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主な内容
 令和３年度予算・令和２年度決算についてのお知らせ

「社協会員」募集のお知らせ
特集　社協ってなーに？
お知らせ広場
寄付・寄贈報告
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社会福祉法人社会福祉法人
春日部市社会福祉協議会春日部市社会福祉協議会

令和３年７月１日発行

社協は地域の社協は地域の
サポサポーータターー

48No.

「あしすと」の発行には、赤い羽根共同募金の配分金の一部が使われています。

特集 社協ってなーに？　社協ってなーに？　
社協にまつわるギモンに社協にまつわるギモンに
お答えします！お答えします！

コロナ禍でも地域のつながりづくりが継続できるように、 
ボランティアさんの畑をお借りして、屋外での活動体験
を行いました。

「わくわく芋ほり体験」さつまいもの「わくわく芋ほり体験」さつまいもの
苗を苗を植え付けました !植え付けました !



社会福祉事業会計・公益事業会計・収益事業会計の予算総額は 599,523千円です。

令和３年度　予　算

社会福祉協議会の社会福祉協議会の
予算・決算についてお知らせします予算・決算についてお知らせします

令和２年度　決　算

社会福祉事業
法人運営事業
在宅福祉事業
支部社協活動推進事業
ボランティアセンター事業
ボランティア活動普及事業
家事サービス事業
生活福祉資金貸付事業
福祉サービス利用援助事業
共同募金配分金事業
心配ごと相談事業
敬老会事業
ふれあい広場事業
小口福祉資金貸付事業
有償ホームヘルプサービス事業
生活支援体制整備事業

101,312,016 
（18.4%）

159,506,966
（29.0%）

138,428,237
（25.2%）

111,857,229
（20.3%）

単位：円

単位：円

就労支援事業
ふじ支援センター
ゆりのき支援センター
ひまわり園
あおぞら
リサイクルショップ

介護保険事業
訪問介護事業
あしすとデイサービスセンター事業
ゆっく武里デイサービスセンター事業

障害福祉サービス事業
居宅介護事業
地域活動支援センター事業

支出　550,254,771円

収入　516,285,534円

369,439（0.1%）369,439（0.1%）

収益事業
自動販売機設置経営事業

公益事業
ファミリー ･サポート･センター事業
社会福祉センター運営事業
手話通訳派遣事業
障害者就労支援センター事業
居宅介護支援事業
地域包括支援センター事業

38,780,88438,780,884
（7.0%）

139,287,470 
 （27.0%）

就労支援事業

105,083,096 
（20.4%）

介護保険事業

95,145,475
（18.4%）公益事業

26,552,042（5.1%）
障害福祉サービス事業

2,392,386 （0.5%）
収益事業

社会福祉事業のなかには
会　費� 22,982,195�
寄付金� 782,403�
共同募金配分金� 15,110,000�
が含まれます。

147,825,065
（28.6%）

社会福祉事業
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今年もあたたかいご協力ありがとうございます今年もあたたかいご協力ありがとうございます

皆さまからいただいた会費は、皆さまからいただいた会費は、
地域の中で役立てられています地域の中で役立てられています

　　　　　　支部社協活動の推進
　地域ごとの課題や特性に応じて、きめ
細やかな福祉の推進を図るため、市内の８
地区（粕壁、内牧、武里、豊春、幸松、豊
野、武里団地、庄和）の支部社協の活動を
支えています。
（活動内容）
　見守り・声かけ活動、ふれあい会食会、
　その他地域の実情に応じた事業

ボランティア活動の推進
　市内４ヶ所（春日部・牛島・浜川戸・武
里）にボランティアセンターを設置し、ボラ
ンティア相談、講座の開催等活動への理解
と参加を広く呼びかける
などの啓発活動を行って
います。

福祉教育の推進
　市内小学校の授業や地域の商
業施設等において、福祉教育を
推進しています。
　また、ふれあい広場を開催
し、福祉に対する理解を深め、

市民交流の輪
を広げ、思いや
りのある心を
育てています。

在宅福祉の支援
　歩行が困難な方に「車いす」
及び「車いすに乗せたまま移動
できるスロープ付自動車」を貸
し出すことにより、社会参加を
支援しています。
また、紙おむつ
を配付し在宅介
護を支援してい
ます。

