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令和２年度  敬老会令和２年度  敬老会
褒賞おめでとう
ございます



（単位：千円）

●生活支援体制整備事業
　◆地域訪問活動　　
　　［高齢者ふれあい・いきいきサロン・子育てサロン・
　　　　　　　　  ハナミズキ・世代間交流会・施設訪問］
　◆担い手支援活動（お互い様のきっかけ塾）
　　［はつらつ教室・認知症カフェ・研修会等］
　　［えがお塾（ラフターヨガ）・
　　　  おとめ塾（少林寺拳法女性のための護身術教室）］
　◆村づくり連絡会議
　　［生活支援体制整備事業担当者会議・
　　　　　　　　　　　　　  村内福祉施設間連絡会議］
　◆介護生活相談・地域ケア会議・研修会
　◆生活支援コーディネーター通信［ささえあい夢通信発刊］
●一人暮らし老人等事業
　・一人暮らし老人等配食サービス　
　・一人暮らし老人保養事業
●老人福祉事業・身体障害者等事業
・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）
　・紙おむつ配布事業
　・ミニデイサービス事業

村委託事業

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

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

4,830

1,293

43,552

3,408

4,518

31

41

3,805

5,444

66,922

（単位：千円）

会会費費収収入入
収　入

理事会理事会

●共同募金活動［歳末たすけあい募金実施］
●村共催「敬老会」（対象者70歳以上、2,820名）　
●戦没者追悼式開催　村共催［戦没者慰霊祭］
●戦没者遺族靖国神社参拝事業
●母子・父子児童福祉事業
　［親子ふれあい交流事業］（長野県松本城）
●善意銀行の運営
●福祉車両貸付事業

地域福祉事業

●生活支援体制整備事業●生
◆地域訪問活動◆

村委託事業
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●安全安心むらづくり事業
　・台風19号避難所開設、避難行動要支援者安否確認
　・見守りネットワーク住民支え合いマップ作成
（全村、参加者219名）
●ふれあい・いきいきサロン（高齢者）事業
　・ふれあい・いきいきサロンの開催（20地区、218回開催）
●コミュニティサロン「ハナミズキ」事業
　・榛東さいとう医院（旧療養型病棟【毎週水曜日開催】）
●小学生見守り支援事業
●子育てサロン支援事業
●子育てボランティア支援事業
●であい夢プロジェクト事業（独身者への出会いの場提供）
●日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）
●寝たきり老人等布団丸洗いサービス事業
●福祉機器貸与事業（無償貸与）［ギャッチベッド・車椅子］
●低所得者等対策事業
　［小口生活資金・緊急食料提供事業・生活福祉資金］

協働による安全・安心な村づくり
《支援活動の充実》

・紙おむつ配布事業
・ミニデイサービス事業

●榛東村福祉センターささえの家
●しんとう温泉ふれあい館
●北部・南部学童保育所

指定管理事業

（（（単位：千（単位：（単位：千：収 入収　入 ））円）千千 ））円）円）
協働による安全・安心な村づく
《支援活動の充実》

議会決算報告と事業報告
安心して暮らす村づくり」



（単位：千円）（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

43,145

39,071

管理運営

福祉センター

30,962

30,684

管理経営

ふれあい館

73,161

73,161

管理経営

指定管理者制度指定施設

（単位：千円）（単位：千円）

支　出
39,659

5,538

2,716

3

3,794

318

47

786

7,562

60,423

評議員会評議員会

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業支出

共同募金配分金事業費支出

助成金支出

負担金支出

施設整備等支出

その他の活動支出

支出合計

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》
●ボランティア教室、ボランティア団体活動援助、
　ボランティア活動
　・防災器具コミセン設置講習会
（防災ボランティア共催）
　・防災ボランティア視察研修
●世代間交流事業
●在宅介護者教室
●福祉教育
　・敬老ふれあいメッセージ
　・榛東村敬老会小中学生受付業務
　・南北小学校運動会老人招待事業
　・南北小学校ふくし学習
　・北小学校福祉体験学習
　　　　　　　　　　（車椅子バスケットボール）
　・北小1年生昔遊び
（民生児童委員、長寿会協力、シルバー人材協力）
　・南小学校福祉講座、体験学習
　　　　　　（盲導犬ふれあい教室、手話教室）

支え合い、一人ひとりがつながる村づくり
《情報収集・発信》
●相談事業
　［無料法律相談、心配ごと相談、在宅介護相談等］
●広報事業　
　社会福祉協議会広報紙「夢…21」発刊
　社会福祉協議会ホームページ随時更新

