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　にこにこmama’sが主催する子ども食堂“まち
のごはんやさん”は、代表の高橋さんと管理栄養
士の仲野さん、多くのボランティアの皆さんの協
力により“バランス良し”“彩り良し”“食べて
美味しい”お弁当と食材の提供をしています。
　子どもたちが笑顔になれるバトンが着実に繋
がっています。
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おいしくなぁれ♬の気持ちをこめて

　逆川地区では、自治会、民生委員・児童委員、
福祉見守り員の地域活動者が集まりお互いの活
動状況や今後についての話し合いが行われてい
ます。地域活動者が交流を深め連携することで、
より細やかな活動に繋がっています。
　培われたチームワークは地域の頼もしい存
在です。
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地域一丸！地域が一番！

　笠原地区では、自治会連合会と笠原支部社協
共催で、「他地区の活動事例に学ぶ！」と題し
て、自治会長研修会が行われました。
　はじめに松原地区での自治会活動の工夫点、
高齢者サロン「たんぽぽサロン」で行われてい
る体操を学びました。
　また、笠原地区内の中斉集会所で活動してい
る「中斉のすっこ体操」が紹介され、地域活動
の活性化に向けスタートが切られました。
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指先までしっかり伸ばしましょう！

　屈巣支部社会福祉協議会では、コミュニケー
ションの基本“あいさつ運動”を推進していま
す。相手より先にあいさつすることで、自然と
あいさつをする気持ちが育まれ顔の見える関係
づくりが地区全体を明るくし、防犯や孤立防止に
繋がります。コロナ禍で関わりが希薄化する中、
“あいさつ運動”を一人一人が意識し、みんな
で屈巣地区を盛り上げています。
　継続こそ力なり！活動の輪が広がっています。
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屈巣地区先手必勝あいさつ運動の取組み表
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〜社協へのご厚意ありがとうございました〜 令和３年４月21日～令和３年６月20日
（順不同 敬称略）

躑躅森　喜代治	 23,791円
ほっと大工ボランティア	 36,645円
岩上　茂（(株)直徳）	 10,000円

鴻巣敬神会露商組合	 5,000円
倉林　正美	 10,000円
中央住宅消毒	 30,000円

高齢者サロン助成金
　サロンとは参加者同士の語らい、自分たちが自主的に内容や時間を決め、活動していく「身近な地域のつど
いの場」です。社会福祉協議会では、サロンが身近な地域で開催され、いつでも気軽に集えるように応援して
います。そこで、サロン活動を応援する助成金のご案内です。ぜひ、ご活用ください！
　また、サロン活動に関するご相談もお気軽にお問合せください。

◆対象サロン：市内を活動場所として、高齢者などが参加し年間１回以上の活動をしていること
◆対 象 経 費：折り紙、コピー用紙等の消耗品や保険代など
◆助　成　額：一人ひと月　１００円（参加者・協力者の双方が対象になります）
◆問　合　せ：地域福祉課 地域福祉グループ　TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

他にも

　おひとりで悩まずにご相談ください。生活上の悩み、経済的な困りごと、就労に関することなど無料で相談
できます。なるべく早い段階でご相談いただくことが、早期解決への第一歩につながります。

◆日　時：午前９時～午後４時 ※最終受付時間（土・日、祝日、年末年始を除く）
◆場　所：鴻巣市総合福祉センター
◆申込み：電話もしくはFAXによる事前予約制
◆問合せ：地域福祉課 権利擁護・生活困窮支援グループ　TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

〜身近な場所につどう、サロン活動を応援します！〜

◆日　時：令和3年8月5日（木）午前１０時～１１時３０分
◆場　所：鴻巣市総合福祉センター
◆対象者：市内在住の発達に心配があるお子さん、
　　　　  障がいのあるお子さんと保護者
◆内　容：革工芸・ハンカチアート

◆費　用：ひとり４００円
◆定　員：１２組※定員になり次第締め切ります
◆申込み：７月２０日（火）～３０日（金）
◆問合せ：地域福祉課 地域福祉グループ
　　　　   TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

おもちゃ図書館企画 『夏のワークショップ』

生活困窮者自立相談支援センター

　創作活動をして、夏の思い出作りをしませんか。

お預かりした切手は深谷市にある
養護盲老人施設ひとみ園へお送りし、
施設の活動費として役立てられます。

①書き損じはがき		②収入印紙		③図書カード		④クオカード		⑤テレホンカード　
⑥オレンジカード		⑦各種商品券　など	（②～⑦は未使用のもの）。

手紙から切り取って
お持ちください

自宅や会社に届いた手紙に貼ってある使用済切手を自宅や会社に届いた手紙に貼ってある使用済切手を
社会福祉協議会にお持ちください。社会福祉協議会にお持ちください。

使用済切手が社会貢献に！

おねがい
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鴻巣市社会福祉協議会 地域福祉活動計画 基本理念
『人輝く　思いやりのあるまちづくり』を目指します !!

