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ゲートボール愛好会によるゲートボール大会が４月６日に世代間交流広場にて開催されました。桜の花が満
開な中、マスク姿のプレイヤーの皆さんは、日頃の練習の成果を発揮されていました。



令和３年度　小鹿野町社会福祉協議会　事業計画
誰もが安心して暮らすことのできる地域社会づくり

令和３年度　主な事業の取組み

法人運営事業 高齢者福祉事業
・社協会員加入の推進
・共同募金運動への協力

・老人クラブ連合会活動費助成
・老人クラブ活動支援
・敬老会（町主催）の協力
・単身高齢者事業の実施
　（配食サービス、夏期慰問）
・弔辞の交付

児童福祉事業・福祉教育事業

障がい福祉事業

・町内学校へ福祉教育活動助成
・�福祉教材の貸し出し（車いす・高齢者疑似体
験セット）
・青少年健全育成
・各種子供スポーツ大会助成

・身体障害者福祉会活動費補助
・身体障がい者活動支援

ボランティア活動事業 戦没者遺族福祉事業
・ボランティア活動の支援
・ボランティア体験プログラム事業
・ボランティア団体活動費助成
・災害支援ボランティア活動支援

・遺族会活動費補助
・忠魂碑等管理
・小鹿野町戦没者追悼式（町主催）の協力

地域福祉事業
共同募金事業

・いきいきサロン事業（町受託事業）
・�小地域福祉活動（自主サロン・地域づくりや
支え合いの推進）

・赤い羽根共同募金分配事業
・歳末たすけあい慰問事業
・社協だより年４回の全戸配布

在宅サービス事業
生活相談事業事業

資金貸付事業

・通所介護サービス運営事業(町受託事業)
・福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」
・地域活動支援センター「おがのふれあい作業
所」運営(町受託事業)
・声の広報「おがの」作成
・日常生活自立支援事業
・支え合いボランティア事業「元気応援隊」

・生活困窮者自立相談
・フードバンクの実施
・給付事業（災害見舞金の給付）
・成年後見人制度利用相談
・心配ごと相談

・生活福祉資金の申請相談
・福祉資金貸付事業
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令和３年度　社会福祉事業予算
【収　入】　　　　　　 （単位：千円）

科　　　目 予　算　額
会費収入 ２，０６０
寄附金収入 ６０
補助金収入 ３４，６８１
受託金収入 １４０，２３４
貸付事業収入 ５００
事業収入 ８，７２６
受取利息配当金収入 ６
積立資産取崩収入 ２，０００
その他収入 ４０
資金充当額 ９，６９９

合　　計 １９８，００６

【サービス区分別支出内訳】 　　　　　　　　　 （単位：千円）
科　　　目 予　算　額

法人運営事業 　３９，１８１
福祉資金事業 　３，２００
共同募金分配事業 ２，３００
移送サービス事業 　３，６２０
福祉サービス利用援助事業 ５０１
介護予防ケアマネジメント事業 　６，５３６
おがのふれあい作業所運営事業 ２２，４８１
小鹿野デイサービスセンター通所介護事業 ５２，３５０
両神デイサービスセンター通所介護事業 ６１，０８８
両神デイサービスセンターＡ型通所介護事業 ６，７４９

合　　　　　計 　１９８，００６

【支　出】　　　　　　　 　 （単位：千円）
科　　　目 予　算　額

人件費 １４２，９７２
事業費 ４３，２２２
事務費 ３，２４５
基金積立資産支出 ５０１
貸付事業支出 ３，２００
共同募金配分金事業費 １，２００
分担金支出 １
助成金支出 １，６２５
負担金支出 １５９
その他の支出 ８８１
予備費 １，０００

合　　計 １９８，００６

受託金収入
71％

補助金収入
18％

貸付事業収入 0％
事業収入 4％

受取利息配当金収入 0％

積立資産取崩収入 1％
その他収入 0％

会費収入 1％
寄附金収入 0％

資金充当費 5％

人件費
72％

事業費
22％

事務費 2％

貸付事業支出 2％
基金積立資産支出 0％

共同募金配分金事業費 1％
分担金支出 0％

助成金支出 1％
負担金支出 0％

その他の支出 0％
予備費 0％
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　会員の皆様からお寄せいただく会費は、地域福祉事業の原動力です。多くの方々にご
賛同いただき、心より感謝申し上げます。例年７月１日から31日までを会員募集強化
月間とし、各区長さんを通して地域の皆様へ会員加入と会費のご協力をお願いいたしま
す。どうぞご理解とご支援をいただきますようお願いいたします。
　また、特別会員に加入していただいている法人・企業様につきましては、別途「ご依
頼文書」を発送いたします。
　ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

