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　１　地域福祉活動計画の推進

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）第3期地域福祉活動計画の策定 第2期計画（平成25年度から29年度）に基づき各種活動や事業を推進

第3期計画（平成30年度から2022年度）を策定
 市民アンケート調査（市と社協合同）、社協アンケート調査、策定会議
  4 回、係長会議5回、理事会、評議員会で検討、承認

　２　介護保険事業の実施

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）居宅介護支援事業 利用者数　     281名

計画作成数  2,524件

　　     介護予防支援 利用者数　　 　  64名

計画作成数　   513件

（２）訪問介護事業

①訪問介護 利用者数　144名　活動時間　9,415時間

②第一号訪問

　　イ　現行相当サービス 利用者数　27名　　活動時間　1,353時間

    ロ　緩和型サービス 利用者数　51名　　活動時間　2,487時間

　３　在宅福祉サービスの推進

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）地域福祉権利擁護事業 契約件数  　38件

　　　①あすてらすなすからすやま 相談件数 　505件

　　　②法人後見事業 受任件数　後見　4件

（２）有償ホームヘルプサービス事業 会員数　　　47名

　　  ①生活援助 派遣回数　延べ 415回

活動時間　延べ 517.5時間

　　  ②移送サービス 派遣回数　延べ 312回

派遣距離　延べ 4,525ｋｍ

（３）自立支援ホームヘルプサービス事業

　　  ①生活援助 利用者数　9名

利用時間　延べ 1,552時間

　　  ②移動支援 利用者数　1名

利用時間　延べ 30.5時間

（４）ひとり暮らし高齢者温泉入浴サービス事業 登録者数  319名（南109名　烏210名）

利用者数　大金温泉 223名　烏山城温泉 1,364名

　　　　　　　  　延べ 1,587名

（５）配食サービス事業

　　  南那須　 配食数 　延べ 816食（毎月第2・第4水曜日）

ボランティア数 14名（1ヶ所で実施）

　　  烏   山 配食数　 延べ 1,492食（毎月第1・3火曜日）

ボランティア数  52名（4ヶ所で実施）

（６）外出支援サービス（個別病院送迎） 登録者数　51名　実施回数　363件

（７）日常生活用具貸与事業 利用者数　41名

（８）要援護高齢者住宅補修・改修補助事業 利用者数　0名

　　平成２９年度事業報告
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（９）障がい者余暇活動支援事業 余暇活動事業　全5回実施
 期日　5/27　ふうせんバレー　場所　烏山体育館　参加者 26名
 期日　8/19　コントロールアタック　場所　烏山体育館　参加者 30名
 期日  10/14  卓球バレー、さいかつボール　場所　向田体育館
　　　　　　　　　参加者 22名
 期日　12/9　音楽交流　場所　保健福祉センター　参加者 30名
 期日　1/27　カラオケ交流　場所　カラオケBanban高根沢店　参加者
                  26名

余暇支援者研修会
 期日　8/1　場所　烏山支所　 参加者 18名
 講師　特別支援学校宇都宮青葉高等学園　服部隆志　氏
 内容　講話「知的障害児者のスポーツを通じた居場所「生きがい」
         づくりの取組みについて」、グループワーク

余暇情報交換会
 期日　1/26　場所　烏山支所　  参加者 8名
 内容　　意見交換（活動の振り返り、今後の活動について）

　４　ボランティアセンターの充実

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）ボランティアセンター運営委員会

（２）ボランティア協力校連絡会
期日　6/23　場所  保健福祉センター   　参加者8名
内容　実績報告、平成29年度事業内容、情報交換

（３）福祉施設ボランティア担当者連絡会
期日　12/14　　場所　南那須図書館会議室　参加者17名
内容　平成29年度ボランティア受入希望調査、活動報告、
　　　　　グループワーク

（４）ボランティア・ＮＰＯ・市民グループ
　　ネットワーク

研修会①　期日 8/18   場所　ぷらっと　参加者 16名
　内容　組織説明、各団体が協働できる活動の意見交換
企画会議　期日　10/16　場所　烏山支所　参加者 27名
　内容　協働プロジェクトを実現するための意見交換
研修会②　期日　10/21  場所　保健福祉センター　参加者 21名
　内容　講話「市民主体の福祉的まちづくりの在り方」
　　　　　講師　NPO法人明日育　長井一浩氏
情報交換会　期日　3/9　場所　ぷらっと　参加者 17名
　内容　団体同士のつながりづくりについての意見交換

