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6見守りネットワーク事業 「住民支え合いマップづくり」



「一人ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」
（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）

平成29年度社会福祉協議会予算と事業計画

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

施設整備等支出

予備費

支出合計

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

37,630

10,276

3,259

4,424

632

48

420

4,973

391

307

62,360

4,500

600

42,381

3,600

7,481

30

62

22

1,002

2,682

62,360

（単位：千円） （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

29,465

29,465

管理運営

福祉センター

33,920

33,920

管理経営

ふれあい館

76,800

76,800

管理経営

指定管理者制度指定施設

収　入

（単位：千円）

支　出
・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》

・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：
　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「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(毎週水曜日)
・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及び生活困窮者自立相談支援事業への連絡と協力
・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）
・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》

・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
・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
・身体障害児者へ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

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

社会福祉協議会事業継続計画（BCP）の策定

・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》

・共同募金活動の推進協力　　
・敬老会の開催（村共催）
・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

16区 いきいき・サロン

コミュニティサロン 「ハナミズキ」

福祉教育「盲導犬ふれあい教室」［平成28年度、平成29年度］

地域福祉活動計画の見直し
［現計画、平成24年11月から平成29年度計画の
　検討と見直し］
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＊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
・株式会社トミタ商会
・群馬コープ観光株式会社
・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
・有限会社マルオカ

・株式会社シー・アンド・エス
・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
・寿司壱番
・株式会社シブカワ包装
・北群渋川農業協同組合榛東支所
・株式会社上信

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
＊無料法律相談
＊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
＊ボランティア教室
＊であい夢プロジェクト事業

＊母子父子家庭激励旅行
＊障害児者教室
＊慰霊祭

　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。

社会福祉協議会費について

ご協力ありがとうございました!!

介護保険事業
●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、日常生活支援総
合事業］及び障害者総合支援事業（居宅介護、
生活介護）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
●地域支援事業改正に対応した事業展開の検討

村内在住で在宅介護されている方に福祉機器を無償で貸し出しています。
＊介護用ベッド（手動式タイプ）　　＊車椅子（子供用もございます）

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を行っています。

◆貸し出し期限はございません。必要な期間ご使用ください。
　なお、長期入院入所などの場合は一度返却をお願いいたします。

◆ご利用にあたり、入所施設からの通院はご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。

必要になった時
ご相談下さい

◆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円を徴収させていただいている会費です。

福
祉
機
器

福
祉
車
両

収入の部 支出の部

介護保険事業収入 48,012 人件費支出 41,421

障害福祉サービス
等事業収入 492 事業費支出 8,745

補助事業収入 1,170 事務費支出 1,477

受取利息配当金収入 2 施設整備等支出 1,416

その他の活動収入 4,595 その他の活動支出 1,619

その他収入 35 予備費支出 7

前期末支払資金残高 379

収入合計 54,685 支出合計 54,685

（単位：千円）
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見守りネットワーク事業
「住民支え合いマップづくり」

236名の参加

　また、今回は児童及び生徒の安心安全を視
野に学校関係者にも周知し、危険箇所や大雪
時の通学路確保についても協議していただき
ました　　　　　　　　　　　　　　　　　
　マップづくりは、防災だけが目的ではなく地
域の関係づくりのツールとして活用していただ
くものです。

　本事業は、榛東村地域福祉活動計画に記載
されている「地域における要援護者情報の把
握と共有」に基づき、災害時等において支援
を必要とする方・世帯（避難行動要支援者）
を地域全体で見守るネットワーク構築のため
地域支援関係者が一同に会し地域の詳細情
報を住宅地図に示し、避難行動要支援者を中
心とした総合的な支援体制のマップづくりを
実施し、地域住民による顔の見える関係づくり
（地域力の向上）避難行動要支援者等の福祉
ニーズ把握を目的としています。

　最後に平成29年度の事業目標を話し合い
発表していただきました。目標には、「通学路
や一人暮らし世帯の除雪・声掛け」「区民を対
象とした防災訓練の実施」「避難行動要援護
者と支援者の顔合わせ状況確認を行う」「地
域の方々の顔の見える関係づくりの場として、
気軽に立ち寄れる場所づくり」など各区から
貴重な意見と課題、目標が出され、実際に実
行された区の報告もありました。

2月22日（北小校区）、
23日（南小校区）に「住民支え合いマップづくり」を開催しました。

！！
戦没者慰霊祭

榛東村遺族会 ～戦没者の妻に感謝する事業～

　４月１８日、村英霊廟（柳沢寺）において「戦没
者慰霊祭」を開催しました。
　式典には、ご遺族をはじめ、来賓、関係者が多
く参列され、来賓、ご遺族代表者から慰霊の辞
が述べられました。
　英霊廟前の祭壇には参列者一人ひとりが敬
意と哀悼の意を込め献花を行いました。

　式典後、中央保育園の園児らも加わり自衛隊
第１２音楽隊による慰霊演奏を聴きながら英霊
を偲びました。
　戦争を体験された方々が少なくなる中で最愛
の家族を失いながらも苦難を乗り越えてきた遺
族の方とともに戦争がもたらすあらゆる苦しみや
悲惨さを後世に伝え続けなければならないと思
います。

　群馬県遺族の会女性部の活動として「満１００歳になられた
戦没者の妻」に対し、長寿や健康を祝うとともに、永遠の遺族
会活動等に対するご尽力等に感謝の意を表すために「戦没者
の妻に感謝する事業」を行っています。
　今年は、榛東村遺族会会員の小山セツ様が１００歳を迎えら
れました。

コミュニティサロン

「ハナミズキ」
サロンは誰でも
自由に利用できます！

◆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（旧療養棟）
◆参加費　無料
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戦没者慰霊祭

榛東村遺族会 ～戦没者の妻に感謝する事業～

　４月１８日、村英霊廟（柳沢寺）において「戦没
者慰霊祭」を開催しました。
　式典には、ご遺族をはじめ、来賓、関係者が多
く参列され、来賓、ご遺族代表者から慰霊の辞
が述べられました。
　英霊廟前の祭壇には参列者一人ひとりが敬
意と哀悼の意を込め献花を行いました。

　式典後、中央保育園の園児らも加わり自衛隊
第１２音楽隊による慰霊演奏を聴きながら英霊
を偲びました。
　戦争を体験された方々が少なくなる中で最愛
の家族を失いながらも苦難を乗り越えてきた遺
族の方とともに戦争がもたらすあらゆる苦しみや
悲惨さを後世に伝え続けなければならないと思
います。

　群馬県遺族の会女性部の活動として「満１００歳になられた
戦没者の妻」に対し、長寿や健康を祝うとともに、永遠の遺族
会活動等に対するご尽力等に感謝の意を表すために「戦没者
の妻に感謝する事業」を行っています。
　今年は、榛東村遺族会会員の小山セツ様が１００歳を迎えら
れました。

コミュニティサロン

「ハナミズキ」
サロンは誰でも
自由に利用できます！

◆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（旧療養棟）
◆参加費　無料
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相続や金融等法律に関することなら･･･

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

 6月２3日(金) ６名

7月２8日(金) 〃

8月２5日(金) 〃

9月２2日(金) 〃

10月27日(金) 〃

11月24日(金) 〃

12月22日(金) 〃

1月26日(金) 〃

2月２3日(金) 〃

3月２3日(金) 〃

＊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…

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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