
TEL：027-237-1112　FAX：027-219-0337

第154号 社会福祉法人　前橋市社会福祉協議会
前橋市日吉町二丁目 17-10
前橋市総合福祉会館 3 階

令和４年６月１日

　市社協では、前橋市が推進する生活支援体制整備事業を具体的に進めるために、町ごとに福祉活動に特化
した町社協の設置に取り組みます。今後、各自治会の実情に沿った町社協の設置に向けて、地域の役員の方々
を中心に話し合いを進めて行きます。交流、見守り、支え合いの町づくりにご協力をお願いします。

町社協設置に向けての準備を進めています

これまでの経緯 今後の町社協の進め方

SNS 始めました！

ホームページ Instagram Facebook

前橋市 HP
支え合いのまちづくり

〈生活支援体制整備事業〉

市社協 HP
町社協

設立モデル事業

　市社協では、支え合い活動を進めていく地域の皆さんと一緒に考え、
町社協の立ち上げ支援と併せて助成金の交付を行います。
　詳しくは地域福祉係までお問い合わせください。

問い合わせ：地域福祉係　☎ 027-237-1142

平成26年

「地域包括ケアシステム」の推進

　医療・介護・地域が連携し、年齢を重ねても住み

慣れた地域で安心して暮らせる社会を目指す国全

体の取り組みです。

平成27年

「生活支援体制整備事業」が始まる

　地域包括ケアシステムのうち「地域」について、

住民が主体となり、ちょっとした困りごとをみんな

で解決していく地域づくりが始まりました。

令和２年

「町社協モデル事業」が始まる

　生活支援体制整備事業を地域で進めていくなか

で、福祉の地域づくりの継続性を持たせるために、

市社協が独自に始めたモデル事業です。

地区自治会連合会で説明

各自治会ごとの
町社協設立に向けた説明

設立準備

各自治会で設立に向けた
審議・承認

市社協へ設立届
助成金申請
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　市社協は複雑化・多様化する地域の課題に対応するため、前橋市内の各地区社会福祉協議会や社会福祉法人、関
係機関と連携・協働し、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進していきます。

