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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

会費収入

寄付金収入

経常経費補助金収入

共同募金配分金収入

受託金収入

貸付事業収入

受取利息配当金収入

その他の収入

その他の活動収入

前期末支払資金残高

収入合計

4,500

700

28,145

3,700

7,089

30

169

22

1,002

2,538

47,895

（単位：千円）収　入 円円円）円）円）

・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」の発行
・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》

社会福祉協議会広報紙「夢 21」の発行
・社会福祉協議会ホームページの有効活用

・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
　平成27年度～平成29年度群馬県社協指定
　地域指定福祉協力校モデル事業の実施
・ボランティア活動の推進援助

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》

・安全安心むらづくり事業の推進「見守りネットワーク事業　支え合いマップ等」
・コミュニティサロン（ハナミズキ）事業の推進強化
・ふれあい・いきいきサロン事業の推進強化
・小学生見守り事業の強化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

協働による安全・安心な村づくり《支援活動の充実》

収入合計 47,895
・ボ

協働による安全・安心な村づくり《支援活

・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

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》

活
ーク事業　支え合いマップ等」
化

の援助協力

連絡と協力

アーマット）

動の充実》活動動の充実》活動
世代間交流事業世代間交流事業

春見守り隊春見守り隊



「一人ひとりが思いやり
（単位：千円）

（単位：千円）

平成27年度社会福祉協

人件費支出

事業費支出

事務費支出

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

その他活動支出

予備費

支出合計

24,253

9,248

3,308

4,957

651

48

464

4,560

406

47,895

（単位：千円）

拠　点　区　分

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

24,750

24,750

管理運営

福祉センター

31,395

31,395

管理経営

ふれあい館

80,170

80,170

管理経営

指定管理者制度指定施設

人人件件費費支支出出

事業費支出

（単位：千円）

支　出地域福祉事業

負

助

そ

予

支

・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
・身体障害児者への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（車椅子対応車輌）
・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
・ホームヘルパー（元気高齢者支援）の派遣

村委託事業

・福祉センター管理運営事業
・しんとう温泉ふれあい館の管理運営事業

指定管理事業

地地地地地地地地域域域域域域域福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業

村委託事業

・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

地域福祉事業

位：：（単位：千円（単位 千千円円））））））
役員視察役員視察

慰霊祭慰霊祭



●村内在住で在宅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。

・介護保険事業
　

・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

●村内在住で在宅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。

●村内在住 在宅介護され る方 介護 ドや車椅子など●村内在住で在宅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。
●村内在住で在宅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。

福祉機器・福祉車両
必要になった時ご相談下さい

※福祉機器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。
　社協会費とは、各区区長様のご協力のもと年間1,000円を納入いただいている会費です。

も

子供用の車椅子もございます

◆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。
◆ご利用にあたり、入所施設からの通院は利用できませんのでご注意ください。
　お困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

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・介護保険制度改
正や報酬改定等に対応した事業展開の検討

介護保険外出事業 デイ敬老会

　

収入の部 支出の部

介護保険事業収入 52,557 人件費支出 48,089

障害福祉サービス
等事業収入 1,530 事業費支出 9,722

補助事業収入 860 事務費支出 2,347

運営費収入 42 その他の活動支出 2,023

受取利息配当金収入 1 予備費支出 544

その他収入 40

その他の活動収入 7,692

前期末支払資金残高 3

収入合計 62,725 支出合計 62,725

（単位：千円）



＊特別会員は村外企業が対象になっております。

・電通システム株式会社
・東京音響株式会社
・松村食販株式会社
・株式会社六本木商店
・新光ビルサービス株式会社
・松本印刷工業株式会社
・熊井戸工業株式会社
・平出紙業株式会社
・有限会社丸岡教育用品
・株式会社シー・アンド・エス 
・株式会社プロスト
・朝日印刷工業株式会社

（敬称略）

・株式会社トミタ商会
・群馬コープ観光株式会社
・青木薬品株式会社
・ソネット株式会社
・甲鍵セキュリティシステム株式会社
・森永群馬乳製品販売株式会社
・北関東衛材株式会社
・株式会社イーエムシー
・寿司壱番
・株式会社シブカワ包装
・北群渋川農業協同組合

特別会員

＊安全安心むらづくり事業　
・支え合いマップ　
・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

＊母子父子家庭激励旅行
＊障害児者教室
＊慰霊祭
＊コミュニティサロン
＊ボランティア教室

　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力宜しくお願い申し上げます。

　社会福祉協議会と

社会福祉協議会費について社会福祉協議会費について

敬称略）（敬特別会員

ご協力ありがとうございました



福祉教育推進事業
～手話教室～
福祉教育推進事業
～手話教室～

見守りネットワーク事業
「住民支え合いマップづくり」

　マップづくりは、各区役員、民生児童委員、
消防団、防災ボランティア、村内福祉施設の職
員の方々と協力し、要援護者（一人暮らしや高
齢者世帯、障害児者等）を地図上に明記し、日
常的な見守り活動、災害時等に迅速な対応に
つなげることを目的に実施しています。