令和3年度　社協会員加入のお願い
社協会員募集強化期間　７/１～７/31

【会費の種類及び年会費】
会費種類 金　　　額 対　　　　象
一般会員 年　　額　 ５００円 一般世帯
賛助会員 一口年額　１，０００円 趣旨に賛同いただいた個人
特別会員 一口年額　５，０００円 団体・企業等

社協会費はこのように活用されています

一人暮らしの高齢者の方の安否確認や健康保持
を兼ねて手作りのお弁当等をお配りしています。
昨年度はコロナ禍で、お弁当以外のものをお配
りしました。

単身高齢者配食サービス

ボランティア活動に関心があるが、なかなか
参加する機会がないという方々に、実際に体
験していただきます。夏休み中に開催し、小
～高校生も大勢参加され、福祉教育にもなっ
ています。

ボランティア体験プログラム

地域の交流を図ったり、住民同士の支え合い・
助け合いづくりを、地域の住民の皆様主体で
行っています。

小地域福祉活動

公共機関等を利用して移動が自力で困難な方を
対象に、移動の利便を図る移送サービスです。
主に通院や買い物等に利用されています。

福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」

日常のちょっと困ったことを登録ボランティア
さんにお手伝いいただく生活支援事業です。社
協会費の他に寄附金や利用者さんからの利用料
収入で行っています。

支え合いボランティア「元気応援隊」
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小鹿野町全体の老人クラブ活動の活性化に尽力され、その功労が特に顕著であるとして、
令和２年度埼玉県老人クラブ連合会会長表彰を３名の方が受賞されました。

倉尾第３老人クラブ
入澤　民雄　氏

小鹿野第２老人クラブ
浅見　俊一　氏

長若第３老人クラブ
豊田　甲子男　氏

平成25年４月より倉尾第３
老人クラブの会長に就任。ま
た、平成27年４月より小鹿
野町老人クラブ連合会副会長
に就任。社会奉仕の日事業で
は地域の清掃や花壇づくりに
会員の皆さんと協力して熱心
に取組んでいます。入会時よ
り老人クラブ活動に深い理解
を持ち、各事業に積極的に取
り組まれています。

平成26年４月より小鹿野第
２老人クラブの会長に就任。
また、平成29年４月より小鹿
野町老人クラブ連合会副会長
に就任。地域の子供会と協力
し、交流会を開催するなど地
域住民全体の交流を活性化し、
子供たちの成長を地域の中で
見守ってこられました。令和
２年３月に退任。現在も会員
の模範となり重要な役割を果
たされています。

平成26年４月より長若第３
老人クラブの会長に就任し、
同年、小鹿野町老人クラブ連
合会副会長に就任。地域の高
齢化が進む中、後継者の育成
に取り組んでこられ、老人ク
ラブの活動の継続と充実に尽
力されています。会員の統制
を図り、会員と共に努力し活
動を盛り上げています。

クラブでは会員の話し合いによって、それぞれの地域ごとに
多種多様な活動を行っています。

老人クラブの活動  ～活動の全体像～

地域を豊かにする社会活動

生活を豊かにする楽しい活動

 
友愛 

ボランティア 

 

 

 

 

 
安心・安全 

まちづくり 

世代交流 

伝承 

健康づくり 

介護予防 

趣味・文化 

レクリエーション 

環境・生涯 

リサイクル 

全国老人クラブ連合会のホームページより一部抜粋

埼玉県老人クラブ連合会
会長表彰を受賞しました
埼玉県老人クラブ連合会
会長表彰を受賞しました
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新しくなった点その②
介護・看護職員の体制の充実を図って
います。

職員体制の充実を図り、デイサービス
センターで安全に安心し
て過ごしていただけるよ
うに努めます。

新しくなった点その①
生活機能の向上を目指す新たな機能訓
練を取り入れます。

ご自宅での生活をより安全に安心して
生きがいを持っ
て暮らし続けら
れることを応援
します。

利用者の皆様と職員の体調管理を配慮し、感染症対策に取り組んでいます。自宅での体温測定などご協力いただきありがと
うございます。引き続きよろしくお願いします。

小鹿野・両神デイサービスセンターの
取組みが新しくなりました！

感染症対策を施した静養室を準備しました
来所後に体調不良を生じた
際などにお過ごしいただく
静養室を新たに準備しまし
た。対応する職員の動きを
確認するなど、感染症対策
にも力を入れています。

