


平成24 会会計決算報告と事業報告年度社会福祉協議会会計決算報告と事業報告
ふれあい・いきいきサロン事業ふれあい・いきいきサロン事業

福祉教育福祉教育

（単位：千円） （単位：千円）（単位：千円）

（単位：千円）

平成24 会会計決算報告と事業報告年度社会福祉協議会会計決算報告と事業報告

福祉教育

母子・父子・児童福祉事業母子・父子・児童福祉事業

・障害者健康教室（教育委員会共催）の開催・障害者健康教室（教育委員会共催）の開催

遺族援護事業遺族援護事業

障害福祉事業障害福祉事業

相談事業相談事業

ボランティア育成事業ボランティア育成事業
災害ボランティア事業災害ボランティア事業

歳末たすけあい事業歳末たすけあい事業

村委託老人福祉事業・
身体障害者等事業

指定管理施設運営

村委託事業

日常生活自立支援事業

居宅介護事業

善意銀行の運営

介護保険事業

・居宅介護事業（身体障害者等ホームヘルプサービス）
・デイサービス事業（身体障害者等デイサービス）

低所得者対策事業

企画広報事業企画広報事業企画広報事業

・広報紙「夢・広報紙「夢･･･21･･･21」発刊」発刊
・社会福祉協議会・社会福祉協議会
　ホームページ開設　ホームページ開設

・ふれあい・いきいきサロンの開催（・ふれあい・いきいきサロンの開催（2121地区、地区、244244回開催）回開催）・ふれあい・いきいきサロンの開催（21地区、244回開催）

老人福祉事業老人福祉事業

・応急手当普通救命（・応急手当普通救命（AEDAED）講習会の開催）講習会の開催
 （防災ボランティア共催）（防災ボランティア共催）
・ぐんまボランティアフォーラム・ぐんまボランティアフォーラム

・東日本大震災復興支援ツアー・東日本大震災復興支援ツアー
・東日本大震災復興支援ボランティア活動・東日本大震災復興支援ボランティア活動
 （防災ボランティア）（防災ボランティア）
・東日本大震災復興支援研修会・東日本大震災復興支援研修会
 （ボランティア連絡協議会）（ボランティア連絡協議会）
・災害ボランティア活動支援プロジェクト派遣・災害ボランティア活動支援プロジェクト派遣

・居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）
・訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
・介護予防訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
・通所介護事業（デイサービスセンター）
・介護予防通所介護事業（デイサービスセンター）
・介護保険利用者外出行事（羽田空港国際ターミナル他）

・訪問介護事業〈老人〉
 （生活支援型ホームヘルプサービス事業）
・訪問入浴介護事業〈身障〉（移動入浴サービス）
・紙おむつ配布事業
・ミニデイサービス事業
・福祉車両貸付事業

・策定準備会議開催・策定準備会議開催    計８回　・策定委員会計８回　・策定委員会
・ダイジェスト版全世帯配布・ダイジェスト版全世帯配布
・策定準備会議開催  計８回　・策定委員会
・ダイジェスト版全世帯配布

・榛東村高齢者能力活用センター管理運営

・福祉教育に関する連絡会議（三校）福祉教育に関する連絡会議（三校）
・「はるかのひまわり」事業（南北小学校）「はるかのひまわり」事業（南北小学校）
・親子防災体験教室（防災館）親子防災体験教室（防災館）
・北小学校北小学校4年生福祉体験学習（手話教室）年生福祉体験学習（手話教室）
・南北小学校４年生福祉体験学習（車椅子体験）南北小学校４年生福祉体験学習（車椅子体験）
・榛東中学校１年生福祉学習（ボランティア活動とは榛東中学校１年生福祉学習（ボランティア活動とは…）

・福祉教育に関する連絡会議（三校）
・「はるかのひまわり」事業（南北小学校）
・親子防災体験教室（防災館）
・北小学校4年生福祉体験学習（手話教室）
・南北小学校４年生福祉体験学習（車椅子体験）
・榛東中学校１年生福祉学習（ボランティア活動とは…）

・戦没者慰霊祭の開催（村共催）・戦没者慰霊祭の開催（村共催）
・戦没者遺族靖国神社参拝事業（東京・戦没者遺族靖国神社参拝事業（東京都「靖国神社「靖国神社」）
・戦没者慰霊祭の開催（村共催）
・戦没者遺族靖国神社参拝事業（東京都「靖国神社」）

