

福）狭山市社会福祉協議会

4,302,000

赤い羽根進学費用応援プロジェクト
福）子供の町

1,000,000

歳末 障害者団体等助成事業

児童養護施設 子供の町

社協だより「ふれあい」発行（歳末分）

大学等進学支援事業（2名）

歳末 支部在宅福祉サービス事業

● 地域歳末募金

歳末 ふれあいサロン推進事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）春日部市社会福祉協議会

防災対策機材購入

6,065,000

フードバンク等支援事業
歳末民児協活動強化助成事業

支部社協歳末福祉活動助成事業

高校進学支援事業

歳末援護金配付事業

生活困窮者緊急用生活費給付事業

寝たきり老人等紙おむつ配付事業
ひとり親家庭受験生応援事業

● NHK歳末募金
建物・備品整備事業

広報紙発行

福）狭山福祉会

◆ 狭山市

9 団体

20,500,000 円

軽費老人ホーム 柏苑

● 赤い羽根共同募金

食堂エアコン入替工事

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）狭山市社会福祉協議会

800,000

3,318,000

福）済誠会

1,000,000

保育所 こひつじ保育園

スチームコンベクション購入

支部在宅福祉サービス事業
福祉活動応援助成事業
社協だより「ふれあい」発行

福）こぶし福祉会
就労継続支援Ｂ型 リバーサイド

作業室床整備

ふれあいサロン推進事業
地域わくわく事業
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100,000

970,000

特非)ぶどうの会

歳末介護用品支給事業
歳末移動販売事業

就労継続支援Ｂ型 オアシス作業所

歳末ふれあい交流会事業

送迎用車両購入

◆ 羽生市

5 団体

歳末音訳環境整備事業

14,586,000 円

● NHK歳末募金

● 赤い羽根共同募金

建物・備品整備事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）羽生市社会福祉協議会

4,455,000

福）羽生福祉会

1,230,000

乳児院 乳児院つぼみ

遊具の設置

各地区ふれあい交流会支援事業

◆ 鴻巣市

ねたきり老人等訪問理髪サービス事業

8 団体

15,394,000 円

● 赤い羽根共同募金

介護用品（車イス等）レンタル事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

福祉車両貸出事業

福）鴻巣市社会福祉協議会

声の広報発行

5,592,000

障がい児・者地域交流かけはし事業
福祉団体育成事業

ふれあい短期里親運動事業

社協だより発行

ふれあい・いきいきサロン活動支援事業

福祉教育推進事業

ホームページ情報発信事業

ボランティア活動推進事業

福祉教育奨励事業

ふれあい広場開催

行路者援護事業

サロン活動推進助成事業

社協だより発行

見守り活動

災害ボランティア活動支援事業

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業

おもちゃの病院開設事業

ちゃめっこ食堂

フードバンク事業

117,000

見守り運動事業
フードパントリー事業

ボランティアセンター運営事業

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業

第6回つながりをたやさない社会づくり支援事業
特非)みんなのちから笑顔会グループ

101,000

特非)ワーカーズコレクティブ雪花菜くらぶ

学習支援対象者へのお弁当無料配付とこども食堂事業

地域ふれあいカフェ事業

ちゃめっこ食堂

建物・備品整備事業
福）福寿会

フードパントリー事業

第6回つながりをたやさない社会づくり支援事業

屋根葺き替え工事及び雨漏り修繕工事

特非)ワーカーズコレクティブ雪花菜くらぶ

赤い羽根進学費用応援プロジェクト

176,000

1,000,000
お弁当の配付及び子ども食堂事業

児童養護施設 あゆみ学園

大学等進学支援事業（2名）

90,000

5,000,000

就労継続支援Ｂ型 ワークピア・はにゅう

福）あゆみ会

170,000

ちゃめっこ食堂

136,000

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）羽生市社会福祉協議会

フードパントリー事業

2,800,000 第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業
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176,000

