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広報及びホームページによる福祉意識の高揚
「人と人とのふれあいの場」・「協働の場」の構築
災害救援活動・避難移動支援活動事業の実施
食料等配布事業
要支援者探索活動事業
在宅福祉移送サービス事業
長寿会活動の促進と充実
ボランティア連絡協議会活動の促進と充実
チャリティーゴルフ大会の開催
生活福祉資金貸付事業

車椅子貸出事業
福祉車両貸出事業
群馬県ふくし総合相談支援事業
評議員会及び理事会の開催
評議員選任・解任委員会の開催
職員研修会の開催
共同募金事業
　〇事務局の運営
　〇赤い羽根募金運動の実施
　〇歳末たすけあい募金運動の実施

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

地域福祉事業地域福祉事業地域福祉事業

「町民が寄り添い、支え合う町づくり」の
実現を目指し、事業を力強く確実に実践いたします！

社会福祉協議会は社会福祉協議会は

「町民が寄り添い、支え合う町づくり」の
実現を目指し、事業を力強く確実に実践いたします！
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地域に開かれた組織として、情報発信や説明責任を果たし、事業の見える化・分かる化をはかり、支持・信頼を得る

新型コロナウイルスに対する感染防止対策を徹底し、極力安定的・継続的に、安心安全なサービスを提供する

共同募金事業が『じぶんの町を良くするしくみ』のための募金として、継続的に運動を展開する
コロナ禍で不安定となった介護保険事業の効率的な運営を行い、経営の健全化をはかる
ウィズコロナの中、障害福祉サービス事業の質の高いサービス提供体制を整備し、安定した運営をはかる
新型コロナウイルスに対する感染防止対策を強化した指定管理業務を遂行する
「組織力と専門力」を高め、組織全体をリードする人材を育成するとともに職員間の協働による地域の福祉
力の強化をはかる

「地域で支えあえる仕組み」をつくり、福祉意識の醸成をはかる
新型コロナウイルスの影響による新たな生活課題への対応をはかり、臨機応変に、地域住民の生活を支える
福祉サービスを展開する

新型コロナウイルスの影響により、各種福祉サービスが一時的に中断した場合、対策を講じて、可能な限り
早期にサービス提供を再開する
様々な災害に対応できる危機管理体制を整え、町と連携し、地域防災力の向上をはかり、安全な福祉避難所
の運営、避難場所への移動支援等を展開する

令和4年度

事業計画

基
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コロナとの共存を前提とした地域共生社会の実現に向けた、地域福祉活動の支援、
関係機関との連携の活性化に取り組む
コロナとの共存を前提とした地域共生社会の実現に向けた、地域福祉活動の支援、
関係機関との連携の活性化に取り組む

地域福祉活動計画に沿い、ウィズコロナ時代に知恵と忍耐をもって、地域住民を主体とした「ともに生
きる豊かな地域社会」をめざす

ウィズコロナの中、感染防止対策を講じ、「新しい生活様式」に基づく福祉サービスを実現する

包括的な支援体制を構築するため、協働による、社会とのつながりや
地域づくりに支援する
社会福祉法人の公益的な取組みとして、「新しい生活様式」に対応
するサービス・活動を創出する
事業の効果測定、評価を適切に行い、効果的で効率的な経営、運営、
財政基盤の強化をはかる