鴻巣市社会福祉協議会事業報告 鴻巣市社会福祉協議会事業報告 及び及び 決算報告 決算報告

現況報告書並びに資金収支計算書及び事業活動計算書等につきましては、社協ホームページでご覧いただけます。

貸借対照表　（令和3年3月31日現在） （単位　円）

①高齢者・障がい者・児童福祉事業
• いきがい作品展（ボランティア見本市と同時開催） 中止
• ふれあい運動会 中止
• おもちゃ図書館の運営
　常設利用者 延328名 夏のイベント・冬のイベント 延26名
• 子育てサロンの開設 参加者 延35名
• ボランティア団体活動助成金の交付 36団体 1,120,700円
• 福祉教育推進事業
　福祉教育・ボランティア体験学習推進事業助成金の交付 27校 540,000円
　福祉教育・ボランティア体験事業支援 12校
• 見守り活動の推進及び研修会の開催
　福祉見守り員の設置 217自治会・町内会 844名
②福祉啓発事業
• 社協だよりの発行 6回 
• ふれあい広場 中止 （障がい者スポーツ用具等整備）
③歳末たすけあい配分金事業
• 地域歳末たすけあい事業援護金 164世帯 323名 5,516,000円
• サロン活動の推進と支援
　高齢者サロン活動・会食活動助成金の交付
　46サロン・会食会 1,168,900円   
　新規サロン立上げ助成金　2サロン 82,200円

～共同募金配分金事業～

①指定管理者制度
• 高齢者福祉センターの管理運営
　白雲荘、コスモスの家、ひまわり荘
• 放課後児童クラブ等の管理運営
　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
• 総合福祉センターの管理運営
• 吹上福祉活動センターの管理運営
②受託事業
• 手話通訳派遣事業 派遣件数 1,377件
• 重度心身障害者自動車燃料費助成事業 利用者 1,699名
• 障害者用送迎自動車貸出事業 利用件数 78件 
• 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業 派遣 244件 延696時間
• 介護保険要介護認定訪問調査事業 調査件数 71件
• 介護予防支援事業 利用者 延144名
• 生活困窮者自立相談支援事業 新規受付件数 428件 プラン作成 16件
• 家計改善支援事業 新規受付件数 4件 プラン作成 4件
• 福祉サービス利用援助事業/あんしんサポートねっと（県社協受託）
　利用者 36名
• 生活支援体制整備事業
　鴻巣市支え合い推進会議の開催 2回（内1回資料送付）
　支え合い協議体(８圏域）の開催 7圏域各1回、1圏域中止
• シニアボランティアポイント事業
　受入施設 8施設（内2施設活動）　登録者 91名

～受託事業～

• 地域福祉活動計画の推進（資料送付）
• 支部長会議の開催及び支部社協活動の支援
　支部長会議の開催 ２回(内１回資料送付)
• 地域コーディネーターによる住民福祉活動の推進
　地域福祉研修会（資料送付）
　地域コーディネーター設置状況 16支部 71名
• 地区懇談会及び支部福祉委員会等の開催支援
　開催 4支部社協
• 小地域福祉活動育成助成金の交付
　16支部 6,612,800円
• 地域福祉活動参加促進事業助成金の交付
　4支部 180,000円
• 支部社協活動経費の助成 16支部 480,000円
• 福祉団体助成金の交付 7団体 513,000円　3事業 360,000円
• 食事サービス事業（鴻巣地域） 通年 延4,889名
• 配食サービス事業（吹上地域） 中止
• 給食配達サービス事業（川里地域） 通年 延51名
• 世代間交流「昔あそび交流会」
　（いきがい作品展・ボランティア見本市と同時開催）中止
• 被災地応援事業 中止
• 手話奉仕員養成講座（入門） 全21回 受講者20名
• 車椅子貸出事業 利用件数 126件
• 友愛電話 延1,278回
• 災害ボランティアセンター 備品の整備　市との協定を締結（3月）

～地域福祉推進事業～

■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
• 自主財源の増強
· 社協会員募集
　個人会費14,536,844円　法人会費1,250,000円
· 赤い羽根共同募金 （鴻巣市支会として実施）
　募金総額10,908,303円
· 地域歳末たすけあい募金 （鴻巣市支会として実施）
　募金総額9,623,703円
· 自動販売機設置による収益事業
　28ロケーション37台 4,350,452円
• ホームページの更新 http://www.konosu-syakyo.or.jp/ 
■資金貸付事業・援護事業
• 福祉資金の貸付 10件 204,000円
• 生活福祉資金の貸付（特例）※県社協受託
　緊急小口資金 552件 106,810,000円
　総合支援資金 371件 191,770,000円 
　総合支援資金延長貸付 190件 98,640,000円
　総合支援資金再貸付 17件 8,720,000円
• 法外援護事業 11件 3,300円

～法人運営・収益事業・資金貸付事業～
• 地域支え合い事業「思いやりの輪」
　有償の家事援助サービス 延1,455.5時間
• 福祉有償運送事業
　福祉車両による移送サービス 延29.5時間