　社会福祉協議会は、ともに生きる豊かな地域
社会を目指して、多くの皆さまに支えられてさ
まざまな事業や活動を行っています。
　皆さまからの会費が地域福祉を推進するため
の貴重な財源となっておりますので、引き続き
皆さまのご協力をお願いいたします。

一般会員……１口� 500円
自治会を通してご協力いただいています。

賛助会員……１口� 3,000円
特別会員……１口� 10,000円

支部社協
活動の推進
45％

ボランティア
活動の推進
29％

福祉教育の推進
心配ごと相談所の開設

広報活動
16％

在宅福祉の支援
地域での支え合い

10％

会費の使われ方

車いす利用件数　　186件
福祉車両利用件数　164件

広報活動　　　　
　社協だよりの発行、
ホームページ、リー
フレット等を作成し、
事業の案内や地域
の福祉情報などを発
信しています。
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主な内容
 令和3年度予算・令和2年度決算についてのお知らせ

「社協会員」募集のお知らせ特集　社協ってなーに？お知らせ広場寄付・寄贈報告

2
3
４・5
6・7
8

社会福祉法人社会福祉法人春日部市社会福祉協議会
春日部市社会福祉協議会 令和３年７月１日発行

社協は地域の社協は地域の
サポサポーータターー 48No.

「あしすと」の発行には、赤い羽根共同募金の配分金の一部が使われています。

特集 社協ってなーに？　
社協ってなーに？　社協にまつわるギモンに
社協にまつわるギモンにお答えします！お答えします！

コロナ禍でも地域のつながりづくりが継続できるように、 

ボランティアさんの畑をお借りして、いっしょに屋外での
活動体験を行いました。

「わくわく芋ほり体験」さつまいもの

「わくわく芋ほり体験」さつまいもの苗を苗を植え付けました !
植え付けました !

社会福祉法人  春日部市社会福祉協議会

令和２年度版

地域地域のの皆皆さんがさんが主役主役
ですです

社協社協のの活動活動は、は、

笑顔でつながり　支え合う

安心して　いきいきと暮らし続けられるまち　春日部

社協だより「あしすと」 年３回
リーフレット　　　　　年１回

福祉教育体験者延べ
2,941名

いきいきサロン数
98か所

地域での支え合い
　地域住民の支え合い、助け
合い活動の一環として、家事サ
ービス事業を実施しています。

家事サービス支援件数
482件

ボランティア相談件数 92件

心配ごと相談所の開設
　日常生活から発生する悩み事
など心の問題や法律の問題を臨
床心理士・弁
護士が相談員
となり、問題
解決に向けて
支援していま
す。

相談件数　112件
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社協って社協って なーに？なーに？
社協とは？具体的な活動は？財源は？社協会員のメリットって？皆さんからのギモンに、
Q&A方式でわかりやすく説明します。あらためて社協について知っていただければ幸いです。

さらに詳しく
※1）  社会福祉協議会
　社協は社会福祉法に「地域福祉の推進を図る
ことを目的とする団体」として位置づけられ、
全国、都道府県、市区町村単位にそれぞれ一つ
設置されています。
※2）  地域福祉
　誰もが住み慣れた地域において安心して暮ら
せるよう、地域住民や福祉活動の担い手等がお
互いに協力し、地域社会の福祉課題の解決に取
り組む考え方や行動のことです。
※3）  少子高齢化　
　日本は、人口に占める高齢者の割合が増加す
る「高齢化」と、出生率の低下により若年者人
口が減少する「少子化」が同時に進行する少子
高齢化社会となっています。
　約40年後までに、65歳以上人口は、ほぼ横
ばいで推移する一方で、20歳～ 64歳人口は、
大幅に減少し、高齢化率は現在の29％から約
10％程度上昇することが見込まれています。
※4）  福祉の仕事
　安全に、安心して暮らしていくために支えを
必要とする方がいます。高齢者や障害のある方
の介護はもちろん、子どもの成長をサポートす
る保育、病気などで毎日の生活に困っている方
の看護・リハビリテーション、医療・福祉サー
ビスを利用する方の相談に応じたり、食事を提
供するなど、援助を必要としている方を支える
全てが 「福祉の仕事」です。
　福祉の仕事の情報は、
　福祉人材センターの
　「福祉のお仕事」を検索！
　https://www.fukushi-work.jp/
※5）  車いすの貸出し
　通院など一時的に車いすが必要な方へ、車い
すを貸出します。
　※ 　ただいま、ワクチン接種会場への移動に

