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　市社協では、支え合いの活動を進めていく圏域を町単位として、令和２年度から「町社
協設立モデル事業」を始めました。町社協は、住民主体の支え合い活動を具体的に進める
ことを目的としています。今後「町の社会福祉協議会」として市内全域に拡大し、定着す
るよう市社協も支援をしていきます。

町社協の取り組みが広がっています

URL ： http://www.mae-shakyo.or.jp
TEL ： 027-237-1112

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150号第

町社協設立モデル事業とは
　 住民主体の支え合い活動を具体的に進めることを目的として、助成金の交付と併せて社協職員による

立ち上げの支援を行います。
　詳しくは前橋市社会福祉協議会までお問い合わせください。

町社協の愛称は、富田町

サロン。難しい事はせず

できることを何気なくす

る。そのお手伝いです。

町内のみなさんと共に安心・

安全な「顔の見えるまちづ

くり」を目指していきます！

～「できる人が」「できることを」「できる時に」～

いきいきサロンの活動から支え合い活動に

安心カードを利用したつながりづくり

富田町社会福祉協議会（城南地区）
富田町は、「安全で美しい町、健康で楽しい町」を目指して

います。その活動の一環でいきいきサロン・歌声サロン・会

食会・バスハイク、そして日々の見守り活動をしています。

また免許返納の方には、サロンへの送迎ボランティアが活躍

します。今後は、子供達と高齢者の触れ合い活動や、災害時

支援マップの作成など、支え合い活動の輪を広げていきます。

新堀町社会福祉協議会（下川淵地区）
新堀町では、平成 30 年度から自治会、老人会、

サロン活動が協力し「見守り・支え合い活動」が

推進されてきました。支援マップの作成や自主防

災会の充実、そして町民へ「安心カード」の設置、

情報の更新を呼びかけています。安心カードをも

とに見守りの充実から進めていきます。

令和３年度もモデルの申請を受け付けています！

令和３年６月１日

新堀町
コーディネーター
久保田光明さん

富田町コーディネーター
太田茂さん



令和３年６月１日 ー 02こんにちは   前橋市社協

　本会は複雑化・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。

皆さまからの会費は貴重な財源です。
～令和2年度のご協力、ありがとうございました。令和３年度もご協力をお願いいたします～

単位：円

前橋市社協の予算・決算

主な事業名 令和 2 年度
決算額

令和 3 年度
予算額

総務課 263,207,289 268,761,000

前橋本所（地区社協助成 等） 129,068,414 121,180,000

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） 9,510,360 11,002,000

総合福祉会館管理運営事業 120,340,947 130,952,000

その他（令和 2 年度 1 事業、令和 3 年度 2 事業） 4,287,568 5,627,000

地域福祉課 571,369,299 549,236,000

ふれあい・いきいきサロン推進事業 8,799,909 9,638,000

生活支援体制整備事業 20,665,149 47,007,000

善意銀行事業（安心カード、 心配ごと相談所 等） 31,413,432 26,752,000

意思疎通支援事業 10,261,003 13,182,000

共同募金配分事業（サロン助成 270 ヵ所 等） 21,927,595 24,852,000

生活支援事業 49,963,084 53,463,000

生活自立貸付等相談事業 72,078,201 35,094,000

支所事業（大胡・宮城・粕川・富士見） 69,862,380 73,746,000

放課後児童健全育成事業 138,966,122 131,532,000

地域包括支援センター事業 55,843,287 57,674,000

生活困窮者自立支援事業 39,693,292 40,967,000

その他（4 事業） 51,895,845 35,329,000

ボランティアセンター 34,786,519 42,621,000

R2: ボランティア運営事業　R3: ボランティア総合支援事業 27,642,868 35,051,000

共同募金配分事業（災害等準備事業 等） 3,107,263 2,966,000

善意銀行配分事業（障がい児者交流事業、 おもちゃの図書館事業 ） 100,654 1,170,000

介護予防ポイント活動事業 3,935,734 3,434,000

介護事業課 444,078,445 465,344,000

居宅介護支援事業 72,556,240 81,343,000

訪問介護事業 209,389,663 217,934,000

通所介護事業 131,268,818 127,270,000

訪問入浴介護事業 30,863,724 38,797,000

高齢福祉課 275,882,102 315,066,000

老人福祉センター管理運営事業 233,212,456 261,306,000

シルバーハウジング事業 14,767,972 16,517,000

みやぎふれあいの郷管理運営事業 27,901,674 37,243,000

障害福祉課 293,337,179 265,268,000

福祉作業所管理運営事業 244,537,061 216,938,000

心身障害者デイサービスセンター運営事業 48,800,118 48,330,000

総合計 1,882,660,833 1,906,296,000

いただいた会費は、本会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

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

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、市民の皆さ
んひとりひとりが社協会員となります。
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。

６，４１２，６５０円 ２，３７０，０００円 ２２７，０００円

会費の種類／令和 2 年度会費実績



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

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：１ケース
/70円

処遇改善金：時給
に 100円加算

移動：1㎞ /26円
燃料：1㎞ /16円

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
訪問入浴介護

介助員

不問
資格取得補助金
交付の制度あり

1,040 円～
土、日、祝日
年末年始

通勤手当
処遇改善金：時給

に 50 円加算

介護事業課
（日吉町 2-17-10） 募集人員

に達した
時点で
終了

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

通勤手当
送迎手当

デイサービスセンター
おおとも

（大友町 1-12-10）

16 時間
１名
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非常勤介護職員募集情報 問い合わせ ：介護事業課 ☎ 027-237-1113

