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新座市社会福祉協議会



社会福祉協議会とは…
　社協は市民の皆様を主体とした地域福祉を推進する団体とし
て、市の福祉サービスの枠組みでは対応できない様々な課題に、
地域の皆様やボランディア、保健・福祉関係団体などと相互に協
力して取り組んでいる非営利で公益性の高い民間の団体です。

　社協は、以下の財源を基に地域福祉活動を進めています。

　特に、地域福祉への住民参加の意義を持つ社協会費は、社協が地域
福祉活動を進める上で、根幹となる財源となっています。

社協が取り組んでいる主な仕事です
①  地域福祉活動
○社協支部の地域福祉活動支援
○地域福祉推進協議会の運営支援
○社協ボランティア団体（協議会）の運営支援
○社会福祉協力校の活動支援
○福祉団体の活動支援
○会食ふれあい事業（高齢者対象）
○子ども食堂事業
○コミュニティ教室の実施
○リフト付き乗用車の貸出し
○福祉サービス利用援助
○相談事業（ふくし総合相談）
○広報活動
○善意銀行
○福祉フェスティバルの開催

②  ボランティアセンター運営
○ボランティアセンター事業
○地域支え合いボランティア事業

④  共同募金運動への協力
○赤い羽根共同募金
○地域歳末たすけあい募金

⑤  介護保険事業
○居宅介護支援
○訪問介護

⑥  障がい者自立支援事業
○居宅介護
○移動支援
○同行援護
○指定特定相談支援

⑦  受託事業
○放課後児童保育室の管理運営
○子育て支援ホームヘルパー派遣
○養育支援ホームヘルパー派遣
○東部第一高齢者相談センター
　（地域包括支援センター）運営

③  貸付・援護事業
○生活福祉資金貸付
○法外援護資金貸付

「住民立ち寄り所の様子」

（地域福祉推進協議会の活動）

（地域支え合いボランティア事業）

「ふれあい防災キャンプの様子」

※上記事業については、４ページから概要を説明しています。

（福祉体験学習）

社協の活動を支える財源は…
社協職員の人件費は、
④から⑥までの事業収
入で賄われています。
皆様からお預かりした
①社協会費、②寄付金
及び③共同募金の配分
金の収入は、福祉事業
のみに使用することと
されていますので、人
件費には一切使用され
ていません。

会員加入のお願い

●普通会員 500

1,000

年間

●協力会員 年間

皆様から納入いただいた
普通会員の500円は……

（世帯を単位としています）

（特に協力いただける世帯を単位としています）

円以上

円以上

5,000●特別会員 年間
（篤志家を対象とした世帯・個人を単位としています）

円以上

10,000●法人会員 年間
（地域福祉にご理解を頂く法人を単位としています）

円以上

※500円未満の金額は、寄付金としての取扱いと
させていただきます。
※普通会員は500円～999円、
※協力会員は1,000円～4,999円とさせていただ
きます。

社協支部のある町内会の場合

社協支部のない町内会の場合

50％（250円）は町内会・社協支部への地域福祉活動助成金
として地域に還元され、50％（250円）は社協が行う地域福
祉活動に使わせていただきます。

20％（100円）が町内会の地域福祉活動助成金となります。

社協が行う地域福祉活動町内会（社協支部）への地域福祉活動助成金

（主な内訳）
●会食ふれあい事業
●福祉教育事業
●ボランティアセンター事業
●ボランティアグループ活動助成金
●地域福祉推進協議会活動助成金 など

寄付金品の受入れ
　市民の皆様から頂いた善意の寄付金は、
「愛のいずみ福祉基金」として受け入れ、福
祉活動に役立てられています。
　また、物品などの善意はお預かりして、そ
れらを必要とされる方々に貸し出し、又は払
い出して、福祉の増進に役立てられていま
す。

共同募金配分金
　赤い羽根共同募金は、ご協力いただいた募金額
の５０％が市社協に配分され、様々な福祉活動に
役立てられています。
　地域歳末たすけあい募金は、ご協力いただいた
募金額のほぼ１００％が市社協に配分され、その
うち６０％を町内会等で実施される地域ふれあい
交流事業に助成され、残り４０％が市社協の様々
な福祉活動に役立てられています。

