
マスクを受け取ったみなさんから、 感謝の声が寄せられています。

マスク
かわいい

マスクをもらえて
助かりました。

手作りは素敵ですね。
ありがとう
ございます。

支え合いの地域づくり
～マスクでつながる市民助け合いの輪プロジェクト～

布は用意があります。詳細はお問合せください。

ランチョンマットは、市内の子ども食堂を通じて、子どもたちへ届けられます。

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）と生活支援コーディネーター（SC）は、このプロジェクトを通じ、地域住民の支え合い活動を応援しています。

問合せ　生活支援コーディネーター　電話 048‒932‒6770　FAX 048‒932‒6779

問合せ　コミュニティソーシャルワーカーまたは生活支援コーディネーター  　電話 048‒932‒6770　FAX 048‒932‒6779

大切に使うね。
給食の時間が
待ち遠しいな～

小学校に入学する１年生に、給食時に使う「手作りランチョンマット」をプレゼントする活動も支援しています。
　初めての学校、ドキドキの新生活に、かわいいランチョンマットがあったら、給食の時間も楽しくなりますね。
　子どもの笑顔作りの応援をしませんか。

「就労移行支援・自立支援訓練事業所
キャリカ草加」のみなさん

　本会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント、講座、研修、地域
で実施するふれあい会食、ふれあい・いきいきサロンなどは当面の間、中止または延期
としています。（感染予防策を講じて実施する一部の事業を除く。）
　なお、状況によっては、今号に掲載している講座等についても、予定を変更する場

合がありますので、ご了承ください。
　例年実施している金婚式については、開催が未定となっております。
　事業の再開にあたっては、「新しい生活様式」に準じた対応が図れる体制が整い次第、
ホームページ等においてお知らせします。

　新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、「何か役に立てれば」との地域の声をきっかけに、
手作りマスクを募集したところ、多くのマスクが集まりました。ありがとうございました。
　みなさまからいただいたマスクは、必要としている方々へコミュニティソーシャルワーカー
が届けました。

Café＆farm Lentの皆で作りました。
コロナに負けないように体に気をつけてマスクをつけましょう。

少しでも
みなさんの

お役に立てればと思い、
おしゃべり倶楽部で
作りました。

手洗い・うがい・
マスクで
健康第一に

お過ごしください

マスクが日常の
お役に立てれば
うれしいです。

大変な状況下ですが、
少しでも支えになればと

思っています。
1枚1枚手作りしましたので、
ぜひ使ってください

皆で頑張って
コロナを
乗り切り
ましょう！

自分で
できることを

やっていきましょう！

今は大変な
時ですけど、
お身体ご自愛
ください。

げんきに
すごしてね。

私たちがまごころこめてつくりました

「手作りランチョンマット」を小学生にプレゼント

裁縫が苦手だったけれど、
がんばって作りました。
いっぱい使ってくれると

嬉しいな～！

新型コロナウイルス感染症に係るイベント、講座、研修等の対応について

※他にも多くの方にご協力いただきました。心より感謝申し上げます。

社協は、社会福祉協議会の略称です社協だより
そうか 令和２年６月15日発行

社会福祉法人草加市社会福祉協議会
〒340-0013 草加市松江1-1-32 TEL048-932-6770

No.163

配布に関する問合せは（土・日曜日、祝日を除く） 松原１～４丁目は 松原団地見守りネットワーク ☎048-933-9500 その他の地域は 草加市シルバー人材センター ☎048-928-9211

ホームページ Facebook

イメージキャラクター ウェルちゃん



基 本 目 標

令和２年度
基本方針

令和２年度 収支予算

重 点 的 取 組

　核家族化の進展や単身世帯の増加、価値観の多様化、プライバシー意識の高まり、さらには、新たな
感染症の拡大などにより、地域のつながりが薄れていく中で、新たな“つながり”や“支え合い”を創出
すべく、住民を主体とした活動計画である地域福祉活動計画（第４次計画）を策定しました。
　第４次計画では、行政の基本方針との一体化を図る中で、以下の基本目標を掲げました。
　令和２年度はこの計画に基づき、「だれでもが安心して共に暮らせる支え合いのまちづくり」の実現
に向けて地域福祉活動を推進してまいります。