前橋市社協の予算・決算

主な事業名 令和３年度決算額 令和４年度予算額

総務課 305,772,132 248,003,000

前橋本所（地区社協助成 等） 162,761,666 107,522,000

収益事業（弁当飲料等取次手数料、自動販売機設置手数料収入 等） 9,463,807 10,999,000

総合福祉会館管理運営事業 127,503,425 125,941,000

その他（令和 3 年度 2 事業、令和 4 年度 1 事業） 6,043,234 3,541,000

地域福祉課 585,694,010 530,940,000

ふれあい・いきいきサロン推進事業 9,134,145 9,885,000

生活支援体制整備事業 44,306,906 47,007,000

善意銀行事業（安心カード、 心配ごと相談所 等） 39,344,273 2,329,000

意思疎通支援事業　※令和 4 年度よりボランティアセンターへ移管 11,250,344 0

共同募金配分事業（令和 3 年度実績 サロン 244 カ所 等） 25,921,379 29,258,000

生活支援事業 43,457,898 53,876,000

生活自立貸付等相談事業 76,408,784 42,294,000

支所事業（大胡・宮城・粕川・富士見） 74,509,805 83,338,000

放課後児童健全育成事業 140,314,293 131,740,000

地域包括支援センター事業 60,153,881 59,350,000

生活困窮者自立支援事業 37,559,569 40,310,000

その他（令和 3 年度 4 事業、令和 4 年度 3 事業） 23,332,733 31,553,000

ボランティアセンター 56,115,559 92,361,000

ボランティア総合支援事業 50,771,571 39,875,000

共同募金配分事業（災害等準備事業 等） 2,503,263 2,000,000

善意銀行配分事業（子どもの居場所支援事業、おもちゃの図書館事業 等） 147,084 33,823,000

意思疎通支援事業　※令和 4 年度より地域福祉課から移管 0 13,868,000

介護予防ポイント活動事業 2,693,641 2,795,000

介護事業課 434,725,235 369,177,000

居宅介護支援事業 67,352,375 59,036,000

訪問介護事業 205,282,928 199,851,000

通所介護事業 124,177,714 110,290,000

訪問入浴介護事業　※令和３年度をもって事業中止 37,912,218 0

高齢福祉課 275,518,992 313,495,000

老人福祉センター管理運営事業 231,317,097 260,252,000

シルバーハウジング事業 15,256,624 15,981,000

みやぎふれあいの郷管理運営事業 28,945,271 37,262,000

障害福祉課 272,019,884 260,865,000

福祉作業所管理運営事業 222,653,263 211,835,000

心身障害者デイサービスセンター運営事業 49,366,621 49,030,000

総合計 1,929,845,812 1,814,841,000

単位：円

皆さまからの会費は貴重な財源です。
～令和３年度のご協力、ありがとうございました。令和４年度もご協力をお願いいたします～

いただいた会費は、市社協と皆さんが共に地域福祉活動を推進するために活用しています。
※地区社会福祉協議会への助成、ボランティアの育成、福祉車両貸出など

会費の種類／令和３年度会費実績
一般会費 賛助会費 特別会費

市内全世帯（生活保護世帯を除く）を
対象にご協力いただき、社協会員とな
っていただいています。
一世帯当たり年額 50 円です。

本会の活動目的や事業の趣旨に賛同い
ただける自治会、地区社会福祉協議会、
企業、個人等、多くの方々にご協力い
ただいています。
一口 1,000 円です。

社会福祉団体や関係機関、福祉施設を
対象にご協力いただいています。
年額 1,000 円です。

６，４１９，７５０円 ２，３７７，０００円 ２２７，０００円

詳細についてはホームページをご覧ください http://www.mae-shakyo.or.jp
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職種 資格等 時給・休日 手当 提出書類・試験等 勤務地 人員 受付

非常勤
ホームヘルパー

※短時間就労も
可能です。

ヘルパー２級、
初任者研修
以上（※）

生活・家事援助
945円～ 1,125円

身体介護
1,125円～ 1,305円
法定休日+応相談

訪問：73円/１ケ
ース

処遇改善金：時給
に100円加算

移動：28円/1㎞
燃料：16円/1㎞
時間外手当　他

履歴書
資格証の写し

書類提出後
面接試験を実施

30時間
（社会保険）

20時間
（雇用保険）

16時間
（扶養の範囲内）

市内
(主担当地域は

応相談)
若干名 随時募集

非常勤
デイサービス

センター看護師
准看護師以上

1,270円
日曜日、年始

（時間・曜日応相談）

通勤：通勤距離に
より支給

送迎：50円/1回

大胡いこいの家
デイサービスセンター
（堀越町1658-1）

若干名

募集人員
に達した
時点で
終了

樋越いこいの家
デイサービスセンター

（樋越町361-2）

非常勤職員募集情報 問い合わせ：介護事業課　☎ 027-237-1113

介護福祉士、初任者研修の資格取得を応援します。
（※）無資格者や初任者研修受講中で関心のある方は、ご相談ください。初任者研修の受講料を補助します。
また就業中の職員を対象に、介護福祉士資格取得の補助金交付制度もあります。

　市社協では、認知症や知的障がい、精神障がいなどが理由で、日常的な金銭の管理や福祉サービスの 利
用などをひとりですることが心配な人や困っている人を対象に、日常生活自立支援事業を行っています。
　この事業の対象となる利用者が、安心して暮らせるようサポートしていただく生活支援員を募集し、養成
講座を開設します。

生活支援員の活動内容
◦ 金融機関で生活費、福祉サービスの利用料などを払い戻し、利用者宅を訪問し届けます。必要に応じて、

請求先の支払いをします。また、介護保険や年金などの書類の内容について助言をします。
◦ 利用者との会話の中で、日常生活の様子を聞き取り、専門員に報告します。
◦ 専門員と相談しながら、安心して暮らせる生活のサポートをします。

募集概要
１　募集人員及び条件　◦15名程度（①～④ともに該当する人）
　　①　市内在住の人　　②　全日程出席できる人
　　③　養成講座終了後、生活支援員として、月１回から週１回程度活動できる人　　④　69歳未満の人
２　活動費　　◦１時間870円を支給します。該当する場合、通勤手当・燃料手当を支給します。
３　受講料　　◦無料
４　養成講座日程（内容については予定）

講   座  日 時間 講   座   内  容

１ 令和４年
７月14日㈭ 13：30 ～ 開講式

傾聴について
２ ７月21日㈭ 13：30 ～ 障害の理解について

３ ７月28日㈭ 13：30 ～ ◦日常生活自立支援事業について
◦生活支援員の活動について

４ ８月中旬～９月 期間内で２時間程度 訪問実習
５ ９月15日㈭ 13：30 ～ 振り返り
５　会場　　◦前橋市総合福祉会館　会議室等 
６　申し込み
　◦ 令和４年６月20日㈪～６月24日㈮　午前９時30分から午後５時
　◦ 申込書に必要事項を記入の上、必ず本人が期間内に前橋市社会福祉協議会までお持ち

ください。申込時に 簡単な面接を行い、受講者を決定します。
　◦ 申込書の配付先は、前橋市社会福祉協議会生活支援係（前橋市総合福祉会館３階）です。
　　また、ホームページからダウンロードができます。
７　その他　　◦ 全日程を修了された人には、前橋市社会福祉協議会より、修了証を発行します。
８　問い合わせ　　◦ 生活支援係 ☎027-237-1261

生活支援員を募集します
日常生活の自立をサポートする
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■心配ごと相談所　　　　　 ☎ 027-237-5006

相談内容：日常生活上のあらゆる心配ごと
開設日時：月曜日～金曜日（祝日は除く）13 時～ 16 時
場　　所：前橋市総合福祉会館３階
相 談 員：各分野の学識経験者等
相談方法：電話相談

