
 

  

入間市社会福祉協議会は、住みよい地域づくりをすすめるため、地域住民の方々が会員となる民間の福

祉団体です。社協がすすめる地域福祉活動の主な財源は、入間市からの補助金や委託費などの「公費財

源」と、住民のみなさまからの「会費や寄付金」、共同募金会からの配分金などの「民間財源」です。 

埼玉県共同募金会がおこなう取り組みであり、「自分のまちを良くする活動」 

として自分たちのまちで集められた募金の多くは、自分たちのまちをよくする 

ために使われる募金活動です。入間市社会福祉協議会では埼玉県共同募金会から 

の配分金を受けて事業を行っています。 

「自分たちの地域のために」「自分たちで出し合い」「自分たちのために使う」このような住民相互の助

け合い、住民主体の地域福祉を推進するための会員制度です。会員のみなさまから寄せられた会費は、

社協がすすめる地域福祉活動の事業運営の財源として、大切に活用させていただいています。 

(人件費には充てられていません。) 

赤い羽根共同募金 
1 0月 1日から 3月 31日までの 6か月間、赤い羽

根をシンボルに実施します。 

一人暮らしの高齢者を見守る活動や、障がい者が

働く事業所への支援、福祉施設の整備のほか、ボ

ランティア育成や子どもたちへの福祉教育など、

県内の身近な福祉活動に役立てられます。  

※災害時には、災害ボランティアセンターの設置

や運営など、被災地支援にも役立てられます。 
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〈交通〉 

西武池袋線「入間市駅」下車徒歩１８分 

西武バス武蔵藤沢駅行き 
「入間市市民会館」バス停より徒歩２分 

〈交通〉 

西武池袋線「入間市駅」下車徒歩２５分 

西武バス武蔵藤沢駅行き 
「市営住宅前」バス停より徒歩２分 

〈交通〉 

西武池袋線「入間市駅」下車徒歩１０分 
西武バス狭山市駅西口行き 
「霞橋」バス停より徒歩５分 
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～地域を笑顔にするしくみ～ 

地域歳末たすけあい募金 
1 2月 1日から 1 2月 3 1日までの 1か月間実施

します。 

 

この募金は市町村を単位として社会福祉協議会に

配分され、支援を必要とする人たちが、地域で安

心して新たな年を迎えることができるよう、歳末

福祉事業や慰問事業をおこなっています。 

 

 ホームページアドレス 

https://iruma-shakyo.or.jp 

メールアドレス 

daihyou@iruma-shakyo.or.jp 

 

福祉困りごと何でも相談支援ｾﾝﾀｰ 

電話：04-2964-2788 

FAX : 04-2963-1072 

いるまﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ 

電話：04-2964-2666 

FAX : 04-2963-1072 

 

 
入間市豊岡北地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

電話：04-2901-2501 

FAX : 04-2966-8002 

 

指定訪問介護事業所 

(入間ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ) 

電話：04-2966-8882 

FAX : 04-2966-8884 

 

〒358-0023 

埼玉県入間市扇台 2-7-26 

 
電話：04-296２-5308 
FAX : 04-2962-5458 

 ホームページアドレス 

https://iruma-shakyo.or.jp/ 

メールアドレス 
daihyou@iruma-shakyo.or.jp 

入間市社協 
ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 
いるまちゃん 

入間市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

電話：04-2964-0486 

FAX : 04-2963-1072 

法人後見 

電話：080-2281-8872 

FAX : 04-2963-1072 

ﾎｰﾑｽﾀｰﾄいるま 

電話：04-2937-3217 

FAX : 04-2963-1072 

 

〒358-0003 
埼玉県入間市豊岡 4-2-2 

 

〒358-0007 
埼玉県入間市黒須 2-3-13 

入間市意思疎通支援者派遣事務所 

電話：04-2964-1161 

FAX : 04-2964-1140 

R4.4.1 

 

電話：04-2963-1014 

FAX : 04-2963-1072 
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入間市扇台福祉作業所 

TEL 04-2962-5308  

入間市豊岡北包括支援ｾﾝﾀｰ TEL 04-2901-2501  

指定訪問介護事業所（入間ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ） TEL 04-2966-8882  

介護保険・障害福祉サービス…資格を持ったヘルパーが訪問し、介護保険法や障害者総合支援

法等に該当される方が、自立して暮らせるように支援します。 

〇介護サービス(身体介護・生活援助)〇同行援護 

いるまﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ TEL 04-2964-2666  

福祉困りごと何でも相談支援ｾﾝﾀｰ TEL 04-2964-2788  

家庭訪問型子育て支援 ﾎｰﾑｽﾀｰﾄいるま TEL 04-2937-3217  

入間市意思疎通支援者派遣事務所（手話通訳者・要約筆記者） 

TEL 04-2964-0486  FAX 04-2964-1140 

相 談 

生活に関するお悩み、困りごとについて、地域福祉コーディネーターが解決に向けて一緒に考えていきま

す。 〇個別相談〇地域支援〇出張相談 

在宅福祉事業/高齢者・障がい者・子育て 

高齢者のみなさまが住み慣れた地域で安心した生活を続けられるように、主任介護支援専門員・保健師・

社会福祉士などの資格をもつ職員が、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から支援をおこなう総合