利用される方が増えています。
　　　事前に貸出状況をご確認ください。
※6）  福祉車両の貸出し
　車いすに乗せたまま移動できるスロープ付き
軽自動車を貸出します。

（15キロ未満150円から、走行距離に応じて）
　詳細は社協ホームページまたは直接お問合せ
ください。

どうして会員制度をとっているの？
会員になるメリットって
あるのですか？

福祉は行政が行うのでは？
なぜ社協に協力する必要が
あるのですか？

　社協は「ともに生きる豊かな地域社会」をめ
ざして、地域の支え合い活動を推進するなど、
さまざまな事業や活動を行っています。
　会員制度は、お互いに助け合うという理念の
もと、社協の行う事業や活動を地域の皆さまに
サポートしていただく制度です。
　なお社協会員が利用できるサービスとして、
車いすの貸出し※5、福祉車両の貸出し※6、
家事サービス、紙おむつの配付があります。

社協ってなーに？

具体的にどんな活動をしているんだい？

活動の財源はどのようになっていますか？

社協では何人働いているの？

支部社協って何ですか？

今回の特集で、社協について、より身近に感じていただけたらうれしいです。
最新情報は、リニューアルしたホームページをご覧ください。

春日部市社会福祉協議会公式ホームページ
https://www.kasukabeshishakyo.or.jp

　令和３年６月１日現在、152名の職員が働いています。
　少子高齢化※3により、福祉の仕事※4がますます重要になっています。
　皆さんにもっと福祉の仕事について興味をもってもらえたらうれしいです。

職　員

社協ってどんな
活動しているんだい？

社協って
なーに？

　社会福祉協議会※1、略して社協は、皆さんと一緒に、「ともに生きる
豊かな地域社会」をめざして、さまざまな活動を行っている民間の社会福祉
団体です。

社協とは

会員制度

行政と社協

　社協を運営する財源は、皆さまからの会費、寄付金、共同募金配分金、市
の補助金・委託金、就労支援事業や介護保険事業による収入で運営していま
す。会員の皆さまからいただく会費は、財源のうち大きな柱となっています。
→令和３年度予算と令和２年度決算は２ページをご覧ください。

財　源

　たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支
援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた
活動まで、さまざまな場面で地域福祉※2の推進に取り組んでいます。

活動内容

　「支部社会福祉協議会」のことを指し、市内に8カ所 (粕壁、内牧、武里、豊春、
幸松、豊野、武里団地、庄和 )あります。
　市社協と理念を共有しながら、地域の課題に応じた支え合い活動に取り組ん
でいます。自治会、民生委員・児童委員、地域包括支援センター、社会福祉法
人などの地域の関係団体で構成され、見守り声かけ活動など地域のつながりを
重視した支え合い活動を実施しています。支部社協

社協にまつわるギモンに
お答えします！

　地域の皆さまの協力のもと、さまざまな活動
を行い、地域福祉を担っているのが、社協です。
　行政は、生活保護や福祉関係の手当など法律
に基づいた福祉を行っています。しかし、法律
に基づいた福祉制度だけで、すべて課題等が解
決できるとは限りません。
　そのため社協は、住民の皆さまのお力をかり
ながら、「人と人とのたすけあい」の精神で、自
分たちの手で解決していく地域福祉を推進する
役割を担ってます。
　行政と社協が、制度に基づいた福祉と地域で
支えあう福祉という、それぞれの役割を果たす
中で、春日部市の福祉が成り立っていると考え
ています。
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お知らせ広場

「いま、お葬式は準備する時代です」
火葬式　家族葬　一般葬　95,000円（税抜）～

春日部・白岡営業所 ： 白岡市太田新井568－4　 0480－31－6975 本社 ： 越谷市増林5918－1 代表 048－960－7370
春日部・白岡家族葬ホール　

