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写真は１２月８日に蓮田市総合文化会館「ハストピア」で開催した障害者週間啓発事業の様子です。障
害者週間（１２月３日〜９日）は、障害者基本法に基づき、広く障がい者福祉への関心と理解を深めるとと
もに、障がい者があらゆる分野での活動に積極的に参加促進することを目的に定められています。
蓮田市、蓮田市身体障害者福祉会、蓮田市社会福祉協議会の共催で、ハストピアのどきどきホールで
は三増紋之助さん、江戸家小猫さん、のだゆきさん、三遊亭わん丈さんによる「ふれあいかがやきス
テージ」の公演が催され、障がいのあるなしにかかわらず、4００人ほどのみなさまが観覧されました。
また、ギャラリーでは、市内在住の障がい者のかたの作品が展示され、多くのかたが鑑賞されました。
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蓮田市身体障害者福祉会

創立５０周年記念大会を開催しました

令和元年度蓮田市社会福祉大会を
開催しました

蓮田市身体障害者福祉会は、12月８日に、蓮田市
総合文化会館「ハストピア」にて創立50周年記念大
会を開催しました。大会では多年にわたり社会福祉
の推進にご尽力頂いた会員83人のみなさまに敬意
と感謝を込めて佐藤正春会長から感謝の手紙及び
記念品を贈呈いたしました。
また「地域住民と共に、障がいの有無によってわ
け隔てられることのない、共に生き、共に支え合う
共生社会の実現に向けて行動することを決意する」
大会宣言を採択しました。

12月８日に、蓮田市総合文化会館「ハストピア」
にて令和元年度蓮田市社会福祉大会を開催しまし
た。大会では多年にわたり社会福祉の推進にご尽力
頂いた自治会長、民生委員・児童委員、関係社会福祉
団体役員、ボランティア活動団体、退職社協役員、多
額寄附者49人、４団体のみなさまに敬意と感謝を
込めて蓮田市社会福祉協議会会長から表彰状及び
感謝状を贈呈いたしました。
また「共に生き、共に支え合う共生社会の実現に
取り組む」大会宣言を採択しました。

蓮田市身体障害者福祉会

やさしさ・いきいきフェスティバルに
参加しました

11月17日、蓮田市身体障害者福祉会主催による
第30回輪投げ大会が中央公民館で開催されまし
た。当日は正会員、賛助会員あわせて40人が参加
し、輪投げゲームを楽しみつつ順位を競い合いまし
た。ゲームでは、点数が入ると歓声や拍手が沸き起
こっていました。蓮田市身体障害者福祉会では、さ
まざまな行事を通じて交流を行い、健康の維持増進
や社会参加を推進しています。

10月27日に、第24回やさしさいきいきフェス
ティバルが開催され、ハストピアで社協ブースを出
展しました。ボランティアグループまろにえ会さん
によるおもちゃ作りの他、社協事業紹介、介護食・災
害非常食の試食、
『 蓮田・わたし・ご近所の良いとこ
ろ』を『みんなの樹』に作成しました。
『みんなの樹』
はふれあい福祉センターにて掲示しています。
また、どきどきホールでは、蓮田はなみずき作業
所の利用者のみなさんが、この日のために毎日練習
に励んだ「よさこいソーラン踊り」をステージ発表
しました。

輪 投 げ 大 会 を 開 催 しまし た

※随時会員の募集をしております、
お問合せは社協まで。
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ありがとうございました

社会福祉活動に貢献された
みなさまが表彰されました
全国社会福祉大会
令和元年度全国社会福祉大会が11月22日にメルパル
クホール（東京）にて開催されました。蓮田市から次のか
たが表彰されました。
（敬称略）
◆厚生労働大臣表彰
民生委員・児童委員功労者 下田ナカ
埼玉県社会福祉大会
「ともに生きる社会へ」〜みんなの支え合いが未来を創
る〜をスローガンに、令和元年度埼玉県社会福祉大会が
11月28日に埼玉会館にて開催されました。
蓮田市から次のかたが表彰されました。
（順不同、敬称略）
◆埼玉県知事表彰
民生委員・児童委員 関根宏、徳永立子
社会福祉施設職員、社会福祉団体関係者又は社会福祉事業従事者 大井晃代
共同募金活動奉仕者 岡山年枝
◆埼玉県社会福祉大会会長表彰
民生委員・児童委員
金子佳二、
山本政雄、
小和板克之、
濱﨑富江、
手代木靖子
中山興子、
中條敏美、
東眞弓、
小澤貞夫、
山口一江、
菅原暘子
長嶋惠子、
影山節子、
小野寺しづ子、
岩﨑仁美、
小林多賀枝
社会福祉事業施設役員等及び社会福祉団体関係役員等
樋口早苗（社会福祉法人吉祥福寿会）

