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①主に休業された方向け（緊急小口資金）

対 象 者 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時
的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸 付
上 限 額

学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、
20万円以内。その他の場合、10万円以内

据 置 期 間 １年以内
償 還 期 限 ２年以内
貸付 利 子 無利子
保 証 人 不要

②主に失業された方向け（総合支援資金）

対 象 者 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常
生活の維持が困難となっている世帯

貸 付
上 限 額

（２人以上）	月20万円以内
（単身）	 月15万円以内

貸付 期 間 原則３か月以内。就職活動を誠実に継続してい
る場合等は最長12か月まで延長

据 置 期 間 1年以内 償 還 期 限 10年以内
貸付 利 子 無利子 保 証 人 不要

要 件 原則、自立相談支援事業等による継続的な支
援を受けることが要件となります。

◆一時的な資金の特例貸付に関するご案内（①②共に新型コロナウイルス感染症による影響に起因すること）

◆感染拡大防止　一人ひとりの行動が大切です！！

❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻

2m

流水でよく手をぬらした
後、石けんをつけ、手の
ひらをよくこすります

普段の洗い方にプラスして、指先や
爪の間、手首も忘れずにしましょう！

手の平ではなく、袖口やひじで覆う
ようにしましょう！

１時間に１回程度、
５～10分間
行いましょう!!

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

せきやくしゃみを
手でおさえるのはNG

マスクを着用する
（ロ・鼻を覆う）

約2mは離れましょう

（傘２本程度）

マスクがない場合は
ティッシュ・ハンカチで

とっさのときは
袖でロ・鼻を覆う

指の間を洗います 親指と手のひらを
ねじり洗いします

手首も忘れずに
洗います

正しい手の洗い方 せきエチケット

相手との間隔 換 気

Social Distancing

◦いきがい作品展＆ボランティア見本市in鴻巣　　◦ふれあい運動会　　◦川里ポプラ館「ポプラ館まつり」

◆６月のイベント中止のお知らせ

住居確保給付金は、就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です。

◎	これまでの対象者／
　離職・廃業から2年以内の方 ◎	令和２年4月20日以降、離職・廃業から2年以内の方または

休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
※支給には要件がありますので、本会ホームページをご覧ください！

◆住居確保給付金に関するご案内（４月20日から対象者が拡がりました）

ご相談の際は事前にご連絡ください。また貸付には埼玉県社会福祉協議会による審査があります。

⃝新型コロナウイルス感染症に関する情報⃝
	 	※下記の内容は令和２年４月20日時点の内容であり、変更になる場合があります。	



事 業 計 画
〔法人運営事業〕
○理事会、評議員会、監事会、
　評議員選任・解任委員会の運営
○自主財源増強の推進（会員募集等）
○ホームページの更新

〔地域福祉推進事業〕
○第3次地域福祉活動計画の推進
○支部社会福祉協議会へ支援
○地域コーディネーターによる住民福祉
活動の推進
○小地域福祉活動育成助成金
○敬老会事業の助成
○福祉団体助成
○地域福祉活動参加促進事業助成金
○食事サービス事業、配食サービス�
事業、給食配達サービス事業
○世代間交流「昔あそび交流会」
○被災地応援事業
○手話奉仕員養成講習会（入門）
○車椅子貸出事業
○友愛電話
○災害ボランティアセンター

〔資金貸付事業・援護事業〕
○福祉資金の貸付、生活福祉資金の�
貸付（県社協事業）
○法外援護事業

〔共同募金助成金事業〕
○いきがい作品展
○ふれあい運動会
○おもちゃ図書館の運営
○子育てサロンの開設
○ボランティア活動推進事業
○福祉教育推進事業
○見守り活動の推進及び研修会の開催
○社協だよりの発行
○ふれあい広場
○地域歳末たすけあい事業援護金
○サロン活動の推進と支援

