
買い物支援バス運行開始

草津町社会福祉協議会では、元気高齢者のサロン
「いきいきプラザ」
子育て広場「すくすく」のご利用を随時受け付け
ております。
お問合せは草津町社会福祉協議会
☎0279-88-1050まで。
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草津町社会福祉協議会では地域福祉の向上を目指しています

令和２年７月

今年度からの新しい事業として買い物支
援バスを６月から運行開始しました。
買い物に行きたいけど車がない、直接商
品を見て買い物をしたいなど、そんな方
のお手伝いをさせていただく事業です。

髙原知二郎さんより1,000,000円のご
寄付をいただきました。
デイサービス利用者の方のための車両
購入費用に充てさせていただきました。

お申し込みお問い合わせは草津町社会福祉協議会まで
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草津町社会福祉協議会では地域福祉の向上を目指しています

　草津町社会福祉協議会では、次のとおり評議員の交代
がありましたので、お知らせいたします。退任されまし
た皆様には、長い間ありがとうございました。
　新しく選任されました評議員の皆様には、より良い社
会福祉推進のためご協力をお願いいたします。

　　法人名 社会福祉法人　草津町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和２年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）　　
 (単位：円)

社会福祉協議会の評議員の交代がありました社会福祉協議会の評議員の交代がありました

令和元度 草津町社会福祉協議会会計収支決算  令和元度 草津町社会福祉協議会会計収支決算  資金収支計算書資金収支計算書

評議員（17名の内２名）

角田　栄寿
根岸　康介

山野　悟
一場　礼子

◆退任された評議員 ◆選任された評議員

選任日：令和２年５月23日
任　期： 選任後１年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

会費金収入 2,722,000 2,725,000 △3,000
寄付金収入 122,000 132,508 △10,508
経常経費補助金収入 50,767,000 50,767,000 0
助成金収入 262,200 252,750 9,450
受託金収入 19,200,500 18,814,000 386,500
事業収入 291,100 294,750 △3,650
介護保険事業収入 23,378,213 23,538,646 △160,433
障害福祉サービス等事業収入 3,760,250 3,848,130 △87,880
受取利息配当金収入 1,634 1,646 △12
その他の収入 360,663 370,627 △9,964
　事業活動収入計⑴ 100,865,560 100,745,057 120,503

支
出

人件費支出 83,373,433 83,059,469 313,964
事業費支出 5,814,512 5,801,956 12,556
事務費支出 3,365,377 3,214,190 151,187
社会福祉協議会事業費支出 2,321,953 2,292,284 29,669
共同募金配分金事業費支出 945,194 981,788 △36,594
助成金支出 520,000 520,000 0
負担金支出 494,920 468,326 26,594
その他の支出 13,500 13,524 △24
　事業活動支出計⑵ 96,848,889 96,351,537 497,352

事業活動資金収支差額⑶=⑴-⑵ 4,016,671 4,393,520 △376,849

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入　施設整備等収入計⑷ 1,000,000 1,000,000 0

支
出

0 0 0

　施設整備等支出計⑸ 0 0 0
施設整備等資金収支差額⑹=⑷-⑸ 1,000,000 1,000,000 0

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
積立資産取崩収入 43,285 43,285 0
その他の活動による収入計⑺ 43,285 43,285 0

