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社協は地域の
サポーター
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「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
春日部市地域福祉活動計画
を策定しました

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言により、日々の生活に制約をうけ、大切な人に
会えない状況が長く続きました。地域で行っている支部社協の活動、いきいきサロンやふれあい会食
会なども多くが中止となり、地域の支え合い活動に大きな影響がでております。
　このような経験を経て、改めて「地域や人とのつながり」、「自分らしく過ごせる居場所」、「困った
時に相談できるところ」が必要であると実感された方も多かったのではないでしょうか。
　この度策定した、春日部市地域福祉活動計画では、地域の課題から重点的取組を設けた上、基本目
標ごとに行動計画を示しました。感染予防を図りつつ、これまで築いてきた「つながり」、「居場所」、「支
え合い」を大切にすることで、基本方針である「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」を皆さんとともに、目指してまいります。

みなさんと一緒に！



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 576,043千円です。
令和２年度　予　算

社会福祉協議会の
予算・決算についてお知らせします

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

103,593,696 
（18.0%）

176,573,326
（30.6%）

135,174,087
（23.5%）

119,201,277
（20.7%）

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

令和元年度　決 算

支出 576,387,982円

収入 603,385,016円

569,550（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

41,276,046
（7.2%）

147,145,817
 （24.4%）

就労支援事業
108,044,718
（17.9%）介護保険事業

95,943,722
（15.9%）

公益事業

31,414,493（5.2%）
障害福祉サービス事業

66,397,280（11.0%）
その他

3,590,806（0.6%）
収益事業

社会福祉事業のなかには
会　費 23,726,526
寄付金 2,258,026
共同募金配分金 15,076,000
が含まれます。

150,848,180
（25.0%）

社会福祉事業
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人数、件数等は、令和元年度のものです。

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、
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、春日部市内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（中央・浜川
戸・牛島・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、講座等啓発活
動を行います。

福祉教育の推進
　市内小学校の授業や地域
の商業施設で福祉教育を推
進します。
　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
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
出すことにより、社会参加を
支援します。また、紙おむつ
を配付
し在宅
介護を
支援し
ます。

広報活動
　社協だよりの発行、ホームペー
ジ、リーフレット
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。

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ま
す。

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
事業を実施しま
す。

ふれあい会食会来場者数　5,602名
いきいきサロン数　98か所

車いす利用件数　　204件
福祉車両利用件数　192件

福祉教育体験者延べ
5,487名

ボランティア相談件数 225件

支援件数
2,553件 相談件数　110件

　社会福祉協議会は、地域で支えあう福祉のま
ちづくりを目指し、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、皆さまの
ご協力をお願い致します。

一般会員……１口 500円
自治会を通してご協力いただいております。

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
43％

ボランティア
活動の推進
21％

福祉教育の推進
心配ごと相談所の開設

広報活動
20％

在宅福祉の支援
地域での支え合い

10％

事務費
6％

会費の使われ方
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春日部市地域福祉活動計画を策定しました
　現在、日常生活を取り巻く環境は、少子高齢化の進行や地域のつながりの希薄化、多発する災害への備えなど、地域の課題は複雑かつ多様化しています。このような中、個々の課題に向き合い、地域と一体になっ
た取り組みを進める指針として、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする「春日部市地域福祉活動計画」を策定しました。
　春日部市の目指す地域福祉推進の基本理念である「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」の実現に向けて、地域福祉活動への住民意識を醸成し、地域を支え
る担い手や団体・組織を育てる地域づくりを目指し、居場所や交流拠点、人と人とのつながりや地域の見守り・支えあい活動の充実などを推進していきます。

～　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　～　

計画期間　令和２年度▶令和６年度

地域福祉活動計画って
どんな計画？

なぜ社協が策定するの？

 　地域福祉活動計画とは、令和元年度に
春日部市が策定した「地域福祉計画」の理
念や基本目標を共有し、地域福祉の推進
のため地域住民や福祉活動の担い手等が
相互協力し、主体となって取り組んでい
く活動・行動計画です。

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

地域や住民が抱えている困りごと
‒アンケート・しゃべる場 (地域懇談会 )から抜粋‒

計画期間中に重点的に取り組む５つの事項

　地域福祉の推進には、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ことが
不可欠です。
　引き続き、地域の皆さんの
ご協力をお願いいたします。

様々な場面でのつながりの希薄化

災害への不安

● 地域の中で
● 人と人の間で
● 近所づきあいで
● 自治会活動で
● 家族間で

● 災害時のこと
● 防犯や防災
●  災害時の助け合い

１　福祉意識の向上と担い手づくり（情報・人材）
２　助け合い・支え合いの仕組みづくり（地域）
３　包括的支援体制づくり（基盤）
４　誰もが安心して暮らせるまちづくり（環境）