特非)ワーカーズコレクティブ雪花菜くらぶ

西館ナースコールリニューアル工事

1,380,000

福）幸仁会
就労継続支援Ｂ型 川本園

子ども食堂事業

135,000

ちゃめっこ食堂

木製品用印刷機購入
福）埼玉のぞみの園

4,500,000

多機能型 第2春日園

フードパントリー事業
● 地域歳末募金

授産製品運搬用車両購入

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

福）埼玉のぞみの園

8,802,000

福）鴻巣市社会福祉協議会

1,740,000

多機能型 深谷たんぽぽ

木工作業室断熱工事
地域歳末たすけあい事業

赤い羽根進学費用応援プロジェクト

食事サービス

福）彩の国ふかや福祉会

社協だより発行

◆ 深谷市

500,000

児童養護施設 はなこみち

11 団体

25,249,000 円

大学等進学支援事業（1名）

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）深谷市社会福祉協議会

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

6,055,000 福）深谷市社会福祉協議会

5,470,000

地区社協活動支援事業

小・中学生による年賀状送付事業

地域推進事業

訪問理美容サービス事業

子ども会育成特別推進事業

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

啓発事業

社会福祉大会開催

ひとり親家庭親子の集い事業

ひとり暮らし高齢者安否確認事業

訪問理美容サービス事業

啓発事業

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

小地域福祉活動(ふれあい・いきいきサロン)事業

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業
日本赤十字社埼玉県支部深谷市地区

障害児親子の集い事業

210,000

● NHK歳末募金
建物・備品整備事業

フードパントリー事業

各種福祉事業
特非)埼玉県盲人福祉協会

障害者文化作品展カレンダー作成事業

120,000

特非)なのはな

284,000 放課後等デイサービス なのはな
三輪車購入

盲人福祉大会、盲人文芸コンクール等開催

特非)まきの木福祉会

知識と技術向上のための研修会開催

グループホーム ふれんず館

障害者レクリエーション事業

送迎用車両購入

建物・備品整備事業
福）深谷市社会福祉協議会

2,430,000

貸出用福祉車両購入

福）日本失明者協会

980,000

◆ 上尾市

4 団体

21,778,558 円

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）上尾市社会福祉協議会

1,580,000

養護盲老人ホーム ひとみ園
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8,024,000

支援を必要とする世帯の生徒児童遠足費等支援

福祉体験事業

里親事業

親子のつどい事業

関係福祉団体補助事業

金婚のお祝い事業

地域交流サロン事業費交付事業

手話通訳事業及び聴覚障がい者支援関連事業

福祉車両「あゆみ号」貸出事業

各種福祉事業

社協だより発行

埼玉県重症心身障害児（者）を守る会

155,000

福祉教育機材購入
赤い羽根福祉教育事業

保護者研修会開催

安心・安全見守りネットワーク事業

リーフレット作成事業

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業

在宅交流セミナー開催

50,000

みどりフードパントリー上尾

保護者の世代間交流事業
● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

フードパントリー事業

7,300,000

福）草加市社会福祉協議会

建物・備品整備事業
1,840,000

福）弘和会

地域歳末ひとり暮らし高年者世帯等の大掃除事業

ケアハウス アットホーム夢の郷

地域福祉活動推進事業

食堂棟及び渡り廊下屋根防水工事

初心者向けボランティア講座

1,570,000

福）あらぐさ福祉会

プレクストーク操作研修

多機能型 労働と教育の場「雑草」

災害ボランティア研修

作業用車両購入

金婚式開催

● 地域歳末募金

福祉体験用具備品購入

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

社協だより発行

10,294,558

福）上尾市社会福祉協議会

ホームページ情報発信事業
地域歳末たすけあい募金慰問金配付事業

歳末たすけあい事業（低所得世帯援護金）

地域支援事業費補助事業

歳末福祉事業 支部社協事業

ふれあい会食後期分賄費補助事業

歳末福祉事業 団体事業

高年者及び障がい児・者年末年始交流事業費補助事業

在宅援護（歳末商品券）配付事業

◆ 草加市

2 団体

ふれあい・いきいきサロン運営費補助事業

12,878,000 円

ボランティアリーダー研修会助成事業

● 赤い羽根共同募金

◆ 越谷市

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）草加市社会福祉協議会

1 団体

22,562,778 円

● 赤い羽根共同募金

5,423,000

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
ふれあい・いきいきサロン事業推進研修

福）越谷市社会福祉協議会

10,886,000

ボランティアリーダースキルアップ研修
社協支部支援事業

親業訓練講座開催

シルバーカレッジ開催

子どもの遊び場支援

障害者の日記念事業「ふれあいの日」への支援

地域福祉活動助成事業

地域福祉活動協力団体支援

社協だより発行

ボランティア相談事業

福祉関係団体助成事業

一人暮らし高齢者会食サービス

敬老会開催
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◆ 戸田市

ボランティア活動基盤整備事業
ボランティアフェスティバル開催

2 団体

11,680,932 円

● 赤い羽根共同募金

緊急援護事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

福祉車両貸出事業（介護車両貸出事業）

福）戸田市社会福祉協議会

3,951,000

車イス貸出事業
社協だより発行

支部共同募金活動費助成事業

ホームページ情報発信事業

車イス貸出し事業

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

防災備品購入
子育て応援助成事業

11,676,778

福）越谷市社会福祉協議会

福祉団体等育成事業

相談事業（CSW）
広報啓発事業

地域支え合い助成事業

歳末たすけあい援護金配分事業

広報啓発事業

図書カード配分事業

◆ 蕨市

1 団体

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業
14,685,654 円

7,459,932

福）戸田市社会福祉協議会

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）蕨市社会福祉協議会

3,084,000

歳末たすけあい支援金配分事業
在宅障害児家庭交流事業

障害児者交流事業

換気扇・エアコン清掃事業

蕨市敬老会開催

戸田市健康福祉の杜まつり開催

小地域活動助成事業

ボランティアセミナリー開催

福祉団体助成事業

地域懇談会開催

療育キャンプ助成事業

地域支え合い助成事業

高校生・中学生ワークキャンプ開催

災害ボランティアセンター用備品購入（令和4年度）

障害者スポーツ大会開催

災害ボランティアセンター用備品購入

ボランティア連絡会研修会開催

表彰事業

日赤奉仕団研修会開催

表彰事業（令和4年度）

社協支部研修会開催
● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）蕨市社会福祉協議会

● NHK歳末募金
建物・備品整備事業

270,000

福）げんき保育園

11,601,654 保育所 げんき保育園
1階乳児クラスベランダ等屋根取り付け工事

歳末慰問事業

◆ 入間市

災害ボランティアセンター用備品整備事業

4 団体

11,356,000 円

● 赤い羽根共同募金

在宅介護者食事利用助成事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

社協だより発行

福）入間市社会福祉協議会

歳末慰問事業（令和4年度）
社協だより発行（令和4年度）

老人クラブ地域福祉活動推進助成事業

社会福祉大会開催（令和4年度）

高齢者配食サービス事業

在宅介護者食事利用助成事業（令和4年度）

地域福祉PR事業
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4,212,000

バリアフリー映画会開催

3,435,000

福）朝霞市社会福祉協議会

高齢者スポーツ事業
障害者スポーツ事業

あいはぁと事業の無料提供

児童健全育成事業助成事業

歳末援護金配付事業

