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この「しんとう夢21」は、共同募金の配分金によって発行されています。こ

学童保育所



協議会予算と事業計画
安心して暮らす村づくり」

収　入 （単位：千円）（単位：千円）（単位 千円）

・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》

・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
・子育てボランティアの育成
・ボランティア活動の推進援助
・子ども食堂開催に伴う運営協力

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》

・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
・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》協働による安全・安心な村づくり

《支援活動の充実》
・安全安心むらづくり事業の推進
(住民支え合いマップづくり、個別避難計画作成等)
・安心生活サポート事業の推進
・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実施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
・福祉サービス利用援助事業の実施
・寝たきり老人等布団丸洗い事業の実施
・福祉車両の運行管理（車椅子対応車両）
・福祉機器の貸与事業（ギャジベッド、車椅子）
・緊急食料提供事業の充実
・生活福祉資金及び小口生活資金の貸付
・生活困窮者自立相談支援事業への連絡と協力 理事会

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

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

200

47,748

3,048

116

30

8

7

12

4,341

3,155

63,165



令和４年度社会福祉協
「一人ひとりが思いやり安

支　出 （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

30,910

30,910

管理運営

福祉センター

35,165

35,165

管理経営

ふれあい館

81,020

81,020

管理経営

指定管理者制度指定施設

・生活支援体制整備事業の実施
・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
・身体障害児者へのデイサービスの提供
・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

・学童保育所管理運営事業
（北部学童保育所、南部学童保育所）
・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

・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
・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

評議員会

生活支援体制整備事業
「地域ささえあい協議体」

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業等支出

共同募金配分金支出

助成金支出

負担金支出

その他の活動支出

予備費支出

支出合計

42,410

3,467

4,034

612

3,979

381

49

7,894

339

63,165



◆介護保険事業

◆障害者総合支援事業
・生活介護事業

・居宅介護事業
・通所介護事業（デイサービス）
　　介護予防通所介護相当サービス
・介護保険利用者外出事業の実施
・介護者教室の実施

◆◆◆◆介介護護保保険険事事業業介護 険 業
・居居宅介護事業介居 業介 業介居 業介 業

介護保険事業

ご協力ありがとうございました!!

＊特別会員は村外企業が対象となっております。

＊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

＊母子父子家庭激励旅行
＊慰霊祭

社会福祉協議会費について

・電通システム株式会社 ・群馬コープ観光株式会社
・東京音響株式会社 ・株式会社六本木商店
・青木薬品株式会社 ・松本印刷工業株式会社
・株式会社アド・プラン ・熊井戸工業株式会社
・北関東衛材株式会社 ・平出紙業株式会社
・新光ビルサービス株式会社 ・松村食販株式会社
・株式会社トミタ商会 ・甲鍵セキュリティシステム株式会社

　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。

＊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

特別会員

活介護事業活 護事

（敬称略）

収入の部 支出の部

介護保険事業収入 40,380 人件費支出 30,792

障害福祉サービス
等事業収入 2 事業費支出 7,623

補助事業収入 1,396 事務費支出 1,159

受取利息配当金収入 1 施設整備等支出 1,737

その他の収入 20 その他の活動支出 1,009

前期末支払資金残高 4,501 予備費支出 3,980

収入合計 46,300 支出合計 46,300

（単位：千円）



　学童保育所は、共働きやひとり親家庭等の放課後における安心安全な生活を継続的に
保障し、毎日の生活を通して子ども達の健やかな成長を図り、保護者の仕事と子育ての
両立を支援し、家族の生活を守る学童保育所の役割を理解し運営を行っております。
保障し、毎日の生活をを通して子ども達の健やかな成成長を図り、保護者の仕事と子子育ての
両立を支援し、家族の生生活を守る学童保育所の役割割を理解し運営を行っておりまます。両 を支 し 族 生活 守 学童 育 の役 を 解し 営 行っ お ます

今年４月には、南部「第三学童保育所」が開設いたしました！

南部　第一・第二学童保育所

南部　第三学童保育所三学童保保育所三学

北部　第一・第二学童保育所

学童保育所事業
収入の部 支出の部

事業収入 22,755 人件費支出 43,879

村委託料収入 38,105 事業費支出 13,015

受取利息配当金収入 1 事務費支出 1,723

その他の収入 4 その他の活動支出 954

施設整備等支出 150

予備費 1,144

収入合計 60,865 支出合計 60,865

（単位：千円）



また、シドニーパラリンピックの貴重な銅メダルを子どまた シド パラリ ピ の貴重な銅メダルを子ど
も達に触れさせていただき、子ども達は、初めて見て触れ
るメダルに感動している様子でした。
最後に、塚本先生に子ども達から質問や感じたことを

