


協議会予算と事業計画
安心して暮らす村づくり」安心して暮らす村づくり」安心して暮らす村づくり」安心して暮らす村づくり」

（単位：千円）

協議会予算と事業計画

・相談業務の充実［無料法律相談、心配ごと相談、
　在宅介護相談等］
・社会福祉協議会広報紙「夢．．．21」の発刊
・社会福祉協議会ホームページの有効活用

・民生委員児童委員協議会との連携援助
・安心カード設置事業の推進強化
・しんとう便利電話帳の推進強化
・各種団体との連携調整

・民生委員児童委員協議会との連携援助
・安心カード設置事業の推進強化
・しんとう便利電話帳の推進強化
・各種団体との連携調整

・安全安心むらづくり事業の推進
  ［支え合いマップ、親子体験教室、講習会等の開催］
・ふれあい・いきいきサロン事業の推進強化
・小学生見守り事業及び子育てサロン事業への援助協力
・であい夢プロジェクト事業の実施
・日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護）への連絡と協力
・寝たきり老人等布団丸洗い事業の実施
・福祉機器の貸与事業（ギャジベット、車椅子、エアーマット）
・生活福祉資金及び小口生活資金の貸付
・緊急食料提供事業の充実

・各種ボランティア教室の開催
・世代間交流事業の推進
・在宅介護者の教室の開催
・南北小学校、中学校との連携強化による
　福祉教育の推進
・福祉教育協力校事業実施
・ボランティア団体活動の推進援助
・被災地支援ボランティア活動の実施

・各種ボランティア教室の開催
・世代間交流事業の推進
・在宅介護者の教室の開催
・南北小学校、中学校との連携強化による
　福祉教育の推進
・福祉教育協力校事業実施
・ボランティア団体活動の推進援助
・被災地支援ボランティア活動の実施

・安全安心むらづくり事業の推進
  ［支え合いマップ、親子体験教室、講習会等の開催］
・ふれあい・いきいきサロン事業の推進強化
・小学生見守り事業及び子育てサロン事業への援助協力
・であい夢プロジェクト事業の実施
・日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護）への連絡と協力
・寝たきり老人等布団丸洗い事業の実施
・福祉機器の貸与事業（ギャジベット、車椅子、エアーマット）
・生活福祉資金及び小口生活資金の貸付
・緊急食料提供事業の充実

・相談業務の充実［無料法律相談、心配ごと相談、
　在宅介護相談等］
・社会福祉協議会広報紙「夢．．．21」の発刊
・社会福祉協議会ホームページの有効活用

支え合い、一人ひとりがつながる
村づくり《情報収集・発信》

一人ひとりの想いをかたちにする
村づくり《互いに学び育む》

協働による安全・安心な村づくり《支援活動の充実》

会費収入

寄付金収入

共同募金配分金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

助成金収入

貸付事業収入

介護保険事業収入

障害者自立支援事業収入

利用料収入

負担金収入

補助事業等収入

運営費収入

雑収入

受取利息配当金収入

経理区分間繰入金収入

財務活動収入

前期末支払資金残高

収入合計

4,500

700

3,750

26,211

9,119

300

10

55,146

2,309

7,446

24

750

144

84

251

3,568

2

3,141

117,455

（単位：千円）収　入
支え合い、一人ひとりがつながる
村づくり《情報収集・発信》

一人ひとりの想いをかたちにする
村づくり《互いに学び育む》

協働による安全・安心な村づくり《支援活動の充実》

つながりが生み出すふれあい豊かな
村づくり《みんなの知恵を絞り出す》
つながりが生み出すふれあい豊かな
村づくり《みんなの知恵を絞り出す》



平成25年度社会福祉協
「一人ひとりが思いやり「一人ひとりが思いやり「一人ひとりが思いやり「一人ひとりが思いやり

（単位：千円）

（単位：千円）

平成25年度社会福祉協

・一人暮らし老人等配食サービスの実施
・一人暮らし老人保養事業の実施
・ホームヘルパー（元気高齢者支援）の派遣
・身体障害児者への入浴サービス及びデイサービスの提供
・紙おむつ配布事業実施
・福祉車両の運行管理（車椅子対応車両）
・高齢者能力活用センター（シルバー人材センター）の管理運営
・ミニデイサービス事業の管理運営