① 市民の皆様に社協会員となって納めていただく会費
② 篤志家や団体からの寄付金（「愛のいずみ福祉基金」への積立て）
③ 赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金の配分金
④ 県・市からの補助金
⑤ 各種受託事業の受託金（放課後児童保育室、ホームヘルプ事業など）
⑥ 介護保険事業等の事業収入

お住まい
の

地域福祉
のために

新座市内全域の福祉のために
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① 地域福祉活動

② ボランティアセンター運営

地域福祉推進協議会の運営支援
　地域福祉活動を通じて住民間の交流を広め、
誰もが健康で安心して暮らせる地域をつくるた
め、町内会ごとに設置されている社協支部が計
画・実施する活動を支援しています。
（令和3年度：61町内会中52社協支部設置）

　市が策定する地域福祉計画と一体的に社協が策定した「地
域福祉活動計画」に基づいた地域福祉推進協議会の運営費へ
の助成を行い、各地区の地域福祉活動及び地域福祉地区活動
計画の策定を支援しています。

福祉サービス利用援助
　認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、自らの判断で
適切にサービスを選択し、利用することが不安な方々に対し、地域で
安心した生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続の援助や日常的
金銭管理及び見守りをしています。

広報活動
　福祉と言うと、どうも他人事ということも。しかし、誰しも
生活していく上で老いや障がいなど、様々な福祉問題は切り離
すことはできません。
　「社協だより」は福祉について市民の皆様が身近に感じ、関
心を持っていただくことを目指し、年３回発行しています。

福祉フェスティバルの開催
　福祉フェスティバルは、障がいのある方もない方も、高齢の方から子どもま
で、市民の皆様の誰もが、共にふれあいの輪を広げ心の通う福祉社会を目指す
ことをテーマとして毎年、開催しています。

ボランティアセンター事業
　あたたかい心のふれあう地域づくり推進のため、ボランティアセンターを設
置し、ボランティア活動をしたい方・ボランティアを求める方の相談・調整・
紹介等をしています。

社協支部の地域福祉活動支援

子ども食堂事業
　子ども食堂事業は、親の就労等による孤食を始めとして、地域の子ども達が抱える諸問題の解決の糸口をつかむ
きっかけづくりの場とすることや、会食ふれあい事業との連携による世代間交流を図ることを目的とした支部事業
です。支部ボランティアの皆さんが中心となり、子どもたちが「みんなでおいしいごはんを一緒に食べる」ことの
できる機会を提供しています。令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で実施が難しく、特例の取組とし
て自宅訪問や集会所等で弁当などの配布をしながら見守り活動をしました。
（※特例の取組令和４年１月現在：６社協支部で実施・７回開催・対象者延べ556名・ボランティア延べ８０名・合計636名の参加）

地域支え合いボランティア事業
　介護保険などの公的制度の対象とはならないが、支援を必要とする高齢者や障がい者の日常生活上のちょっとし
た困りごとを抱えている方について、住み慣れた地域で生活し続けていけるよう、支援が必要な人（利用会員）と
自分自身の介護予防や地域への社会参加の意欲のあるボランティア（協力会員）を結び付けていく仕組みづくりを
行うものです。
　また、サービスを提供したボランティアへの謝礼として地域通貨券（アトム通貨）をお渡しする仕組みで、地域
の商業振興にもつながる事業となっています。
（令和2年度：利用53件・活動90時間）

　ひとり暮らし等の高齢者が家に閉じこもることなく、地域との交流を広め、安心して健康に暮らすことができる
よう、社協支部が地域の集会所などで実施している会食ふれあい事業に助成しています。令和２年度及び令和3年
度は、新型コロナウイルス感染症の影響で実施が難しく、特例として自宅訪問や集会所等で弁当などの配布をしな
がら見守り活動を行いました。

