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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

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

3,700

26,936

7,484

300

30

48,432

1,530

6,528

24

860

42

62

151

2,353

5,001

5,772

114,405

（単位：千円）収　入

収入合計収入合計 114,405114 405

・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
・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

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」、親子体験教室、講習会等の開催等］
・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》

・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》



「一人ひとりが思いやり安
（単位：千円）

（単位：千円）

平成26年度社会福祉協

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

77,379

6,299

19,477

4,031

641

48

464

2,353

1

1,150

2,562

114,405

（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

22,385

22,385

管理運営

福祉センター

30,755

30,755

管理経営

ふれあい館

73,585

73,585

管理経営

指定管理者制度指定施設

人件人件費支費支出出件人件件費支支費 出出

事務費支出

（単位：千円）

支　出
・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

福祉バ
・・・・戦没者
・・・・遺族靖
・・・・社会を
・・・・障害児
 （教育
・・・・善意銀
福祉団

円円千千（単位：千（単位：単位 千千円）千千円）円）

・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

村委託事業 ・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

指定管理事業

助

経

会

財

予

支

団体活動の推進援助・・・・福祉団

村委託事業
指

・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

募募募募金活金金活金活金活金活動動の動の動の動の推推推進推進推進協力　
会の開催（村共催）
バザーの開催

福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事業業業業業業業業業業
・・共・共・共共共同募同募同募同募
・・・・敬老会
・・・・福祉バ

地地地地地地地地域域域域域域域福福福福福福福地域福祉事業



春のシルバー見守り隊

　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。

　春のシルバー見守り隊は、入学し
たばかりの１年生を対象に、北小学

校及び南小学校において5月まで実施しています。
　通学に慣れていない１年生に同行することによ
って、防犯と安全を兼ねて見守りを行い、また、見
守り隊は、見守りを行うことだけでなく、高齢者と
児童の交流の場となることも目的としています。
　シルバー見守り隊の方は、ベストを着用してい
ます。

　参加された方々は、２月１４日から１５日に
かけての記録的な大雪で不自由な生活を
強いられたあの日を振り返りながら今まで
以上に活発な情報交換をされていました。

　マップづくりは世代を超えた「顔の見え
る関係づくり」へとつながり、地域力のアッ
プへつなげることも目的としています。

シルバー見守り隊は、村民の皆さまからご協力いただいた歳末たすけあい募金を活用しています。

ママッププづづくくりりはは、各各区区役役員員、民民生児児童童委委員員、消防団、防災ボランティア、村内福祉施設の職員員員 消防団 防防防災災ボボラランンテティアア 村村内内福福祉祉施施設設のの職職員員員員 消消防防団団 防防
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

３月７日に見守りネットワーク事業「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。

見守りネ トト 業「マ プづくり」をトトワ ク事業３月７日に見３月

見守りネットワーク事業「マップづくり」に…
約１70名の方が参加！！

見守りネットワーク事業「マップづくり」に…
約１70名の方が参加！！



「手話教室」福祉教育推進事業「手話教室」福祉教育推進事業

介護者教室・リフレッシュ事業
　社会福祉協議会において介護保険サービ
スを利用されている利用者の介護者に対し、
より安心安全に生活していただく為、また介
護者同士の交流を深めていただく機会を提
供し、心身ともにリフレッシュしていただくこ
とを目的として「介護者教室・リフレッシュ事
業」を開催しました。

　今回は、「おいしく食べて元気になろう」を
テーマに株式会社明治栄養士の磯貝渚氏に
よる食べる力の咀嚼や嚥下、栄養管理などに
ついて実際に栄養補助ドリンク等を使ってわ
かりやすく説明していただきました。またケ
アマネージャーによる相談時間もあり悩みや
不安を相談されている方もいました。
　参加者からは「よかった!次回が楽しみ」、
「また参加したい」などの声もいただきました。

　2月7日、南小学校では総合学習の一環とし
て4年生を対象に「手話教室」を実施しました。
　渋川市手話サークル「おりづるの会」の方を
講師に迎え、耳の不自由な方の生活で困るこ
とや自分たちにできることなどについてお話
しいただきました。

　また、簡単なあいさつを手話でご指導いた
だき、実際に向き合って練習し、相手の立場に
立つことの大切さや手話について理解を深
めることができたようです。



＊特別会員は村外企業が対象になっております。

・群馬コープ観光株式会社
・熊井戸工業株式会社
・松本印刷工業株式会社 
・北関東衛材株式会社
・北群渋川農業協同組合
・電通システム株式会社
・新光ビルサービス株式会社

・東京音響株式会社
・株式会社トミタ商会
・株式会社群馬ナブコ
・株式会社イーエムシー 
・青木薬品株式会社
・株式会社六本木商店
・有限会社丸岡教育用品

・森永群馬乳製品販売株式会社
・ソネット株式会社
・甲鍵セキュリテイシステム株式会社
・マツダ印刷株式会社
・朝日印刷工業株式会社
・寿司壱番
・丸善テクノ株式会社 

特別会員

社会福祉協議会費について
　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。
て、「一人ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」を目目標に、今後もより良い事業を推進して
いきいきますますのでのでご協ご協力宜力宜しくしくお願お願い申い申し上し上げまげます。す。

＊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

式会社
社

・東京音響株式会社
株式会社トミタ商会

・森永群馬乳製品販売株式会社
ソネ ト株式会社

社

ご協力ありがとうございました

　有限会社ダイアナ取締役
社長 趙栄日様、渋川遊技場
組合長 木村秀盛様より社会
福祉協議会へポロシャツを
寄贈いただきました。
　有効に活用させていただ
きます。あたたかい心あり
がとうございました。

有限会社ダイアナ取締

あたたかい善意
ありがとうございます
あたたかい善意
ありがとうございます

木村秀盛様 趙栄日様



●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。

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。

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。

村英霊廟（柳沢寺）において、戦争で尊い命
を失った299人の英霊を偲ぶため、ご遺族をは
じめ、来賓、関係者ら約１50名が参列し「戦没
者慰霊祭」を4月１6日に開催しました。
式典では、戦没者へ黙祷を捧げた後、来賓、

ご遺族代表者より慰霊の辞が述べられました。
英霊廟前の祭壇に参列者一人ひとりが敬

意と哀悼の意を捧げ献花されました。

　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、参
加者全員で英霊を偲びました。
　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
族の方々とともに戦争がもたらすあらゆる苦し
み、悲惨さを後世に伝え続けなければならないと
思います。

戦没者慰霊祭



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２3日(金) ６名

  6月２7日(金) ６名

  7月２5日(金) ６名

  8月２2日(金) ６名

  9月２6日(金) ６名

10月２4日(金) ６名

11月２8日(金) ６名

12月19日(金) ６名

  1月２3日(金) ６名

  2月２7日(金) ６名

  3月２7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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