事前相談、御見積無料 お気軽にご相談下さい 広 告

春日部市ファミリー・サポー
ト・センター会員養成講座
　ファミリー・サポート・センター
は子育てを応援したい方（提供会
員）と応援してほしい方（依頼会
員）がお互いを信頼し地域で助け合
う会員組織です。
　子育て中は少しでも誰かに手助け
してもらうことで気持ちが楽になり
ます。地域の皆さんの力を貸してく
ださい！
※�活動する前には、説明会兼養成講
座を受講していただきます。

日時・内容
　<１日目>　�８/30（月）
　　　　　　　13:00～15:30
　「保育の心構えと子どもの接し方」
　<２日目>　�８/31（火）
　　　　　　　13:00～15:00
　「子どもの健康と安全について」
会　場　正風館　
申込・問合せ
　ファミリー・サポート・センター
　048-755-2324

たすけあい

地域の困りごとアンケート
へのご協力をお願いします
　春日部市社会福
祉協議会では、
「ともに生きる豊
かな地域社会」の
ため、地域の支え合い活動を推進
しています。�
　「生活をしていく上でこういう
ことが困ってる（困っていそうな
人がいる）」「こんなのがあった
らいいな」「こういう（支えあい
の）集まりがあるよ」など教えて
ください。�
　皆さまからご意見をいただき、
地域の支え合い活動に役立ててい
きます。
　アンケートについては、上記
QRコード又は社会福祉協議会
（庄和社会福祉センター）窓口、
各ボランティアセンターに置かれ
ているアンケート用紙でお答えい
ただけます。�
　皆さまのご協力をよろしくお願
いいたします。

おねがい 

不要になった入れ歯のリサイ
クルにご協力をお願いします
　社協では、NPO法人「日本入れ歯リ
サイクル協会」に協力して不要になった
入れ歯を回収しています。回収した不
要入れ歯に含まれる金属がリサイクルさ
れ、その収益金が社協の地域福祉事業の
ほか、財団法人日本ユニセフ協会を通じ
て世界の恵まれない子ども達の支援のた
めに役立てられます。
回収ボックス設置場所
・春日部市役所本庁舎
・庄和総合支所
・武里出張所
・総合福祉センター「あしすと春日部」
寄付の方法
①��汚れを落して熱湯か除菌タイプの入
れ歯洗浄剤で消毒

②�新聞紙や封筒など厚手の紙で包む
③��回収ボックスに入れる
※��郵送の場合は、消毒後、厚手の紙な
どで包み、封筒に入れて直接社協あ
て郵送してください。

問合せ　総務担当　048-762-1081

おねがい

利用者募集

デイサービス介護職
員(専任職員Ⅱ種)
業務内容　介護業務全般
資　　格　�介護職員初任者研

修修了者・介護福
祉士

勤務日・時間：�曜日・時間応
相談

休　　日　土日祝日、年末年始
勤 務 地　
・�あしすと春日部デイサービ
スセンター

・�ゆっく武里デイサービスセ
ンター

・�あしすと地域活動支援セン
ター

※勤務地は要相談
給　　与　�時給1,197円
　　　　　(処遇改善手当含む)
　　　　　＋各種手当
問 合 せ　在宅支援担当
　　　　　048-762-1081

職員募集

登録ヘルパー(専任職員Ⅱ種)
　自分のペースで、安心して働ける環
境です。活動日、時間についてはお気
軽にご相談ください。週1回からでも
大歓迎です。ブランクがあるかた、資
格はあるが、経験が少ない方でも丁寧
に指導いたします。
業務内容　身体介護・生活援助等
資　　格　�介護職員初任者研修修了者

以上
勤 務 日　月曜日～土曜日
時　　間　8:00～19:00

（活動日・時間については応相談）
給　　与　�身体介護��時給1,790円

（処遇改善手当含む）＋各種
手当
�生活援助等��時給�1,364円～
（処遇改善手当含む）＋各種
手当

問 合 せ　在宅支援訪問介護担当
　　　　　048-762-1081

職員募集

●あしすと春日部デイサービスセンター
場　所　�春日部市中央2-24-1
　　　　・八木崎駅より徒歩7～ 8分
問合せ
　あしすと春日部デイサービスセンター
　048-762-1081