〔ボランティア活動普及事業〕
○ボランティア広報活動
○ボランティア推進会議
○ボランティア講座
○ボランティア活動支援

〔公益事業〕
○成年後見サポート事業

〔介護保険事業〕
○居宅介護支援事業
○通所介護事業（おれんじはうす）

〔在宅福祉援助サービス事業〕
○地域支え合い事業「思いやりの輪」
○福祉有償運送事業

〔受託事業〕
○手話通訳派遣事業
○重度心身障害者自動車燃料費助成事業
○障害者用送迎自動車貸出事業
○視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業
○介護保険要介護認定訪問調査、�
介護予防支援事業
○生活困窮者自立相談支援事業、�
家計改善支援事業
○福祉サービス利用援助事業�
（あんしんサポートねっと）
○生活支援体制整備事業
○シニアボランティアポイント事業（新規）

〔指定管理者制度〕
○総合福祉センター・吹上福祉活動�
センター管理運営事業
○高齢者福祉センター管理運営事業
・白雲荘
・コスモスの家
・ひまわり荘
○放課後児童クラブ等管理運営事業
・広田放課後児童クラブ
・共和放課後児童クラブ
・共和こども交流の家

〔障害者総合支援法によるサービス〕
○障害者支援施設管理運営事業
・あしたば第一作業所
・あしたば第二作業所
・吹上太陽の家
・川里ポプラ館

（抜粋)

人件費支出
349,559千円
（65.0％）

事業費・就労支援
事業費支出等
133,734千円
（24.9％）

事務費支出
9,468千円
（1.8％）

助成金支出
34,208千円
（6.4％）

予備費等
10,032千円
（1.9％）

補助金・受託金収入
（市・県社協等より）
267,963千円
（49.9％）

積立資産取崩収入
23,540千円
（4.4％）

障害福祉サービス
事業収入

106,457千円
（19.8％）

事業収入等
23,819千円
（4.4％）

支 出支 出
537,001千円537,001千円

自主財源収入
（会費・寄付金・共同募金助成金）
33,149千円（6.2％）

介護保険事業収入
（居宅介護支援・
 通所介護）
65,073千円（12.1％）

繰越金
17,000千円
（3.2％）

収 入収 入
537,001千円537,001千円

◦北鴻巣クリニック　　◦内山保険事務所　　◦大塚学園	鴻巣ひかり幼稚園　　◦（福）一粒	風の街　　◦（株）キハラ
◦木村木材工業（株）				◦グループホームぬく森

令和２年度 令和２年度 社会福祉協議会 事業計画及び収支予算社会福祉協議会 事業計画及び収支予算

令和元年度 令和元年度 社会福祉協議会法人会員募集追加のご報告社会福祉協議会法人会員募集追加のご報告

収 支 予 算

基本理念『人輝く 思いやりのあるまちづくり』（第３次鴻巣市社会福祉協議会地域福祉活動計画）

※	新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、一部事業を休止しております。

順不同・敬称略

ご賛同いただきありがとうございました。
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令和元年度 令和元年度 共同募金実績報告共同募金実績報告

　赤い羽根共同募金は、埼玉県共同
募金会を通じて、県内の民間社会福
祉活動に助成されるほか災害が発生
した際の被災者支援のために積立て
られます。社会福祉協議会も助成を
受け、右記の令和２年度事業に活用
させていただきます。

募金種類 協力額
戸別募金 9,908,529
法人募金 308,771
職域募金 690,700
街頭募金（設置募金箱含む） 180,108
学校募金 163,115
個人大口募金 13,951

合　計 11,265,174
� 単位／円

◎令和２年度赤い羽根共同募金助成事業
◦子育てサロン	 ◦おもちゃ図書館
◦社協だよりの発行	 ◦ふれあい広場
◦福祉教育推進事業	 ◦サロン活動の推進
◦見守り活動事業	 ◦ふれあい会食会
◦ボランティア活動推進事業

募金種類 協力額
戸別募金 8,284,908
法人募金 110,000
街頭募金 135,467
個人大口募金 28,535

合　計 8,558,910
� 単位／円

順不同・敬称略

赤い羽根共同募金

あたたかいお気持ちをお寄せいただきありがとうございました。

　社会福祉協議会（愛称『社協』）は、社会福祉法に基づく民
間の社会福祉団体です。全国・県・市町村の単位で組織され
ており、さまざまな福祉活動を住民の皆さまと共に進めなが
ら「地域福祉活動推進」の中心的な役割を担っています。
　社協の会員制度は、地域福祉を推進する事業の財源として
活用させていただくと共に、住民の皆さまの地域福祉への関
心の向上と主体的な参加による「住みよいまちづくり」を目指
すものです。
　例年７月を会員募集月間としていますが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止と皆さまの安全を配慮し、期間を11月
13日（金）まで延長して募集します。