登録ホームヘルパー募集
勤務内容
勤務地：蓮田市内
日 時：原則として月曜日から金曜日で週２回程度
午前８時30分〜午後５時のうち２〜４時
間から相談可
賃 金：時給1,200円
（ほかに活動1回あたり200円・
400円を支給します） ※福利厚生あり
資 格：次のいずれかに該当するかた
①介護福祉士
②介護職員初任者研修修了者
③旧ホームヘルパー養成研修２級課程以上の修了者
※採用は登録ホームヘルパー就業規則に基づきます
※詳しくは社協で配布しているホームヘルパー
（登録）
募集要項又は社協ホームページをご覧願います。

心配ごと相談
困りごとや悩みごとなど、お気
軽にご相談を。電話相談もお受け
します。
相談は心配ごと相談員
（民
生委員）
が対応します。
予約不要。
《１月〜４月の相談日》
１月 20日（月） ３月 16日（月）
２月 17日（月） ４月 20日（月）
時間：午前９時〜正午
場所：ふれあい福祉センター相談室
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−共 同 募 金 募 金 結 果−
共同募金（赤い羽根募金・地域歳末たすけあい募
金）は、自治会をはじめ学校からの募金や街頭募金
などを通じて、多くのみなさまのご協力をいただ
き、下記の結果をおさめることができました。
ご協力いただいた募金は、埼玉
県共同募金会を通じて民間の福
祉団体などへ配分されます。あた
たかいご協力をいただき誠にあ
りがとうございました。
（配分事業の内容については４月
号でお知らせします）
令和元年度
赤い羽根募金実績

戸 別 募 金 5,156,277
街頭募金

164,064

学校募金

51,048

職域募金

247,104

個人・法人
募
金

14,359

合

計

令和元年度
地域歳末たすけあい募金
実績
戸 別 募 金 2,302,664
個人・法人
募
金

99,600

街頭募金

50,368

合

計

2,452,632

（単位：円）
（金額はともに
令和元年12月25日現在）
（単位：円）

5,632,852

ふれあい・いきいきサロン活動紹介
10月から新たに「桜ヶ丘いきいきサロン」の活動
が始まりました。桜ヶ丘いきいきサロンでは、はす
ぴぃ元気体操、ウォーキング、吹き矢などが実施さ
れています。新たな活動が始まったことで、社協
が支援するサロンの数は42サロンとなりました。
社協では今後も地域で気軽に誰もが集えるサロン
活動を支援してまいります。

〜 はすだ地域支えあいサービス 〜
利用してみませんか
日常生活のちょっとした困りごとのお手伝い
を協助会員
（ボランティア）
がしています。
ご利用できるかた 社協会員で、
高齢者世帯、
障
がい者世帯等 ※ご利用には登録が必要です。
サービス内容 30分から１時間程度の掃除、
買
物、庭の簡易な手入れ、話し相手、外出の付添い
（身体介助を伴わない）
など
時 間 平日の午前９時から午後５時まで
土日祝日と年末年始はお休み
利用料 30分につき300円

令和元年度社協会員募集
運動追加報告
特別会員
・セブンイレブン
蓮田西新宿1丁目店 様（一口）
・セブンイレブン
埼玉蓮田病院店 様（一口）
ご協力ありがとう
ございました。

社会福祉協議会の

ひとり暮らし高齢者等の見守り事業

活動を
紹 介 します

ひとり暮らしの高齢のかたなどが、住み慣れた地域
で安心して生活できるように、民生委員やボランティ
アの「見守り協力員」が月２回見守り訪問を行ってい
ます。
サービスを利用できるかた
原則として75歳以上のかたで、
ア、社協会員世帯で見守りを希望するひとり暮らし
の高齢のかた、または高齢者のかたのみの世帯
イ、民生委員等から見守りが必要と判断され本人ま
たは親族等の同意があったかた
※「見守り協力員」ボランティアを募集しています。