　南北小学校において、総合学習の時間に渋
川市聴覚障害者福祉協会会員の星河ふじ子
氏を講師に迎え「手話教室」を行いました。
　先ず、耳が聞こえなくなった原因や生活で
困った事など自身の体験をお話しいただき、
児童も真剣に耳を傾けていました。

　また、簡単なあいさつや学校に関する手話
を教えていただいた後、友達同士で実際に手
話で会話を練習しました。
　はじめて手話に触れる児童の表情は戸惑い
もありましたが、最後には質問も多く、手話を
身近に感じ、耳が不自由な方への理解を深め、
相手のことを考える時間になったようです。

　前回参加された方々も多く、自然と世代を超
えた地域の情報共有や意見交換が行なわれて
いました。
　参加者からは「行政区全体でやると顔見知
りになれる」「雪害のあの日マップづくりに参
加してたから声をかけ合うことができた」など
の感想をいただきました。

　マッププづくりは、各区役員、民生児童
消防団 防災ボランティア 村内福祉施設防災ボラ テ 村内福祉施設

２月２７日に見守りネットワーク事業「支え合いマップづくり」を
南部コミュニティーセンターにおいて、全村２１行政区を対象に開催しました。



　コミュニティサロン事業は、地域福祉活動計画（平成24年10月制定）に基づき、誰もが自由に気
軽に参加し、地域社会の中で安心安全にいきいきと過ごせることを目的に住民が主体的、自主的に
取り組む活動の拠点としています。
　また、地域包括ケアシステム（住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体化）へ向けた取組みのひ
とつとして、医療との連携を図り榛東さいとう院「旧療養型病棟」にコミュニティサロン「ハナミズキ」
を設置しました。

ロン事業は、地域福祉活動計画（平成24年
社会の中で安心安全にいきいきと過ごせる社
点としています。拠点

基づき、誰もが自由に気に気が自由由由自自自
住民が主体的、自主的に

10月制定）に基
ることを目的に住

コミュニティサロン事業
「ハナミズキ」～誰もが自由に～

　3月25日の開所式には、関係者をはじめ、
たくさんの地域の方々が参加してくださり、盛
大に初日を迎えることができました。
　帰りの際には「居場所ができて良かった」
「楽しみができた」との声もいただきました。

ふらっと立ち寄った小学生が一人で雑巾を
縫っていた高齢者の席へ座り「あんたどこ
の子だい？」と聞かれると「○○区！！」と
答える小学生･･･一言から自然なおしゃべ
りがはじまりました。

「あたしは皆勤賞なんだよ」
「毎週水曜日忘れないように
カレンダーに○付けてるよ」

子育て中のママさんも利
用しています。この日は手
作りのパンケーキをおす
そ分けいただきました。

「色々なことがあってしばらく外
に出る気分になれなかったけど、
ハナミズキができる事を知り、少
し前向きになれたよ」

社会福祉協議会
新規事業

サロンは、誰もが自由に利用でき、
お茶飲みや語らいの場です。
是非、ご利用ください。
お茶飲みや語らいの場です。
是非、ご利用ください。

◆開設日　毎週水曜日（祝祭日休）
◆時　間　午後１時30分～３時３０分
◆場　所　榛東さいとう医院（旧療養型病棟）
◆参加費　無料



相続や金融等法律に関することなら･･･相続や金融等法律に関することな

村民無料
法律相談所
●日　時　毎月第４金曜日
　　　　　午後１時30分～午後４時30分（１人30分）
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」
　　　　　（ふれあい館西）
●相談員　群馬弁護士会員　弁護士

日　　時 定　員
  5月２2日(金) ６名

  6月２6日(金) ６名

  7月２4日(金) ６名

  8月２8日(金) ６名

  9月２5日(金) ６名

10月２3日(金) ６名

11月２7日(金) ６名

12月25日(金) ６名

  1月22日(金) ６名

  2月26日(金) ６名

  3月25日(金) ６名

＊１回につき６名までの完全予約制となっております。
  必ず電話予約をお願い致します。
　（予約時間は平日午前９時～午後５時まで）

日常生活の心配ごとや悩みごとなら…や悩みごとなら

心配ごと相談所
日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

心配ごと相談所
●日　時　毎月第２金曜日　午後１時30分～午後4時
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」（ふれあい館西）
●相談員　民生児童委員、人権擁護委員から構成され、相談に応じています。

介護保険事業へのご意見・
ご要望をお聞かせ下さい
　皆様からの声を今後のサービス向上へとつなげてゆきたいと考えています。
　些細な事でも結構ですので、お気付きの点がございましたらお気軽にお寄せ下さい。

村民無料法律相談予定表
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