地域支え合い活動推進事業

広報誌発行

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業

ひとり親家庭等食材支援事業

366,000

特非)フードバンクいるま

災害等備蓄品購入
● NHK歳末募金
各種福祉事業

フードパントリー事業

特非)さいたまチャイルドライン

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業

608,000

500,000

特非)フードバンクいるま

チャイルドライン広報事業
フードパントリー活動

◆ 志木市

建物・備品整備事業

1 団体

4,001,000 円

● 赤い羽根共同募金
1,970,000 市町村社会福祉協議会地域福祉事業

特非)虹の郷

1,779,000

福）志木市社会福祉協議会

就労継続支援Ｂ型 虹の郷福祉作業所

送迎用車両購入
● 地域歳末募金

地域福祉活動助成事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

● 地域歳末募金
4,308,000 市町村社会福祉協議会地域福祉事業

福）入間市社会福祉協議会

2,222,000

福）志木市社会福祉協議会
ふれあい・いきいきサロン推進事業助成事業
ベンチ設置事業

介護用品購入支援事業

歳末福祉事業

地域でつながる子育て応援事業

児童健全育成事業助成事業

生活困窮世帯支援事業

障害者レクリェーション事業助成事業

◆ 和光市

老人クラブ地域福祉活動推進助成事業

◆ 朝霞市

3 団体

5 団体

4,946,000 円

● 赤い羽根共同募金

11,414,000 円 市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）和光市社会福祉協議会

● 赤い羽根共同募金

1,834,000

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）朝霞市社会福祉協議会

3,151,000

啓発宣伝
第四次和光市社協地域福祉活動計画推進事業

地域福祉活動者支援事業

高齢者福祉事業

地域福祉情報発信事業

リフト付き自動車貸出事業

短期外出支援事業

福祉共育推進事業

建物・備品整備事業
福）長寿会

小地域福祉活動支援事業

4,220,000

ボランティア広報啓発事業

特別養護老人ホーム 内間木苑

自治連に対する助成事業
ボランティア団体及び活動者支援事業

特殊浴槽更新購入

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

フードパントリー事業

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業
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500,000

福）和光市社会福祉協議会

小地域団体活動育成助成事業
ボランティア団体活動助成事業
会食ふれあい事業「特例の取組」（上半期）

フードパントリー及びフードドライブ事業

子ども食堂事業「特例の取組」（上半期）

300,000

勉強カフェわこう

新座市福祉フェスティバル助成事業
ボランティア団体協議会運営助成事業

フードパントリー事業

ボランティアまつり助成事業

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業
300,000

福）和光市社会福祉協議会

物品助成事業
31,000

福）ゆずの木
その他 陣屋クリニック

フードパントリー・フードドライブ事業

コロナ禍の医療従事者へサプリメント配付事業

300,000

勉強カフェわこう

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
5,904,000

福）新座市社会福祉協議会

フードパントリー事業
● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

地域ふれあい交流事業

1,712,000

福）和光市社会福祉協議会

会食ふれあい事業（下半期）
子ども食堂事業（下半期）

啓発宣伝

社協だより事業（下半期）

第四次和光市地域福祉活動計画推進事業

会食ふれあい事業（下半期）（令和4年度）

たまりば・ゆめあいむすび隊運営

◆ 桶川市

高齢者見守り事業

3 団体

8,885,000 円

● 赤い羽根共同募金

歳末つながりづくり事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

歳末クリスマス交流会

福）桶川市社会福祉協議会

3,504,000

リフト付車両貸出事業

災害ボラセン関連事業

友愛はがき事業

福祉共育推進・ボランティア育成事業

◆ 新座市

2 団体

金婚式典開催

9,142,000 円

障害者交流サロン開催

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）新座市社会福祉協議会

おけがわ春のふれあいフェスタ開催
地域ふれあい事業

3,207,000

ボランティア研修事業
社協だより発行

会食ふれあい事業（上半期）

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業

老人クラブ地域奉仕活動助成事業

福）桶川市社会福祉協議会

70,000

心身障がい児・者団体助成事業
心身障がい児・者団体交流助成事業

子ども食堂事業

子ども食堂事業（上半期）

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業

福祉協力校助成事業

子ども食堂おけがわ西口レストラン運営協議会

里親会活動育成事業
社協だより発行（上半期）

民生委員・児童委員協議会ボランティア活動助成事業
女性福祉関係団体活動助成事業

子ども食堂事業
● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業
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54,000

5,257,000

福）桶川市社会福祉協議会

遊具等修繕
関係福祉団体振興助成（老人クラブ連合会）

生活援護金支給事業

関係福祉団体振興助成（手をつなぐ親の会）

緊急援護品（レトルト食品）支給事業

関係福祉団体振興助成（聴覚障害者協会）

福祉施設支援事業

関係福祉団体振興助成（あすなろ学園保護者会）

地域福祉支援事業

関係福祉団体振興助成（かがやきの郷）

新型コロナウイルス見舞金品支給事業

関係福祉団体振興助成（民生委員・児童委員協議会）

◆ 久喜市

3 団体

関係福祉団体振興助成（青空会）

18,075,000 円

関係福祉団体振興助成（視覚障害者協会）

● 赤い羽根共同募金

遺族福祉

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

社協だより発行

6,429,000

福）久喜市社会福祉協議会

福祉まつり開催
広報活動事業

生活支援活動拠点整備

サンタの手紙事業

移送サービス事業

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業

福祉協力校助成事業

153,000

北本市社会福祉協議会公団地域支部

紙おむつ配付事業

建物・備品整備事業
フードパントリー及びサロン事業

2,500,000

福）さきたま会

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業

保育所 鷲宮保育園

特非)ワーカーズコレクティブてとて

組立式プール購入
● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

300,000

子ども食堂及びフードパントリー事業

8,346,000 建物・備品整備事業

福）久喜市社会福祉協議会

福）ピースクエア
特別養護老人ホーム けやきの杜

歳末たすけあい募金配分事業
● NHK歳末募金
建物・備品整備事業

2,000,000

送迎用リフト付車両購入
● 地域歳末募金
800,000 市町村社会福祉協議会地域福祉事業

福）徳寿会

3,370,550

福）北本市社会福祉協議会

特別養護老人ホーム しょうぶの里

ガス乾燥機購入

◆ 北本市

4 団体

歳末援護金配付事業

8,809,550 円

ねたきり老人等の見舞い品配付事業

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）北本市社会福祉協議会

サロン等地域福祉活動助成事業

2,986,000

◆ 八潮市

1 団体

2,976,000 円

● 赤い羽根共同募金
老人スポーツ大会開催

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ねたきり老人訪問理美容サービス

福）八潮市社会福祉協議会

身体障害者訪問理美容サービス
障害者スポーツ大会開催

八潮市老人クラブ連合会 育成・補助事業

聴覚障害者教養講座

八潮市手をつなぐ親の会 育成・補助事業

社会を明るくする運動助成事業

八潮市身体障害者福祉会 育成・補助事業
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2,856,000