・一人暮らし老人等配食サービスの実施
・一人暮らし老人保養事業の実施
・ホームヘルパー（元気高齢者支援）の派遣
・身体障害児者への入浴サービス及びデイサービスの提供
・紙おむつ配布事業実施
・福祉車両の運行管理（車椅子対応車両）
・高齢者能力活用センター（シルバー人材センター）の管理運営
・ミニデイサービス事業の管理運営

・福祉センターの管理運営事業
・しんとう温泉ふれあい館の管理運営事業
・福祉センターの管理運営事業
・しんとう温泉ふれあい館の管理運営事業

・共同募金活動の推進協力　　
・敬老会の開催（村共催）
・福祉バザーの開催　　　
・戦没者慰霊祭の開催（村共催）
・遺族靖国神社参拝事業
・社会を明るくする運動の推進協力
・障害児者等を対象とした各種事業の開催
  （教育委員会共催）
・善意銀行の効果的運用
・福祉団体活動の推進援助

・共同募金活動の推進協力　　
・敬老会の開催（村共催）
・福祉バザーの開催　　　
・戦没者慰霊祭の開催（村共催）
・遺族靖国神社参拝事業
・社会を明るくする運動の推進協力
・障害児者等を対象とした各種事業の開催
  （教育委員会共催）
・善意銀行の効果的運用
・福祉団体活動の推進援助

・介護保険事業［居宅介護支援、訪問介護、
　通所介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護］
　及び障害者自立支援事業（居宅介護）における
　利用者本意の安定したサービス提供
・利用者対象外出事業の実施
・介護者リフレッシュ事業の実施

・介護保険事業［居宅介護支援、訪問介護、
　通所介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護］
　及び障害者自立支援事業（居宅介護）における
　利用者本意の安定したサービス提供
・利用者対象外出事業の実施
・介護者リフレッシュ事業の実施

村委託事業
指定管理事業

介護保険事業

人件費支出

事務費支出

事業費支出

共同募金配分金事業費

貸付事業等支出

負担金支出

助成金支出

経理区分間繰入金支出

会計単位間繰入金支出

財務活動支出

予備費

支出合計

79,717

5,721

20,347

4,157

661

48

554

3,568

1

2,130

551

117,455

（単位：千円）

特　別　会　計

収入予算額

支出予算額

事業 内容

高齢者能力活用センター

20,660

20,660

管理運営

福祉センター

30,255

30,255

管理経営

ふれあい館

69,880

69,800

管理経営

指定管理者制度指定施設

支　出

（単位：千円）

支　出

村委託事業
指定管理事業

介護保険事業

地域福祉事業地域福祉事業



渋川北群馬保護区保護司会
榛東支部

・株式会社ダスキンカナイ
・電通システム株式会社
・森永群馬乳製品販売株式会社
・松本印刷工業株式会社
・株式会社トミタ商会
・マツダ印刷株式会社
・青木薬品株式会社

・株式会社六本木商店
・株式会社エスアール
・朝日印刷工業株式会社
・株式会社群馬ナブコ
・有限会社丸岡教育用品
・新光ビルサービス株式会社
・甲鍵セキュリティシステム株式会社
・東京音響株式会社

・株式会社シー・アンド・エス
・寿司壱番
・群馬コープ観光株式会社
・北関東衛材株式会社
・熊井戸工業株式会社
・丸善テクノ株式会社
・ソネット株式会社
・平出紙業株式会社（順不同）

特別会員

賛助会員

社会福祉協議会費について

ご協力ありがとうございました

群馬テレビ「愛の募金」より群馬テレビ「愛の募金」より
　平成２４年度「群馬テレビ愛の募金」寄贈品贈呈式が
行われ、本会にSUBARU フォレスターを贈呈してい
ただきました。
　「群馬テレビ愛の募金」は県民皆様方からの浄財で
あり、大切に地域福祉活動等に活用させていただきた
いと思います。