収　　入 支　　出
（単位：千円） （単位：千円）

番号 名　称 予算額 比　率

① 会費 18,292 1.8%

② 寄付金 2,298 0.2%

③ 経常経費補助金 92,810 9.2%

④ 受託金 706,052 70.3%

⑤ 貸付事業 6,674 0.7%

⑥ 事業収入 3,989 0.4%

⑦ 介護保険事業 105,799 10.5%

⑧ 障害福祉サービス等
事業 66,940 6.7%

⑨ 受取利息配当金 70 0.1%

⑩ その他 132 0.1%

合　　　　計 1,003,056 100%

番号 名　　称 予算額 比　率

① 法人運営事業 89,731 8.9%

② 企画・広報・調査・研究・
助成事業 4,189 0.4%

③ 小地域福祉ネットワーク
活動事業 23,609 2.3%

④ ボランティアセンター事業 4,370 0.4%
⑤ 障害福祉サービス事業 63,581 6.3%
⑥ ふれあい福祉相談所事業 455 0.1%
⑦ 生活つなぎ資金貸付事業 7,625 0.7%
⑧ 手話通訳事業 21,256 2.1%
⑨ 点字・声のお知らせ事業 738 0.1%
⑩ 講習会開催事業 2,229 0.2%
⑪ 指定訪問介護事業 52,312 5.2%
⑫ 福祉サービス利用援助事業 5,857 0.5%
⑬ 交通遺児基金運営事業 62 0.1%
⑭ ふれあい福祉基金運営事業 0 0.0%
⑮ 成年後見事業 20,824 2.1%
⑯ 生活支援体制整備事業 25,019 2.5%
⑰ 放課後児童健全育成事業 567,131 56.1%
⑱ 共同募金配分金事業 15,985 1.6%

⑲ 生活困窮者自立相談
支援事業 20,173 2.0%

⑳ 包括的支援体制構築事業 17,465 1.7%
地域包括支援センター事業 38,600 3.8%
指定居宅介護支援事業 29,276 2.9%
合　　　　計 1,010,487 100%

※表、円グラフが示している額は、事業活動による収支予算のみの金額のため、収支に差額が生じています。

②①⑩

⑥

⑤

②⑨ ⑳⑲
⑱

③
④

⑦
⑥

⑧
⑨

⑫
⑩

⑬
⑮⑯

⑤

⑪

①③⑧
⑦

④ ⑰

申込み・問合せ　総務課　電話 048‒932‒6770

地域における多様な生活課題の相談を受け止め、伴走的に
支援します

地域における生活課題を「私には関係ないこと」と思わず、誰にでも起こりうる「我がこと」として
受け止め、課題解決のための支え合いの仕組みを住民同士の結びつきの中で構築します

●誰もがいつでも集える居場所づくりを支援　　●地域で活躍する人材を支援
●地域の生活課題に合わせた人材を育成し、地域活動の活性化を促進します

多様な制度や福祉サービス、支援機関、地域資源などを有機的に
つなぎ、課題解決のための横断的なネットワークを強化します

断らない相談体制づくり

支え合い、つながる仕組みづくり

気軽に集える場づくり　福祉を支える人材の確保・育成

関係機関と協働したネットワークづくり

地域に関心を持
ち、誰もが支え手に
なりいつまでも活躍で
きる仕組みづくり

誰もが安心して
相談できる体制づくり

支え合い、つながり
続けることを大切にす

る地域づくり

ネットワークと
持続可能な

支援体制づくり

第４次地域福祉活動計画 計画期間　令和２～５年度

令和元年度会員募集実績報告

（敬称略　単位：円）

会員の種類 氏名・名称 金　額

特別会員 浅井　俊保 60,000

団体会員
（特非）障害者
自立センター・
めだか

5,000

そうか社協だより３月号発行後、
納入いただいた方

～皆様の協力が福祉活動のちからに～

　草加市社会福祉協議会では、市内での福祉活動を支援しています。市民の皆様、
企業等の皆様には、社会福祉協議会の事業活動にご賛同、ご協力をお願いします。

令和２年度 社会福祉協議会 会員募集

令和２年６月15日2 そうか社協だより



まるごとサポートＳＯＫＡ 困った時の相談先はこちら
～些細なことでもご相談ください～

草加市高砂１- ７-36　ＮＴＴ東日本草加ビル１階
電話 ０４８－９２２－０１８５　ＦＡＸ ０４８－９２８－６６３５
午前８時30分～正午・午後１時～４時（土・日・祝日を除く。）
E-mail：jiritu-pc1@kuc.biglobe.ne.jp

まるごとサポートSOKA

ま る サ ポ

（生活困窮者自立相談支援窓口）

申込み・
問 合 せ

　まるごとサポートＳＯＫＡ（まるサポ）は、草加市から生
活にお困りの方の自立相談支援を受託している窓口です。

住居確保給付金とは？
　離職等により経済的に困窮し、住居を失った方、または住居を失うおそれがある方に対し、
基準額に応じて、一定期間家賃相当額を支給する、住居及び就労機会の確保に向けた支援です。