デイサービスセンター通信
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新しくなった点その③
関係する多職種と連携を深め、在宅
での生活支援の充実を図ります。

利用者様を担当するケアマネジャー
さんをはじめ、介護・医療分野のさ
まざまな関係者と必要に応じて連携
し、在宅での生活を支援する一役を
担います。

新しくなった点その④
感染対策と動きやすさを検討し、ユニ
フォームを導入しました。

３月で閉所した倉尾デイサービスセンターに素
敵なプレゼントをいただきました。
３月某日、あるケアマネジャーさんが「飾って
ください。」と風船でできたお花を手作りして
持ってきてくださいました。利用者様も楽しん
でいただき、みんな笑顔になりました。温かい
お気持ちをありがとうございました！

ありがとうございました

小鹿野・両神デイサービスセンターの
取組みが新しくなりました！

小鹿野デイサービスセンター

両神デイサービスセンター

ご利用者様、ご家族様に寄り添い、安
心して在宅生活が送れるよう、ニーズ
に沿った丁寧な支援を提供します。

職員より皆様へ
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「子育て世代の暮らしを応援する事業」を
開催しました。

　このたび、セブンイレブン・ジャパンと埼玉県・埼玉県社会福祉協議会の
協定による、SAITAMAプロジェクトにより商品を無料で寄贈していただき
ました。寄贈品は、小鹿野町赤十字奉仕団のご協力をいただき、町内の保育
園（所）・こども園・子育て支援センターを利用している希望する世帯にお渡
ししました。

４／１９（月）・２０（火）

の２日間、小鹿野総合セン

ター前で開催しました。

小鹿野町赤十字奉仕団の皆様

には、事前の準備から当日の

運営までご協力いただきまし

た。ありがとうございました！
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福祉有償運送事業

ハッピー・パートナー
　当会では、移動にお困りの方の支援として、福祉車両による移送サービス事業を実施しています。
ご利用をご希望の方は、事前に会員登録をする必要がありますので、お問い合わせください。

