
榛東村社会福祉協議会広報紙

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。
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「ほっこり食堂」がスタート！！



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

47,352
2,850
116
30
1
37
22

4,871
3,926

63,905

（単位：千円）収　入

令和３年度社会福祉協議会予算と事業計画

令和２年度社会福祉協議会決算報告と事業報告

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

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》
・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

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》
・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
・各種団体との連携調整

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(見守りネットワーク「支え合いマップ」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（ギャッチベッド、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

「一人ひとりが思いやり安心して
　　　　　　　暮らす村づくり」

「一人ひとりが思いやり安心して
　　　　　　　暮らす村づくり」

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

4,812

1,073

43,839

3,376

149

32

965

9,261

6,499

70,006

（単位：千円）収　入

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

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》
●世代間交流事業
●在宅介護者教室
●福祉教育
　・北小４年生福祉体験講座（盲導犬ふれあい教室）
　・南小４年生ふくし学習
　・南小４年生福祉講座（車椅子バスケットボール）
　・一人暮らし高齢者事業（南部学童児童メッセージカード作成）

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》
●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

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
　・見守りネットワーク住民支え合いマップ、個別避難支援プラン作成
　　（全地区、参加者２１３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、１８回開催）
●小学生見守り事業
●子育てボランティア支援事業
●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］



人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業等支出
共同募金配分金事業支出
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
予備費支出

支出合計

42,284
2,725
4,011
632
3,981
374
49
732
8,418
699

63,905

（単位：千円）支　出
人件費支出 42,284

（単位：千円）（単位 千円）支支　出出出

令和３年度社会福祉協議会予算と事業計画令和３年度社会福祉協議会予算と事業計画

令和２年度社会福祉協議会決算報告と事業報告令和２年度社会福祉協議会決算報告と事業報告令和２年度社会福祉協議会決算報告と事業報告

令和３年度社会福祉協議会予算と事業計画

地域福祉偉業
・共同募金の推進協力
・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

村委託事業
・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

指定管理事業
・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
・学童保育所の管理運営事業

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

31,870

31,870

管理運営

福祉センター

40,085

40,085

管理経営

ふれあい館

80,795

80,795

管理経営

指定管理者制度指定施設

（単位：千円）

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

46,388

1,029

2,359

3

2,823

319

47

407

8,537

61,912

（単位：千円）支　出村委託事業
●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・子ども食堂・安否確認訪問等］
　◆協議体活動
　　［第１層生活支援コーディネーター情報交換会］
　◆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
　◆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
　・一人暮らし高齢者御膳配布（南部学童児童メッセージカード付）
●老人福祉事業・身体障害者等事業
　・ミニデイサービス事業

指定管理事業
●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

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

39,348

35,632

管理運営

福祉センター

34,035

33,776

管理経営

ふれあい館

62,137

62,137

管理経営

指定管理者制度指定施設

（単位：千円）
地域福祉偉業
●共同募金活動［歳末たすけあい募金実施］
●村共催「敬老会」褒賞祝詞記念品配布　自治会連合会
協力・褒賞該当者敬老記念撮影

●戦没者追悼式開催　村共催［戦没者慰霊祭］（遺族会役員限定開催）
●戦没者遺族靖国神社参拝事業（遺族会本部役員限定）
●母子・父子児童福祉事業（クリスマスメッセージカード郵送）
●善意銀行の運営
●福祉車両貸付事業



介護保険事業 学童保育所事業
令和２年度決算

令和３年度予算

◆介護保険事業
    ●居宅介護支援事業　　
    ●通所介護事業、
　　 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