 　社協は、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てお
り、日ごろより地域住民の皆さんのほか、
民生委員・児童委員、社会福祉関係者な
どの参加・協力のもと、「福祉のまちづく
り」の実現を目指した事業やさまざまな
活動を行っています。

　　　 　その中核的な担い手として、地域や福
祉活動の担い手の皆さんなどとともに、
民間の活動・行動計画として策定するも
のです。

基本理念

地域の課題 重点的取組

基本目標

つながり

自分らしく過ごせる居場所の必要性
● 地域交流の場
● 気軽に集える場
● 若い世代と交流できる場
● 子どもの居場所

居場所

高齢者が抱える生活の課題
● 日常生活のちょっとした困りごと
● ゴミ出しや食事づくり
● 買い物や通院などの移動の問題
● 一人暮らしに伴う不安

高齢者
の生活

災　害

　地域の困りごと解決に向けた仕組みづくり
　コミュニティソーシャルワーカーが中心となり、制
度の狭間の問題など支援につながりにくい課題を抱え
る人々に寄り添いながら、困りごとの解決に向けた支
援を行っていきます。

３重点的取組

　地域の支え合い活動の充実
　住民相互による支え合い機能の
強化を目指し、各種活動の支援を
行っていきます。

１重点的取組

　地域の居場所づくりの活動支援
　社会的孤立の予防や介護予防等
につながるよう、地域住民が地域
とのつながりを活かしながら、一
人ひとりが自分らしく過ごせる居
場所づくりを支援します。

２重点的取組

　複合課題に対応する包括的な相談支援体制づ
くりの充実
　複合課題に対応して包括的な相談支援が行えるよ
う、体制づくりの充実を行っていきます。

4重点的取組

　災害ボランティアセンターの
設置・運営に向けた体制整備
　災害ボランティアを養成し、発
災時には速やかに災害ボランティ
アセンターを設置・運営できるよ
う、体制整備を進めていきます。

５重点的取組

地域福祉活動計画は、
社協ホームページから
ご覧いただけます。

春日部市社会福祉協議会

地域福祉活動計画

地域福祉活動計画概要版

➡ ➡
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孤立化による様々な困りごと

孤　立
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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

 応募要件　普通運転免許証……未経験者歓迎　
　　　　　65歳以下の方
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
給　　与　時給970円
問合せ
　在宅支援担当
　048-762-1081

デイサービス運転手(専任職員Ⅱ種)

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　 時給1,270円～1,680円（処遇改善手当含

む）＋各種手当
◎ 資格を取得してから間が空いてしまった方でも、安
心して働いていただける環境です。
　 （研修内容：調理実習、
介護技術、外部講師等）
問合せ
　 在宅支援訪問介護担当　
048-762-1081

登録ヘルパー (専任職員Ⅱ種)

職員募集

職員募集

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>　８/24㈪　13:00～15:30
　　　　　　　「保育の心構えと子どもの接し方」
　<２日目>　８/25㈫　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

訪問型サービスA従事者養成研修
　身体介助を伴わない、生活援助サービスである「訪
問型サービスA」の従事者養成研修を行います。
　市が指定する団体のヘルパーとして新たに勤務する
ためには、研修を受講し、認定ヘルパーとしての登録
が必要となります。研修受講
には、年齢や資格の制限はあ
りません。

日時・内容
　<１日目>　８/25㈫　10:00～16:10
　<２日目>　８/26㈬　10:00～16:20
会　場　あしすと春日部
定　員　 研修受講後、市内訪問型サービスA事業所に

て就業意欲のある方20人
費　用　テキスト代1,404円
申込・問合せ　7月31日㈮までに地域福祉担当まで
　　　　　　　048-762-1081

講　座

※ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、社協だより掲載のイベント等については、中止、延期、変更と
なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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広 告

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　http://www.kasukabeshishakyo.or.jp/

←

募集します!!

車いすの貸し出し!!
　近くで借りることができ、ますます便利になりました。

期　間　必要日数（最長90日以内）
対　象　社協会員であり歩行困難な高齢者、障がい者など
　　　　※あくまで一時的な利用となりますので継続的に必要な方は介護保険制度等を
　　　　　ご利用ください。

　台数に限りがありますので、まずはお電話でお問合せください。

みんなが使いやすいものユニバーサルデザインを考えてみよう！

募集期間　7/27㈪～9/30㈬
テ ー マ　ユニバーサルデザイン（形・色指定なし）
応募条件　春日部市内在住で福祉に関心がある方
応募方法　 市販のハガキに描いて、下記住所にご郵送ください。
　　　　　 作品は「総合福祉センターあしすと春日部」に掲示します。
　　　　　 尚、作品は返却できませんのでご了承ください。
注意事項　 応募ハガキには必ずお名前・お電話番号をご記入ください。
　　　　　 個人情報は企画が終了次第すみやかに情報を破棄します。
送 付 先　〒344－0067　春日部市中央２-24-1　春日部市社会福祉協議会
問 合 せ　地域福祉担当　048-762-1081

