社会福祉教育推進事業サポートシステム実施要項
１．目

的

活力ある福祉社会を目指して近年、福祉の理解と関心を深める実践活動と
して福祉教育への期待と関心が高まっている。こうした中、本事業を利用
することで手軽に体験学習等を実施していただき、生徒がいかに生きるべ
きかを考えるきっかけを与え、本来の「ふくし」を実践できるような生徒
の育成を目的とする。

２．実施主体

社会福祉法人

太田市社会福祉協議会

３．推進主体

指定された市内小・中学校

４．協力機関

太田市・太田市教育委員会・社会福祉関係団体他

５．活動内容

指定を受けた学校は、目的達成のためにそれぞれの地域の実情に合わせ
特性を活かした活動を展開する。（別紙体験学習等一覧参照）

６．助 成 金

事業推進に協力的で、先駆的・試行的事業又は費用が高額なものについ
て助成金交付要項に基づき社会福祉協議会の予算範囲内で助成する。

７．社会福祉協議会の役割
（１）学校が行う事業に対し、福祉活動・ボランティア活動に関する情報
提供等の支援を行う。
（２）助成金交付要項に基づき決定を受けた学校に活動費を助成する。
（３）その他必要な事業。
８．応募と決定
（１）事業実施を希望する学校は、定められた期間内に別紙事業計画
（様式１－１、様式１－２）をもって応募する。
（２）太田市社会福祉協議会は、応募校すべてに対し事業実施に向けての支
援を行う。
（３）助成金の決定に関しては、決定通知により太田市社会福祉協議会が学
校に通知するものとする。
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９．助成金の基準
（１）本事業の推進にあたり、太田市教育委員会並びに太田市社会福祉協
議会との連絡が保たれ、児童、生徒、PTA 及び地域住民各団体等の
協力が期待できるもの。
（２）社会福祉教育推進事業サポートシステム助成金交付要項に基づく。
１０．事業報告
（１）助成金の有無に関わらず事業を実施した学校は、事業終了後１ヶ月以
内に、実績報告書（様式３）を社会福祉協議会に提出する。
（２）実績報告書（様式３）には感想文やその他参考となる資料（写真）等
を添付する。
（３）講師謝礼の領収証（写）を添付する。
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■体験学習 講師一覧
教室名

手話教室

内

容

聴覚障害者が生活する
上で不便に思うことや
日常会話を中心とした
手話表現・指文字の指
導をします。手話コー
ラスも可能です。

点字教室

点字の始まりの話か
ら、点字器を使って実
際に点字を打てるよう
に指導します。

講

師

聴覚障害者
福祉協会
◆手話通訳
が必要です

謝 礼
講師 1 名につき
1 限目＝5,000 円
2 限目＝3,000 円
通訳も同様です

備 考

助成は 5,000 円のみ

1 限目⇒5,000 円×2 名
2 限目⇒8,000 円×2 名

太田点訳
奉仕の会

1 講座 5,000 円

重複障害
教室

盲ろう者が生活する上
で不便に思うことの話
やコミュニケーション
ツールとしてのブリス
ター（点字器）体験、ヘ
ッドホンやアイマスク
を使った体験を指導し
ます。

群馬盲ろう者
つるの会

1 講座 5,000 円
盲ろうの疑似体験の際
には生徒 1 名につき、
40 円の耳栓代をご負担
いただきます。

視覚障害者
ガイドヘルプ
教室

アイマスクを利用し目
隠し歩行の体験やガイ
ドペルプの手法を指導
します。

七星会

1 講座 5,000 円

現在、実施を見合わせ
ております。詳細はお
問い合せください。

車椅子
ガイドヘルプ
教室

車椅子介助の心得や操
作方法を指導します。

七星会

1 講座 5,000 円

現在、実施を見合わせ
ております。詳細はお
問い合せください。

高齢者
疑似体験
教室

疑似体験用具を利用し
高齢者の不自由な体験
を指導します。

七星会

1 講座 5,000 円

現在、実施を見合わせ
ております。詳細はお
問い合せください。

リサイクル
教室

地球温暖化防止や環境
に関する講話と身近な
素材を使用してリサイ
クルの指導をします。

アクト☆
やまと姫

1 講座 5,000 円
機材の用意は学校負担
になります。

要約筆記
教室

聴覚障害者に文字で情
報を伝える通訳です。
手書き要約筆記（ＯＨ
Ｃによる全体投影・ノ
ートテイク）を体験し、
速く、正しく、読みやす
く伝える方法を指導し
ます。

群馬県
要約筆記会

1 講座 5,000 円
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今年度は休止させてい
ただきます。

※午前 10 時以降希望

■講演 講師一覧
講演名

内

容

講 師

謝

礼

備 考

赤い羽根
教室

共同募金の活用方法に
ついてお話します。

群馬県
共同募金会

無料

視覚障害

生活上不便なことなど
障害者の生活について
お話します。そこから
住みよいまちづくりに
ついてお話します。

太田市視覚
障害者福祉協会

1 講座 5,000 円

送迎及びガイドヘルプ
が必要

身体障害

事故で車椅子生活にな
り、前向きに生きてい
こうと決心するまでの
話やバリアフリーのま
ちづくりについてお話
します。車椅子バスケ
ットのデモンストレー
ションも体験できま
す。

塚本京子氏

1 講座 5,000 円

デモンストレーション
の際は別途車椅子（競
技用）の借用が必要

朗読劇

地元太田の空襲をメイ
ンに戦争の恐ろしさ
や・悲惨さ、平和の大切
さを朗読劇で伝えま
す。教科書等の朗読も
行います。

ひまわりの会

1 講座 5,000 円

国際交流

市内在住外国人の生活
サポートについてお話
します。

あゆみの会

1 講座 5,000 円

環境

環境問題を通し自分た
ちが生活している地球
へ興味を抱かせ、環境
汚染対策として生活上
の配慮すべき事柄を考
えます。

環境カウン
セラーズぐんま

1 講座 5,000 円

ボランティア

市内で活動しているボ
ランティアグループを
紹介します。

各種
ボランティア
団体

1 講座 5,000 円

内容は要相談

※曜日・時間については要相談となります。講師等の都合により実施できない場合もあります。予
めご容赦ください。
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