テーマ別検討会議
　居場所づくりグループ　期日　12/6、1/27、2/22
　生活支援グループ　　　期日　12/7、1/17、2/21、3/28

ﾈｯﾄﾜｰｸ通信（年3回発行）
　期日　8/1　　第1号発行　70部
　期日　9/15　第2号発行　70部
　期日　2/21　第3号発行　70部

（５）災害支援ボランティアネットワークの
　　　登録・斡旋

登録数 7団体　個人 32名

（６）ボランティアコーディネート
285件
 いきいきサロン・ふれあいの里56件　福祉施設等228件、 追加調整
　33件

（７）ボランティアの登録・斡旋 登録数 48団体（延べ845名） 個人 20名

（８）ボランティア保険加入 活動保険 618名　行事保険 16件（1,098名）

期日　9/19　    場所　保健福祉センター  　参加者 12名
内容　委員改選、平成29年度事業内容、グループワーク
期日　3/27　　場所　保健福祉センター　　参加者 9名
内容　実績報告、平成30年度事業内容、グループワーク



4 

（９）ボランティア講座・研修等

　　　①学生世代（総合学習） 小学校福祉体験学習　10件（延べ358名）

中学校福祉体験学習　3件（延べ307名）

高校生福祉教育支援　1件（延べ19名）

　　　②ボランティア養成講座
災害ボランティア を学ぶ会（3回）
 期日　5/20　 場所　保健福祉センター　  参加者 31名
 内容　活動体験発表　災害ボランティア活動者 3名
　　　　 グループワーク
 期日　6/10　 場所　保健福祉センター　  参加者 28名
 内容　講話　災害支援ボランティアネットワークと地域住民の役割
　　　　 元滋賀県高島市社会福祉協議会　事務局長　井岡　仁志氏
 期日　7/2　   場所　大桶運動公園　       参加者 28名
 内容　演習　南那須地区総合水防訓練
　　　　 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

災害支援ボランティア情報交換会
　期日　2/28　場所　烏山支所　参加者 20名
　内容　災害ボランティアを学ぶ会の振り返り、グループワーク
栃木県・県北地区災害ボランティア対応力向上訓練
　期日　9/24　場所　矢板東高校　参加者 23名
　内容　避難所支援、土嚢作り、炊き出し体験

学生×福祉プロジェクト（5回）
 期日　7/11　    場所　烏山高校　  参加者 15名
 内容　顔合わせ　防災学習会
 期日　8/3　    場所　こども館　      参加者 15名
 内容　活動　「子ども防災講座」講師ボランティア
 期日　10/24　  場所　烏山高校　    参加者 10名
 内容　ふりかえり　募金活動学習会
 期日　11/5  場所　保健福祉センター　参加者 10名
 内容　活動　イベント募金活動
 期日　3/14・20　    場所　公民館　    参加者 12名
 内容　学習会・活動　地域ボランティアとの交流

福祉共育人材育成研修（１回）
 期日　3/26　    場所　保健福祉センター  　参加者11名
 内容　講話　福祉共育の先進モデルについて
　　　　 大田原市社会福祉協議会　主事　志賀はな絵

子ども防災講座
※NPO法人野うさぎくらぶ共催
 期日　8/3　場所　烏山小学校学童クラブ　参加者 88名
 期日　8/4　場所　境小学校学童クラブ　　参加者 25名
 内容　災害や避難所について、炊き出し体験

やまどん教室、からすまる教室
※なすから教育支援ネットワークの事業へ協力
 期日　8/18　場所　南那須公民館　参加者 29名
　　　　 8/24　場所　烏山南公民館　参加者 36名
 内容　障がい理解について、障がい者スポーツ体験
 期日　8/22　場所　南那須公民館　参加者 31名
　　　　 8/23　場所　烏山南公民館　参加者 38名
 内容　災害や避難所について、新聞紙スリッパ作り