～在宅福祉援助サービス事業～

～ボランティア活動普及事業～
• ボランティア広報活動
　ボランティアセンターだよりの発行 4回
• ボランティア推進会議
　ボランティアセンター運営委員会 ２回(内１回資料送付)
　ボランティアグループ代表者会議 １回(資料送付)
• ボランティア講座の開催
　夏のボランティア体験プログラム 中止
　おとな大学ボランティア学科 中止
• ボランティア活動保険等の取り扱い
　ボランティア活動保険 1,385名
　ボランティア行事用保険 25件
• ボランティア活動支援
　ボランティア見本市（いきがい作品展と同時開催） 中止
　ボランティア相談、ボランティア資機材の貸出 

• 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

～障害者総合支援法による事業～

• 成年後見サポート事業
　法人後見事業の推進 補助類型1件・補佐類型1件
　市民後見人講座フォローアップ研修（資料送付）

公益事業

• 居宅介護支援事業 ケアプラン作成 延1,089名
• 通所介護事業 おれんじはうす利用者 延1,803名

～介護保険事業～

資　産　の　部 負　債　の　部
科　　目 当年度末 前年度末 増減 科　　目 当年度末 前年度末 増減

流動資産 153,003,412 74,227,537 78,775,875 流動負債 79,938,215 30,921,616 49,016,599
　現金預金 73,913,283 40,062,681 33,850,602 　事業未払金 75,969,510 26,893,942 49,075,568
　事業未収金 79,090,129 34,164,856 44,925,273 　職員預り金 3,968,705 4,027,674 △ 58,969

固定負債 200,420,030 215,978,187 △ 15,558,157
固定資産（基本財産） 3,000,000 3,000,000 0 　退職給付引当金 200,420,030 215,978,187 △ 15,558,157
　定期預金 3,000,000 3,000,000 0 負債の部合計 280,358,245 246,899,803 33,458,442
固定資産（その他の固定資産） 277,866,993 311,800,276 △ 33,933,283 純　資　産　の　部
　車輌運搬具 7 65,462 △ 65,455 基本金 3,000,000 3,000,000 0
　器具及び備品 4,647,951 5,051,452 △ 403,501 　第一号基本金 3,000,000 3,000,000 0
　権利 152,880 152,880 その他の積立金 69,907,963 87,509,174 △ 17,601,211
　ソフトウエア 89,100 121,500 △ 32,400 　福祉基金積立金 56,458,765 56,453,106 5,659
　建築付属設備 964,062 1,160,621 △ 196,559 　介護保険事業積立金 13,449,198 31,056,068 △ 17,606,870
　福祉資金貸付金 1,685,000 1,761,000 △ 76,000
　退職手当積立基金預け金 200,420,030 215,978,187 △ 15,558,157 次期繰越活動増減差額 80,604,197 51,618,836 28,985,361
　福祉基金積立資産 56,458,765 56,453,106 5,659 　（うち当期活動増減差額） 13,548,893 △ 846,897 △ 39,554,821
　介護保険事業積立資産 13,449,198 31,056,068 △ 17,606,870 純資産の部合計 153,512,160 142,128,010 11,384,150
資産の部合計 433,870,405 389,027,813 44,842,592 負債及び純資産の部合計 433,870,405 389,027,813 44,842,592

令和2年度 令和2年度 

 皆さまには、日頃より、地域福祉の推進
並びに鴻巣市社会福祉協議会事業へのご理
解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、６月２４日付で本会会長に就任
いたしました。これまでの経験を活かし、
鴻巣市社会福祉協議会の円滑な運営と地
域福祉の充実に向けて、その職責を全う
するべく努めてまいる所存でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

 新型コロナウイルスの感染拡大が人々
の生活様式を大きく変化させたことで、
福祉ニーズはますます多様化・複雑化し
ておりますが、皆さまの声に常に耳を傾
け、本会の基本理念である「人輝く 思い
やりのあるまちづくり」を目指してまいり
ます。
 何卒、皆さまのご指導・ご鞭撻を賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。

 皆さまには、ますますご清祥のこととお喜
び申し上げます。
 さて、６月２３日をもちまして、会長の
職を任期満了に伴い退任いたしました。振
り返れば、鴻巣市社会福祉協議会常務理事
兼事務局長、そして会長と長きにわたり地
域福祉事業の職務に関わらせて頂き、私に
とりまして大変貴重な経験となりました。

 在任中は、ひとかたならぬご支援並び
にご厚情を賜り心より御礼申し上げま
す。今後とも皆さまには、ご理解とご協
力頂きますようよろしくお願い申し上げ
ます。
 最後になりますが、皆さまのご健勝・ご
多幸を祈念し、退任のごあいさつとさせて
頂きます。

就任のごあいさつ

会長
武井 利男

前会長
志村 恒夫

退任のごあいさつ

鴻巣市社会福祉協議会会長　就任・退任のごあいさつ

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部事業を中止しました。
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