ＮＯＺＯＭＩ 育成・補助事業

車両購入

ＹＳＫ（八潮市精神障害者家族会） 育成・補助事業

◆ 三郷市

八潮市民生委員・児童委員協議会 育成・補助事業

2 団体

13,224,171 円

● 赤い羽根共同募金

八潮地区更生保護女性会 育成・補助事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

八潮市青少年育成推進員協議会 育成・補助事業

福）三郷市社会福祉協議会

4,691,000

八潮市食生活改善推進会 育成・補助事業
小地域活動支援事業

見守り交流事業

広報紙「やしおインフォメーション」発行

要援護高齢者支援事業

● 地域歳末募金

ふれあい作品展開催

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

法外援護事業

120,000

福）八潮市社会福祉協議会

ふくしカレッジ開催
福祉教育推進事業

歳末慰問品贈呈事業

◆ 富士見市

機関誌発行

4 団体

9,593,000 円

心配ごと相談所事業

建物・備品整備事業

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）富士見市社会福祉協議会

2,200,000

福）あかね会

2,818,000 特別養護老人ホーム ガジュマルの郷
送迎用車両購入

社協だより発行
フードバンク事業

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

地区社会福祉協議会支援事業

福）三郷市社会福祉協議会

6,333,171

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業
訪問演劇 GIFT

140,000

ひとりぐらし高齢者歳末訪問事業
地域支え合い活動支援事業

コロナ禍で人ごみに行けない方へ訪問演劇事業

障がい者施設・団体支援事業

建物・備品整備事業
福）ふじみ愛育会

ひとりぐらし高齢者歳末訪問事業（令和4年度）

2,260,000

保育所 ふじみ野保育園

◆ 蓮田市

3 団体

5,778,866 円

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

園庭遊具の設置

福）蓮田市社会福祉協議会

● 地域歳末募金

2,412,000

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）富士見市社会福祉協議会

3,205,000

社協だより発行
ふれあい・いきいきサロン支援事業

社協だより発行

紙おむつ支給事業

福祉の日事業

ひとり親家庭小中学校入学祝い金贈呈事業

フードバンク事業

災害時備蓄品購入

生活困窮者支援配分事業

貸出用車イス整備事業

● NHK歳末募金
建物・備品整備事業
特非)サポートハウスみんなのて

やさしさ・いきいきフェスティバル実行委員会支援事業

各種福祉事業
1,170,000 一般社団）埼玉県筋ジストロフィー協会
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137,000

会報紙発行

2,281,000

福）幸手市社会福祉協議会

建物・備品整備事業
1,350,000

福）みぬま福祉会

単身高齢者バスの旅事業

障害者支援施設 大地

貸出用福祉機器購入

大型洗濯機購入

福祉機器貸出事業

● 地域歳末募金

在宅介護者リフレッシュ事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

障害児・者福祉交流事業

1,879,866

福）蓮田市社会福祉協議会

健康福祉まつり開催
小中学生ボランティア活動作品募集

歳末援護事業

赤ちゃん用品券配付事業

歳末援護品贈呈事業

市子ども会育成連絡協議会助成事業

民生委員・児童委員協議会慰問支援事業

市青少年相談員協議会助成事業

災害に備えた地域防災強化事業

◆ 坂戸市

1 団体

高齢者・保育園児交流

6,646,000 円

子育て応援活動支援

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

社協だより発行
ふれあいいきいきサロン活動

3,266,000

福）坂戸市社会福祉協議会

傾聴ボランティア訪問事業
ボランティア活動支援事業

社協だより発行

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業

ホームページ情報発信事業

Ｍａｙ's garden

375,000

車イス貸出事業
障害者等移送車両貸出事業

フードパントリー事業及び子ども食堂事業

福祉団体育成費助成事業

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業

地区福祉活動助成事業

福）平野の里

60,000

心配ごと相談所運営事業

ボランティアグループ助成事業

お弁当・食品等配付事業

さかどふれあいサービス事業

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

1,819,958

福）幸手市社会福祉協議会

3,380,000

福）坂戸市社会福祉協議会

歳末慰問事業
地域ふれあい活動支援事業

歳末福祉事業

歳末慰問品配付事業

◆ 鶴ヶ島市

当事者団体支援事業

1 団体

ＮＰＯ法人、福祉施設歳末事業助成事業

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

被災地支援ボランティア実施事業

福）鶴ヶ島市社会福祉協議会

社協だより発行

◆ 幸手市

3 団体

4,535,958 円

社協だより発行

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ホームページ情報発信事業

福祉教育・体験学習推進校等助成事業
ふれあい・いきいきサロン推進事業
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4,317,000 円