会食ふれあい事業

　社協支部活動の充実を図るために、支部単位で地域の住民を対象
に、福祉についての勉強会や座談会などを実施しています。

コミュニティ教室の実施

（令和2年度は新型コロナウイルス感染症のため実施されませんでした。）

　市民の皆様から頂いた金品、その
他の善意は、善意銀行でお預かりし
て、それらを必要としている方々に
払い出して、福祉の増進に役立てて
います。

善意銀行

（令和2年度：預託69件・払出し3件）

　車椅子を使用されている方に対し
て、リフト付乗用車を貸し出して、
社会参加の向上を図っています。

リフト付乗用車の貸出し

（令和2年度：貸出し34件）

社会福祉協力校の活動支援
　福祉教育は、大人になってからではなく、幼少期から積み重ねて行くことに
意義があります。小学校・中学校・高等学校・大学と一貫した福祉教育を進
め、社会福祉への理解と関心、様々な人々との共生を学び自己形成を図ってい
く機会として、市内全校を福祉協力校として指定し、福祉体験学習を支援して
います。 （令和3年度：社会福祉協力校27校指定）

（※会食事業　令和４年１月現在：１社協支部で実施・１回開催・対象者延べ42名・ボランティア延べ20名・合計6２名の参加）
（※特例の取組　令和４年１月現在：25社協支部で実施・60回開催・対象者延べ4,255名・ボランティア延べ819名・合計5,074名の参加）

　組織活動の充実のために、各種福祉団
体へ活動費の支援・助成をしています。

福祉団体の活動支援

（令和2年度：利用21件・活動298回）

相談事業
○ふくし総合相談
　日常生活の悩みごと、心配ごとの
相談など、職員（社会福祉士等）が
お話を伺います。

（令和2年度及び令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響のため、開催を中止しました。）

○ボランティア・団体・個人ボラン
ティアの登録・連絡調整・相談
○ボランティア団体協議会の運営支援
○ホームページ等による情報提供
○入門・学習等各種講座の開催
○彩の国ボランティア体験プログラ
ム事業

○学校における福祉教育の推進へ協力
○ボランティア活動保険の加入手続
○器材の貸出し（車椅子・学習DVD・高
齢者擬似体験セット・点字練習器等）
○ボランティアまつりの開催支援
○自宅でできるボランティア活動

（自宅で作った手作りマスクなど）
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　市が策定する地域福祉計画と一体的に社協が策定した「地
域福祉活動計画」に基づいた地域福祉推進協議会の運営費へ
の助成を行い、各地区の地域福祉活動及び地域福祉地区活動
計画の策定を支援しています。

福祉サービス利用援助
　認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、自らの判断で
適切にサービスを選択し、利用することが不安な方々に対し、地域で
安心した生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続の援助や日常的
金銭管理及び見守りをしています。

広報活動
　福祉と言うと、どうも他人事ということも。しかし、誰しも
生活していく上で老いや障がいなど、様々な福祉問題は切り離
すことはできません。
　「社協だより」は福祉について市民の皆様が身近に感じ、関
心を持っていただくことを目指し、年３回発行しています。

福祉フェスティバルの開催
　福祉フェスティバルは、障がいのある方もない方も、高齢の方から子どもま
で、市民の皆様の誰もが、共にふれあいの輪を広げ心の通う福祉社会を目指す
ことをテーマとして毎年、開催しています。

ボランティアセンター事業
　あたたかい心のふれあう地域づくり推進のため、ボランティアセンターを設
置し、ボランティア活動をしたい方・ボランティアを求める方の相談・調整・
紹介等をしています。

社協支部の地域福祉活動支援

子ども食堂事業
　子ども食堂事業は、親の就労等による孤食を始めとして、地域の子ども達が抱える諸問題の解決の糸口をつかむ
きっかけづくりの場とすることや、会食ふれあい事業との連携による世代間交流を図ることを目的とした支部事業
です。支部ボランティアの皆さんが中心となり、子どもたちが「みんなでおいしいごはんを一緒に食べる」ことの
できる機会を提供しています。令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で実施が難しく、特例の取組とし
て自宅訪問や集会所等で弁当などの配布をしながら見守り活動をしました。
（※特例の取組令和４年１月現在：６社協支部で実施・７回開催・対象者延べ556名・ボランティア延べ８０名・合計636名の参加）

地域支え合いボランティア事業
　介護保険などの公的制度の対象とはならないが、支援を必要とする高齢者や障がい者の日常生活上のちょっとし
た困りごとを抱えている方について、住み慣れた地域で生活し続けていけるよう、支援が必要な人（利用会員）と
自分自身の介護予防や地域への社会参加の意欲のあるボランティア（協力会員）を結び付けていく仕組みづくりを
行うものです。
　また、サービスを提供したボランティアへの謝礼として地域通貨券（アトム通貨）をお渡しする仕組みで、地域
の商業振興にもつながる事業となっています。
（令和2年度：利用53件・活動90時間）