家賃支給額の上限額

※支給要件により支給額は異なります。
単身　43,000円 ２人世帯　52,000円 ３人世帯　56,000円

　まるごとサポートSOKA（まるサポ）は生活にお困りの方
を支援しています。

ＣＳＷとは？ コミュニティ（Ｃ）ソーシャル（Ｓ）ワーカー（Ｗ）の略です。

●地域づくりをお手伝いします。
●住民の相談を【まるごと】受け止め、解決に向けて一緒に考えていきます。

問合せ　コミュニティソーシャルワーカー
電 話 048-932-6770　FAX 048-932-6779

〇相談は無料です。
〇相談方法は電話・来所相談のほか、訪問も可能です。
〇個人情報の取り扱いには十分に注意します。

ＣＳＷです！

住民の困りごとを解決する

気軽にご相談ください！

地
域
課
題
の
把
握

交
流
の
機
会
づ
く
り

対象者が拡がりました
65歳未満で、離職・
廃業から２年以内の方

離職・廃業から２年以内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

『認知症サポーター養成講座』
　『認知症サポーター』とは、何か特別なことをする人たちのことではありません。
　認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者のことです。
　全国各地で養成講座が開催され、草加市でも約１万1000人の『認知症サポー
ター』が誕生しています。（令和２年３月末時点）
　たとえ認知症になったとしても、周りにいる私たちが正しい理解を持ち、ちょっ
とした声掛けや手助けがあれば、今まで通り住み慣れた地域で暮らしていくこと
ができます。
　もし大切な人が認知症になった
としても、安心して暮らせる地域
を一緒に作っていきませんか？こ
の機会にぜひご参加ください。

　すぐに受け取りはせず、配達業者に一旦持ち帰ってもらいましょう。家族や
同居する人にも確認をして、心当たりがない場合は受け取りを拒否しましょう。

　代金を支払ってしまうと、「購入の意志
があった」とみなされ、支払い代金を取り

戻すことが難しくなってしまう場合があります。また、電話等で支払いを要求
されても、「注文していません。いりません。」と断りましょう。

　相手に連絡すると、個人情報等をだまし
取られ、悪用される恐れがあります。

慌てて電話などしないよう、まずは落ち着いて対応しましょう。
　もし商品を受け取ってしまったり、悪質
な電話などがかかってきた時には、一人で

抱えずに早目に消費生活センターに相談しましょう。

被害防止の４つのポイント

日　　時　 令和２年７月16日（木）
午後６時30分～８時

会　　場　 草加市文化会館
第１・２研修室

定　　員　 20人
申込開始日　 ６月22日（月）

（定員になり次第締切）

受講した方には、認知症サポーターの証であ
るオレンジリングとサポーター証をお渡しし
ています。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。
　予めご了承ください。

受け取らない１

送りつけ商法
注文していない商品を一方的
に送りつけ、購入の意志があ
ると決めつけて不当な代金を
請求してくる悪質商法です。

　民生委員活動については、訪問による活動ではなく、電話等を活用した活動とさせていた
だいております。
　民生委員への相談をご希望の方は、事務局である地域福祉課へ連絡してください。
　ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解のほどよろしくお願いします。

支払わない２

事業者に連絡をしない３

消費生活センターに相談する４

新型コロナウイルス感染症の流行に便乗した、
「送りつけ商法」にご注意ください！！

草加市消費生活センター　電話　048-941-6111
消費者ホットライン　　　電話　局番なし 188

夜間開催

草加市のホームページで「住居確保給付金」を検索
内容を確認のうえ、「簡易申請フォーム」から相談の申込みをしてください。

こんにち
は！

次の窓口で相談を受け付けています。

まるごとサポートSOKA（連絡先は下記をご参照ください） 貸付専用ダイヤル　048-932-6789　　午前８時30分～正午・午後１時～５時（土・日・祝日を除く。）
※貸付制度については、本会ホームページでもご確認いただくことができます。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し生計の維持が困難な方へ
家賃の給付制度や生活全般に関する相談 生活費の貸付に関する相談（電話相談）

もし、身に覚えのない宅配便が届いたら

連絡・問合せ　地域福祉課　電話 048‒932‒6770

申込み・問合せ
松原・草加東部地域包括支援センター

電話 048‒932‒6775

草加市民生委員・児童委員協議会からのお知らせ

令和２年６月15日 3そうか社協だより

社協の各種相談案内（祝日・休日を除く。相談は無料です。）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため受付方法を一部変更しております。