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

介護保険事業収入

自立支援等収入

利用料収入

負担金収入

運営費収入

補助事業等収入

雑収入

受取利息配当金収入

経理区分間繰入金収入

前期末支払資金残高

収入合計

4,644

1,694

3,585

25,040

5,493

370

49,698

1,000

8,352

15

25

155

118

367

2,439

13,089

116,084

（単位：千円）収　入支　出

・障害者健康教室（教育委員会共催）の開催

・安心カード設置更新・安心カード設置更新

・若年母子・父子家庭激励旅行の実施（横須賀、羽田空港）・若年母子・父子家庭激励旅行の実施（横須賀、羽田空港）

遺族援護事業

障害福祉事業

ふれあい・いきいきサロン事業

安心カード設置事業安心カード設置事業

・しんとう便利電話帳配布・しんとう便利電話帳配布
しんとう便利帳事業しんとう便利帳事業

相談事業

ボランティア育成事業
災害ボランティア事業

歳末たすけあい事業

福祉広報事業福祉広報事業

・小口生活資金
・緊急食料提供事業
・生活福祉資金

母子・父子・児童福祉事業

・広報紙「夢･･･21」発刊
・社会福祉協議会
　ホームページ開設

・敬老はがき励まし事業　　　敬老はがき励まし事業　　　
・村共催「敬老会村共催「敬老会」（対象者（対象者7070歳以上、歳以上、2,2322,232名）名）
・世代間交流事業の実施世代間交流事業の実施
・一人暮らし老人配食サービスの実施一人暮らし老人配食サービスの実施
・新春おせちサービスの実施新春おせちサービスの実施
・一人暮らし老人保養事業の実施一人暮らし老人保養事業の実施
・寝たきり老人等布団丸洗いサービスの実施寝たきり老人等布団丸洗いサービスの実施
・在宅介護者教室在宅介護者教室

老人福祉事業

・村民無料法律相談の実施　・心配ごと相談所開設・村民無料法律相談の実施　・心配ごと相談所開設

・応急手当普通救命（AED）講習会の開催
 （防災ボランティア共催）
・ぐんまボランティアフォーラム

・東日本大震災復興支援ツアー
・東日本大震災復興支援ボランティア活動
 （防災ボランティア）
・東日本大震災復興支援研修会
 （ボランティア連絡協議会）
・災害ボランティア活動支援プロジェクト派遣

・安心カード設置更新

・若年母子・父子家庭激励旅行の実施（横須賀、羽田空港）

安心カード設置事業

・しんとう便利電話帳配布
しんとう便利帳事業

福祉広報事業

・榛東村福祉センター
・しんとう温泉ふれあい館

・ギャッチベット・エアーマット・
　車椅子の貸し出し

福祉機器貸付事業

・村民無料法律相談の実施　・心配ごと相談所開設

・シルバー人材見守り事業・シルバー人材見守り事業
・子育てボランティア支援事業　・子育てサロン支援事業・子育てボランティア支援事業　・子育てサロン支援事業

災害時等要援護者事業災害時等要援護者事業

・敬老はがき励まし事業　　　
・村共催「敬老会」（対象者70歳以上、2,232名）
・世代間交流事業の実施
・一人暮らし老人配食サービスの実施
・新春おせちサービスの実施
・一人暮らし老人保養事業の実施
・寝たきり老人等布団丸洗いサービスの実施
・在宅介護者教室

・シルバー人材見守り事業
・子育てボランティア支援事業　・子育てサロン支援事業

災害時等要援護者事業
・住民支え合い・住民支え合い
　マップづく　マップづくり（全地区）（全地区）
・住民支え合い
　マップづくり（全地区）



平成平成2424年度社会福祉協議会年度社会福祉協議会会計決算報告と事業報告
ふれあい・いきいきサロン事業

福祉教育

（単位：千円）（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円）

平成平成2424年度社会福祉協議会年度社会福祉協議会会計決算報告と事業報告

母子・父子・児童福祉事業

・障害者健康教室（教育委員会共催）の開催

遺族援護事業

障害福祉事業

相談事業

ボランティア育成事業
災害ボランティア事業

歳末たすけあい事業

村委託老人福祉事業・村委託老人福祉事業・
身体障害者等事業身体障害者等事業

指定管理施設運営指定管理施設運営

村委託事業村委託事業

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業

居宅介護事業居宅介護事業

善意銀行の運営善意銀行の運営

介護保険事業介護保険事業

・居宅介護事業（身体障害者等ホームヘルプサービス）・居宅介護事業（身体障害者等ホームヘルプサービス）
・デイサービス事業（身体障害者等デイサービス）・デイサービス事業（身体障害者等デイサービス）