●民生委員児童員協議会との連携援助
●安心カード設置事業及びしんとう便利電話帳事業
　・安心カード設置情報更新・報告

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》

円）単位：千：（単位：千： ））（単（（単位：千円）（単（単位 円））支 出支　出支支

令和元年度社会福祉協議
「一人ひとりが思いやり安



◆介護保険事業
・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

（栃木県「東武ワールドスクエア」）

◆◆◆介護保険険事業護 険護 事険事

介護保険事業

学童保育所事業収入の部 支出の部

事業収入 19,236 人件費支出 28,641

村委託料収入 22,803 事業費支出 11,855

受取利息配当金収入 0 事務費支出 491

その他の収入 0 施設整備等支出 815

前期末支払資金残高 0 その他の活動支出 397

収入合計 42,039 支出合計 42,199

（単位：千円）

収入の部 支出の部

介護保険事業収入 55,946 人件費支出 43,204

補助事業収入 2,513 事業費支出 6,593

受取利息配当金収入 3 事務費支出 928

その他収入 29 その他の活動支出 1,663

その他の活動収入 463 施設整備等支出 1,415

前期末支払資金残高 18,314

収入合計 77,268 支出合計 53,803

（単位：千円）



お寄せいただいた善意

匿名
一倉冨美子
須田勇一
平山孝雄

匿名

紙おむつ・パット
タオル・花瓶
タオル
かご

車椅子

手作りマスク

匿名
匿名
塩澤利雄
株式会社オーケーコーポレーション
楽集センター親善ゴルフ
ふれあい館チャリティーボックス
産業祭チャリティーボックス
匿名
匿名
匿名

 10,000
 49,033
 500,000
 500,000
123,000
 1,202
 12,492
 63,077
 10,000
 24,978

※平成31年4月～令和2年3月　受付順・敬称略

浄財の部（単位：円） 物品の部

※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

。
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中外製薬株式会社様より寄贈

生命保険
ファイナンシャル
アドバイザー協会
群馬県協会
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組６組組６組組組
組2220組

ふれあい・いきいきサロン推進事業ふれあい・いきいきサロン推進事業

本本本本本本本本 の敬の敬の敬の敬老会老会老会老会老会会 ココココロナロナロ ウウウウウ スススス本本年度年度年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 の 会は新は 型型 ウイウイルスルスルスルスルナナナナウウ ススススススス年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 は新は新は新新の敬の敬度度 イル
染染染染染染拡大拡大拡大拡大拡大大防防防防防防防 たため例め例め例め例例年の年年年の年年 会は会は会は会はは会は中止中止中止中止中止中止中感染感染感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感 防止防 のたのた の敬老敬老会会 止止止止止中中中中中中会会会老老老会会会会防止防止 年の年の年の年ののの 中中中中中中例例例 老老老老老の大大防防防防防
なななりまりまりまりまり ししししししし 村と村と村と村と村 社会社社社社 協議協議協議協議議会で会で会で会でで会でとな したが、村 会会福祉福祉祉協協 ででででででででで会会会会会会会議議社社たたたたたががががががががとなととととと 祉祉祉祉祉祉祉協協協協協協りま でで

は、はは、はは 会連会連会連連会連会連連連合会合会合会合会合 のの ののののののもともともともともともと祝祝祝祝祝祝自治治会会 の協力の力の 祝詞詞及びびびびびびびびび及及及のの会連会会会連会連連会会会会会ははは とととと会会のののの 力力会会会、はは び及及びび及びびびびびびびびびび及及びびびびび
記念記念記記念記念 配布配布配布配配配 致し致し致ししししままままま念品を配 ましました。た配 ししししししまままま た。た。念念品品 布致を
ままままままた、た、た、た、た、た 社社社社社 協議協議協協議協議協協議協協 会で会会会会で会会で会 祝い祝い祝い祝い祝祝祝い祝いののののののま 会会福祉福祉祉祉祉協協協 ではお祝祝社社社社社会会会会会 でででで祉祉祉祉 い議協議 祝い祝い祝いいいいい、た、 議議議会会会 の記の記の記の記の記記の記の記記の記記記記記
ととととととしてしてしてしてしてしててごごごごごご るるれるれるれるれる方の方方方の方の方の方 念撮念撮念撮念撮念撮念撮影影影影念と念 ご希希望さ望 のみ記記念念撮撮撮影影念るるるる方方方 み希希希希望ししし 希念 記れれれさ 念念念念 影を影を影影ををををををを