はすだ地域支えあいサービス

蓮田市社会福祉協議会（社協）
では、地域福祉
の推進に向けてさまざまな取り組みを行ってい
ます。
これらの活動は、自治会や民生委員さん、
ボランティアのみなさまをはじめ多くのかたが
たのご協力をいただきながら実施しています。
ここでは活動の一部についてご紹介します。

日常生活のちょっとした困りごとを社協に登録した
ボランティアの「協助会員」がお手伝いを行っています。
サービスを利用できるかた
社協会員世帯で、
ア、ひとり暮らしの高齢のかた
イ、高齢のかたのみの世帯 など
主なサービス
家の掃除、ゴミ出し、庭の簡単な手入れ、買い物、
衣類の洗濯、電球等の交換 などで1時間以内に作業
が完了するもの（共同作業もあります）
【利用料】30分につき300円をいただきます。
※「協助会員」ボランティアを募集しています。で
きる内容、時間帯でご登録いただけます。謝礼と
して１時間の活動ごとに500円の「蓮田市内共通
お買い物券」をお渡しします。

福祉車両の貸出し事業
車いすを利用されている高齢のかたや障がいのある
かたの外出支援として福祉車両の貸出しを行っています。
サービスの内容
社協会員世帯に、４日を限度として下記車両を貸出
します。
ア、車いす乗り入れ可能なリフト付きワゴン車
（車いす３台まで積載可）
イ、車いす乗り入れのためのスロープ付き軽自動車
（車いす１台積載可）
【利用料】
利用日数
当日返却

利用料

500円

１泊２日

1, 000円

２泊３日

2, 000円

３泊４日

3, 000円

※いずれも指定給油所で
ガソリン満タンにして
の返却となります。

紙おむつ支給事業
在宅介護の支援を目的に紙おむつを支給しています。
サービスを利用できるかた
社協会員世帯で、
ア、介護保険要介護３〜５の認定を受けているかた
Ａ 〜Ｂ、又
イ、身体障害者手帳１〜３級、療育手帳○
は、精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受け
ているかたで、おむつが必要なかた。
サービスの内容
偶数月に社協指定の中から
希望する紙おむつを１種類
宅配します。

貸出用スロープ車
（軽自動車）

ホームヘルパー派遣事業
ホームヘルパー派遣事業は、介護保険や障害福祉
サービスの事業所としてサービスを提供しています。
要介護等の状態にあるかたや障がいのあるかたが自
立した日常生活を営むことができるよう、個別のサー
ビス計画に基づいた支援を行っています。
主な内容
ア、入浴、排泄、食事、外出等の介護
イ、調理、生活必需品の買い物、
居室等の掃除、整理整頓等
※登録ヘルパーの募集も行っています。
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ふれあい・いきいきサロン活動への支援

あんしんサポートねっと事業

ふれあい・いきいきサロンは、地域の高齢のかたと
住民のみなさんが協力して取り組んでいる活動です。
社協では、高齢のかたの閉じこもり防止、健康の維
持・増進などを目的とするサロン活動に対して助成金
の交付などさまざまな支援を行っています。(現在
42ヶ所のサロンの活動を支援しています）

ひとりで判断することに不安のある高齢のかたや障
がいのあるかたなどが安心して日常生活を送れるよう
「生活支援員」が訪問し、福祉サービスの利用援助や
暮らしに必要なお金の出し入れなどの援助を行ってい
ます。

支援対象のサロン
ア、概ね自治会を単位として実施されていること
イ、月２回以上の開催を予定していること
ウ、こころとからだの健康の維持増進を考慮したプ
ログラムを予定していること など

埼玉県社協からの受託事業です
【利用料】所定の利用料をご負担 いただきます。

印刷機利用サービス

障がい者就労支援センター事業
障がいのあるかたの就労支援や障がいのあるかたの
雇用を考えている企業の支援を行っています。
蓮田市からの受託事業です
就労を希望される障がいのあるかたがひとりでも多
く就労し、地域で自立した生活をおくることを目的と
しています。
主な内容
ア、求職のための活動支援
イ、職場実習のための支援
ウ、雇用主との調整、就労後のフォロー