（１０）ボランティア協力校助成と支援 指定校 9校（小学校 5校 20万円　中学校 2校 8万円

高校 1校 8万円　特別支援学校 1校 4万円）

（１１）地域福祉活動助成事業 交付団体　24団体（562,000円）

（１２）ボランティア室の貸出 140回

（１３）ボランティア情報掲示板の設置
社協烏山支所、矢崎部品（株）、保健福祉センターボランティア室、
市民カフェ35番館、大金駅前観光物産館

（１４）福祉標語・ポスターコンクール事業

（１５）歯ブラシ一本が命を救う運動 歯ブラシ 1,470本、タオル 680本

小中学校、高等学校、市民から募集
 福祉標語495点　ポスター26点の応募
作品展示会
 期日　4/4～20　場所　南那須図書館展示スペース
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（１６）使用済み切手・未使用年賀状
       ・書き損じハガキ収集「ちょいボラ」

寄付件数 51件

（１７）フードバンクの受入 受入件数 23件

（１８）善意銀行の開設 受託件数 19件（金銭6件　物品13件）

　５　福祉関係団体の支援

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）いきいきクラブの支援

　市連合会

　　　①指導者及び女性リーダー研修会 期日　11/16～17　 場所　阿字ヶ浦他　参加者 28名　

　　　②シルバースポーツ大会 期日　9/14　　場所　緑地運動公園　参加者 97名

　　　③栃木県老人クラブサークル活動発表大会 期日　8/8　    場所　宇都宮市文化会館　出演　千草会

　南那須支部

　　　①高齢者芸能大会　 期日  2/22　　場所　南那須公民館　参加者 329名

　　　②いきいきクラブレクリエーション大会 期日  10/24   場所　緑地運動公園　参加者 200名

　　　③グラウンド・ゴルフ大会 期日  5/23　　場所　緑地運動公園　参加者 72名

　烏山支部

　　　①烏山支部シルバースポーツ大会
期日  7/5　グラウンドゴルフ　　場所　烏山中央公園　参加者 72名
　　　　7/12　輪投げ、ペタンク　場所　烏山中央公園　参加者 95名

　　　②運動会 期日　10/4　　　場所　烏山体育館 　参加者延べ 230名

　　　③烏山支部研修会 期日　3/15　　　場所　日光市方面 　参加者延べ 22名

（２）身体障害者福祉会の支援

　　  ①交流会 期日  1/20　　場所　南平台温泉ホテル 　参加者 9名

　　  ②健康体操教室 期日　7/25　　場所　保健福祉センター　参加者 12名

　　  ③県障害者スポーツ大会 期日　9/24　　場所　県総合運動公園　参加者 3名＋応援 3名

　　  ④日帰り研修会 期日　10/20　 場所　茨城県常陸大宮市方面　  参加者 18名

（３）心身障害児者父母の会の支援

　　  ①療育訓練 期日  7/14～15   場所　山梨県方面　 参加者 24名（49名）

　　  ②地区心身障害児者スポーツ教室 期日　9/3　　　　   場所　烏山体育館　 参加者 36名（51名）

　  　③日帰り研修会 期日　3/11　　　　 場所　足利市方面　参加者 24名

（４）母子寡婦福祉会の支援

　　  ①会員研修会（加入促進事業） 期日　 12/3～4　場所　鹿沼市方面　参加者 16名

　　  ②会員研修会 期日   7/5　　  場所　日光市方面　　参加者 23名

　　  ③母と子の集い・ケーキ作り 期日　12/24　　場所　烏山公民館　  参加者 13名

　  　④那須烏山市・那珂川町連合体ミニレクリエーション 期日  2/18　　  場所　那珂川町公民館　  参加者 23名

（５）配食ボランティアの支援 烏山・南那須地区ボランティア合同研修会　

 期日　  11/10～11　場所　茨城県ひたちなか市  参加者 13名

烏山高等学校生との交流会
 期日　3/14　 場所　南那須公民館　 参加者 8名
 期日　3/20　 場所　農村婦人の家　 参加者 11名
 内容　調理及び配送の同行・会食会

（６）カナリア会（ひとり暮らし高齢者の会）の
                                                  支援

交流会
 期日　4/11　場所　烏山支所　参加者7名　内容　ランチ交流会
 期日　5/9　場所　向田ふれあいの里　参加者5名 内容 ランチ交流会
 期日　7/11　場所　烏山支所　参加者5名 内容 ランチ交流・学習会
 期日　9/12　場所　烏山支所　参加者5名　内容　レクリエーション
 期日　10/18　場所　日光市　参加者19名　内容　日帰りバス旅行
 期日　11/14　場所　やすらぎ荘　参加者12名　内容　ランチ交流
 期日　2/1　   場所　 落石釣り堀　参加者14名　内容　新年会
 期日　2/13   場所　烏山支所　参加者13名　内容　ランチ交流