1,517,000

小地域活動支援事業

ホームページ運営事業
● NHK歳末募金
建物・備品整備事業

ボランティア・市民活動団体支援事業
心と心をつなげるネットワーク活動事業

400,000

福）栗の実福祉会

困窮者支援事業

就労継続支援Ｂ型 むさしの日高作業所

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

設置型トイレ購入

福）鶴ヶ島市社会福祉協議会

2,800,000

◆ 吉川市

4 団体

9,173,000 円

● 赤い羽根共同募金
社協だより発行

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ふれあい・いきいきサロン推進事業

福）吉川市社会福祉協議会

1,886,000

小地域活動推進助成事業
ボランティア・市民活動団体支援事業

「敬老の日」絵画コンクール開催

困窮者支援事業

社協だより発行

金婚祝賀式並びに社会福祉功績表彰式開催

福祉のまちづくり活動助成事業

歳末援護事業

福祉委員制度

◆ 日高市

3 団体

6,900,000 円

ヤクルト見守り活動事業

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業

● 赤い羽根共同募金
福）日高市社会福祉協議会

283,000

みんな食堂たんぽぽ

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
1,942,000

弁当配付・プチパントリー事業
児童遊園地遊具の整備

建物・備品整備事業

暮らしの安心相談事業

福）吉川仲よし会

成年後見支援に関するありかた検討会議開催

保育所 吉川つばさ保育園

ホームページ情報発信事業

屋根及び外壁塗装工事

● 地域歳末募金

社協だより「ひだまり」発行

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

訪問カットサービス

1,000,000

児童養護施設 あいの実

歳末援護金配分金事業
小学校入学祝品支給事業

大学等進学支援事業（2名）

歳末慰問品支給事業

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）日高市社会福祉協議会

2,804,000

福）吉川市社会福祉協議会

赤い羽根進学費用応援プロジェクト
福）同仁学院

3,000,000

● NHK歳末募金

3,558,000 建物・備品整備事業
1,200,000

特非)たすけあい・よしかわ
おせち料理宅配事業
送迎用スロープ付軽車両購入

福祉だより「ひだまり」発行
地域福祉フォーラム開催

◆ ふじみ野市

社会福祉大会開催

4 団体

15,189,042 円

● 赤い羽根共同募金

訪問カットサービス

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

民生委員見守り調査連絡活動費助成

福）ふじみ野市社会福祉協議会

地域居場所づくり支援事業
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4,402,000

◆ 白岡市

支部活動助成事業
災害見舞金支給事業

3 団体

6,453,000 円

● 赤い羽根共同募金

広報啓発事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ふれあいいきいきサロン事業

福）白岡市社会福祉協議会

1,790,000

福祉車両貸出事業
在宅福祉サービス支援事業

福祉教育事業

歩行杖支給事業

ボランティアセンター事業

見守り活動支援事業

法外緊急援護事業

福祉大会開催

配食サービス事業

各種福祉事業
公益社団）日本聴導犬推進協会

いきいきサロン推進事業

399,000 第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業
110,000

特非)白岡Sport-Verein
聴導犬普及事業

建物・備品整備事業
一般社団）あいらんど

地域の居場所づくり事業

2,283,000 建物・備品整備事業
就労継続支援Ｂ型 めぐみの里

スロープ付車両購入
● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）ふじみ野市社会福祉協議会

2,380,000

特非)めぐみの里

放課後等デイサービス あいらんど ふじみ野

送迎用車両購入
● 地域歳末募金
7,465,042 市町村社会福祉協議会地域福祉事業

2,173,000

福）白岡市社会福祉協議会
歳末援護事業（歳末見舞金配付）
支部活動助成事業

支部社協育成事業

広報啓発事業

◆ 伊奈町

新入学児童お祝い事業

障がい者関係団体支援事業

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ひとり親家庭交流支援事業

福）伊奈町社会福祉協議会

1 団体

3,956,779 円

2,337,000

見守り活動支援事業
歩行杖支給事業

福祉大会開催

災害見舞金支給事業

ひとり暮らし高齢者交流会開催

ふれあいいきいきサロン事業

夏季見舞品支給事業

子どもの居場所助成事業

障がい児日帰り保養招待

見守り活動支援事業（令和4年度）

社協だより発行
● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

支部活動助成事業（令和4年度）
広報啓発事業（令和4年度）

1,619,779

福）伊奈町社会福祉協議会

新入学児童お祝い事業（令和4年度）
● NHK歳末募金

建物・備品整備事業
特非)上福岡障害者支援センター２１

歳末見舞品支給事業

640,000

広報啓発事業

就労継続支援Ｂ型 協働舎レタス

冷凍冷蔵庫及びテーブル型冷凍庫購入

緊急援護事業

◆ 三芳町
32

1 団体

2,854,550 円

● 赤い羽根共同募金

ボランティア団体事業費補助事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

社協だより発行

1,089,000

福）三芳町社会福祉協議会

地区内高齢者見守り活動費補助事業

◆ 鳩山町
地域ふれあい会食会助成事業

1 団体

1,254,412 円

● 赤い羽根共同募金

社協だより発行

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

福祉活動団体応援助成事業

福）鳩山町社会福祉協議会

466,000

ガイドヘルプ推進支援事業
● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ふれあいいきいきサロン開催

福）三芳町社会福祉協議会

子育てサロン開催

1,765,550

はとっ子食堂開催
高齢者世帯等お便り事業

歳末援護金配分事業

広報啓発事業

ひとり親家庭等クリスマスプレゼント配付事業

◆ 毛呂山町

2 団体

サロン助成事業

3,421,600 円

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

788,412

福）鳩山町社会福祉協議会

1,353,000

福）毛呂山町社会福祉協議会

歳末たすけあい援護金配分事業
金婚夫婦祝い事業

お便り事業

福祉教育推進事業

子育てサロン開催

機関紙（社協だより）発行

◆ 滑川町

ふれあい・いきいきサロン事業

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

1 団体

福）滑川町社会福祉協議会

2,056,218 円

1,016,000

1,799,600

福）毛呂山町社会福祉協議会

お祝い品贈呈事業
ひとり親家庭新入学祝い事業

ふれあいいきいきサロン開催・助成

歳末福祉サービス事業

ひとり親家庭援護事業

地域福祉活動支援機器貸出事業

地域ふれあい事業助成

低所得者世帯援護事業

単身高齢者保養事業

● NHK歳末募金

社協だより発行

建物・備品整備事業
269,000

特非)毛呂山サポートセンター
放課後等デイサービス さくら

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）滑川町社会福祉協議会

外壁塗装工事

◆ 越生町

1 団体

1,003,000 円

歳末たすけあい配分事業

● 赤い羽根共同募金

施設慰問事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）越生町社会福祉協議会

1,003,000

子育て支援事業
年末年始食事支援事業

社協だより発行
地区サロン事業補助事業
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1,040,218