　社会福祉協議会とは、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」と掲げられているとおり、住民が安心して暮らすことの
できる地域づくりを目指し、福祉サービスの向上に取り組む団体です。
　村民皆様より、一般会費としてご協力いただいております年会費1,000円を下記の事業にあて、「一人
ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」を目標に、今後もより良い事業を推進していきますのでご協

　社会福祉協議会とは、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」と掲げられているとおり、住民が安心して暮らすことの
できる地域づくりを目指し、福祉サービスの向上に取り組む団体です。
　村民皆様より、一般会費としてご協力いただいております年会費1,000円を下記の事業にあて、「一人
ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」を目標に、今後もより良い事業を推進していきますのでご協業 協ひ 進 きよ 良 まよ をを目標に、今後も きり」を目標に、今後もより 業 きま目 良 進良 を推良い事業を推 していきますのでご協ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」を目標に、今後もよりづ のす村づづくり」を目標に、今今後も後もより良良いい事い事事業を業をを推進推進してていききますすのでご協協

＊安全安心むらづくり事業
　・支え合いマップ
　・親子体験教室
　・講習会等開催
＊であい夢プロジェクト事業

＊ふれあい・いきいきサロン
＊敬老会
＊遺族靖国神社参拝事業
＊在宅介護者教室
＊無料法律相談

＊福祉バザー
＊ボランティア教室
＊母子父子家庭激励旅行
＊障害児者教室
＊慰霊祭



子供用の車椅子も
ございます

※福祉機器・福祉車両の貸し出しは社会福祉協議会の会員様（社協会費納入の方） 限定とさせていただいております。

▶在宅で介護されている方に介護ベッドや
　車椅子など福祉機器を無償で貸し出して
　います。
▶在宅で介護されているご家族の方に福祉車両の貸し出しも
　行っています。
◆使 用 料……無料　　　◆ガソリン代……自己負担
◆ご利用回数……原則月2回まで、1回のご利用について2日以内
◆お申込期間……利用される日の1ヶ月前から5日前までにお願い致します。

福祉機器・福祉車両
必要になった時ご相談下さい

高齢者能力活用センター［シルバー人材センター］

※平地で竹の太さは７～10㎝位、１日約300～350本位粉砕
　処理ができます。
※竹林の中の小木等（７㎝以下）も一緒に粉砕処理できます。

●料金
就労費（１時間） 粉砕機（１時間）

800円
機械運搬
1,000円

ガソリン・オイル
１ℓ180円

チェーンソー使用料（１日）
1,000円

荒れた竹やぶを整備しませんか
粉砕した竹は

竹やぶの中で処理ができます
榛東村高齢者能力活用センター（シルバー人
材センター）では、村と協議し、 竹林整備を
効率的に遂行することを目的に「樹木粉砕機」
を導入しました。

１人800円

●お申込み・お問合せ
榛東村高齢者能力活用センター
（シルバー人材センター）
☎0279-55-5294
☎0279-54-1126

・シルバー就労費（３人）
　３人×800円×６時間＝ 14,400円
・事務費（就労費８％） 1,152円
・粉砕機
　800円×６時間＝ 4,800円
・粉砕機械運搬代（１日） 1,000円
・チェーンソー使用料(１日) 1,000円
・燃料（ガソリン・オイル代）
　180円×約20ℓ＝ 3,600円

合計約　25,952円

●例（１日６時間作業した場合）

荒れた竹やぶを整備しませんか



13 日（新井地区）・14 日（広馬場地
防団・防災ボランティアの方々と協
いました。
人暮らしや高齢者世帯、障害児者等）
活動、災害時等に駆けつけられる支
共有し、災害時等に迅速な対応につ

れぞれの情報を出し合い真剣に取り
じました。



　２月 12 日（長岡・山子田地区）・
区）に各区役員、民生児童委員、消
力し、「支え合いマップづくり」を行
　支え合いマップは、要援護者（一
を地図上に明記し、日常的な見守り
援者や危険箇所などの様々な情報を
なげることを目的に実施しています。
　参加された方々は世代を超え、そ
組まれ「地域を支えるパワー」を感