◆障害者総合支援事業
　　●生活介護事業

収入の部 支出の部

事業収入 19,878 人件費支出 37,797

村委託料収入 28,646 事業費支出 12,193

受取利息配当金
収入 1 事務費支出 1,282

その他の収入 1 その他の活動支出 682

前期末支払資金
残高 3,704 施設整備等支出 228

予備費 48

収入合計 52,230 支出合計 52,230

収入の部 支出の部

事業収入 16,552 人件費支出 31,039

村委託料収入 33,042 事業費支出 11,892

前期末支払資金
残高 -160 事務費支出 882

その他の活動支出 667

収入合計 49,434 支出合計 44,480

収入の部 支出の部

介護保険事業収入 40,860 人件費支出 32,189

障害福祉サービス
等事業収入 2 事業費支出 7,829

補助事業収入 1,420 事務費支出 1,191

受取利息配当金
収入 2 施設整備等支出 1,416

その他収入 19 その他の活動支出 4,644

その他の活動収入 2 予備費支出 76

前期末支払資金
残高 5,040

収入合計 47,345 支出合計 47,345

収入の部 支出の部

介護保険事業収入 51,926 人件費支出 41,681

補助事業収入 3,644 事業費支出 5,766

受取利息配当金
収入 3 事務費支出 966

その他の活動収入 47 その他の活動支出 8,602

前期末支払資金
残高 23,465 施設整備等支出 1,694

収入合計 79,085 支出合計 58,709

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

保育スペース拡張・
水道増設

新型コロナ
ウイルス感染
防止対策



お寄せいただいた善意

須田理恵子

松岡安江

パナケア真中株式会社

有限会社群馬サポート

ふれあい館マスクポスト

群馬県危機管理課

中外製薬株式会社

匿名

不織布マスク

雑巾

スリム伸縮杖

クレンリネス
（次亜塩素酸水）

マスク139枚

リヤカー2台

リフト付き車両

紙おむつ・パット

匿名
匿名
匿名
株式会社オーケーコーポレーション
匿名
匿名

匿名
匿名

１５，０００
５５，７８７
６７，４７１
５００，０００
２００，０００
５５，１４７
１００，０００

３０，０００
５０，０００

＊令和２年４月～令和３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きます。

あたたかいこころありがとうございます

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。

●日　時　毎月第４金曜日（７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

●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

心配ごと相談所

村民無料法律相談所

日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

●予約・お問い合わせ先
　電話番号 090-8485-0446（代表 ほっこりん 福島）
　ホームページ https://shinto-hocco.net/　E-mail shintohocco@gmail.com

子ども食堂「ほっこり食堂」

相続や金融等法律に
関することなら･･･

介護保険事業へのご意見・ご要望をお聞かせ下さい

＊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）

と考えています。
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

らの声を今後のサービス向上へとつなげてゆきたい
事でも結構ですので、お気付きの点がござ

てゆきたい
ざいましたら

ホー
htt
E-m
yum

群馬銀行私募債（株）一倉製作所、
群馬銀行（株）

●開催日
　毎月第２日曜日（月１回）
　※予約制となっております。



「第２５回防災まちづくり大賞」受賞

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 ・株式会社トミタ商会
・東京音響株式会社 ・群馬コープ観光株式会社
・青木薬品株式会社 ・株式会社六本木商店
・ソネット株式会社 ・松本印刷工業株式会社
・森永群馬乳製品販売株式会社 ・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
・松村食販株式会社 ・東洋ケアサービス　　　　
・甲鍵セキュリティシステム株式会社 ・株式会社サニクリーン前橋

　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

　「防災まちづくり大賞」は、地域に根ざした団体・組織等
における防災に関する優れた取組み、工夫・アイデア等、
防災・減災に関する幅広い視点からの効果的な取組を表
彰し、広く全国に紹介することにより地域における災害に
強い安全なまちづくりの一層の推進に資することを目的
に実施されている賞で、本会の長年にわたる見守りネット
ワーク事業「住民支え合いマップづくり」の功績がたたえ
られ令和３年２月２２日に全国の社会福祉協議会では、初
めてとなる「日本防火・防災協会長賞」を受賞しました。

　「防災まちづくり大賞」は、地域に根ざした団体・組織等
における防災に関する優れた取組み、工夫・アイデア等、
防災・減災に関する幅広い視点からの効果的な取組を表
彰し、広く全国に紹介することにより地域における災害に
強い安全なまちづくりの一層の推進に資することを目的
に実施されている賞で、本会の長年にわたる見守りネット
ワーク事業「住民支え合いマップづくり」の功績がたたえ
られ令和３年２月２２日に全国の社会福祉協議会では、初
めてとなる「日本防火・防災協会長賞」を受賞しました。

総務省消防庁主催「第25回防災まちづくり大賞」の
「日本防火・防災協会長賞」に本会が受賞しました。
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総務省消防庁主催「第25回防災まちづくり大賞」の
「日本防火・防災協会長賞」に本会が受賞しました。
総務省消防庁主催「第25回防災まちづくり大賞」の
「日本防火・防災協会長賞」に本会が受賞しました。