　ひとり暮らし等の高齢者が家に閉じこもることなく、地域との交流を広め、安心して健康に暮らすことができる
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度は、新型コロナウイルス感染症の影響で実施が難しく、特例として自宅訪問や集会所等で弁当などの配布をしな
がら見守り活動を行いました。
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　社協支部活動の充実を図るために、支部単位で地域の住民を対象
に、福祉についての勉強会や座談会などを実施しています。

コミュニティ教室の実施

（令和2年度は新型コロナウイルス感染症のため実施されませんでした。）

　市民の皆様から頂いた金品、その
他の善意は、善意銀行でお預かりし
て、それらを必要としている方々に
払い出して、福祉の増進に役立てて
います。

善意銀行

（令和2年度：預託69件・払出し3件）

　車椅子を使用されている方に対し
て、リフト付乗用車を貸し出して、
社会参加の向上を図っています。

リフト付乗用車の貸出し

（令和2年度：貸出し34件）

社会福祉協力校の活動支援
　福祉教育は、大人になってからではなく、幼少期から積み重ねて行くことに
意義があります。小学校・中学校・高等学校・大学と一貫した福祉教育を進
め、社会福祉への理解と関心、様々な人々との共生を学び自己形成を図ってい
く機会として、市内全校を福祉協力校として指定し、福祉体験学習を支援して
います。 （令和3年度：社会福祉協力校27校指定）

（※会食事業　令和４年１月現在：１社協支部で実施・１回開催・対象者延べ42名・ボランティア延べ20名・合計6２名の参加）
（※特例の取組　令和４年１月現在：25社協支部で実施・60回開催・対象者延べ4,255名・ボランティア延べ819名・合計5,074名の参加）

　組織活動の充実のために、各種福祉団
体へ活動費の支援・助成をしています。

福祉団体の活動支援

（令和2年度：利用21件・活動298回）

相談事業
○ふくし総合相談
　日常生活の悩みごと、心配ごとの
相談など、職員（社会福祉士等）が
お話を伺います。

（令和2年度及び令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響のため、開催を中止しました。）

○ボランティア・団体・個人ボラン
ティアの登録・連絡調整・相談
○ボランティア団体協議会の運営支援
○ホームページ等による情報提供
○入門・学習等各種講座の開催
○彩の国ボランティア体験プログラ
ム事業

○学校における福祉教育の推進へ協力
○ボランティア活動保険の加入手続
○器材の貸出し（車椅子・学習DVD・高
齢者擬似体験セット・点字練習器等）
○ボランティアまつりの開催支援
○自宅でできるボランティア活動

（自宅で作った手作りマスクなど）
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③ 貸付・援護事業

④ 共同募金運動への協力

⑤ 介護保険事業

⑦ 受託事業

⑥ 障がい者自立支援事業

　低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者
世帯に対し、その世帯の安定した生活と
経済的自立を図るため、資金の貸付けを
しています。
（令和2年度：相談49・貸付12件）

生活福祉資金貸付
　法的な所得保障のない生計困難世帯又
は不慮の事態等となった世帯に対し、急
場の生活の安定と自立を図るため、資金
の貸付けをしています。
（令和2年度：貸付71件）

法外援護資金貸付
　平成１５年４月からの支援費制度、平成１８年１０
月からの自立支援制度に基づき、障がい者の自立を支
援するためのホームヘルパーを派遣し、居宅での必要
な身の回りのお世話を行う身体介護・生活援助サービ
ス・外出介助をしています。

居宅介護

（令和2年度：利用者延べ490名・活動5,643.1時間）

　平成２３年１０月から重度の視覚障がいにより、移
動に著しい困難を有する障がい者に対し、外出時にお
ける移動支援と情報提供及びコミュニケーション支援
を行うため、ガイドヘルパーを派遣しています。