など

サービスを利用できるかた
市内在住で障害者手帳を所持する就労希望者

車いす短期貸出し事業

自治会・社協登録サロン・社協登録ボランティアグ
ループ等が印刷機（一原稿あたり20枚以上でモノク
ロ印刷）を1回100円でご利用できます。
※用紙は各自でご用意願います。

蓮田はなみずき作業所の運営
蓮田はなみずき作業所は、障害福祉サービス事業所
として、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営
むことができるよう、個別支援計画を作成して生活介
護サービスを提供しています。
主な内容
ア、食事、排泄等の介助、日常生活支援
イ、軽作業等の生産活動や創造的活動
ウ、身体能力、日常生活能力の維持向上の支援など
サービスを利用できるかた
市内在住の18歳以上で障害支援区分が３以上の知
的障がいのあるかた。
【問合せ先】電話：048−766−2619

車いすが必要な高齢のかたや障がいのあるかたの外
出支援等として貸出しを行っています。
サービスの内容
社協会員世帯へ、
１ヶ月を限度に
貸出します。

作業の様子
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蓮田市 ボランティアセンター だよ

り 冬号

小中学生作文コンクール報告
埼玉県社会福祉協議会主催の「小中学生作文コンクール
〜支えあいの実体験を通して感じた思い〜」には、埼玉県
で2790作品（うち蓮田市は16作品）の応募がありました。
ご応募ありがとうございました。
蓮田市から平野小学校4年生板谷菫さんの作文「人と人を
つなぐ」が金賞を受賞しました。
（蓮田市社会福祉協議会では市内の応募者全員に記念品を
贈呈しています）

ボランティア養成講習会を開催しました
社協では、９月〜11月にかけてボランティア養成講習会を開催しました。修了された多く
のかたがボランティアグループへ加入して活動しています。ご参加・ご協力ありがとうござい
ました。
❶点訳ボランティア養成講習会

…９月から10月の全６回講座で３人が受講

★参加者の声
・点字を通して見えない人の世界を知り、少しでも人の役に立てればと思いました。
・点字を学び、駅の掲示板に興味が沸くようになりました。
・点訳が分からないまま参加しましたが面白かったです。
❷アート・クラブ体験講座

…11月の全２回講座で４名が受講

★参加者の声
・体験したことない貴重なボランティア体験でした。
・講師のように描くのは難しかったです。
・また参加してグループの活動について知りたいです。

ボランティア活動保険

〜 事故やケガに備えて 〜

ボランティア活動保険は、活動中の偶然の事故による
ケガや損害賠償責任を補償します。
令和２年度の加入受付を３月から開始します。補償期
間は令和２年４月１日（年度途中加入手続きの場合は翌
日）から令和３年３月31日です。

保険料

加入プラン
基本プラン
天災プラン

Aプラン
350円
500円

※保険料は年度途中の加入でも同額です。
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ボランティア活 動をしてみませんか 。
ボランティア活動は、地域のなかで高齢者も障がい者も子どもも誰もが一緒に、
元気に、楽しく、幸せに暮らしていくために、それぞれができる活動です。
社協のボランティアセンターには、
ボランティアグループ、個人ボランティア、特技ボランティアの登録があり、
市内各所でさまざまな活動をしています。
ボランティア活動に興味がある、はじめたい、知りたい、利用したい…など
詳細についてはお気軽に社協までお問合せ願います。

令和元年度
登録団体名

登録ボランティアグループ一覧
主な活動内容

1

アート・クラブ

高齢者施設でのクラブ活動や地域の集会、子どもから大人を対象にした体験学習などで自
由な発想で絵を描いたり作品造りをしています。☆グループ会員募集中

2

おおば文庫

幼児から大人まで本の貸し出しや読み聞かせによる交流の場をつくり、大人を対象にした
朗読勉強会を行っています。

3

介護ボランティア あい

病院や福祉施設の行事のお手伝いや学校への車いす体験・介助方法の指導奇数月の第２の木曜日にふれ
※
あいサロン を開催しています。 ※場所：勤労青少年ホーム/時間：午前10時〜正午/参加費200円