支
出

積立資産支出 124,088 124,088 0

　その他の活動支出計⑻ 124,088 124,088 0
その他の活動資金収支差額⑼=⑺-⑻ △80,803 △80,803 0

予備費支出⑽ 0
0 ― 0

当期資金収支差額合計⑾=⑶+⑹+⑼-⑽ 4,935,868 5,312,717 △376,849

前期末支払資金残高⑿ 43,627,460 43,627,460 0
当期末支払資金残高⑾+⑿ 48,563,328 48,940,177 △376,849

みんなで支え合う町を目指す！
～生活支援体制整備事業について～

　ひとり暮らしの高齢者など、助けが必要な人が増えています。そして、ゴミ出しなどちょっとした生活の困りご
とを支え合い、身近に通える場所が必要になっています。今後、高齢者を含めた住民一人ひとりが地域で支え合う
ことが大切です。
草津町では、草津町生活支援・介護予防サービス体制整備協議会と生活支援コーディネーター（草津町社会福祉協
議会）が、支え合い活動を進めていきます。
表紙の「買い物支援バスは」生活支援体制整備事業の活動です。
　生活の中で困りごとがある・近所の人が困っている・困っている人を支えたいなどの情報を集め、困りごとの解
消を目指しています。

　初めまして、４月より社会福祉協議会、事務局で働かせて
いただいております。大川と申します。生まれ育ったこの草
津町でたくさんの方々に恩返しができるよう地域福祉活動を
支えていきたいと思います。初めてのことが多く、不慣れで
はありますが、皆様のお役に立てるよう勉強し、頑張ります！
よろしくお願いいたします。大川美樹

職員紹介

令和２年５月25日現在
（敬称略・順不同）
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草津町社会福祉協議会では地域福祉の向上を目指しています

　社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組

織です。町役場の職員と勘違いされがちですが、民間の団体になります。

　皆様がお住まいのもっとも身近な地域で活動しているのが社会福祉協議会です。高齢者や障害者

の在宅生活を支援するために、ホームヘルプサービス（訪問介護）、デイサービス（通所介護）をは

じめ、さまざまな福祉サービスをおこなっているほか、多様な福祉ニ

ーズに応えるため、それぞれの社協が地域の特性を踏まえ創意工夫を

こらした独自の事業に取り組んでいます。

　地域のボランティアと協力し、高齢者や障害者、子育て中の親子が

気軽に集える「サロン活動」を進めているほか、ボランティア活動に

関する相談や活動先の紹介、また、小中学校における福祉教育の支援等、

地域の福祉活動の拠点としての役割を果たしています。

　社会福祉協議会は、地域のさまざまな社会資源とのネットワークを

有しており、多くの人びととの協働を通じて地域の最前線で活動して

います。

　どこに相談してよいかわからないといった生活や福祉に関する困

りごとをご相談ください。

　費用は無料。ご相談は本人でなくても構いません。

　新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により一時的又は継続的に収入が減少した

世帯を対象に 緊急小口資金等の特例貸付を実施しております。申請につきましては、草津町社会福

祉協議会にお越しいただくか、当会ホームページで申請書をダウンロードし、郵送いただく事も可

能です。

　ご不明な点につきましては、草津町社会福祉協議会までお問い合わせください。

緊急小口特例貸付 総合支援資金特例貸付

特例貸付の目的
緊急かつ一時的に生計の維持
が困難となった場合に、少額
の費用の貸付を行うものです。

特例貸付の目的
生活再建までの間に必要な生活費用の貸
付を行います。

貸付上限額 ２０万以内 貸付上限額
①単身世帯　15万円以内(月額)×3か月間
②2人以上の世帯　20万円以内(月額)×3
か月間　※1か月ごとの送金になります。

据置期間 １年以内 据置期間 1年以内

償還期間 ２年以内 償還期間 10年以内

貸付利子 無利子 貸付利子 無利子

保証人 不要 保証人 不要

送金までの期間 申請受理から7日程度 送金までの期間 申請受理から3週間程度

社会福祉協議会ロゴマーク

生活福祉資金　緊急小口

社会福祉協議会とは？

なんでも福祉相談
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草津町社会福祉協議会では地域福祉の向上を目指しています

日常生活自立支援事業

障害児者余暇支援事業

自分の町を良くするしくみ
“赤い羽根共同募金”・公共料金の支払いがうまくできない

・自宅に届く手紙の内容がわからない、手続きが一
人では難しい。
・キャッシュカードや通帳が見つけられず困ることが
ある
・困った時にどこに相談したらよいのかわからない
　といったことはありませんか？社会福祉協議会で
は、そういった不安に寄り添うためのサービスを実
施しています。

