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今回の「社協だより」は、赤い羽根共同募金の助成を受けて
１部あたり1.54円で作製しました。　市内在住の目の不自由な方々を対象に、太田朗読奉仕会が「広報おおた」を録音したＣＤを

配布しています。返却不要。希望される方は社会福祉協議会までご連絡ください。

太田市社会福祉協議会HP　https://otashakyo.jp
社協だより令和3年8月1日発行

第98号 社会福祉法人太田市社会福祉協議会
太田市飯塚町1549（太田市福祉会館１階）
　0276-46-6208　　0276-46-6229 HPはこちら▲

（単位：千円）
社　会　福　祉　事　業 534,707

サ
ー
ビ
ス
区
分

法人運営 186,289
福祉ふれあいスポーツ大会 1,905
住民支え合いネットワーク 794
ボランティアセンター 41,763
友愛訪問 7,476
配食サービス 3,938
福祉相談 552
高齢者無料職業紹介所 824
善意銀行 771
共同募金 8,621
歳末たすけあい 6,700
社会福祉大会 839
日常生活自立支援 15,624
小口生活資金貸付 6,984
生活福祉資金貸付 18,159
高齢者自立支援 91,655
介護用おむつ給付 6,000
理髪サービス 900
コミュニケーション支援 5,348
福祉人材バンク 6,270
福祉・介護人材マッチング支援 3,488
生活支援体制整備 52,782
高齢者ふれあい推進 19,000
スワンベーカリー（就労支援事業） 21,186
スワンベーカリー（障害福祉サービス） 7,969
ヤマザキショップ（就労支援事業） 16,353
ヤマザキショップ（障害福祉サービス） 2,517

（単位：千円）
公　益　事　業 263,985

サ
ー
ビ
ス
区
分

新田福祉総合センター 105,000
尾島健康福祉増進センター 105,000
福祉会館 17,961
おおた成年後見支援センター 9,775
生活困窮者自立相談支援 26,249

（単位：千円）
収　益　事　業 61,562

サービス区分 賃貸 61,562

社会福祉事業 （単位：円）
収　　入 決　算　額 支　　出 決　算　額

会費 4,220,000 人件費 6,185,336
寄附金 1,956,320 事業費 22,913,720
経常経費補助金 234,054,806 事務費 31,197,723
受託金 186,477,554 就労支援事業 29,315,300
貸付事業 2,898,400 貸付事業 2,921,000
事業 906,750 共同募金配分金事業費 4,883,400
就労支援事業 27,890,369 助成金 18,503,445
障害福祉サービス等事業 9,599,252 負担金 350,176,545
受取利息配当金 477 固定資産取得 140,800
その他 494,059 積立資産 1,078,969
固定資産売却 9,450
事業区分間繰入金 5,000,000
前期末支払資金残高 60,552,311 当期末支払資金残高 66,743,510

合　　計 534,059,748 合　　計 534,059,748

公益事業 （単位：円）
収　　入 決　算　額 支　　出 決　算　額

経常経費補助金 320,960 人件費 18,055
受託金 242,291,105 事業費 177,495,128
後見センター事業 1,105,000 事務費 13,740,319

負担金 51,985,261

当期末支払資金残高 478,302
合　　計 243,717,065 合　　計 243,717,065 

収益事業 （単位：円）
収　　入 決　算　額 支　　出 決　算　額

事業 6,795,360 事業費 38,500
事務費 825,760
その他 495,500
事業区分間繰入金 5,000,000

前期末支払資金残高 1,040,541 当期末支払資金残高 1,476,141
合　　計 7,835,901 合　　計 7,835,901

令和2年度　決算報告 令和3年度　予算（R2.4.1〜R3.3.31）

ひとりで悩まないで、相談しましょう

　介護や福祉の仕事への就職希望者等を
対象に、求人事業所との就職面接会を開催
します。福祉に関心のある方、介護の仕事を
希望する方、福祉職場の人事担当者と直接
話せる絶好のチャンスです。ぜひご参加くだ
さい。
※雇用保険受給資格者証の求職活動実績

になります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、内容が中止または延期になる場合も
あります。ご了承ください。

福祉のお仕事相談会を開催

太田市福祉人材バンク（福祉会館内）　 ０２７6-48-9599

　このような悩み事はありませんか？
●失業してから、なかなか仕事が見つ

からない。
●仕事をしたいがブランクがあり不安。
●子どもが長い間、就労できずにいる。

自立相談支援センター　自立相談支援事業のご案内

場所　市役所南庁舎1階
相談受け付け　午前8時30分〜午後5時15分

（年末年始・土日・祝日を除く）
※初めての相談は時間に余裕をもってお越しく

ださい。

≪市民後見人養成講座≫を
開催します

申込書配布　８月2日㈪から太田市社会福祉協議会本所・西部
支所(同協議会HPダウンロード可)

申込期間　８月２日㈪〜20日㈮の午後５時までに必要事項を記
入の上、本所へ郵送・FAXまたは、本所・西部支所へ
直接ご持参ください

関東西濃運輸労働組合太田支部から１１万円
濵田昭雄さんから５０００円
ふりーまーけっとの会から５６７０円
三菱電機労働組合群馬支部から掃除機２台、LEDランタン４台
太田ビジョンキリスト教会から衛生用品１４袋、生活用品４５点
市村惠美子さんからおむつ１２袋、パッド２２袋
あしながおじさんから花２６鉢、雑貨４７個
フレンドリー太田からようじ入れ３００個
三菱電機㈱群馬製作所から作業ズボン２５７着
遠山弘一さんから洗剤１６個
小川信夫さんからタオル７３枚

やさしいこころ 4月から5月まで

おおた成年後見センター
０２７6-46-6208　 ０２７6-46-6229

地域のお宝発見！

『つながる通信』

日時　8月28日㈯、午後1〜3時
会場　桐生市市民文化会館 スカイホールＢ
対象　福祉の仕事に就きたい人・関心のある人
申し込み　当日直接会場へ。入退場自由・服装

自由（マスク着用）・履歴書不要
※事前予約をすると当日の手続きがスムーズ

です。

自立相談支援センター
0276-48-8177　 0276-48-8178

相談はご本人からでも、
周りの方からでも大丈夫です。
相談員が一緒に解決方法を考えます。

応募方法

地域福祉係　 0276-30-0033

　市民後見人とは、判断能力が不十分な方の生活を支えてい
くため、地域で暮らす市民が「市民後見人」となり本人に代わっ
て金銭管理などの支援を行うものです。本講座は市民が地域
で後見人として活動できるように後見業務に必要な知識の習
得を目指します。
応募資格　次の全ての項目に該当する方
　⑴開催年度の４月１日現在において、年齢２０歳以上７０歳未

　満であること（令和３年４月１日現在）
　⑵太田市内に在住しており、市税の滞納がないこと
　⑶成年後見制度および高齢者や障害者に対する福祉活動に

　理解と熱意があり、心身共に健康であること
　⑷原則としてガイダンスおよび全ての養成講座カリキュラム

　に参加できること
　⑸養成講座の受講修了後、市民後見人として活動できること
募集人数　おおむね１５人
　※提出いただく書類で選考を行います。
　※選考後、受講対象者向けに説明会を開催します。
受講料　無料（ただしテキスト代は受講者負担　6300円）
講座日程　【カリキュラム（座学５回＋実践研修1回）】

各日とも午前9時〜午後4時
座学　10月30日、11月6日・13日・20日・27日（各日とも土曜日）

太田市福祉会館　全５回
実践　前橋家庭裁判所　太田支部（予定）

事前予約
申込フォーム▶︎

子育てサロン
日程