緊張しながらも自分の言葉で伝えることができ有意義な
時間となったようです。

　２月１６日南小学校の福祉教育の一
環でシドニーパラリンピック車椅子バ
スケットのメダリスト塚本京子氏を講
師に迎え、交通事故に遭った後の生活
やリハビリ、車椅子バスケットとの出会
い等についてお話いただきました。
　今回は新型コロナウイルス感染予防
のため競技用車椅子の操作方法を説
明いただきその後、試乗体験をさせて
いただきましたいただきました。

年明けから続く新型コロナウイルス感染症の急拡大
により、今年度も一人暮らし高齢者保養事業の実施が
難しく、自粛生活から高齢者の健康状態も懸念される
ため、一人ひとりの様子をうかがいました。また、年中
行事も大勢で楽しむ事が難しくなっていることから、
節分の日に職員が鬼となり訪問し、季節の行事を楽し
んでいただき、心身ともにリフレッシュしていただくこ
とを目的に昨年度同事業を利用された方を対象に実施
しました。

鬼がお弁当と福豆セットを届けにうかがうと「節分を忘れていたよ」「かわいい鬼
が来てくれてうれしい」「またみんなと旅行に行けるといいな」「みんなも元気かな」
「もう少し元気でいなきゃね」などお話を聞くことができました。話を聞くことができました。

一人人

～邪気を払って
　福を呼び込もう～
～邪気を払って
　福を呼び込もう～

福祉教育 車椅子バスケ



一般
作
業
分
野

技
能
分
野

職　種 仕事の種類 単価基準

植木の手入れ ・ 営繕修理　等

木の伐採   
（チェーンソー ・ エンジンバリカン使用）等

時間給 1,050円

農作業 時間給 900円

時間給 1,050円

屋外軽作業

技　　　能

シルバー人材センター会員募集
健康のために！ 仲間づくりに！ 経験と能力を活かしてみませんか！？

●就労費単価基準表（一部）● (会員一人あたり)

高齢者能力活用センター

　シルバー人材センターでは、常時会員を募集しています！
◆村内在住の６０歳以上の方で健康で働く意欲をもつ方なら男女問わずどなたでも入会できます。
◆臨時的かつ短期的な就業ですので、安定した就業補償はできかねますが、豊かな経験・知識・技術を
　活かしてみませんか？

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。

◆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・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。
　社協会費とは、各区自治会長様のご協力のもと年間１，０００円を納入している会費です。

福
祉
機
器

福
祉
車
両

村内在住で在宅介護されている方に福
＊介護用ベッド（手動式タイプ）　　＊
◆貸し出し期限はございません。必要な期
なお 長期入院入所などの場合は一度

福
祉
機
器

必要になった時
ご相談下さい

詳しいお問い合わせ・申し込みは、榛東村社会福祉協議会 ☎55-5294 まで
お気軽にお電話ください。

福祉機器を無償で貸る方に福 貸し出しています貸し

◆１件の依頼につき、２人以上での作業となります。
◆就労費は、３０分単位で計算します。
◆就労費に対し、事務費８％加算し、請求させていただきます。
◆除草・草刈・剪定等で出た草や枝を清掃センターへ搬入して処理する場合、１㎏あたり１５円の費用がかかります。
◆支払い方法は、指定口座へ振り込みとなります。（請求書に振込先を記載してあります。）

草　刈（機械使用）等 時間給 950円
(別途実費燃料費 １㍑180円)
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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。

◆ホームページ http://www.shinto-shakyo.jp/  ◆Ｅ-mail  yume21@shinto-shakyo.jp

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（９月第４木曜日）
　　　　　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

相
日　　時 定　員

４月２2日(金) ６名
５月２7日(金) 〃
６月２4日(金) 〃
７月22日(金) 〃
８月２6日(金) 〃
９月２2日(木) 〃
１０月２8日(金) 〃
１１月２5日(金) 〃
１２月２3日(金) 〃
１月２7日(金) 〃
２月２4日(金) 〃
３月２4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…の心配 とや悩み 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

村民無料法律相談予定表

●日　時　毎月第２金曜日
　　　　　午前９時３０分～午前１１時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　民生児童委員、人権擁護委員、行政相談委員、民生児童委員経験者、
　　　　　主任児童委員経験者から構成され、相談に応じています。
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