低所得者対策事業低所得者対策事業

企画広報事業

・広報紙「夢･･･21」発刊
・社会福祉協議会
　ホームページ開設

・ふれあい・いきいきサロンの開催（21地区、244回開催）

老人福祉事業

・応急手当普通救命（AED）講習会の開催
 （防災ボランティア共催）
・ぐんまボランティアフォーラム

・東日本大震災復興支援ツアー
・東日本大震災復興支援ボランティア活動
 （防災ボランティア）
・東日本大震災復興支援研修会
 （ボランティア連絡協議会）
・災害ボランティア活動支援プロジェクト派遣

・居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）・居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）
・訪問介護事業（ホームヘルプサービス）・訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
・介護予防訪問介護事業（ホームヘルプサービス）・介護予防訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
・通所介護事業（デイサービスセンター）・通所介護事業（デイサービスセンター）
・介護予防通所介護事業（デイサービスセンター）・介護予防通所介護事業（デイサービスセンター）
・介護保険利用者外出行事（羽田空港国際ターミナル他）・介護保険利用者外出行事（羽田空港国際ターミナル他）

・訪問介護事業〈老人〉・訪問介護事業〈老人〉
 （生活支援型ホームヘルプサービス事業）（生活支援型ホームヘルプサービス事業）
・訪問入浴介護事業〈身障〉（移動入浴サービス）・訪問入浴介護事業〈身障〉（移動入浴サービス）
・紙おむつ配布事業・紙おむつ配布事業
・ミニデイサービス事業・ミニデイサービス事業
・福祉車両貸付事業・福祉車両貸付事業

・策定準備会議開催  計８回　・策定委員会
・ダイジェスト版全世帯配布

・榛東村高齢者能力活用センター管理運営・榛東村高齢者能力活用センター管理運営・榛東村高齢者能力活用センター管理運営

・福祉教育に関する連絡会議（三校）
・「はるかのひまわり」事業（南北小学校）
・親子防災体験教室（防災館）
・北小学校4年生福祉体験学習（手話教室）
・南北小学校４年生福祉体験学習（車椅子体験）
・榛東中学校１年生福祉学習（ボランティア活動とは…）

・戦没者慰霊祭の開催（村共催）
・戦没者遺族靖国神社参拝事業（東京都「靖国神社」）

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

施設整備等支出

財務活動支出

支出合計

75,500

5,455

16,702

3,719

4

48

460

2,439

488

1,209

106,024

（単位：千円）

特　別　会　計

収入決算額

支出決算額

事業内容

高齢者能力活用センター

29,980

28,577

管理運営

福祉センター

34,656

30,389

管理経営

ふれあい館

62,636

62,636

管理経営

指定管理者制度指定施設

支　出支　出

（単位：千円）

支　出

・安心カード設置更新

・若年母子・父子家庭激励旅行の実施（横須賀、羽田空港）

安心カード設置事業

・しんとう便利電話帳配布
しんとう便利帳事業

福祉広報事業

村委託老人福祉事業・
身体障害者等事業

指定管理施設運営

村委託事業

日常生活自立支援事業

居宅介護事業

・小口生活資金・小口生活資金
・緊急食料提供事業・緊急食料提供事業
・生活福祉資金・生活福祉資金

善意銀行の運営

介護保険事業

・居宅介護事業（身体障害者等ホームヘルプサービス）
・デイサービス事業（身体障害者等デイサービス）

低所得者対策事業

・居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）
・訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
・介護予防訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
・通所介護事業（デイサービスセンター）
・介護予防通所介護事業（デイサービスセンター）
・介護保険利用者外出行事（羽田空港国際ターミナル他）

・訪問介護事業〈老人〉
 （生活支援型ホームヘルプサービス事業）
・訪問入浴介護事業〈身障〉（移動入浴サービス）
・紙おむつ配布事業
・ミニデイサービス事業
・福祉車両貸付事業