利用できる人
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力に
不安のある方
※診断書・手帳は不要です。
上記の人で、サービス利用の意思がある人
お手伝いできること
①福祉サービスの利用援助②日常的な金銭の管理③
書類の預かり
※①②は定期的に職員がご自宅や施設に訪問。公共
料金の支払いや生活費のお届け、手紙の確認など必
要な支援を行います。
　③は利用者の希望に応じて通帳や印鑑、証書など
を金庫で預かります。

利用方法
社会福祉協議会(88-1050)まで連絡
相談は、ご本人・ご家族以外の方も可。心配なこと
があれば連絡をください。
利用料
1時間　1200円(生活保護世帯は無料、住民税非課
税世帯は700円)
※契約までの相談、各種手続きは無料

　活動予定はホームページ
でお知らせしています。
　年間の活動予定を知りた
い方は、社会福祉協議会ま
でご連絡ください。各活動
をサポートするボランティ
アでの参加も大歓迎です！

　今年度も、共同募金の助成を受け、長野原町・嬬恋村両社協と共催で余暇支援事業を予定しています。

・ ダンスダンスダンス (毎月第４土曜、嬬恋村立東部小学校)

・ なかよしクラブ (ＢＢＱ、クリスマス会、日帰り旅行、合宿)

　共同募金とは、地域福祉の推進
を図るため、都道府県の区域を単
位として、毎年1回、厚生労働大
臣の定める期間内にあまねく行う
募金です。
　共同募金には「一般(赤い羽根)
募金」、「地域歳末たすけあい募金」、「ＮＨＫ歳末たす
けあい募金」の3種類があります。
　草津町支会では、10/1 ～ 12/31に「一般(赤い
羽根)募金」、12/1 ～ 12/31「地域歳末たすけあい
募金」のご協力をお願いしています。
　集められた募金は、子どもや、高齢者、障がいの
ある方などを支援するＮＰＯ法人やボランティア団
体の活動及び地域福祉活動へ配分されます。また、
社会福祉施設の整備にも配分されます。

　草津町支会では、地域活動を行う団体への配分
を行っています。

今年度配分先
こどもの森932(運営費配分)
草津町社会福祉協議会(社会福祉協議会配分)

※福祉活動を目的とする団体で配分を希望される
場合は支会事務局までご相談ください。

問合せ
群馬県共同募金会　草津町支会
(草津町社会福祉協議会)
電話　0279-88-1050
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草津町社会福祉協議会では地域福祉の向上を目指しています

ふくしトピックスふくしトピックス

マスクの寄付受付について 草津町老人クラブ連合会
＊お米のお届け＊

エコキャップ回収
　皆様が集めて、回収させていた
だいたエコキャップ・プルタブは、
回収業者（アルファ・ジャパン）
が回収・売却し、収益の一部を、

ＮＰＯ法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会」
（JCV）に寄付しております。
　◉ポリオワクチン（小児麻痺）一人分＝約20円
　◉エコキャップ４㎏（約1,720個）＝ポリオワクチン一人分 
　◉ プルタブはドラム缶16本分（約1,600㎏）で、車椅子１
台を 施設等に寄贈しています。

エコキャップ収集場所
　エコキャップ収集場所草津小学校・草津町総合保健福祉
センター
※ エコキャップ・プルタブは、それぞれポリ袋等にまとめ
て詰めて出してください。
令和元年度　エコキャップ・プルタブ回収報告
　エコキャップ　1,023㎏　43,989個　寄付ワクチン代　
2,046円（205人分）プルタブ　28㎏（ドラム缶16本分
(1,600㎏ )で車椅子を寄付）