ユニバーサルデザインとは？（ロナルド・メイス博士が提唱）
　地球上にはいろいろな人達が暮らしています。男の人、女の人、子ども、お年寄り、からだの大きい人、小さ
い人、力の強い人、弱い人、右利きの人、左利きの人などなど…一人ひとりが、まったくちがう独自の個性を持っ
ています。
　みんなが、いつでも、どこでも、分け隔てなく、安心して使える物を考えてみませんか。

貸出
無料

NEW
貸出窓口が
増えました

貸出窓口　 所在地 電話
社協事務局 中央2-24-1あしすと春日部内 048-762-1081
庄和社会福祉センター 米崎389-3 048-745-1030
ゆっく武里デイサービスセンター 大枝89-7-4 048-733-5551
ふじ支援センター 牛島1289 048-761-8776
ゆりのき支援センター 谷原新田2229-1 048-738-1171
リサイクルショップ 樋堀369-1 048-752-7467
ひまわり園 大衾496-455 048-718-2011

参加された方へ

春日部市社協オリジナル缶バッ
チ

プレゼント！
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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

♥皆さまからの温かい善意
（令和2年2月1日～令和2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。

〈皆さまからの寄付受付方法〉

　社協では、皆さまからの寄付で地域福祉を推進する
ため、さまざまな事業を行っております。
　皆さまからのご寄付をお待ちしています。

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】
① 平成28年熊本地震義援金
　 受付期間：令和３年３月31日まで
② 令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金
　 受付期間：令和２年８月31日まで
③ 令和元年台風第19号災害義援金
　 受付期間：令和３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。　　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。　　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。　　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。　　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  しめじ、えのき茸は石づきを切り落とし3～4㎝位の小房にする。
② 長ネギは斜め薄切りにする。
③  ピーマンは縦半分に切り種を取り、長さ3㎝位の太めの千切り
にする。

④ 豚バラ肉も3～4㎝位に切る。
※  キムチがカットされていない場合は3～4㎝位のざく切りに。
⑤  ごま油で豚肉を炒めて肉が白くなり始めたら長ネギを入れ更に
炒める。

⑥  長ネギがしんなりしてきたら、しめじ、えのき茸、ピーマンを
入れ炒め全体に火が通ったら、中華味を入れ混ぜ、キムチを入
れる。

⑦ 最後に濃口醤油を調節しながらまわし入れ、できあがり。

ピリ辛味で食欲増進、豚肉で疲れ知らずの身体に !
豚肉のタンパク質と発酵食品のキムチで腸内環境を
整えて免疫力アップ

　豚キムチ　

材料（4人分）
豚バラ肉スライス…200g
キムチ………………80g
しめじ………………80g
えのき茸……………40g
長ネギ………………40g
ピーマン……………20g

濃口醤油……大さじ1/2
中華味…………小さじ1
ごま油………小さじ1/2

1人前
223kcal

特選

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 65,261 
武里団地お茶のみ会 4,251 
武里中学校小島クラス同窓会 2,665 
春日部雪割草愛好会 5,080 
中村 幸雄 5,000 
彩の国いきがい大学春日部学園校友会連絡協議会 34,758 
大畑 清治 5,258 
株式会社 夢グループ 5,170 
ふれあい大学27期会 12,059 
東中野5・6・8・9組リサイクル 60,734 
いきがい大学春日部学園22期校友会 18,700 

物品寄贈（敬称略・順不同）
朝日生命保険相互会社 
職員労働組合 越谷支部 タオル107本

中村 幸雄 紙おむつ1袋
彩の国いきがい大学
春日部学園校友会連絡協議会

切手(80円×20枚・60円×
10枚・50円×50枚)

大畑 清治 殺菌消毒剤 500㎖(1本)
株式会社 三和文具 布マスク 84枚
金澤 みえ子 手作りマスク100枚
株式会社 ＯＫＡＳＨＩＲＡ 米30㎏
さいかつ葬祭センター 不織布マスク3箱（150枚）
笠原 廣子 米100㎏
岸本 正俊 タオル37枚
西町シルバーほがらか会 雑巾500枚
匿名（10件） 切手(84円×32枚)

紙おむつ13袋
ビニール手袋5箱
ガラス小鉢15個
防水シーツ1袋
不織布マスク3箱
手作りマスク 計230枚

ごま油………小さじ1/2
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