●ふれあい福祉相談　一般相談
毎週　金曜日 午前10時～午後３時
※現在中止しております。
●ボランティア相談（電話）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6772
●手話通訳に関する相談（FAX・電話・来所）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
FAX　048－932－6781　  電話　048－932－6770

●介護保険に関する相談（電話）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6773
●高年者に関する総合相談（電話）（松原・栄町・松江圏域）
毎週　月曜日～土曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6775（松原・草加東部地域包括支援センター）
●あんしんサポートねっと相談（電話・来所）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6788

●成年後見制度に関する相談（電話・来所）
毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6788
●生活困窮等に関する自立相談支援窓口（電話・来所）（市役所内）
毎週　月曜日～金曜日　午前８時30分～正午・午後１時～４時
電話　048－922－0185（まるごとサポートSOKA）
●税務・経営に関する相談（前日正午までに電話にて予約）
毎月　第２木曜日（祝日の場合は、第３木曜日）
　　　午後１時30分～４時30分
連絡先　関東信越税理士会川口支部
電話　048－263－0781　  FAX　048－261－2626
E-mail：kawazei0781@gmail.com



共働きなどで日中保護者がいない小学生の放課後の生活を、遊びや学びを通じて支える仕事です。
勤務場所は、本会が受託している草加市内の児童クラブです。

１，２ともに 4週 8休（シフト制）となります。
（平日　① 9：30～ 18：00/ ② 10：30 ～ 19：00
土曜日　③ 8：00～ 16：30/9：30 ～ 18：00
学校休業日　①、②、③によるシフト制）
＊ 就業時間の見直しにより、勤務時間や週休日数が変更
となる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

放課後児童クラブ職員募集

問合せ　児童健全育成課（氷川町事務所）　電話 048－924－8722

応募資格：① 令和 2 年 3 月時点で高等学校以上を卒
業した方

② いずれかの資格（放課後児童支援員認定
資格、保育士、教員、社会福祉士等）を
お持ちの方
①②の条件を満たす方が対象となります。

基 本 給：本会給与規定による
賞　　与：3.39 か月（令和２年度）
各種手当： 地域手当、資格手当（放課後児童支援員認

定資格取得者のみ）、時間外手当ほか
加入保険等： 社会保険、雇用保険、労災保険完備、福利

厚生、退職金積立
交通費支給：全額支給（上限あり）

基 本 給：18 万円
賞　　与：1.95 か月（令和２年度）
資格手当： 2 千円（月額）

放課後児童支援員認定資格取得者のみ
加入保険等：社会保険、雇用保険、労災保険完備、福利厚生
交通費支給：全額支給（上限あり）

❶正規職員 ❷嘱託職員

～子どもたちと一緒に過ごしませんか？～

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 　「手話」は、聴覚障がい者の生活の中から生まれた言葉

です。講座では手話だけでなく、聴覚障がい者の生活や
聴覚障がいの特性、福祉制度なども学びます。

手話を初めて学ぶ草加市在住、または
在勤の方
令和２年９月３日から
令和３年２月25日までの毎週木曜日
午後７時15分～９時15分
草加市文化会館　ほか
30人（応募多数の場合は抽選）

草加市在住、または在勤で入門講座を
修了された方、または同等レベルの方
なお、この講座は２回まで受講できま
すので、過去に一度受講された方もお
申し込みいただけます。
令和２年９月３日から
令和３年３月25日までの毎週木曜日
午前９時30分～11時30分
草加市文化会館　ほか
20人
（応募多数の場合は抽選）

令和２年８月２日（日）
午前10時～正午（午前９時45分受付開始）
高砂コミュニティセンター　ホール
夏休みに親子で手話や聴覚障がいのことを学べる体験講座
小学生及びその保護者　定員10組　（定員になり次第締切り）
無料

令和２年８月９日（日）　午前10時～正午(午前９時45分受付開始)
草加市社会福祉協議会会議室
小学生及びその保護者　定員５組　（定員になり次第締切り）
無料
筆記用具・飲み物等

次の①②いずれかに該当し、翌年度から開催する
手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（２年課程）を受講
できる草加市在住の方
①手話奉仕員養成講座「基礎」を修了された方
②①と同等レベルの方

令和２年９月29日から令和３年３月９日までの
毎週火曜日
午後７時15分～９時15分
草加市文化会館　ほか
15人
無料　ただし、テキスト代金はご負担いただきます。
応募された方には受講審査を受けていただきます。
その結果により受講の可否を決定します。
日程…令和２年９月12日（土）
受付…午前９時30分～９時45分
会場…草加市文化会館
内容…読み取り・手話表現