・小口生活資金
・緊急食料提供事業
・生活福祉資金

・敬老はがき励まし事業　　　
・村共催「敬老会」（対象者70歳以上、2,232名）
・世代間交流事業の実施
・一人暮らし老人配食サービスの実施
・新春おせちサービスの実施
・一人暮らし老人保養事業の実施
・寝たきり老人等布団丸洗いサービスの実施
・在宅介護者教室

・村民無料法律相談の実施　・心配ごと相談所開設

・榛東村福祉センター・榛東村福祉センター
・しんとう温泉ふれあい館・しんとう温泉ふれあい館
・榛東村福祉センター
・しんとう温泉ふれあい館

・ギャッチベット・エアーマット・・ギャッチベット・エアーマット・
　車椅子の貸し出し　車椅子の貸し出し

福祉機器貸付事業福祉機器貸付事業
・ギャッチベット・エアーマット・
　車椅子の貸し出し

福祉機器貸付事業

・シルバー人材見守り事業
・子育てボランティア支援事業　・子育てサロン支援事業

災害時等要援護者事業
・住民支え合い
　マップづくり（全地区）



　阪神・淡路大震災で小学校6年生の「はるかちゃん」というひとりの少女が壊れた
家の下敷きになり亡くなりました。その年の夏、彼女が亡くなった自宅跡に咲いた
一輪のひまわりを見つけた人達が「はるかのひまわり」と呼び震災から18年経つ

今も植え続けられています。
　今年も南小学校と北小学校では、命の大切さや自
分たちにできることを考え「はるかのひまわり」を育
てています。

　東日本大震災の被災地では震災発生から二年が経過し、「復興」への道のりは未だ遠く。特
に南相馬市は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響が大きく、当時と変わらない状況
が残念ながら継続している状況です。
　震災後の６月に４日間行ったボランティア活動参加者を中心に、２年が経過した被災地を訪
れ、南相馬市の状況を社会福祉協議会職員から拝聴し、震災を風化させない、惹いては経済
的支援も念頭に被災地の一日も早い復興支援となることを目的に実施しました。
　参加された方々は、当時の様子を思い出しながら、所々変わっている光景に「時間はかかっ
ても少しずつ進んでるね、また来ることができて良かった」「あれから時間が止まっているよ
うで、進んでいないところは進んでいないね」「家族にも伝えたい」などそれぞれの思いを参
加者同士で話していました。
　被災地へ再び訪れ、「風化させてはいけない」と改めて感じることができた研修でした。

まだ…終わってはいない！！…
少しずつ！！…できることを力に

　東日本大震災の被災災災地では震災発
に南相馬市は、東京電電力福島第一原

東日本大震災
復興支援研修会
（あれから二年…） 南相馬市小高区（旧警戒区域）

福祉教育

阪神 淡路大震災で小学校6年生の「はるかちゃん」といううひとり

 ～一輪のひまわりから～ ～一輪のひまわりから～ ～一輪のひまわりから～

９月１日
１２月９日
１１日

復興支援ツアー
復興支援ボランティア活動（防災ボランティア）
復興支援研修会

福島県いわき市
福島県南相馬市小高区
福島県いわき市

平成２４年度　東日本大震災における榛東村社会福祉協議会支援状況



　５月１７日に「火災時における消防救助
の支援に関する調印式」が行われました。
　近年、村外で働く消防団員が増加する
中、平日の日中時間帯における消防救助
活動に支障をきたし消防自動車までもが
出動不可能な事態に陥ってきています。
　そこで、平成１８年に消防団OBで設立
されている「防災ボランティアしんとう」
の会員も消火や救助、避難誘導など、経

験を活かした消防救助活動の支援ができるよう、榛東村と消防団、社会福祉協議会、防災ボ
ランティアしんとうが共に協議を重ね協定締結に至り
ました。
　世代を超えた支援活動であり、地域力向上に大きな
力となる事と思います。

　今年度も防災ボランティアしんとう主催による、普通救命講習会が開催されました。
　講習会では、応急手当の基礎知識から救命処置として実際に心肺蘇生法を行いAED
（自動体外除細動器）の使用方法を学びました。参加された会員からは講師の救命士に
多く質問されている姿もあり、真剣に取り組まれていました。
　防災ボランティアしん
とうでは、災害時の支援
及び救援活動を迅速に
行えるよう各区の区長
や民生児童委員、消防団
等の協力を得ながら要
援護者の把握（支え合い
マップづくり）など支援
体制を確立しています。