◆ 嵐山町

3 団体

6,166,120 円 建物・備品整備事業
4,760,000

福）宏仁会

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）嵐山町社会福祉協議会

特別養護老人ホーム さくらぎ苑

1,191,000

特殊浴槽更新購入
● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

紙おむつ支給事業

福）小川町社会福祉協議会

コミュニティルーム事業

2,671,762

社協広報誌発行
ふれあいの旅事業

歳末慰問品配付事業

災害時および生活困窮者対策事業

歳末福祉事業（慰問活動、クリスマス会、新年会）

愛情弁当サービス事業

NPO法人支援事業
防災対策事業

建物・備品整備事業
740,000

福）嵐山町社会福祉協議会

生活困窮者支援事業
地域福祉事業
子どもの貧困対策事業

地域福祉推進用車両購入

歳末慰問品配付事業（令和4年度）

2,430,000

特非)ななさと

◆ 川島町

就労継続支援Ｂ型 ななさと

2 団体

5,255,000 円

● 赤い羽根共同募金

送迎用車両購入

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

● 地域歳末募金

1,807,000

福）川島町社会福祉協議会

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
1,805,120

福）嵐山町社会福祉協議会

単身高齢者給食サービス事業
歳末支援事業

単身高齢者昼食会開催

歳末紙おむつ支給事業

単身高齢者住宅補修事業

歳末愛情弁当事業

広報紙事業

歳末コミュニティ事業

民生委員・児童委員と学校の話し合い事業

災害時および生活困窮者対策事業

おやこのつどい事業

社協広報紙発行

送迎サービス事業

◆ 小川町

2 団体

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）小川町社会福祉協議会

健康福祉まつり開催

9,174,762 円

地域療育事業

建物・備品整備事業
2,470,000

1,743,000 福）ウイング
児童発達支援事業 にこにこ・ぬくぬく

送迎用リフト付車両購入

趣味の創作展開催
指導者研修会・女性部研修会開催
知的障害者レクリエーション事業

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）川島町社会福祉協議会

978,000

ひとり親家庭レクリエーション事業
福祉まつり開催
歳末たすけあい事業

ふれあいいきいきサロン事業

重度心身障害者慰問事業
広報事業

◆ 吉見町

1 団体

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
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2,383,472 円

1,418,000 福）ときがわ町社会福祉協議会

福）吉見町社会福祉協議会

1,062,000

ささえあいサービス事業

歳末見舞事業（ひとり暮らし高齢者世帯）

ふれあい・いきいきサロン助成事業

歳末見舞事業（長期療養者世帯）

福祉協力校活動支援事業

歳末見舞事業（障害者世帯）

牛乳給食サービス事業

歳末見舞事業（ひとり親世帯）

広報誌発行

障害者団体支援事業

ボランティア活動団体育成事業

◆ 横瀬町

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）吉見町社会福祉協議会

1 団体

902,000 円

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
965,472 福）横瀬町社会福祉協議会

450,000

低所得世帯援護金支給事業

横瀬町身体障害者福祉会助成

ねたきり高齢者慰問品配付事業

横瀬町食生活改善推進員協議会助成

牛乳給食サービス

金婚式・ダイアモンド婚式・プラチナ婚式夫婦祝賀会開催

社協だより発行

ひとり暮らし高齢者誕生日訪問事業

フードパントリー事業

ひとり暮らし高齢者等給食サービス

◆ 東秩父村

1 団体

625,100 円

社協だより発行

● 赤い羽根共同募金

ひとり暮らし高齢者いきいきふれあい旅行

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）東秩父村社会福祉協議会

● 地域歳末募金
184,000 市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）横瀬町社会福祉協議会

452,000

敬老会開催
● 地域歳末募金

歳末たすけあい慰問事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ひとり親家庭児童入学助成金支給事業

441,100

福）東秩父村社会福祉協議会

1 団体

1,357,800 円

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

歳末たすけあい慰問事業

◆ ときがわ町

◆ 皆野町

1 団体

2,042,000 円 福）皆野町社会福祉協議会

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）ときがわ町社会福祉協議会

ひとり暮らし高齢者給食サービス

980,000

ひとり暮らし高齢者家庭防火訪問事業
ひとり暮らし高齢者近隣見守り活動

地域支え合いサポート事業

在宅介護者の集い

リハビリ教室開催

在宅介護者友愛訪問事業

車イス対応車両貸出事業

ボランティア合同研修開催

有償運送事業

社協だより発行

ごきげん体操（高齢者体操教室）開催

高齢者健康づくり支援事業

障害者福祉会ふれあい交流会助成事業

住みよい地域づくり助成事業

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

35

971,000

● 地域歳末募金

386,800

福）皆野町社会福祉協議会

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
1,351,000

福）小鹿野町社会福祉協議会
歳末たすけあい慰問事業
社会福祉施設等利用者支援事業
歳末慰問事業

障がい児・者支援推進事業

◆ 長瀞町

1 団体

社協だより発行

1,697,000 円

◆ 美里町

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
890,000

福）長瀞町社会福祉協議会

5 団体

14,727,026 円

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

1,148,000

福）美里町社会福祉協議会

ふれあい絵手紙交流事業
ひとり暮らし高齢者配食サービス・会食会開催

休憩ベンチ修繕・設置

広報啓発事業

児童遊具修繕・設置

高齢者いきいきサロン支援事業

いきいきサロン支援事業

福祉体験等資材整備

いきいきサロン運営事業

建物・備品整備事業

社協だより発行

2,700,000

福）美里会

● 地域歳末募金

特別養護老人ホーム 美里敬愛ホーム

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

自動食器洗浄機購入

807,000

福）長瀞町社会福祉協議会

福）美里会
障害者支援施設 みさと

歳末見舞金贈呈事業
友愛交流事業

ナースコール入れ替え工事

フードドライブ事業

福）友愛会

休憩ベンチ修繕事業

障害者支援施設 グリーンヒル美里

◆ 小鹿野町

4,150,000

2 団体

4,266,000 円

特殊浴槽購入

● 赤い羽根共同募金

1,400,000

福）美里会

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）小鹿野町社会福祉協議会

4,200,000

875,000

グループホーム コスモスハイツ

居室ベランダデッキ設置工事
● 地域歳末募金
敬老会開催

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

ボランティア団体活動費助成事業

福）美里町社会福祉協議会

1,129,026

子供スポーツ大会開催
青少年健全育成事業

歳末在宅援護事業

単身高齢者配食サービス

◆ 神川町

社協だより発行

1 団体

● 赤い羽根共同募金

地域福祉支援事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

夏季慰問事業

福）神川町社会福祉協議会

建物・備品整備事業
福）小鹿野ひまわり福祉会

1,908,966 円

2,040,000

就労継続支援Ｂ型 就労施設ぶんぶん

ひとり暮らし高齢者交流事業

障害者施設支援事業

身障者用トイレ増設工事

ふれあいサロン開催
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1,015,000

子ども食堂支援事業

ふれあい広場開催

子育て支援事業

子育て支援事業

地域ささえあい事業

在宅介護者のつどい事業

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

福祉教育助成事業
地域支えあいの会「ようこそ赤ちゃん事業」

893,966

福）神川町社会福祉協議会

高齢者激励事業
フードパントリー事業

歳末援護事業
ひとり暮らし高齢者交流事業

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

絵てがみ交流事業

福）寄居町社会福祉協議会

2,600,000

子ども食堂支援事業

◆ 上里町

2 団体

在宅支援事業(経済的支援を必要とする世帯)