手作りの花の前で
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令和4年度　予 算 額 （単位：円）

法人運営事業
共同募金事業
心配ごと相談事業
ボランティアセンター事業
給食サービス事業
生活支援型事業

シルバー人材センター事業
つなぎ資金貸付事業
高額療養費貸付事業
退職手当積立掛金事業
老人福祉センター事業

１０，６５０，０００
１，９００，０００
６，４０７，０００
１４，４１８，０００
４２，７４７，０００

３７，８８３，０００
７，６１７，０００
１７４，０００
３９４，０００

１，９４９，０００
725，０００

通所介護事業 ４８，２９６，０００
介護保険事業拠点区分

居宅介護支援事業 １３，８２８，０００

就労継続支援事業のばら
生活介護事業のばら
就労継続支援事業たんぽぽ

生活介護事業たんぽぽ
地域活動支援センター事業
相談支援事業

５１，９６７，０００
２１，１９２，０００
３５，１７３，０００

障害福祉サービス事業拠点区分
２８，９２２，０００
６８，３０９，０００
２９，３９８，０００

自立相談支援事業

公益事業

社会福祉事業
地域福祉事業拠点区分

４，５５１，０００

アイマスク体験講話

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

居宅介護支援事業・介護予防支援事業
通所介護事業・介護予防通所介護事業
地域包括支援センターと連携強化
生活支援体制整備事業
介護予防・日常生活支援総合事業

■
■
■
■
■

生活困窮者自立相談支援事業の実施■

障害者虐待防止センターによる支援
災害時における福祉避難所の設置
（障害者福祉センターたんぽぽ）
就労継続支援事業
生活介護事業
地域活動支援センター事業
相談支援事業
日中一時支援事業
地域生活支援拠点事業

■
■

■
■
■
■
■
■

心配ごと相談事業
ボランティアセンター事業
福祉に関する教育の場の提供
災害発生時における災害ボランティアセンターの設置
給食サービス事業
シルバー人材センター事業
つなぎ資金貸付事業・高額療養費貸付事業
老人福祉センター事業
災害時における福祉避難所の設置（老人福祉センター）
買い物支援サービス事業
福祉サービス利用援助事業
生活支援体制整備事業

心配ごと相談事業
ボランティアセンター事業
福祉に関する教育の場の提供
災害発生時における災害ボランティアセンターの設置
給食サービス事業
シルバー人材センター事業
つなぎ資金貸付事業・高額療養費貸付事業
老人福祉センター事業
災害時における福祉避難所の設置（老人福祉センター）
買い物支援サービス事業
福祉サービス利用援助事業
生活支援体制整備事業

介護保険事業介護保険事業介護保険事業 障害福祉サービス事業障害福祉サービス事業障害福祉サービス事業

生活困窮者自立相談支援事業生活困窮者自立相談支援事業生活困窮者自立相談支援事業
（公益事業）（公益事業）
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介護保険事業 老人福祉センター事業

ボランティアセンター事業

●福祉体験・福祉教室 ＝ 車椅子体験・アイマスク体験・講演
  （玉村小・南小・中央小・芝根小）

＊サークル活動＊

＊講習会・教室＊

事　業　名 年間延利用者数
973人
81人

2,218人
662人

居宅介護支援事業
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業
通所介護事業
介護予防通所介護事業・総合事業

●開館日数・・153日 　●利用者数・・16,132人　
●一日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・105.4人
●県民の日無料開放
●防火避難訓練・避難確保計画訓練

・・・・・・・・・・・・・・・97人

共同募金事業

アイマスク体験

運動会玉入れ

※健康相談・趣味の教室・軽スポーツは新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中止

南玉地区清掃活動

及び
令和3年度の

報告いたします。報告いたします。報告いたします。
を事業 決算

●災害救援活動
●食料等配布事業
●歳末たすけあい募金等配分

・・・・・・・・・1件
・・・延230世帯

シルバー人材センター事業
●受注作業件数・・・150件　 ●稼働日数・・293日
●作業延人数・・・1,434人

移送サービス事業
●稼動日数・・242日　●延利用者数・・434人

つなぎ資金貸付事業
●利用件数・・・・57件

高額療養費貸付事業
●利用件数・・・・・0件

心配ごと相談事業
●毎月 5・15・25日 開設　  ●相談件数・・・54件
●相談日数・・・・・26日　  ●来談者・・・・54人

法人運営事業
●役員会

●評議員会  

●監査 

●日常生活自立支援事業

●災害救援活動

●食料等配布事業

●要支援者探索活動事業

●車椅子貸出事業

●福祉車両貸出事業

●要援護者等への緊急支援

●熱中症予防広報活動

・・・・・・・・・・・・5回

・・・・・・・・・・3回

・・・・・・・・・・・・・・1回

・・・・・・・・1件

延230世帯

3件

・・・・・33件

・・・33日

・・1件

・・12日

給食サービス事業
●毎週火曜日
●登録者数
●年間利用者数
●一回平均利用者数
●ボランティア従事者

・・・・・・・49回
・・・・・・・・・88人

・・・2,798人
・・57.1人
・・・152人
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自立相談支援事業