　村と社会福祉協議会では、災害発生時に村地域防災
計画に基づき災害ボランティアセンター設置に伴い、
迅速かつ的確な活動が行えるよう平成２３年に相互支
援に関する協定を結んでいる中、新たに内閣府が令和
２年８月に災害ボランティアセンター運営に係る費用に
ついて、公助による救助の円滑化・効率化を図るため、
救助とボランティア活動の調整に必要な人員の確保に
ついて災害救助法における国庫負担の対象を決定さ
れた。そのため村と本会は5月１３日に「災害ボランティ
アセンター設置・運営」に関する協定を締結しました。

　村と社会福祉協議会では、災害発生時に村地域防災
計画に基づき災害ボランティアセンター設置に伴い、
迅速かつ的確な活動が行えるよう平成２３年に相互支
援に関する協定を結んでいる中、新たに内閣府が令和
２年８月に災害ボランティアセンター運営に係る費用に
ついて、公助による救助の円滑化・効率化を図るため、
救助とボランティア活動の調整に必要な人員の確保に
ついて災害救助法における国庫負担の対象を決定さ
れた。そのため村と本会は5月１３日に「災害ボランティ
アセンター設置・運営」に関する協定を締結しました。

　見守りネットワーク事業の一環として、一人暮らし高齢者
や高齢者世帯等が居住する建物等が自然災害や老朽化など
により破損し、日常生活に支障を及ぼす時、修繕事業社の選
定依頼が大きな支障となっています。
　そこで、村建設業協力会（根岸敏夫会長）の協力をいただ
き、安心して修繕工事を依頼できる環境整備や新たに異業
種の建設業の方々の見守り体制への協力をいただくことを
目的に５月１３日協定を締結しました。

　見守りネットワーク事業の一環として、一人暮らし高齢者
や高齢者世帯等が居住する建物等が自然災害や老朽化など
により破損し、日常生活に支障を及ぼす時、修繕事業社の選
定依頼が大きな支障となっています。
　そこで、村建設業協力会（根岸敏夫会長）の協力をいただ
き、安心して修繕工事を依頼できる環境整備や新たに異業
種の建設業の方々の見守り体制への協力をいただくことを
目的に５月１３日協定を締結しました。

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、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
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。

福祉機器
必要になった時ご相談下さい

「安心サポート事業」
協定書調印式
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「安心サポート事業」
協定書調印式

災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書調印式
　村と社会福祉協議会では、災害発生時に村地域防災村と社会福祉協議会では、災害発生時に村地域防災
計画に基づき災害ボランティアセンター設置に伴い計画に基づき災害ボランティアセンター設置に伴い、
村と社会福祉協議会では 災害発生時に村地域防災村と社会福祉協議会では 災害発生時に村地域防災
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【榛東村建設業協力会】
●長 岡 地 区：（有）榛東工業
●山子田地区：根岸建設（株）　高田建設（株）　千木良建設（株）　（株）榎本鉄工所
●新 井 地 区：岩崎建設（株）　（株）岡部建設　（株）重枝建機
●広馬場地区：ぐん.せい建商（株）　廣橋建設（株）　南榛工業（株）　下田工設（株）

榛東安心生活サポート事業榛東安心生活サポート事業榛東安心生活サポート事業榛東安心生活サポート事業榛東安心生活サポート事業
見守りネットワーク事業

̶榛東村建設業協力会連携協力事業̶

修繕依頼業者がわからない…　もし壊れたらどうしよう…
知らない業者は怖い…　頼る人がいない…

一人暮らし高齢者・高齢者世帯・障がい者（児）のいる世帯

暴風雨で屋根瓦が
飛んでしまった

大雪で雨どいが
壊れてしまった

老朽化で壁が
壊れてしまった

老朽化で排水が
詰まってしまった

修繕
事業者

対象者

社会福祉
協議会

建設業
協力会

地域
住民

修繕実
施 申 込

紹介依
頼業者選定

社会福祉法人 榛東村社会福祉協議会  しんとう温泉ふれあい館内お問い
合わせ

安 心安 心安 心
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