今年度も防災ボランテ アしんとう主催による 普通救

救える命を守るために…救える命を守るために…
普通救命講習会普通救命講習会

救える命を守るために…
普通救命講習会

自分たちの地域は自分たちで守る！！



●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

※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。

お寄せいただいた善意

田中　充子
匿名
髙橋佐代子
山崎　正躬
匿名
高崎市法人会女性部

タオル
タオル
エレクトーン
車椅子
車椅子
タオル

※平成24年4月～平成25年3月受付順・敬称略

物品の部

浄財の部（単位：円）

※お寄せいただいた善意は、デイサービスセンタ
ー等の施設において、また福祉機器(ベッドや車
椅子など)の購入等の貴重な財源として活用させ
ていただいております。

あたたかいこころありがとうございますあたたかいこころありがとうございますあたたかいこころありがとうございます

匿名
榛東カラオケ愛好会会長　安田好男
楽集センター親善ゴルフ
榛東村身体障害者自立更生会
小野関國龍
匿名
しんとう虹色コンサート
小野関國龍
匿名
18区夏祭り実行委員会
塩沢　利雄
小野関國龍
株式会社オ－ケ－コーポレーション
産業祭福祉バザーチャリティーボックス
産業祭マイ箸コーナーチャリティーボックス
産業祭福祉バザー売上げ
岡部自動車工業
社協チャリティーゴルフ
ボランティア連絡協議会
匿名
善養寺　徳男
匿名

22,878
30,000
100,000
379,233
20,000
3,000
33,614
20,000
19,652
5,111
15,838
20,000
500,000
10,000
21,463
296,150
70,000
71,764
10,000
25,143
10,000
10,000

子供用の車椅子も
ございます



　グラウンド・ゴルフ協会の会員の方々が日
頃の練習場とされているしんとう温泉のグラ
ウンドゴルフ場に率先して奉仕作業を行って
くださいました。
　斎藤末秋会長より「協会でいつも使用させ
ていただいているから」と支部長へ呼びかけ
各区の会員約１1０名の方々が集まってくださ
り、暑い日差しの中、黙々と作業に取り組んでくださいました。
　ご協力ありがとうございました!

グラウンド・ゴルフ協会の会員の方々が日

グラウンド･ゴルフ場に約１1０名の方が・・・！？グラウンド･ゴルフ場に約１1０名の方が・・・！？グラウンド･ゴルフ場に約１1０名の方が・・・！？

　榛東村と大洗町が友好都市協定を結んで
いることから、６月２５日、シルバー人材センタ
ーでは、公益社団法人大洗町シルバー人材
センターへ視察研修に行ってきました!!
　研修にあたり挨拶して下さった大洗町シル
バー人材センターの理事長さんは、９４歳!参加
された会員からは拍手が沸き上がりました。
　大洗町シルバー人材センターの概要等説明していただき、会員からも質問があり、有
意義な研修となったようです。

　 福祉センターを利用されている方に社会参加
促進の機会を提供し、体験を通して社会的視野
の拡大と日常生活への意欲や励みとなるよう、ま
た、保護者間の親睦を深めて頂くことを目的に余
暇支援事業を実施しました。
　水族館は初めてだという方もいて、楽しんでもらえたようです。
 また、イルカショーでは、水しぶきが飛んでくる中、迫力ある演技に
皆さん大喜びでした。
　親子でコミュニケーションを図りながら、また、保護者同士でも親睦を深めることができた
ようです。

榛東村と大洗町が友好都市協定を結んで

シルバー人材センター視察研修シルバー人材センター視察研修シルバー人材センター視察研修

福祉センター「ささえの家」福祉センター「ささえの家」



日常生活の心配ごとや悩みごと身近なことなら…

心配ごと相談所
●日　時　毎月第２金曜日　午後１時30分～午後３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。
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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ら相

村民無料
法律相談所

  ９月２７日(金) ６名

１０月２5日(金) ６名

11月２2日(金) ６名

12月２0日(金) ６名

  1月２4日(金) ６名

  2月２8日(金) ６名

  3月２8日(金) ６名

●日　時　毎月第４金曜日（１2月第3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

＊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）

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