（単位：円）令和3年度　決 算 額
法人運営事業
共同募金事業
心配ごと相談事業
ボランティアセンター事業
給食サービス事業

シルバー人材センター事業
つなぎ資金貸付事業（貸付額）
高額療養費貸付事業（貸付額）
老人福祉センター事業

６３，５２２，０７９
５，６６６，０９３
１７５，０００
５５３，４９９
１，９４６，７９７

１３，３７１，９６５
２，２４７，６２６

０
４１，９５６，１６３

居宅介護支援事業 通所介護事業２１，６９４，５７８ ４８，６８２，００６

就労継続支援事業のばら
生活介護事業のばら
就労継続支援事業たんぽぽ

生活介護事業たんぽぽ
地域活動支援センター事業
相談支援事業

２９，０８３，５３４
７１，２７３，２８１
４６，２２３，４９８

５７，９３５，２１８
２１，２８１，１０２
４４，８４２，９２３

自立相談支援事業 ４，８６６，３７５

資産の部 負債の部 
（単位：円）

差引正味財産 （ 資産合計 － 負債合計 ） ＝  ２５２，４６２，５３６

地　域　福　祉　事　業

介　護　保　険　事　業

障害福祉サービス事業

自立相談支援事業

令和3年度　財産目録
１　流動資産 
　　  現金預金
　　  未収金

　　　  流動資産合計
２　固定資産 
　　　基本財産（建物）
　　　基本財産（定期預金）
　　　その他の固定資産
　　　   固定資産合計
　　　　資　産　合　計

１　流動負債 
　　  事業未払金
　　  預り金
　　  職員預り金
　　　　流動負債合計　
２　固定負債 
　　　退職給付引当金
　　　長期預り金

　　　　 固定負債合計
　　　　負　債　合　計

１０８，９０１，１２３
４６，０４３，８２３

１５４，９４４，９４６

１５６，６５７，２０４
１，０００，０００

１６６，５８５，９３５
３２４，２４３，１３９
４７９，１８８，０８５

３９，９６７，１３３
１５，２５０

３，５１７，２９６
４３，４９９，６７９

１７７，２２５，８７０
６，０００，０００

１８３，２２５，８７０
２２６，７２５，５４９

事　業　名 年間延利用者数
就労継続支援事業のばら・たんぽぽ
生活介護事業のばら・たんぽぽ
地域活動支援センター事業
相談支援事業

５，137人
６，091人
１，573人
8，975人

事　業　名 年間延利用者数
生活困窮者自立相談支援事業 598人

庚申山
ハイキング

音楽療法

障害福祉サービス事業
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み な さ ん

　名 　称 （氏名） 　名 　称 （氏名） 　名 　称 （氏名）　名 　称 （氏名）

カーブス藤岡中央様から食料品をご寄附いただきました。

令和3年度　寄 附 者

60,000円
8,552円

29,000円

2,388円
200,000円
282,068円

（敬称略）

氏　名　・　団体名 金　　　額
雑巾　30枚

パジャマ3着、肌着3着

じゃがいも

きゅうり
マスク2,500枚

手指消毒ミスト40本

さつまいも（12ケース）

米　270㎏
もち米　60㎏

米30㎏
切手62枚、はがき6枚

もち米30㎏
米　10㎏
車椅子2台

米40㎏、タオル
食品

オムツ、リハビリパンツ
　パット、おしりふき

氏　名　・　団体名 品　　　名
ダイセーロジスティクス（株）
玉中昭和28年卒業生一同
学校法人昌賢学園
群馬社会福祉専門学校
羽鳥廣行
株式会社シィオ
匿名（10人）

（敬称略・順不同）

あたたかいハートあたたかいハートあたたかいハートあたたかいハート
福祉の町づくりのために有効に活用させていただきました！

ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。

（敬称略）

をを

のの

居場所みらい
清水　紀世子

上陽地区農地・水・環境保全組織
飯塚支部

原　達也

カネイシ株式会社

上陽地区農地・水・環境保全組織
飯塚支部

匿名（4人）
匿名
栗原　洋司
堀越　勝代
玉村町農業体験クラブ
（有）マネージメント赤城
なべりんOB会
町田　禮子
カーブス藤岡中央

匿名
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●発行日　令和4年 7月19日
●編集・発行　　
　社会福祉法人 玉村町社会福祉協議会
　〒370-1132
　群馬県佐波郡玉村町大字下新田602番地
　（まちなか交流館内）
　TEL：0270-65-8864
　FAX：0270-65-9666
　http://www.tamamura-shakyo.or.jp/