4,227,000 円

住環境整備事業

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

地域歳末支援事業(町内福祉施設･保育所)

1,647,000

福）上里町社会福祉協議会

ふれあい配食サービス
紙オムツ支給事業

小地域福祉活動支援事業

緊急小口資金借受者追加支援事業

福祉ニーズ調査

フードバンク活動事業

社協だより、ホームページなどによる啓発宣伝

地域活動支援事業

社協支部事業

◆ 宮代町

ふれあい交流事業

● 赤い羽根共同募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

次世代育成支援事業

10 団体

3,417,662 円

福）宮代町社会福祉協議会

赤い羽根進学費用応援プロジェクト

1,165,000

500,000

福）埼玉県社会福祉事業団
児童養護施設 上里学園

福祉協力校支援事業

ふれあい会食会開催

大学等進学支援事業（1名）
● 地域歳末募金

みやしろ福祉運動会開催

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）上里町社会福祉協議会

高齢者見守り事業

2,080,000

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練事業
社協だより発行

歳末慰問事業

法外援護

在宅高齢者等紙ｵﾑﾂ配付事業

第4回つながりをたやさない社会づくり支援事業

生活困窮者等食糧支援事業

いきいきサロン東中寺

196,000

災害ボランティアセンター用備品購入
啓発宣伝事業

◆ 寄居町

おしゃべりなどのサロン事業

1 団体

7,010,000 円 ぬくもり倶楽部

27,000

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）寄居町社会福祉協議会

4,410,000

地域交流サロン事業
川端いきいきサロン

紙オムツ支給事業

川端いきいきサロン事業
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62,000

207,000 福）椿寿会

旭クラブ

4,000,000

ケアハウス アルテンハイム杉戸

サロン事業

自家発電設備更新工事

167,000

交流サロン 金曜クラブ

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）杉戸町社会福祉協議会

交流サロン事業

1,266,895

306,000

稲荷クラブ

歳末たすけあい援護金配付事業
冬期友愛訪問事業

サロン、介護予防教室事業

いきいきふれあいまつり開催

第5回つながりをたやさない社会づくり支援事業

障がい者週間記念事業

170,000

蘭の会

社協だより秋号・冬号発行
災害ボランティア講座開催
シニアヨガ教室事業

● NHK歳末募金

第6回つながりをたやさない社会づくり支援事業

建物・備品整備事業
306,000 特非)たすけ愛すぎと

稲荷クラブ

1,040,000

就労継続支援Ｂ型 あい工房

地域サロン活動

送迎用車両購入

第7回つながりをたやさない社会づくり支援事業
76,000

道佛集会所元気クラブサロン

◆ 松伏町

1 団体

1,939,950 円

● 赤い羽根共同募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
介護予防体操とサロン事業

福）松伏町社会福祉協議会

958,000

● 地域歳末募金

市町村社会福祉協議会地域福祉事業

まつぶし社協だより発行

735,662

福）宮代町社会福祉協議会

紙おむつ配付事業

歳末慰問品配付事業

● 地域歳末募金
市町村社会福祉協議会地域福祉事業

社協だより発行

福）松伏町社会福祉協議会

ホームページ情報提供事業

◆ 杉戸町

3 団体

8,097,895 円

歳末たすけあい援護金配付事業

● 赤い羽根共同募金

ひとり親家庭図書券配付事業

市町村社会福祉協議会地域福祉事業
福）杉戸町社会福祉協議会

歳末大掃除事業

1,791,000

歳末激励事業
紙おむつ配付事業

長寿記念品贈呈事業

災害対策用備品購入

夏期友愛訪問事業

新生児絵本配付事業

福祉協力校助成

歳末たすけあい援護金配付事業（令和4年度）

福祉ボランティアパートナー団体助成

ひとり親家庭図書券配付事業（令和4年度）

社協ホームページ情報提供事業

紙おむつ配付事業（令和4年度）

社協だより夏号発行

新生児絵本配付事業（令和4年度）

建物・備品整備事業
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981,950

◎その他資金助成結果
■ 合計

9,866,000 円

25 団体

● 助成資金 団体名

／

事業名

●

事業所名 ／市町村
／ 助成額

●

中央競馬馬主社会福祉財団
4 団体 小計

福）埼玉のぞみの園

アサヒ飲料
2 団体 小計

5,280,000 円

1,100,000 ひまわり倶楽部

深谷市

移動支援用車両購入

100,000 円

狭山市

50,000

吉川市

50,000

子ども食堂事業

1,050,000 みんな食堂たんぽぽ

久喜市

福）茂樹会
特別養護老人ホーム 喜びの里鷲宮

子ども食堂事業

送迎用スロープ付車両購入

●

900,000

蓮田市

福）みぬま福祉会
障害者支援施設 大地

赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャン
ペーン
13 団体 小計 2,825,000 円