4

劇団 さいのこ

子どもたちに生のお芝居に触れることを目的に、施設やお祭りなどのイベントで人形劇や
紙芝居、手遊びを行っています。☆グループ会員募集中

5

さざ波

使用済み切手やベルマークを回収整理し、福祉施設やユニセフなどへ資金援助の一部とし
て送る活動をしています。☆グループ会員募集中

6

市民の健康を考える会
ヒオウギ

花の働きによる豊かな心と心身の健康の促進を目的に、小中学校や駅トイレに花の活けこ
み、特別支援学級や福祉施設での花の講習会をしています。☆グループ会員募集中

7

手話 蓮の実会

聴覚障がい者と連帯を深め、地域福祉の向上に向けて活動しています。市の講習会への講師派
遣や小中学校での手話教室など聴覚障がい者と共に活動しています。☆グループ会員募集中

8

セーフティーネット21

地域福祉の向上、安心安全で住みよいまちづくりを目的に地域のつながりを大切にし、子ど
もから高齢者まで参加できる収穫祭の開催をしています。☆グループ会員募集中

9

布の絵本
さくらんぼ文庫

布の絵本・布のおもちゃ・エプロンシアターの貸し出し 、手作りおもちゃの講習会の開催を
しています ※場所：ふれあい福祉センター/日時：第２・第４木曜日/午前10時〜午後３時

※

10 蓮田おはなしの会

保育園、学童保育所、小学校、図書館などでおはなし会を開催し、昔話の語りや絵本の読み
聞かせをしています。

11 蓮田おもちゃ病院

ものの大切さを知ってもらうことを目的に壊れたおもちゃの治療（修理）をしています。
※場所：児童センター/日時：第２土曜日/午後１時〜４時

12 蓮田傾聴グループ

高齢者施設や個人宅を訪問し、お話をお聴きし安心感を持って頂ける、心に寄り添う傾聴活
動を行っています。☆グループ会員募集中

※

13 いずみ

蓮田市声のグループ

市の広報やエッセーを音訳CDに録音し、視覚障がい者や高齢者へ配付しています。年に１
回グループ会員との交流会を行っています。☆グループ会員募集中

14 「ともしび」

蓮田市点訳グループ

視覚障がい者の希望図書等や、市の広報の点訳、小中学校での点訳指導、市民を対象とした講習
会を行っています。毎月第２・第３火曜日に点訳を楽しむ会を行っています。☆グループ会員募集中

15 蓮田ボランティアガイドの会

蓮田市の歴史・自然・文化・産業などの観光案内、講演会や他団体との協力によるイベントを
行っています。☆グループ会員募集中

保育ボランティア
16 ゆりかご

講演会・講習会・サークル活動の際に乳幼児の保育 をしています。親子ひろば「たんぽぽ」を
開催しています。※利用料：
１人１時間３００円（別途おやつ代）☆グループ会員募集中

17 街づくりの会

公共施設やお店などを障がい者の立場で点検等をしてバリアフリーのまちづくりを目指して
います。

18 まろにえ会

福祉施設や病院、サロンでのレクリエーションのお手伝いや、ひとり暮らし高齢者等見守り事業の訪問時
に添える絵手紙の作成、子供たちへのものづくりの指導をしています。☆グループ会員募集中（要件有）

19 ゆずりっこ

子育て支援活動として、乳幼児・子供服のリサイクル会 を開催しています。
※場所：閏戸子育て支援センター/日程：不定期開催☆グループ会員募集中

7

※

※

情報コーナー

「みんなの福祉」についての
お問い合わせは ☎048-769-7111へ
Ⓒ蓮田市社会福祉協議会

温 かいみなさまの善意

期日

10.15
10.16
10.28
10.28
10.31
11. 1
11. 8
11.11
11.18
11.19
11.22
11.25
12.13
12.16
12.16
12.16
12.16
12.19
12.20

氏名・企業名・団体名

金額・品名

匿名
紙おむつ等
匿名
紙おむつ・衛生用品
埼玉県自動車整備振興会岩槻蓮田支部 様
15,550円
岩槻蓮田更生保護女性会 様
5,000円
建設埼玉 蓮田支部 様
2,700円
有志いもに会 様
2,245円
匿名
紙おむつ
匿名
50,000円
ASA蓮田中央(11月フラワー) 様
32,513円
埼玉県立不動岡高等学校 蓮田梨タピ班 様
50,000円
慶福寺 写経会 様(地域歳末たすけあい募金)
83,600円
朝市推進委員会 様
14,700円
健康サークルわかば会 様(地域歳末たすけあい募金)
6,000円
ボランティアひまわりグループ 様 使用済み葉書・切手・ベルマーク
蓮田市仏教会 様(地域歳末たすけあい募金)
50,368円
匿名
10,000円
ASA蓮田中央(12月フラワー) 様
32,793円
匿名
4,985円
蓮田ロータリークラブ 様(地域歳末たすけあい募金)
10,000円