電話 0270-65-8864

おお 知知 らら せせ

　令和３年度に実施されました「赤い羽根」及び「歳末たすけあい」募金運
動にご協力をいただきありがとうございました。募金は群馬県共同募金会
を通じて令和３年度・４年度に地域福祉のために使われます。引き続き、募
金運動にご協力をお願いします。

　「赤い羽根共同募金」は、町内の地域福祉の充実を目的とした事業を対
象に地域配分（助成）されています。配分対象となる法人・団体は、保育所、
放課後児童健全育成事業（学童保育所・放課後児童クラブ）、町内で地域福
祉活動を実践するＮＰＯ法人などです。
　また、特別配分として各行政区及び各行政区の町民により構成される任
意団体・組織・グループによって行われる事業に対し配分を行います。
　♢地域における住民主体の福祉活動を一層強化する
　♢地域の各種団体が協働の取組みを広げる
　♢地域のつながりの再構築を図る
　申請を希望する場合は、共同募金会玉村町支会までお問い合わせくださ
い。

令和4年 ８月１日（月）から９月30日（金）まで

社会福祉法人 群馬県共同募金会玉村町支会
（社会福祉法人玉村町社会福祉協議会）

申 請 期 間

問い合わせ先

と について令和３年度令和３年度 について

●赤い羽根募金実績額

●歳末たすけあい募金実績額
3,637,614円

4,115,230円

共同募金実績 令和4年度令和4年度 配分申請受付

　社会福祉協議会は、地域住民に支えられた民間の福祉団体です。
住民主体の地域福祉活動の実施のため、住民の皆様を対象とした会員制度を採用し、
地域の皆様からお預かりした会員会費を貴重な財源として、次の事業を行っています。
・ボランティアセンター事業・福祉に関する教育の場の提供（福祉学習協力）・福祉
に関する講座開催・災害救援活動・要援護者等への緊急対応・相談援助・つなぎ資金
貸付事業・生活困窮者支援・食料等配布事業・車椅子貸出事業・広報紙の発行など。 
　会員加入は、地域福祉推進の取り組み、運営やサービスへの財政面での支援をお願いす
るものです。地域福祉活動に間接的に参加していただいているという意味も持っています。
　ひとりでも多くの町民の皆様の会員加入にご協力をお願いいたします。

　令和３年度会員会費については、多くの町民の皆様並びに特別賛助会員の皆様に
ご協力いただきました。また、各地区区長並びに関係者の皆様には、会費の取りま
とめにあたりご協力いただきました。ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。
引き続きご協力くださいますようお願いいたします。

への加入について、
ご理解とご協力をお願いいたします。
への加入について、
ご理解とご協力をお願いいたします。

１世帯当たり 年額400円
一口当たり 年額5,000円

一 般 会 費
特別賛助会費

車いす体験

特別賛助会員特別賛助会員一般会員

4,723,000円（11,808世帯）
1,440,000円（１８８会員）

一 般 会 費
特別賛助会費
合　　計 6,163,000円

一般会員　　　＝町内各世帯（各地区区長を通じてお願いしています。）
特別賛助会員　＝篤志家、会社、団体、公的役職経験者及びその他の個人

会員には２つの種類があります

社会福祉協議会の活動と会員制度について

令和３年度会員会費の報告

　夢をかなえようとご家庭で「宝くじ券」をご購入されていませんか。その中で末等（例：6等の300円や200円）と
なり、いまだに当せん金に換金していない「宝くじ券」がございましたら、社会福祉協議会にお譲りいただけないで
しょうか。いただいた「宝くじ券」は、確実に換金し、必ず町の福祉のために有効に活用させていただきます。なお、「宝
くじ券」につきましては、社会福祉協議会事務局へ直接お持ちくださいますようご協力をお願いいたします。

みなさんの夢を少しだけ町の福祉に分けてもらえませんか？みなさんの夢を少しだけ町の福祉に分けてもらえませんか？みなさんの夢を少しだけ町の福祉に分けてもらえませんか？みなさんの夢を少しだけ町の福祉に分けてもらえませんか？

国道354号線バイパス

中華料理店
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