◆利用対象者
社協会員で、小鹿野町に住所を有し、単独で公共交通機関等を利用して移動する
ことが困難で、次の要件のいずれかに該当する方。

　◎介護保険法の要支援・要介護認定、事業者対象者認定を受けている方
　◎障がい者手帳をお持ちの方、その他障がいを有する方　など

◎午前7時30分～午後６時ごろまでの間で活動が可能な方。
◎謝礼は、実際に対応していただいた活動時間に応じてお支払いいたします。

◆移送範囲：埼玉県内
（行き帰りの出発・到着地点のどちらかが小鹿
野町であること）※他市町から他市町への移
送不可

◆利用時間は、午前８時～午後６時
　（時間外は要相談）
◆利用は予約が必要です。
◆利用料金は「距離制」です。

他に待機料金・時間外料金があります。

車いすで乗降できる福祉車両
もあります。
お気軽にお問合せください。

ハッピー・パートナー運転ボランティア募集中！

募 集 要 件

運転協力に対する謝礼

◆普通自動車２種免許
　※２種免許がない場合は、移送サービス運転協力者
　　認定講習会（２日間）を受講する必要があります。

◆過去２年間に運転免許が停止になっていない方
◆心身ともに健康なおおむね７０歳未満の方

実際の活動時間に合わせて１時間あたり９４０円。

移送サービス運転協力者認定講習会

講習にかかる参加費及び交通費
は当会で全額負担します。

会場：彩の国すこやかプラザ
　　　（さいたま市）

会場：県民活動総合センター
　　　（伊奈町）

※講習会は平日の場合もあります。

座　学

実　技
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表彰されました表彰されました

お手玉サロンはじめました♪

毎週火・木曜日　午前９時～11時
会場：長寿ハウス（町立病院　隣）
　お気軽にお立ち寄りください♪

その他にも、地域の方より布地など寄附をいただき
ました。皆様、ありがとうございます。

ふれあい作業所がアルミ缶リサイクル
活動大賞を表彰されました。

ふれあい作業所が１年間に回収する
アルミ缶の量は全国２位です。　　
（アルミ缶リサイクル協会内にて）

地道な活動を積み重ねてきた努力が形に見えることは、大変うれしいことです。また、地域の皆さんに
ご理解とご協力をいただいておりますことを心より感謝いたします。

ご自宅から一歩出て、気分転換もかねてお手玉を手作りしています。

感染症対策実施中

「この座布団型もいいね。
作りたいね。」と、お手玉サ
ロンでも作り始めました。

ボランティア団体「福寿の会」の方々より
手作りのお手玉を寄附していただきました！
４枚の生地を縫い合わせる「座布団型」は
カラフルで見た目も素敵です。

指先を使うことは
脳の活性化になり
ます。
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困りごとの解決に一緒に取り組みます

支援の内容（一例）

アスポート相談支援センター

 
 

 日本司法支援センター 法テラス

専門の相談支援員がどうしたらいいかを一緒に考え、解決
に向けてサポートします。
□借金や支払いが多くて生活が苦しい。
□仕事がなかなか見つからない。
□家計のやりくりができない。
□ひきこもりの家族のことが心配。
□どこに相談していいのかわからない。

面接の準備や就職活動
の支援を一人ひとりの
状態に合わせた仕事探
しをお手伝いします。

離職などで住居を失うおそれの高い方
には、就職活動をすることを条件に、
一定期間、家賃相当額を支給します。
※収入・資産要件等あり

専門的な支援機関や制度を紹介
します。また、必要に応じて支
援員が同行します。

アスポート相談支援センター
埼玉北部・秩父出張所
開所時間　午前８：３０分～午後５時　
　　　　　月～金曜日
　　　　　（祝日・年末年始除く）
電　話　　６２－６５６５　　　　
F A X　　６３－１５７７
住　所　　皆野町大字大渕１０３－１
　　　　　（老人福祉センター長生荘内）
メール　　jiritsu-mina@mopera.net

相談の内容
によって、
法テラスと
連携を図り
ます。弁護士等の専門家から

アドバイスを聞いてみ
ようか？

どこに相談すればい
いか悩んでました。 どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

まずは、お電話でご予約ください。助言をいただいて
方向性が見えました。

生活のお困りごとを相談したい

就職、家計のこと、家族
のことなど、身近な場所
で相談したい。

法テラス秩父法律事務所
電話　０５０－３３８３－００２３
住所　秩父市番場１１－１サンウッド東和２階
　　　（秩父神社前の茶色いビル）
ホームページ
　https://www.houterasu.or.jp

弁護士等があなたの暮らしの困りごと（法的トラブル）
のご相談に応じます。

法テラスは、国が設立した公的な法人です。
地域に密着したサービスを展開しています。

無料法律相談（30分、3回までご利用可）
※無料相談は経済的にお困りの方を対象としています。

相談
無料

暮 ら し の 相 談 窓 口■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
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社協の
　おしらせ

次の方々よりご寄附をいただきました。

・田隝銀三　様　　尿取りパット　　　

・匿名希望　様　　リハビリパンツ・
　　　　　　　　　タオル・下着類
お寄せいただいた寄附は、地域福祉のため
有効に活用させていただきます。

住民の皆さんを対象に、1週間を限
度として車いすを貸し出しています
（無料）。
通院や外出の機会等にご活用くださ
い。

寄せられた切手は、養護盲老人ホーム
ひとみ園に郵送し、施設の拡充など福
祉に役立てられています。

町内の目の不自由な方、高齢のため細か
い字等が見づらくなった方のために、「広
報おがの」の記事をカセッ
トテープに録音した「声
の広報」の貸し出しを行っ
ております。

切手のまわりに５～10ｍｍ程度の余白を残
して、台紙ごと切り取ってお持ちください。

鹿高ボランティア部

１月� 16,340個

２月� 19,651個

３月� 13,330個

社協玄関設置BOX回収結果

【発行・編集】小鹿野町社会福祉協議会　　小鹿野町小鹿野300（けんこう交流館内）
電話　７５－４１８１　FAX　７５－４５６１　http://www.ogano-syakyo.or.jp/

ご協力

ありがとう

ございます！

ペットボトルキャップ回収

あたたかいお気持ちを
ありがとうございます

車いす
貸し出します

使用済み切手を
集めています

「声の広報」貸し出します
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