入職後も研修が充実しているので安心して勤められます

社会福祉法人のチカラをひとつに
「前橋市社会福祉法人連絡会」発足

　前橋市内の社会福祉法人が、情報交換や研修等を通じて資質の向上に努め、信頼される社会福祉法人を目
指すとともに、相互に連携して地域公益事業等に取り組むことで地域共生社会の実現に寄与することを目的
に、「前橋市社会福祉法人連絡会」（以下「法人連絡会」）を設立しました。
　前橋市内に事業所を有する７８法人のうち２９法人が参加して発足しました。
　令和３年４月２７日の設立総会では、発起人代表である本会の塚田昌志会長の挨拶に続き、規約や令和３
年度事業計画が承認され、役員が選出されました。
　法人連絡会では部会を設けて具体的な取り組みを検討、推進していきます。「移動支援部会」「居場所づく
り部会」「福祉避難所運営部会」「組織強化部会」の４部会を設けることとし、設立総会後に部会別に顔合わ
せを行い、今後取り組みたいことなど熱意ある意見が多く出されました。
　今後、法人連絡会は、法人が地域共生社会の一員としてこれまでの事業の中で培ってきた専門性や地域貢
献活動を積み重ねてきた経験を活かし合い、地域住民と共に地域共生社会の実現に向けた取り組みを進めて
いきます。
　法人連絡会の活動は、ホームページでも発信していきます。
　また、法人連絡会への入会も随時受け付けています。

問い合わせ： 総務係　☎ 027-237-1269

設立総会の様子



問い合わせ：ボランティアセンター   ☎ 027-232-3848

令和３年６月１日 ー 04こんにちは   前橋市社協

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

ありがとうございます

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

ボランティアさんを
ご紹介します   (第 16 回)

～ NPO 法人 Mam's Style 理事長 櫻井 弥生さん～

　『Mam's Style』は平成 24 年に女性の自立支援を目的
とした任意団体として発足されました。現在では「子育
てと仕事楽しむママの家」として多くの親子の居場所と
なっています。（敷島町 241-2 2 階）
　コロナ禍においても服や本のサイクル（循環）を中心に、
居場所づくり、女性や困窮家庭支援などの活動に取り組
んでいます。
　また、サイクルするための衣服、おも
ちゃ、絵本等の寄付、活動中の見守りボ
ランティアも募集していますので活動に
ご興味のある方はボランティアセンター
までご相談ください。

無料相談所のご案内
あたたかいこころ

関東西濃運輸労働組合　前橋市部様
関東西濃運輸労働組合　セイノーオートサービス関東分会様

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。
現在、布団の受け入れは一時中断しております。

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの寄付合計
一般寄付金　　　　　　883,377円
指定寄付金　　　　　　350,000円
あたたかいこころ募金　  22,900円

令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 4 月 30 日までの寄付合計
一般寄付金　　　　　　257,820円
指定寄付金　　　　　　  0円
あたたかいこころ募金　    0円

令和2年4月1日から令和3年3月31日までのプルタブ・アルミ缶合計　　　　　 
 340.2kg
令和3年4月1日から令和3年4月30日までのプルタブ・アルミ缶合計　　　　　
 42.6kg

ありがとうございました。
令和3年2月1日から令和3年4月30日までを掲載します。
(敬称略･順不同) 

■金銭の部    合計380，270 円

■物品の部

氏名 ･ 団体名 (敬称略･順不同) 金　 額    (円)

氏名 ･ 団体名 ( 敬称略 ) 寄付物品

金光教前橋教会やつなみボランティア …………………… 20,000
株式会社ベルク 前橋大島店 お客様一同 ………………… 38,652
株式会社ベルク 前橋北代田店 お客様一同 ……………… 67,322
匿名 …………………………………………………………… 3,000
赤城嶺の会 代表 曽我孝之 ………………………………… 1,125
前橋市城南ボランティアの会 ……………………………… 36,320
関東西濃運輸労働組合 前橋支部 ……………………… 140,000
関東西濃運輸労働組合 セイノーオートサービス関東分会 ………… 50,000
ワークマン前橋西片貝店 …………………………………… 20,000
前橋市ひろせ老人福祉センター利用の皆様 ……………… 1,985
前橋市おおとも老人福祉センター利用の皆様 …………… 1,866

吉田 勝彦 ……………………オムツ 2 袋、おしりふきシート５個
伊藤 薫 ………………………………………………………布団一式
大谷 吉伸 …………………………………… 切りバラ約 2,450 本

次の方から合計151,70kgのプルタブ・アルミ缶をいただきました。
株式会社アサヒ企画　代表取締役 金山義行／金光教前橋教会や
つなみボランティア／吉田 勝彦／横山酒店／株式会社ホソイ食品 
代表取締役 細井哲男／前橋市立東小学校／日本精工労働組合前橋
支部／古澤 亮／藤井 幸一／タイムの会／仲島 詔代／岩沼 宣夫

■心配ごと相談所
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 ： 電話相談または面談相談
 （当面の間電話相談のみ）
※ 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。

☎ 027-237-5006

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

■成年後見専門相談 ☎ 027-237-1261