※ 通知はしません。所定の時間内に受付をしてく
ださい。

官製はがきに「住所・氏名・年齢・電話番号・講座名・
受講動機」を記入し、講座の申込み期間中に本会
へ郵送してください。
なお、保育（未就学児）を希望される方は、はがき
に明記してください。
８月20日（木）～８月31日（月）【必着】

手話奉仕員養成講座「入門」　全23回 手話奉仕員養成講座「基礎」　全27回

親子ボランティア手話体験・聴覚障がい者のひろば 親子で今日から使える点字体験

手話通訳者養成講座〈準備コース〉　全20回

日　時
日　時

対象者

対象者対象者

日　程

時　間
会　場 日　程
定　員

時　間
会　場
定　員

日　程

時　間
会　場
定　員
受講料
受講審査会

申込方法

申込期間

会　場
内　容

会　場

対象者
対象者

参加費
参加費
持ち物

【申込み・問合せ】地域福祉課（手話通訳・ボランティア担当）　電話 048‒932‒6770　FAX 048‒932‒6781

介護職員募集中
初心者もベテランも活躍中！親切・丁寧がモットーです。あなたの申し込みをお待ちしています。

年　齢　18 歳から 49歳まで（高卒以上）
基本給　 （※地域手当含む）※前歴換算あり

高　卒　　164 ,194 円～
短大卒　　175 ,854 円～
大　卒　　193 ,132 円～

賞　与　年間 4.5 か月
その他　 時間外勤務手当、通勤手当、住宅手当、社会保

険、雇用保険、労災保険ほか、福利厚生を完備
本会の基準に基づく昇給制度あり
有給休暇付与（本会規定による）
夏季休暇付与（本会規定による）

❶正職員（介護福祉士）
資　格　 介護福祉士、訪問介護員２級以上、介護職員

初任者研修課程修了者又は同行援護従事者養
成研修修了者

年　齢　 65 歳まで
賃　金　時給　 身体介護 1 ,300 円～

生活援助 1 ,000 円～
その他　 処遇改善手当として次の額を別途支給

介護保険サービス　稼働１時間当たり　330円
障害福祉サービス　稼働１時間当たり　410円
※上記のほか、夜間・早朝・休日割増あり

❷登録訪問介護員

問合せ　介護課介護サービス担当　電話 048‒932‒6777

初めての方でも楽しく点字が学べます。ご参加お待ちしています。

★新型コロナウィルス感染症の状況によっては日時等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

無料　ただし、テキスト代（税込み3,300円）は自己負担
７月20日（月）～８月７日（金）【必着】
「入門」受講申込書または「基礎」受講申込書に必要事項を記入し、本会へ郵送または直接、
お持ちください。
各講座の受講申込書は、本会・草加市役所・草加市文化会館・草加市立中央公民館にて
配布します。また、本会ホームページから［受講申込書］がダウンロードできます。

【受 講 料】
【申込期間】
【申込方法】

「入門」「基礎」共通

令和２年６月15日4 そうか社協だより

氏名・名称 寄付金額
ハクビ秋元総合学院 30,000
旭町団地自治会 7,580
宗教法人 泉蔵院 43,403
椛島　幸夫 10,000

合 計 90,983

氏名・名称 寄付物品
明治神宮崇敬会 洗剤一式
株式会社　宮本製作所
代表取締役　宮本　照彦

ハンガー
1,000 本

株式会社　大福源　小浜　絹子 マスク3,000枚

𠮷田　茂 消毒液 10ℓ
10ケース

株式会社アポワテック フェイスシールド
50枚

平塚製菓株式会社 食料一式

（敬称略　単位：円）

　皆様からのあたたかいご寄付をありがとうござい
ます。今後とも、本会の事業運営にご理解、ご協力
をよろしくお願いします。

社協に寄せられた皆様の善意
令和２年３月５日～令和２年６月３日

獨
協
大
学
前

（
草
加
松
原
）

草加市社会福祉協議会 案内図
草加市松江一丁目１番32号

次号の「そうか社協だより」（第164号）は令和２年９月15日発行予定です。

　3月 15 日発行 ( 前号 ) の当該募金実績の中の学校
募金の協力団体について【いなり幼稚園】の記載漏れ
がございました。関係者の方々には、ご迷惑をおかけ
し大変申し訳ございませんでした。訂正してお詫び申
し上げます。

赤い羽根共同募金実績についてのお詫び