ご案ご案案案 222220名0名0名0名0 以以以以 の撮の撮の撮のののの 影に影影に影影影案内し内し、、 以上の方方のの にうか影に影に影ににに22222200 上の 影に影に影に がががかががががが
い、いいい、 年年年年年にしにしにしにしにしかかかかかか ないないないないないないないからかかかからか「この年の年 かもか らえらえな ら写真い、い、 いいいいいななえな 真ははははは真は
りりがたがたがたがたがたいいい なかなかなかなかなかかなかなかなかななか 撮撮撮撮撮撮撮るこるこるこるこありあ いね」「「なな 写真を撮を撮真をかか こここことととととここ
なななないかいかいかいかいかいかいかい らら だだだだだね」ね」ね」ね」ね」ね」ね」なななどなど の喜の喜の喜喜喜びびびびびびがなが ら記念だ念だ ど沢山の びのびのびのの

声を声を声を声を声を声をを だきだきだきだきだきだだきだきだきだきだきだ ましましまましましましまま たたたたたをいたたたただだ た。

高高高齢者齢者齢者が住が住が住み慣み慣み慣れたれたれた地域地域地域で元で元で元気に気に気に暮ら暮ら暮らせるせるせるためためために、に、に、気軽気軽気軽ににに高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らせるために 気軽に
出かけていける仲間づくりの場（いきいきサロン）は新型コロ
ナウナウナウイルイルイルス感ス感ス感染拡染拡染拡大に大に大に伴い伴い伴い中止中止中止してしてしておりおりおりましましましたがたがたが、７、７、７月に月に月に代表代表代表
者連絡会議を開催し感染対策の徹底を代表者と協力し再開し
ました。約３ヶ月のサロンの休止中は「散歩やラジオ体操が日
課になった」「庭で少人数のお茶飲みをしていた」「近所で心配な方の声掛けに行った」「買い物に

行く回数を減らしていた」「サロンが
ないと人と顔を合わせることがなくな
る」「淋しかった」など様々な声を聞く
ことができました。
　現在、いきいきサロンは８月１４日に群
馬県の感染症警戒度移行に伴い再度
中止とさせていただいております。今後
の状況により、サロンを再開致します。

００度で７令和２年度で ００００歳令 年度で７００ 以上歳以歳歳 上上上上上の以以上上歳歳以以以以以上上上上上ののの方方歳歳以以年年年度 のの方度令令和 9 名19名２２２ 9２２２，919名名名名２２ 91２２２２， 名名２２，991199名名名名名名

祝敬老会
令和２年度



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）
◆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。

※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、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

　10月2日、村英霊廟（柳沢寺）において村と社会福祉協議会では「戦没者慰霊祭」を開
催いたしました。
　今年は、新型コロナウイルスの影響により延期となっておりましたが感染防止対策を
慎重に検討し、式典は、遺族を代表し遺族会本部役員と限定し開催しました。
　式典終了後は、遺族会支部長の方々の献花の時間とさせていただきました。
　遺族の方からは「どんな形でも節目の年に開催できて良かった」「各地でも中止されて
いるからあきらめていた」などの声を聞くことができました。

10月2日、村英霊廟（2 廟（月0月2日、 英霊 （霊廟（村英霊廟廟日、村日0 、村月1 （2 村1010月2 柳柳柳柳沢寺）において村と社会福祉協議会では「戦没者慰霊祭」を開慰沢 社 協い をい 議てて 」者会社 開者慰福祉協議会で 慰霊祭祭祭いて村沢寺 おいて村 福 は会福祉沢寺）におい 村て村 会では 者戦没者協議会福祉寺）に 祉協 はは村と村と社会福村 社会 議議議お と村ててお 会に 村と社村 「戦社会会福 開と 戦 霊は議会会 没者者「にお 会議祉会福会社と社会会会 戦没 慰霊 」「おに 「戦戦没お 没協会福 没と 戦「戦 開戦没議 没戦寺 没戦福祉 祭」を開議会では 没者慰霊祭」を開
催いたしました。したしまま催 したしままたしました。た。したいたしましたた 。ま たいた ししし催催い催催いた

戦没者慰霊祭～戦後七十五年を迎えて～

皆様のあたたかいご協力
ありがとうございました

マスクポストマスクポスト

　６月10日から10月９日までしんと
う温泉ふれあい館のロビーに設置し
ておりましたマスクポストには、139
枚のマスクをお寄せいただきました。

　６月

必要になった時ご相談下さい
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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
　　　　　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）

●日　時　毎月第２金曜日（12月第１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。

日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

●日　時　毎月第２金曜日（12月第１金曜日）　午前９時３
●場 所 福祉センタ ささえの家「ボランティア室」（ふ

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 定　員

11月２7日(金) ６名

12月２5日(金) 〃

1月22日(金) 〃

2月２6日(金) 〃

3月２6日(金) 〃

村民無料法律相談予定表
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