同行援護

（実績は「居宅介護」に含む）

　平成１８年１０月からの自立支援制度に基づき、障
がい者の自立と社会参加を促進するため、ガイドヘル
パーを派遣し、外出の際の移動介護をしています。

移動支援

（令和2年度：利用者延べ59名・活動481.8時間）

　平成８年度から市の委託を受け、放課後児童保育室
の管理・運営をしてきましたが、制度変更により平成
１８年度からは、指定管理者として管理運営をしてい
ます。保育室は、保護者が就労等により家庭が常時留
守になっている児童の放課後の健全な育成を図るため、
支援員等が家庭的な雰囲気の中で保育をしています。

放課後児童保育室の管理運営

（令和2年度：年間利用児童延べ11,846名）

　平成１０年４月から市の委託を受け、出産直後のお
母さんのいる家庭で、親族などから家事の援助を受け
られない家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し、一
定期間の家事援助サービスをしています。

子育て支援ホームヘルパー派遣

（令和2年度：利用者延べ29名・活動254.5時間）

　平成２６年７月から、障がい者が福祉サービス等を
利用する際のサービス利用計画の作成やモニタリング
を行っています。

指定特定相談支援

（令和2年度：サービス利用計画作成100件・モニタリング218件）

　平成１９年４月から市の委託を受け、市内６地域の
うち、東部第一地区（池田、道場、片山、野寺）の地域
包括支援センターを運営しています。
　平成２４年度から高齢者相談センター（地域包括支援
センター）に名称を改め、地域で暮らす高齢者の皆様を
介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支
えることを目的として、介護予防ケアマネジメント業
務、権利擁護業務、総合支援業務などをしています。

東部第一高齢者相談センター（地域包括支援センター）運営

　平成２３年４月から市の委託を受け、妊娠期から継
続的な支援が必要な家庭、子育て不安を抱える家庭、
虐待のおそれなどがあり特に支援が必要な家庭などに
ホームヘルパーを派遣し、生活援助サービスを実施し
ています。

養育支援ホームヘルパー派遣

（令和2年度：利用者実績なし）

（令和2年度：サービス・支援計画作成1,299件、相談5,705件）

　毎年１０月１日から翌年３月３１日までの間に行われる「赤
い羽根共同募金運動」は、国民のたすけあい精神を基調とし
て、市民一人一人の善意によって支えられています。この運動
によって集められた募金は、全て県内の社会福祉施設や社会福
祉協議会等の民間の福祉団体へ助成され、地域福祉活動推進に
役立てられます。

　毎年１２月１日から１２月３１日までの間に行われる
「地域歳末たすけあい募金運動」は、「みんなでささえ
あうあったかい地域づくり」をスローガンとして行わ
れ、この運動で集められた募金は地域で実施する様々な
交流事業に助成され、市内の地域福祉活動推進に役立て
られます。

　平成１２年４月からの介護保険制度開始に伴い、埼玉県より居宅サ
ービス事業者の指定を受け、介護が必要な高齢者が安心して在宅で生
活できるよう、ホームヘルパーを派遣し、必要な身の回りのお世話を
行う身体介護・生活援助サービスをしています。
　また、平成２９年４月から市の介護予防・日常生活支援総合事業者
の指定を受け、要支援状態等にある高齢者に対し、訪問型サービス
（第１号訪問事業）を提供しています。

　平成１１年８月から、埼玉県の居
宅介護支援事業者の指定を受け、介
護保険利用のための申請代行、介護
サービス計画（ケアプラン）の作成
をしています。

（令和4年2月22日現在：募金実績　6,388,387円）

（令和4年2月22日現在：募金実績　4,734,198円）

（令和2年度：介護サービス計画作成1,685件）

（令和2年度：利用者延べ715名・5,815.7時間）

赤い羽根共同募金

地域歳末たすけあい募金

居宅介護支援 訪問介護

※上記のほか、令和３年度も前年度に引き続き、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にお困りの方に向けた
　生活資金の特例貸付業務を行っています。

所在地：〒352-0025 新座市片山1-9-1
TEL：048‒480‒5853　FAX：048‒480‒5854
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（令和4年2月22日現在：募金実績　6,388,387円）

（令和4年2月22日現在：募金実績　4,734,198円）

（令和2年度：介護サービス計画作成1,685件）

（令和2年度：利用者延べ715名・5,815.7時間）

赤い羽根共同募金

地域歳末たすけあい募金

居宅介護支援 訪問介護

※上記のほか、令和３年度も前年度に引き続き、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にお困りの方に向けた
　生活資金の特例貸付業務を行っています。