寄附金等で税額控除ができます

蓮田市社会福祉協議会に対する個人からの寄附金、
及び特別会費は、所得税及び個人住民税の寄附金控除
又は税額控除を受けることができ、控除を希望する場
合は、蓮田市社会福祉協議会が発行した領収書と証明
書を添えて確定申告が必要です。
（共同募金ついては、
共同募金会が発行する領収証が必要です。）

ひとり親家庭へ入学お祝い金の贈呈

受付中

小学校または中学校へ入学する子のいる世帯へお祝
い金を贈呈します。
対
象：①と②のどちらも該当するかた
（生活保護給
世帯は除きます）
①ひとり親家庭の親または父母のいない子
を養育し、
令和２年４月に小学校または中
学校へ入学する子を扶養しているかた
②市県民税が非課税の世帯
祝金の額：ひとりにつき一万円（予定）
申請締切：令和２年２月21日（金）必着（郵送可）
提出書類： ①申請書②扶養者の非課税証明書③ひとり
親家庭等医療費受給者証の写し
※申請書は社協窓口及びホームページから入手できます。

介護者の集いを開催

募集中

情報交換やリフレッシュを目的として開催します。
時 間：令和２年２月17日（月）午前10時〜午後３時
内 容：バスを利用した、施設見学と交流会
対 象：市内在住で介護をしているかた、介護経験者
定 員： 25人（申込順） 参加費：1,500円（昼食代込み）
申込み： 令和２年２月７日（金）までに電話で

災害ボランティア講座を開催

募集中

〜 令和元年の災害について考える 〜

昨年は、台風により同時多発的に日本各地で水害等
が発生しました。埼玉県内においても７市町で災害ボ
ランティアセンターが開設され、多くのかたが被災さ
れたかたがたの支援活動を行っています。
本講座では、昨年の水害発生時に、災害ボランティア
センターやボランティアがどのような支援をしたのか
を学びます。
日 時：令和２年３月３日（火）午後２時〜
会 場：ふれあい福祉センター２階 会議室
講 師：上尾市社会福祉協議会職員・災害ボランティア
活動者
対象者：災害ボランティアに関心のあるかた
定 員：40人（申込順）
申込み：令和２年２月14日（金）までに電話で

事務局職員募集

募集中

社会福祉事業全般に対応し、熱意と責任感のあるか
たを募集します。
職
種：一般職（正規職員）
採 用 日：令和２年４月１日
募集人員：２人
勤 務 先：蓮田市社会福祉協議会
受験資格：昭和59年４月２日以降に生まれたかたで、
次の全てに該当するかた
①社会福祉士（取得見込可）
②普通運転免許（ＡＴ免許可）を有し運転で
きるかた
応募締切：令和２年２月14日（金）
試 験 日：令和２年２月22日（土）筆記試験、
作文試験、
面接試験

蓮田はなみずき作業所職員募集

募集中

社会福祉事業全般に対応し、熱意と責任感のあるか
たの応募をお待ちしています。
職
種：施設職員（生活支援員）
採 用 日：令和２年４月１日
募集人員：①嘱託職員（常勤）１人 ※週５日勤務
・60歳未満で、次のいずれかに該当し、普通運
及び
転免許（ＡＴ免許可）を有し運転できるかた
受験資格
・社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士
・社会福祉主事任用資格を有するかた
・介護職員初任者研修の修了者
・旧ホームヘルパー養成研修２級課程以上の修了者
②パート（非常勤）若干名 ※週３日勤務
・普通運転免許（ＡＴ免許可）を有し運転できるかた
勤務時間：午前８時30分〜午後５時15分
試験内容：書類審査の合格者に対して面接試験を実施します。
応募締切：令和２年２月21日（金）
問合せ先：蓮田はなみずき作業所（根金1490−1）
電話048−766−2619 担当：黒須

市内総人口 61,655人 65歳以上の高齢者 19,541人 男 8,952人 女 10,589人 高齢化率 31.7％（令和元年12月1日現在）