明るいスタッフがお待ちしております！

●ゆっく武里デイサービスセンター

場　所　�春日部市大枝・武里団地内武里出張所となり
問合せ　
　ゆっく武里デイサービスセンター
　048-733-5551

 緑の中のお散歩や笑顔と、笑いあふれる時間
を一緒にすごしませんか？

●あしすと地域活動支援センター

場　所　�春日部市中央2-24-1
　　　　・八木崎駅より徒歩7～ 8分
問合せ　
　あしすと地域活動支援センター
　048-762-1081

障害者手帳をお持ちの方、是非一度見学にい
らしてください。随時受付中です。
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広 告

最新の情報はWebでチェック！最新の情報はWebでチェック！ 春日部市社会福祉協議会 検索

春日部市社会福祉協議会　https://www.kasukabeshishakyo.or.jp/

←←
みんなのココロを
　　　　　　　　つなぐ
  活動を応援します！

地域福祉活動応援助成金
　コロナ禍だからこそ人と人とのつながりの大切さを失わない
ように、新たに地域活動を始めたいとお考えの団体に活動準備
の資金を助成します。

対象事業：�高齢者・障がい者・児童・ひとり親家庭などを対象
とした、いずれかの活動

助成金額：１団体あたり上限10,000円
※その他、条件がありますのでご相談ください。

＜こんなこともご相談ください＞
●�準備や計画について……�多人数から少人数での活動へ切り替

えたい
●保険について
●その他の助成金について

問合せ：地域福祉担当　048-762-1081

ココロ
つながる

いっしょに
活動しませんか？

ボランティアボランティア
掲  示  板掲  示  板

　おうちで出来るボランティア活動の寄付は、
まだまだ募集中です。
　ご協力いただい方に、感謝状を差し上げます。
詳しくは、社協ホームページをご覧ください。
※いただいた物は、社協から施設等へ届けます。

　ご寄付いただいた一例です
寄付・問合せ　地域福祉担当　048-762-1081

令和３年度彩の国
ボランティア体験プログラム

中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
参加者の皆さまや関係者の方々の健康・安全面
を第一に考え、令和３年度彩の国ボランティア
体験プログラム開催を、中止することにいたし
ました。
　ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
問合せ　地域福祉担当　048-762-1081

おうちで出来る！
ボランティア活動

たくさんのご寄付、ありがとうございます！

（1）居場所づくり （2）生活支援活動

（3）つながりづくり （4�）地域福祉に関する学
習及び研修会の実施
（自主研修除く）
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福祉資金（敬称略・順不同・単位：円）
中田測量設計事務所（4件） 20,000 
㈱ベルク春日部緑町店 80,161 
豊野中PTA 5,000 
庄和地区明るい社会づくりの会 10,000 
春日部雪割草愛好会 4,950 
加藤 多喜子 10,000 
庄和卓友会 3,596
庄和菊月同好会（2件） 3,706
刃特研 5,809
匿名（9件） 37,000 

物品寄贈（敬称略・順不同）
野口農園 米30㎏
井上 喜代子 雑巾20枚

ペットボトルカバー30個
小池 富子 紙おむつ３袋

尿取りパット４袋
武里団地東地区自治会 アルファ米20㎏
朝日生命越谷支社職員労働組合
春日部支部

タオル118枚
ウエットティッシュ５個
マスク６枚

髙橋　晃 米100㎏
明治神宮崇敬会北葛中部支部 洗剤20箱
坂　邦雄 尿取りパット４袋

紙おむつ１袋
岡田 とし子 タオル176枚
匿名（６件） 米40㎏・商品券12,500円分・

食品８点・日用品44点

かすかべココつな便（敬称略・順不同）

指定管理者庄和商工会（２件）
人参10㎏・じゃがいも10㎏・
玉ねぎ20㎏・トマト8㎏・
みかん5㎏・キャベツ9.6㎏

NPO法人あい・あ〜る（２件） 食品19点・日用品８点
居宅介護事業所てくてく（２件）食品14点
春日部市ボランティア
活動推進連絡会

米185㎏・
図書カード120,000円分

会田建具センター 日用品４点
札野孝美 米50㎏
坂木 恒次（３件） じゃがいも46.2㎏・

玉ねぎ36.9㎏・ピーマン6.3㎏
武井 敏枝 文房具90点・日用品21点
匿名(17件) 米24㎏・食品245点・日用品48点

相 談 室 のご案内
● 心の相談（臨床心理士による相談）
　予約制（当月１日〜）
　毎月第２・４金曜日の９：00〜12：00
● 弁護士相談
　予約制（当月１日〜）
　毎月第２・４金曜日の13：00〜16：00