　新型コロナウイルスの影響
により、マスクが不足してい
ます。ご家庭や企業で余裕の
あるマスクをいただき、医療
機関や福祉施設等にお届けす
る取り組みを実施いたします。
マスクは衛生面及び安全性を
考慮し、布・不織布等、新品
未開封のものを集めています。
皆様のご協力をお願いいたし
ます。

【受付場所】
草津町総合保健福祉センター
※窓口に専用ボックスが設置
してあります。

令和２年５月１日（金）～

　コロナウイルス感染拡大防止のため、活動自粛が
続いている中で、皆さんに元気で過ごしていただく
よう、各支部役員さんの協
力をいただいて、会員（世帯）
にお米1キロをお届けいた
しました。
『うつさない‼ うつらない‼
　　一人ひとりの心がけ』

　いただきましたご寄附につきましては、地域福祉のために活用させていただきます。ありがとうございました。

・町内で事業を営む関東プロパン瓦斯（株）様よりハンドソープ
（１２０本×３５０㎖）を寄贈していただきました。

・匿名寄付
６月２日付けで町を通して匿名で５０,０００円のご寄附をいただきました。
お手紙には「お弁当ありがとうございました。」と書かれていました。

思いやり駐車場の利用について
　群馬県が行う「思いやり駐車場利用制度」を受託し、利
用証の交付を行っています。以下の対象者に利用証を発行
し、この制度に協力していただいている施設の思いやり駐
車場（車いす使用者用駐車施設）に駐車する際に、自動車
のルームミラーに利用証を掲示するものです。
利用証の対象となる方
・ 身体障害者の方（身体障害者手帳の等級により交付され
ます）
・ 知的障害者の方（療育手帳の障害の程度が「Ａ」の方）

・ 精神障害者の方（精神障害者保健
福祉手帳の等級判定「１級」の方）
・ 高齢者の方（介護認定を受けた方
で要介護度１以上の方）
・ 難病患者の方（特定疾患医療受給者の方）
・ 妊産婦の方（妊娠７か月～産後６か月の方）
　ご利用を希望される方は、社会福祉協議会までお問い
合わせください。

～ 寄 附 紹 介 ～
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Ｎｏ,6★お問合わせ★　草津町社会福祉協議会
TEL0279-88-1050　FAX0279-88-1055　E-mail  kusasyakyo@song.ocn.ne.jp

HP  http://www.kusatsu-shakyo.com/

1年の始まりは
書初めから(*^^)v

いきいきぜひ遊びに
　　　　来てみませんか！？
65歳以上の元気高齢者大大大募集

玄関の前で１枚
コロナに勝つぞ(*^_^*)

子育てひろばすくすく

ママフィット汗を流して
気持ちいいです
ママと一緒に私もやるわ♥

みんなで天狗山楽しかったね(*´▽｀*)
来年も行こうね

お友達とハイチーズ
(#^.^#)

３月からお休みしていましたが、
７月より(火)(木)再開です。
遊びに来てね。

65歳

３
７
遊

お友達とハイチ ズ

いきいきプラザ草津

２月お面を作って豆まき!!!
青鬼退治しました♡ 干支で子製作

記念にみんなで１枚！大好きな篠崎先生と

第70回「社会を明るくする運動」の
中止について

新型コロナウイルス発生に伴う
賛助会費（訪問）の中止について

第70回「社会を明るくする運動」強化月間

令和２年７月１日～７月31日
　新型コロナウイルスの感染拡大の防止を受け、町内巡

回パレードは中止となりました。

また、メッセージ伝達式について

は、町長室にて保護司会長及び更

生保護女性会長により、町長にメ

ッセージ伝達を行いました。

　皆様ご承知のように新型コロナウイルスの

発生に伴い、例年お願いしております当会特

別会費及び賛助会費につきましては、今年度

は訪問を中止し、賛助会費は頂かないことと

いたしました。

　ご理解をいただきますようお願い申しあげ、

来年以降は以前と変わらぬご協力を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

お知らせ