川口市
特非)こどもの居場所づくり in かわぐち

大型乾燥機購入

川口市

特非)みらい

2,230,000

加須市

外国籍児童向けフードパントリー支援事業

生活介護 きらり

特非)キッズドア

送迎用リフト付車両購入

●

東京都 中央区

100,000

公益信託「高橋保藏視覚障害者福祉基金」
4 団体 小計

福）飯能市社会福祉協議会

草加市の子どもを対象としたフードパントリー事業

1,380,000 円

川口市
安行
770,000 川口子育て応援フードパントリー安行

飯能市

川口市

100,000

ひとり親家庭のこどもたちに対する食育体験事業

点字プリンター購入

209,000 Heart.Clean.S.C

蓮田市

声のグループいずみ

さいたま市

100,000

小川町

100,000

地域住民の孤立防止の相談事業

音訳化パソコン購入

朗読ボランティアグループさくら草 さいたま市

158,000 ふれあい朝市実行委員会

地元高齢者及び子育て世帯の買い物支援及び生活支援事業

DAISY図書製作用パソコン購入

羽生朗読ボランティア

243,000 特非)にこにこmama's

羽生市

鴻巣市

100,000

熊谷市

347,000

フードパントリー事業

音訳化パソコン購入

●

100,000

特非)若者支援ひろば三愛

クリーンライフみのりの箱募金
1 団体 小計

福）ともに福祉会

150,000 円

春日部市

青少年の居場所、食事、学習支援提供事業

150,000

グループホーム グループホームなないろ 第一なないろ

特非)地域教育ネットワーク

狭山市

500,000

川越市

75,000

ガス乾燥機設置事業

●

フードパントリー事業

三菱電機ソシオルーツ基金
1 団体 小計

特非)C・Cスペース

131,000 円

さいたま市

特非)ワンツーはあと

131,000

婦人保護施設 宮本荘
空気清浄機購入

フードパントリー及び介護予防運動事業

スマイルわかば
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川越市

270,000

子ども食堂・パントリー事業

川越子ども応援パントリー

川越市

440,000

フードパントリー・子どもの居場所「てらこや」事業
さいたま市
ネットワーク
ぷらっとほーむ～さいたま不登校ネットワーク～

93,000

さいたま市

子どもの学習支援及び居場所づくり事業

一般社団）つばきのわ

所沢市

500,000

子ども弁当提供事業
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助成先からの

ありがとう
メッセージ
「青少年の居場所づくりに」
学校に馴染めなかったり、経済的な理由で
塾に通えなかったりする中学・高校生のため
に居場所づくりと学習支援を行っています。
助成金によって、学生たちに食事支援を行
いつつ、教科書や参考書を購入し、受験勉強
に向けた学習支援も充分に行うことができ、
学生の進路決定の一助となりました。
若者支援ひろば三愛 （熊谷市）

「フードパントリー活動に」
食材や日用品を提供することで、子どもた
ちと家族の命を繋ぐだけでなく、生活に苦し
むご家族と繋がり、支援の輪を広げる大きな
きっかけとなりました。
生活にお困りの世帯と繋がることで孤立せ
ず、地域全体で見守る体制を作ることができ
ました。
本当にありがとうございました。
こどもの居場所づくり in かわぐち（川口市）

「子ども食堂に」
助成金によって、お弁当持ち帰り用のビニ
ール袋などの消耗品や、活動に必要な備品を
購入することができ、運営の一助になりまし
た。
まだまだ油断のできない状況は続きますが、
子供たちの明るい声が響く、これまでの会食
型の食堂が開催できる日が早く戻ってくるよ
う願いながら日々活動を続けていきます。
桶川市社会福祉協議会
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「古くなった遊具の入れ替えに」
今までの遊具は設置して 20 年が経ち、老
朽化していました。
業者に修繕を依頼したり職員達が補強して
使っていましたが、共同募金の助成金によっ
て新しい遊具を設置しました。
子ども達が安心してのびのびと遊ぶことが
できるようになり、毎日大喜びで楽しんでい
ます。
ふじみ野保育園（富士見市）

「フードパントリーの食料搬送車の購入に」
冷凍庫付きの軽トラックを購入したこと
で、食材の鮮度を保ちつつ、県北部エリアの
パントリーや子ども食堂に、１年を通して安
全・安心に配達できるようになりました。
羽生の杜（羽生市）

「送迎用リフト付き車両の購入に」
新しい送迎車となり、今までの車両より一回
り大きくなりました。今後は、送迎時に利用
者を待たせることなく、一度に送迎すること
ができます。
また、ストレッチャーのまま利用者を送迎
することもでき、不自由な思いをさせず送迎
ができ、利用者の皆さんにとても喜ばれてい
ます。
けやきの杜（北本市）

「特殊浴槽の購入に」
今まで利用していた浴槽は、20 年以上使
用しており老朽化が著しい状況でした。
助成金によって、新しい浴槽となり、入浴
の時間になると利用者の大きな笑い声が聞こ
えてきます。利用者からは、入浴がとても楽
しくなりました。そんな言葉を聞かれ、毎日
の生活が、とても豊かになりました。
グリーンヒル美里（美里町）

“ ありがとう ” の声をホームページで
ご紹介しています。
©中央共同募金会
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災害時の被災地支援
◇災害等準備金の積み立て

国内で発生する大規模災害時のボランティア活動や被災福祉施設の復旧のため、共同募金実績額の３％を災害等準
備金として積み立てています。令和３年度は、2,510 万 5,000 円を積み立てました。

◇災害義援金の募集、取次ぎ

災害義援金は、被災地の自治体を通して被災者のもとへ届けられるお見舞金です。
令和３年度は、下表の義援金募集があり、被災地の共同募金会を通じて、地元の災害対策本部に取り次ぎました。
また、複数県で発生した災害に対する義援金は、中央共同募金会が募集する義援金口座へ取次ぎし、被災県に按分
され送金されました。

○令和 3 年度に発生した災害への義援金取次ぎ結果（取り次いだ義援金のみ記載）
災害義援金名称
島根県松江市大規模災害義援金
令和３年大雨災害義援金
（中央共同募金会募集分）
令和３年７月大雨災害静岡県義援金

災害発生日

受付期間

令和３年
４月１日

令和３年４月 12 日～
令和３年５月 31 日

8,552

令和３年
７、８月

令和３年７月 19 日～
令和４年３月 31 日

585,688

令和３年 7 月８日～
10 月 29 日

224,304

令和３年７月 16 日～
９月 30 日

23,006

令和３年９月 14 日～
令和４年３月 31 日

8,862

令和３年
７月中

令和３年７月島根県大雨災害義援金

令和３年 ９月

令和３年長野県茅野市土石流災害義援金
合

金

計

額（円）

850,412

○令和３年度以前に発生した災害への義援金取次ぎ結果（３年度に取り次いだ金額のみ記載）
災害義援金名称

災害発生日

受付期間

平成 30 年
７月６日～
８日

平成 30 年７月 10 日～
令和４年６月 30 日

熊本県南豪雨義援金

令和２年
７月中

令和２年７月８日～
令和 4 年 9 月 30 日

53,661

令和３年２月福島県沖地震災害義援金

令和３年
２月 13 日

令和３年２月 24 日～
令和３年５月 31 日

42,535

平成 30 年７月豪雨災害義援金
（中央共同募金会募集分）

合

計

金

額（円）
36,830

133,026

心の「密」は絶やさない。共同募金
各種 SNS も開設しました→

43