社会福祉協議会会員募集へのご賛同をお願いします社会福祉協議会会員募集へのご賛同をお願いします
社会福祉協議会とは？ 会員の種類と募集方法

個人会員

年会費500円
（複数口可)

自治会・町内会を通じ
て募集いたします。

法人会員
年会費3,000円

（複数口可)
事業所へご案内の 

お手紙をお送りさせて 
いただいています。

支部社会福祉協議会
小地域福祉活動育成助成金と
して支部社会福祉協議会が行
う地域福祉事業に活用

社会福祉協議会
子育てサロンや見守り活動事業
等、社会福祉協議会が実施する
さまざまな地域福祉事業に活用 
※ 詳しくは2ページをご覧くだ

さい

200
円

300
円

法人募金
曙機械工業（株）

（株）イズミ
兎画房
演歌茶屋
金子輪業

（有）川里防災設備
群馬銀行鴻巣支店
経堂コンクリート（株）
鴻巣リサイクル事業協同組合

（医）鴻生会  小室クリニック
（一社）埼玉県指定自動車教習所協会
埼玉縣信用金庫吹上支店
埼玉水栓（株）

（有）斉藤金型工業所
新藤商店
ジェイ・ケイリサイクル（株）
髙松商事（株）
大成ロテック（株）
大日製罐（株）埼玉工場

といだ印刷
（株）直徳
中根不動産
中山鉄工所

（有）橋場商事
（医）はやしだ産婦人科医院
平賀養魚場
ふたむら内科クリニック

（医）ヘリオス会  ヘリオス会病院
（有）細谷製作所
メモリアルガーデン鴻巣
吉田自動車塗装工業
匿名
職域募金

（福）えがりて 特別養護老人ホーム吹上苑
川口信用金庫鴻巣支店

（福）グランヘリオス会  川里苑デメテル・ヴィラ
（福）一粒  風の街
医師会立鴻巣訪問看護ステーション
鴻巣まきば園

コスモス共同作業所
埼玉県鴻巣保健所
笹原商店
埼玉県消防学校
埼玉縣信用金庫鴻巣支店
埼玉りそな銀行鴻巣支店
埼玉りそな銀行吹上支店
大真パッケージ（株）
どんぐりっこ保育園
長島トラベル

（有）樋口屋
広総業（株）
藤友工業

（福）まごやま保育園　
武蔵野銀行鴻巣支店　

（福）ルピナス会 ルピナス鴻巣ホーム
鴻巣市民生委員·児童委員協議会連合会
鴻巣市議会議員倶楽部
鴻巣市農業委員会親睦会
鴻巣市部課長会

鴻巣市役所職員
鴻巣市社会福祉協議会職員
街頭募金（協力団体）
鴻巣市民生委員·児童委員協議会連合会
関東福祉専門学校
鴻巣南小学校
ボーイスカウト鴻巣第２団
ボーイスカウト鴻巣第３団
ボーイスカウト鴻巣第４団
吹上太陽の家
ボランティア団体活動助成金交付団体有志
学校募金
小学校 （18校）
中学校 （ ８ 校）
高等学校 （ ３ 校）
個人大口募金
埼玉りそな銀行ポイントによる募金（12名）
匿名

　地域歳末たすけあい募金は、埼玉県共同募金会を通じて
社会福祉協議会に助成され、下記の令和元年度・令和2年
度事業に活用させていただきます。

◎ 令和元年度地域歳末たすけあい募金助成事業
◦援護金の交付　140世帯（274名）4,688,000円
◦ほのぼの会食会　◦食事サービス事業

◎ 令和２年度地域歳末たすけあい募金助成事業
◦社協だよりの発行

地域歳末たすけあい募金
法人募金
荒川自動車整備工場
匿名

街頭募金（協力団体）
鴻巣地区仏教研究会

個人大口募金
中村　嘻司
鶴間　満生
匿名（4名）
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〜社協へのご厚意ありがとうございました〜
㈱	タナベ建設建友会		 	30,000円
㈱	ベルク鴻巣宮前店		 	53,360円
岩上　茂（㈱直徳）		 	20,000円
アサヒコミュニケーションズ社員一同		 	11,816円