所在地：〒352-0025 新座市片山1-9-1
TEL：048‒480‒5853　FAX：048‒480‒5854
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〒352-0011 埼玉県新座市野火止 1-9-63 新座市役所第三庁舎

（野火止ふれあい公園前 下車 １分 又は 新座市役所 下車 ５分）

昭和３０年　大和田町と片山村が合併し新座町となったことを機に、新座町社会福祉協議会として誕生
　昭和４５年　市制施行に伴い、名称を「町」から「市」に変更
　　昭和４９年　社会福祉法人の認可（１１月２０日）・法人設立登記完了（１１月２７日）
　　　昭和５０年　会員制度の発足・第１回社会福祉大会開催
　　　　昭和５１年　ボランティアビューローの設置・ボランティアの会結成
　　　　　昭和５２年　社協支部設立開始
　　　　　　昭和５３年　ボランティアセンターの設置
　　　　　　　昭和５５年　結婚相談所の開設（平成１６年に事業廃止）           
　　　　　　　　昭和５７年　特別心配ごと相談所の開設（平成１８年からふくし総合相談へ名称変更）
　　　　　　　　　昭和５８年　救急福祉ヘルパー派遣事業
　　　　　　　　　　昭和５９年　埼玉県・県社協在宅福祉サービス推進モデル社協の指定・福祉学校の開設
　　　　　　　　　　　昭和６０年　組織強化に伴う評議員、役員選出区分の改正
　　　　　　　　　　　　昭和６１年　社協基礎整備強化のため全地区支部化推進開始
　　　　　　　　　　　　　昭和６３年　老人福祉センター（堀ノ内・大和田）の管理運営事業受託
　　　　　　　　　　　　　　平成 元 年　家事援助サービス事業開始（平成３年に事業廃止）
　　　　　　　　　　　　　　　平成 ３ 年　ホームヘルパー派遣事業受託（令和３年事業廃止）
　　　　　　　　　　　　　　　　平成 ７ 年　ガイドヘルパー派遣事業受託（視覚障がい者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 ８ 年　放課後児童保育室の管理運営事業受託（17か所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１０年　子育て支援ホームへルパー派遣事業受託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１１年　居宅介護支援事業の認可・事業開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１２年　居宅サービス事業の認可・事業開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年　知的障がい者ガイドヘルパー派遣事業・精神障がい者ホームヘルパー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　派遣事業受託
　　　　　　　　　　　　　　　　平成１５年　障がい者支援費制度居宅生活支援事業の認可・事業開始
　　　　　　　　　　　　　　　平成１６年　福祉サービス利用者援助事業（地域福祉権利擁護事業）の単独開始
　　　　　　　　　　　　　　平成１８年　老人福祉センター（堀ノ内・大和田）と放課後児童保育室（17か所）の指定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者制度による管理運営事業受託（3年間）
　　　　　　　　　　　　平成１９年　東部第一地域包括支援センター事業受託
　　　　　　　　　　　　　　　　　北部第二地区・南部地区地域福祉推進協議会の設立
　　　　　　　　　　平成２１年　老人福祉センター（堀ノ内・大和田）の指定管理者終了
　　　　　　　　　　　　　　　東部第二地区地域福祉推進協議会の設立・放課後児童保育室（17か所）の指定管理者制
　　　　　　　　　　　　　　度による管理運営事業受託（5年間）
　　　　　　　平成２２年　社協ボランティア団体協議会の設立・社協普通会員会費の年額を３００円から５００円に改定
　　　　　　平成２３年　養育支援ホームヘルパー派遣事業受託
　　　　　平成２５年　東部第一地区地域福祉推進協議会の設立・新座市地域支え合いボランティア事業開始
　　　　平成２６年　指定特定相談支援事業開始・放課後児童保育室（17か所）の指定管理者制度による管理運営事業
　　　　　　　　　受託（5年間）
　　平成２８年　北部第一地区地域福祉推進協議会の設立
　平成２９年　介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防訪問介護）の開始・子ども食堂事業の開始
平成３１年　西部地区地域福祉推進協議会の設立・放課後児童保育室（１１か所）の指定管理者制度による管理運営事業
　　　　　受託（5年間）（令和元年）