（７）さくら会（ひとり暮らし高齢者の会）の支援

　　  ①2泊研修会（第1回） 期日  5/31～6/2　 場所　阿字ヶ浦　 参加者 13名

　　  ②2泊研修会（第2回） 期日  10/18～20　 場所　芹沢温泉　参加者 14名
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（８）パネルシアターボランティア

　  　「しゃぼんだま」の支援 上演回数12回　  場所　幼稚園、保育所、福祉施設、公民館等

（９）とちぎタイ教育里親の会の支援

　　　①総会、タイ料理、懇親会 期日　5/20  場所　南那須公民館　参加者 10名

　　　②情報誌の発行 「サワディ・カァ」発行　4,6,12月号　3回

（１０）南那須地区肢体不自由児協会の支援

　　   ①愛の絵はがき頒布 期日　11月～12月　1,835セット

（１１）音訳グループスマイルの支援
広報お知らせ版の音訳活動　24回（1・15日号）
活動日数述べ 48日　活動人数述べ 192名　自主研修 (5回） 25名

　６　コミュニティワークの推進

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）小地域見守り活動の推進 住民が、主体的に地域内の見守りや助け合い活動を進められるよう
自治会、民生委員児童委員、市との連携により小地域内の住民の組
織化を支援した。

実施箇所数 98ヶ所
見守り対象者 278名（平成29年9月1日現在数）

小地域見守り活動情報交換会
 期日  3/29　 場所  保健福祉センター   参加者 60名
 内容　実践事例紹介（南、日野町、大金台自治会）、情報交換

（２）コミュニティワーク体制づくり 地域と専門職が連携して、地域の福祉課題を解決できるような体制づ
くりを推進した。

社協連携ミーティング
 内容　個別支援と地域支援の一体的展開に向けた事例検討
　　　　全4回　アドバイザー　国際医療福祉大学　林和美氏

（３）要援護者の台帳整備・管理
災害時要援護者台帳の提供により、民生委員児童委員との情報共有
化（民生委員児童委員調査により市作成）

　７　福祉教育の推進

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）第１３回社会福祉振興大会 期日    2/24  場所　南那須公民館　  参加者 130名

内容　 表彰・感謝状贈呈 37名

記念行事　講話～トーク＆木の笛・ギター演奏

　　　　　　　講師　川崎くみ、川崎清一　氏

（２）社協だよりの発行 発行日　毎月10日　全世帯配布（Ｎｏ138～149）

（３）HP・SNSによる情報発信 社協HP、ボラセンHP、社協facebookページ　随時情報発信
閲覧者　ボラセンＨＰ 12,339件、facebook 18,149件　更新 36件

（４）第１２回健康福祉まつり 期日  11/5　　場所　保健福祉センター
参加者　54団体　544名　来場者 2,500名

　８　高齢者福祉事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）高齢者の生きがい事業

　　  ①生きがい学級の支援 絵画教室 1学級、陶芸教室 1学級、俳句教室 1学級

囲碁教室 1学級、日光彫教室 1学級、山野草教室 1学級　

　　  ②生きがい作業室の利用 陶芸教室毎週火曜日、絵画教室毎月第 2,4金曜日

日光彫教室毎月第3木曜日、俳句教室毎月第2月曜日

山野草教室4～12月毎月第1,3月曜日　
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　９　児童福祉及び青少年の健全育成

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）なすからすやま風の顔らんど運営委員会 運営委員会 7回