相談窓口機関です。 〇総合相談〇権利擁護〇介護予防〇制度の紹介・申請 

子育て支援 
産前産後ヘルパー派遣事業…出産前後の体調不良や日中、家族等の援助が受

けられない家庭に、ホームヘルパーを派遣し家事及び育児を支援

することで家庭の生活をサポートします。 〇家事支援〇育児支援 

養育支援訪問事業…子どもに関する養育支援が必要な家庭に、ホームヘルパ

ーを派遣して家事支援をおこないます   〇家事支援 

心身障がい者の地域生活を支える日中活動の場です。心身に障がいがあり雇用

されるのが困難な障がい者に軽作業(請負作業、自主製品の制作等)を通じた生

活指導をおこなっています。〇軽作業〇課外活動〇地域行事への参加 

研修を受けた地域の子育ての経験者が、就学前の子どもを育てるご家庭を訪問し、お友達のように親に寄り

添いながらお話しを聴いたり、お子さんと一緒に遊んだり外出したりすることで子育てを応援する、無償の

家庭訪問型子育て支援ボランティア活動をおこなっています。◯コーディネート〇ホームビジター養成講座 

「子育てのお手伝い(預かりや送迎など)が必要な方」と「お手伝いをしたい方」が会員登

録をして、会員同士の理解と協力のもとに、地域の中で子育てを助け合う有償ボランテ

ィア活動をおこなっています。 

〇コーディネート〇提供会員講習会〇会員研修会〇ファミサポまつり 

聴覚障がい者と健聴者とのコミュニケーションを、「手話」や「話の内容を文字にして伝える」 

ことを通じて支援するため、手話通訳者・要約筆記者を派遣しています。 

〇手話通訳者・要約筆記者派遣事業〇手話通訳者・要約筆記者養成講習会 

〇ヒアリングループ貸出 

障がい者支援 

施設運営/障がい者 

地域福祉推進課 TEL 04-2963-1014 

子どもから高齢者や障がい者まで、すべての方が安心して生活するために、 

助け合い活動の推進や福祉の情報をお届けする広報誌発行をはじめ、様々な 

事業・サービスをおこなっています。 

〇近隣助け合い活動の推進〇ふれあい・いきいきサロンの推進〇広報誌「いるま社協だより」の発行〇援護事

業(歳末慰問事業ほか)〇地域福祉サービスの推進(高齢者配食サービス事業の助成ほか)〇高齢者福祉事業の推進

(敬老会の助成ほか)〇障がい者福祉事業の推進(障がい者スポーツ事業への助成ほか)〇児童福祉、子育て世帯福

祉事業の推進〇地域ささえ合いづくりの推進〇災害ボランティアセンター運営訓練 

福祉大会…地域福祉に長く貢献してくださった方等を表彰するとともに、市民のみなさまに地域の福祉課

題、現状を知っていただき、福祉活動への参加啓発を目的としておこなっています。 

バリアフリー映画会…障がいがある人もない人も一緒に楽しんでもらう映画会です。映画上映には、手話

通訳・要約筆記・字幕・副音声・ヒアリングループがつき、目が不自由な方、耳が不自由な方

でもお楽しみいただけます。 

福祉車両/福社用具貸出…福祉車両、車いす、福祉教育機材(高齢者疑似体験セットほか)、ふれあい・いき

いきサロン備品、衣装(サンタ、トナカイ)の貸し出しをおこなっています。 

 

入間市ボランティアセンター TEL 04-2964-0486 

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業（あんしんｻﾎﾟｰﾄねっと） 

法人後見事業         TEL 080-2281-8872 

物忘れなどのある高齢者や知的障がい・精神障がいのある方などが安心して日常生

活が送れるように、定期的に訪問し、福祉サービスの利用や金融機関等でのお金の

出し入れをお手伝いします。〇福祉サービス利用援助〇日常的金銭管理 ほか 

認知症、知的・精神障がいなどが理由で、財産管理や日常生活に不安のある方を

支援する成年後見制度があります。本会が法人として成年後見人等（補助人、保

佐人、成年後見人）となり、地域で安心して生活できるよう支援します。 

生活福祉資金貸付事業・緊急生活資金貸付事業 

低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯の安定した生活と経済的自立が 

できるよう、相談支援と資金の貸し付けをおこなっています。 

〇総合支援資金〇福祉資金〇教育支援資金〇不動産担保型生活資金ほか 

安心して暮らせるまちづくり 

高齢者を中心として、みなさまが住み慣れた地域で自分らしく元気に暮らし
ていけるようにお互い様の支え合いの仕組みや体制づくりを推進していくた
めに、生活支援コーディネーターが一緒に考え、支援していきます。 

ボランティアセンターを窓口として、ボランティアをしたい人(または団体)、ボランティアをしてもらいた

い人(または施設)のマッチング業務を主に、様々なボランティア活動を推進する業務をおこなっています。

〇夏ボランティア体験プログラムの実施〇講習会・講座の開催〇ボランティア団体への助成〇ボランティア活動

保険受付〇こども食堂ネットワークいるま事務局ほか 

 福祉体験学習…当事者、ボランティア団体等の協力のもと、市内学校がお

こなう「総合的な学習の時間」をはじめとする福祉教育活動に

協力しています。 

〇車いす体験〇盲導犬ユーザーのお話〇視覚障がい者のお話〇点字体験 

〇手話体験〇高齢者疑似体験〇認知症サポーター養成講座ほか 

生活支援体制整備事業 

※市役所こども支援課へ相談 

し、事前申込みが必要です。 