（面接相談をご希望の場合はお問い合わせください。）
※ 前橋市社協大胡支所、 老人福祉センターでの開設はお問

い合わせください。

■成年後見専門相談　　　　☎ 027-237-1261

相談内容：高齢者・ 障がい者の成年後見制度利用や、
　　　　　今後の生活等について
開設日時：月３回　10 時～ 12 時
　　　　　（開催日はご確認ください）
場　　所：前橋市総合福祉会館３階
相 談 員：弁護士・司法書士・社会福祉士
※詳しくは生活支援係まで

無料相談所のご案内ありがとうございます

あたたかいこころ

前橋市社会福祉協議会
日吉町 2-17-10　前橋市総合福祉会館 3 階
☎ 027-237-1112  FAX 027-219-0337
http://www.mae-shakyo.or.jp

前橋市社会福祉協議会 大胡支所
☎ 027-283-2001  FAX 027-283-2448

前橋市社会福祉協議会 宮城支所
☎ 027-280-2230  FAX 027-280-2238

前橋市社会福祉協議会 粕川支所
☎ 027-285-3801  FAX 027-285-3817

前橋市社会福祉協議会 富士見支所
☎ 027-288-6113  FAX 027-288-6893

困

った
ときは

いつでも
お気軽に
どうぞ

ありがとうございました。
令和４年２月１日から令和４年３月31日までを掲載します。

（敬称略･順不同）

■金銭の部　　　　　　　　　　　　　　　      合計129,553円
氏名･団体名（敬称略･順不同）　　　　　　　　　　　金  額（円）

共愛学園前橋国際大学 学生・教職員によるクリスマス献金

　　　　　　　　　　………………………………………… 8,000

匿名 ……………………………………………………………… 3,000

株式会社ベルク前橋大島店お客様一同……………………… 31,790

株式会社ベルク前橋北代田店お客様一同 …………………… 47,985

車椅子レクダンスクラブ……………………………………… 12,211

魚健お客様一同 ………………………………………………… 3,396

前橋市おおとも老人福祉センターご利用の皆様 …………… 6,988

前橋市しきしま老人福祉センターご利用の皆様 …………… 5,225

前橋市ひろせ老人福祉センターご利用の皆様……………… 7,520

みやぎふれあいの郷ご利用の皆様 …………………………… 3,438

■物品の部
氏名･団体名（敬称略･順不同） 寄付物品    

株式会社ダイナム前橋店…………………………………… 食料、食品

今井 豊一 …………………………………………………… 掃除機１台

共愛学園賛助会 …………………………………………… タオル761枚

北爪 清平 ………………………………………………… タオル240枚

一般社団法人 前橋法人会 女性部会 …………………… タオル714枚

大谷 吉伸 …………………………………………切りバラ約1,500本

次の方から合計90.0kgのプルタブ・アルミ缶をいただきました。
関口恒男／前橋市立東小学校／群大八木節研究部会／中村 由美子
飯塚 悠太郎／富士見中学校／金光教前橋教会やつなみボランティア

令和３年４月１日から令和４年３月31日までの寄付合計
一般寄付金 …………………………………………………1,335,639円
指定寄付金 …………………………………………………………… 0円
あたたかいこころ募金 ……………………………………… 26,567円
プルタブ・アルミ缶合計 ……………………………………… 289.5kg
アルミ缶は洗ってからご寄付いただきますようご協力をお願い致します。
※家具・食器・衣類はお預かりしていません。

共愛学園賛助会 一般社団法人 前橋法人会 女性部会

～令和５年度事業分共同募金配分申請の受付を始めます～

赤い羽根で前橋の
未来を彩りましょう

　前橋市内で安心して暮らせる福祉のまちづくりを進め
るNPOなどの法人やボランティア団体の活動資金を応援
します。
　申請書の書き方や会計処理の相談も受け付ますので、
まずはお気軽にお問合せください。
〇申請方法
　共同募金の配分を希望するNPO法人、一般社団法人、
任意団体等は、下記受付期間に所定の申請書を前橋市支
会へご提出ください。

〇申請区分
　１　事業経費配分
　　　配分上限額　50万円
　　　 （対象経費の75％以下、千円未満切捨）で、１申請

で３事業まで申請可能

　２　運営費配分　
　　　配分上限額　５万円（千円単位）

　３　配分対象事業
　　◦ 公的制度では対応できない福祉サービスを、地域

住民の理解と協力を得ながら実施する事業
　　◦ 施設の機能を生かして地域住民に対する福祉サー

ビスを提供する事業
　　◦ 地域住民や福祉関係者などを対象とした各種啓発、

講演、研修等の事業
　　◦ 地域福祉の課題を解決すべく関係団体と連携して

行う事業

〇申請受付期間：
　１回目：令和４年６月１日㈬～６月30日㈭締切
　２回目：令和４年10月１日㈯～12月15日㈭締切
　（いずれも締切日必着、郵送不可）

問い合わせ　ボランティアセンター
　　　　　　TEL：027-232-3848
　　　　　　メール：
　　　　　　　m-vc2323848@mae-shakyo.or.jp