　　     の支援  ボランティア活動（健康福祉まつり、桔梗寮まつり）

 若鮎クラブの活動援助 13回

　１０　心身障害者福祉事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）障害児通所支援事業

　　  ①（児童発達支援）こども発達支援センター 開設日　月～金曜日　8:30～17:15

　　     　くれよんクラブ 契約数   48名（延べ1,901名）

　    ②（放課後等デイサービス）くれよんスクール 開設日　月～金曜日　14:00～17:15

　　　　 　　　　　 長期休み9:00～16:30（夏休みは17：00まで）

契約数  46名（延べ5,240名）

  ③（障害児相談支援事業）くれよんホーム 開設日　月～金曜日　8:30～17:15

契約数  97名

（２）障害福祉作業所の運営

　   ①すずらん 開設日　月～金曜日　9:00～16:00

利用者　8名（5月～7名）（延べ1,537名）

内   容　アルミ缶潰し、空き瓶選別、袋詰め　保健福祉センター

　　　　   周辺清掃

　   ②あすなろ 開設日　月～金曜日　9:00～16:00

利用者　22名（延べ4,524名）

内   容　パン製造、リサイクル石鹸、手織り、アルミ缶潰し、

　　　　   箱折り、部品選別等

　１１　低所得者福祉事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）生活福祉資金の貸付事業 利用件数　24件（内償還中20件）

（２）社会福祉金庫の貸付事業 利用件数　26件（南17件　烏9件）

　１２　相談事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）心配ごと相談事業の開設

　　烏山支所 開催日　毎月第1,3水曜日　9:00～12:00

場　 所　支所　　 相談件数 16件

    本   所 開催日　毎月第2,4水曜日　9:00～12:00

場　 所  本所     相談件数 8件

（２）市民法律相談の開設 開催日　 5,7,10,12,2月の第3木曜日　13:30～16:00

場   所　 保健福祉センター（7,12月）　烏山支所（5,10,2月）

申込件数　37件　利用件数32件

　１３　福祉バス事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

　　福祉バス運営 高齢者・障がい者団体等の研修や行事を支援

 利用回数 25回　576名
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　１４　理事会・評議員会関係事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

外部監査 期日   6/1　出席者 5名

場所   保健福祉センター

監査人　税理士法人中山アンドパートナーズ

決算監査 期日   6/2　 出席者 6名

場所　保健福祉センター

第1回理事会 期日　 6/15理事 7名　監事 2名

場所  保健福祉センター

第1回評議員会 期日  6/28　評議員 14名　理事 2名　監事 1名

場所  保健福祉センター

第2回理事会 期日  6/15　理事 8名　　監事 1名　

場所  保健福祉センター

第3回理事会 期日  1/9　理事 8名　監事 2名

場所　保健福祉センター

第4回理事会 期日　3/5　理事 7名　監事 2名

場所　保健福祉センター

第2回評議員会 期日　3/16　評議員 12名　理事 2名

場所　保健福祉センター

　１５　各種募金運動

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）共同募金募集 運動期間　 10/1～12/31

 戸別募金　 4,698件　 4,698,200円

 法人募金　　120件　　　388,000円

 学校募金　 　　8件　　　　75,446円

 職域募金　　　29件　　　214,662円

 店頭募金　　 　4件　　  　　7,767円

 イベント募金   1件　　　　 18,275円

　合　計　　　　　　　　　5,402,350円 

（２）社会福祉振興基金 寄付件数　　　43件　  　794,958円

（３）平成２８年度熊本地震義援金 寄付件数　　　　3件　　　 55,467円

（４）平成２８年度福岡大雨義援金 寄付件数　　　　1件　 　　16,201円

　１６　日本赤十字社事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）会費募集 会員増強運動　7～8月

 会費 500円　   会員数 5,601名　  2,800,850円

（２）災害救援活動 火災対応 ０件

（３）赤十字地域奉仕団活動 期日　6/10　内容　災害ボランティア研修会参加

期日　7/2　  内容　市水防訓練参加

期日　6/16,7/14　内容　福祉体験協力（荒川小学校、南那須中学校）

期日　8/3　  内容　子ども防災ボランティア協力

期日　9/21　内容　日赤研修会（若い保護者向けの研修）

期日　11/5  内容　福祉まつりで炊き出し広報(100食)

期日　2/23　内容　災害ボランティア研修会協力（つくし幼稚園）
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　１７　社会福祉協議会会員事業

　　　区　　　　　分 　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　額

普通会員会費　1世帯 800円　 　　   4,150,800円

賛助会員会費　1口　2,000円個人賛同者 　　　   　20,000円

特別会員会費　1口　3,000円法人、会社等 　　   　514,000円

団体会員会費　1口　5,000円福祉施設等 　　　   　55,000円

　　合　　計 　   　4,739,800円
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