NPO法人	日本入れ歯リサイクル協会		 	18,607円
馬橋　亟男		 	63,971円
吹上中央幼稚園PTA		 	10,000円
躑躅森　喜代治		 	16,145円

令和２年２月21日〜令和２年４月20日

社協は高齢者サロン活動を 応援しています
◆対象サロン ◦市内を活動場所とし、高齢者が参加しているサロン

◦	令和２年４月～令和３年３月の期間に活動を開始した
（開始予定の）サロンで月１回以上定期的に開催

◆対象経費 消耗品または備品
例）�座いすやクッションマット類、食器、茶器類、レクリエーション道具、
コピー用紙や折り紙など。

※�既に開催しているサロンについては、保険料（ボランティア行事保険）
は、対象経費になりません。

◆助成額 上限５万円以内　
◆申込方法 ５月15日（金）以降、社会福祉協議会の窓口に設置してあ

る申請書類に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
◆申請期間 令和２年５月15日（金）～令和３年３月15日（月）
◆その他 応募多数の場合は抽選となります。なお、１サロン１回限

りの申請。
◆問い合わせ 地域福祉課　地域福祉グループ「高齢者サロン活動新規

助成金」とお伝えください。

～ 高 齢 者 サ ロ ン 活 動 助 成 金  募 集 案 内 ～全力で

　サロンとは参加者同士が語らい、自分
たちが自主的に内容や時間を決め、運営
していく「地域のつどいの場」です。社
協では、サロンが身近な地域に開設さ
れ、いつでも気
軽に集えるよう
推進しています。
サロン活動を
始めるにあたり、
助成金を活用し
てみませんか？

サロンをはじめてみませんか？

永年にわたり社会福祉の発展に寄与された方や多額の寄付をされた方へ感謝の意をこめて感謝状と記念品の贈呈を行いました。

鴻巣市社会福祉協議会功労者表彰

（順不同 敬称略）

◦社会福祉功績者（自治会長・町内会長）

◦福島	喜代司 ◦恩田	　文夫

◦社会福祉功績者（民生委員・児童委員・主任児童委員）

◦文屋	　晋和
◦水澤	　　勉
◦久保田	武志
◦石川	榮美子

◦関根	　説子
◦栗田	　勝美
◦島田	　秀子
◦成田	　幸子

◦中井	　定子
◦千吉良	和代
◦田中	伊智子
◦阿部	　啓子

◦遠藤	　幸文
◦崎田	　　豊
◦中山	　裕子
◦中山	　一之

◦鈴木	　輝雄
◦横田	希惠子
◦福田	　京子

◦社会福祉功績者（市社協役員・評議員）

◦石田	　稲雄 ◦吉田	　　栄 ◦木暮	　勝之

◦高額寄付者（個人）

◦躑躅森	喜代治 ◦馬橋	　亟男 ◦故	加藤　榮良 ◦加藤	千江子

◦高額寄付者（団体）

◦スーパーD'ステーション鴻巣店
◦鴻巣敬神会露商組合（県央イベント協会）
◦鴻巣市花組合
◦ロイヤル交通株式会社
◦一般社団法人	鴻巣市医師会
◦宮地町内会

◦中央住宅消毒
◦建設埼玉鴻巣支部
◦鴻巣市民生委員·児童委員協議会連合会
◦有限会社	県央みずほ斎場サービス
◦鴻巣ライオンズクラブ
◦大正琴愛好会

◦認定こども園エンゼル幼稚園ＰＴＡ
◦吹上ロータリークラブ
◦鴻巣市ウォーキングクラブ
◦鴻巣ロータリークラブ
◦有限会社	石川電気

受賞者名簿（順不同・敬称略）

※	令和２年３月27日㈮に功労者表彰式を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止といたしました。
　	受賞者（団体）の皆さまにご理解をいただきましたことに改めて感謝を申し上げます。
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