※当面の間、電話相談になります。

社会福祉法人　春日部市社会福祉協議会
〒344−0067　春日部市中央2−24−1
春日部市総合福祉センター「あしすと春日部」（2階）
TEL048−762−1081　FAX048−752−3716

編 集 ・ 発 行

♥皆さまからの皆さまからの温かい善意かい善意
（令和３年２月１日～令和３年５月31日）（令和３年２月１日～令和３年５月31日）

ご寄付のお願い

●社協窓口　中央2-24-1あしすと春日部内
●郵 便 局　�備え付け振込用紙にて、下記事項をご記

入のうえお振込みください。
　口座番号：00100−6−608996
　加入者名：社会福祉法人春日部市社会福祉協議会
　通 信 欄：住所・氏名・電話番号・寄付
　　　　　　あしすと掲載の可否をご記入ください。
　　　　　　※大変申し訳ありませんが、手数料はご負担願います。

※詳しくは、所轄の税務署等へお問合せください。

〈皆さまからの寄付受付方法〉

　皆さまからのご寄付は、社協のさまざまな事業を行
ううえで、大きな支えとなっています。
　皆さまからのあたたかいご寄付をお持ちしています。

義援金を募集しています
　春日部市社会福祉協議会では、災害により被災され
た方々への支援として義援金を受付けています。

【現在受付中の義援金】
熊本県南豪雨義援金
　受付期間：令和4年3月31日まで

【受付窓口】
春日部市社会福祉協議会事務局
　引き続き、温かいご支援、ご協力をよろしくお願い
いたします。

　　デイサービスで喜ばれている人気メニューのレシピをご紹介します。おすすめ
レシピ 　作り方

①  トマトはヘタを取り、２cmの角に切る。ねぎは３～４cm長さの
太めの千切りにする。

　  豚肉は８mm幅の細切りにし、酒小さじ２、塩少々で下味をつける。
　  しめじは小房に分け、えのきは根元を除き、長さを半分に切ってほぐす。
②  鍋にＡと８カップの水を煮立て、豚肉をほぐしながら加えて混ぜ、

しめじ、えのきも加え、再度煮立ったらアクを取り、弱火で２～３
分間程煮る。

③  混ぜ合わせたＢを加えとろみをつける。ゆっくり混ぜながら溶き卵
を加える。ふわりと固まったらトマトとねぎを加える。再び煮立っ
たら、火を止め、酢大さじ２を加えて混ぜる。

④  中華麺は袋の表示どおりに茹でてザルに上げ、水気をしっかり切る。
　  器に盛って③をかけ、お好みでラー油、黒こしょう少々をかける。

フレッシュトマトの酸味で食欲アップ！
お酢の効果で免疫力アップ！！
夏バテしないカラダを手に入れましょう！

　具だくさんトマトサンラータン麺　

　材料（4人分）
トマト………………4個
豚こま切れ肉……200g
ねぎ………………1/2本
しめじ……………100g
えのきだけ………100g
溶き卵……………2個分
中華麺………………4玉

�顆粒チキンスープの素
（中華風）………大さじ1
�しょうゆ………大さじ 2
塩……………小さじ2/3
�片栗粉…………大さじ2
�水………………大さじ4

�※ラー油…………………適量
　���酒・塩・酢・粗挽き黒こしょう…適量

1人前
645kcal

A

B

寄付金は税金の控除の対象になります！
　◆個人の場合
　�　確定申告によって、所得税・住民税が還付される場
合があります。確定申告時に、「所得控除」か「税額控除」
のどちらかを選択できます。
　◆法人の場合
　�　「特定公益増進法人に対する寄付金」として、一定
の限度額までが損金算入の対象となります。

※詳しくは、所轄の税務署等へお問合せください。
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