平成２８年度事業報告
１

介護保険事業の実施

事 業 名
（１）居宅介護支援事業
介護予防支援
（２）訪問介護事業
①訪問介護
②第一号訪問
イ 現行相当サービス
ロ 緩和型サービス

２

内

容

利用者数
２９４名
計画作成数 ２，５５０件
利用者数
５２名
計画作成数
４３３件
利用者数 １１９名

活動時間 ９，７０８時間

利用者数 １５名
利用者数 ５０名

活動時間 １，０９０時間
活動時間 ２，３３０時間

在宅福祉サービスの推進

事 業 名
（１）地域福祉権利擁護事業
①あすてらすなすからすやま
②法人後見事業
（２）有償ホームヘルプサービス事業
①生活援助
②移送サービス
（３）自立支援ホームヘルプサービス事業
①生活援助
②移動支援
（４）ひとり暮らし高齢者温泉入浴サービス事業

（５）配食サービス事業
南那須
烏 山

契約件数
相談件数
受任件数
会員数
派遣回数
活動時間
派遣回数
派遣距離

内
３７件
３６２件
後見 ３件
４７名
延べ２９４回
延べ３６７時間
延べ２６８回
延べ３，５１１ｋｍ

容

利用者数 １２名
利用時間 延べ２，３５３時間
利用者数 １名
利用時間 延べ３４．５時間
登録者数３６７名（南１３０名 烏２３７名）
利用者数 大金温泉２４４名 烏山城温泉１，３０９名
那須烏山温泉寿乃湯６１名 延べ１，６１４名
配食数 延べ８５０食（毎月第２・第４水曜日）
ボランティア数１５名（１ヶ所で実施）
配食数 延べ１，３５３食（毎月第1・３火曜日）
ボランティア数５３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 ３７３件

（７）日常生活用具貸与事業

利用者数 ５６名

（８）要援護高齢者住宅補修・改修補助事業

利用者 ２名
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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 ５／２８ ふうせんバレー 場所 烏山体育館 参加者３５名
期日 ８／２０ 卓球バレー
場所 向田体育館 参加者３３名
期日 １０／１６ 音楽交流会 場所 烏山体育館 参加者２６名
期日 １２／１７ 音楽交流会 場所 烏山体育館 参加者２４名
期日 １／２１ コントロールアタック 場所烏山体育館 参加者３３名
余暇支援者研修会
期日 ５／２０ 講師 栃木県障害者スポーツ協会 小金沢茂氏
場所 烏山支所 参加者 １４名
余暇情報交換会
期日 １／２７ アドバイザー栃木県障害者スポーツ協会小金沢茂氏
場所 烏山支所 参加者 １２名

３

ボランティア活動の推進

事 業 名
（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

内

容

期日 ３/１６
場所 保健福祉センター 参加者７名
内容 Ｈ２８活動報告、Ｈ２９活動計画、グループワーク
１回／年
期日 ６／２０ 場所 保健福祉センター
参加者８名
内容 Ｈ２７報告、Ｈ２８計画及び各学校の取り組み等情報交換

（３）福祉施設ボランティア担当者連絡会

会議
期日 １２／１６ 場所 保健福祉センター 参加者１８名
内容 Ｈ２９ボランティア受入希望調査、活動報告書、
各施設の受入方法や 課題について

（４）ボランティア・ＮＰＯ・市民グループ
ネットワーク

研修会
期日 ７／３０
場所 保健福祉センター 参加者１９団体１８名
内容 講話「集まろう！つながろう！一緒にやろう！協働について」、
グルー プワーク
高根沢たんたんＣａｆｅ発起人増田茂氏
期日 ３／１８ 場所 保健福祉センター 参加者１６団体１５名
内容 講話「これからの市民活動の在り方」、グループワーク
高根沢たんたんＣａｆｅ発起人増田茂氏

（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 ４団体 個人２２名

（６）ボランティアコーディネート

３１８件
いきいきサロン・ふれあいの里６６件 福祉施設等２２６件、
追加調整２６件

（７）ボランティアの登録・斡旋

登録数 ５０団体（延べ８６０名） 個人１６名

（８）ボランティア保険加入

活動保険５８８名 行事保険１６件（１，６０２名）

（９）ボランティア講座・研修等
①学生世代（総合学習）

②ボランティア養成講座

小学校福祉体験学習 ９件（延べ３４０名）
中学校福祉体験学習 ３件（延べ３１２名）
高校生福祉教育支援 １件（延べ５５２名）
災害ボランティア を学ぶ会（３回）
期日 ６／２５ 場所 保健福祉センター 参加者３９名
内容 講話 災害が発生したときどう地域で支えあうか
前橋市社会福祉協議会 地域福祉課 髙山弘毅氏
期日 ７／１６ 場所 保健福祉センター 参加者３６名
内容 演習 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
前橋市社会福祉協議会 地域福祉課 髙山弘毅氏
期日 ８／５
場所 烏山公民館
参加者３２名
内容 演習 那須烏山市ハザードマップで地域を知ろう
那須烏山市災害支援ボランティアネットワーク発足
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学生×福祉プロジェクト（４回）
期日 ９／２７
場所 烏山高校
参加者６名
内容 顔合わせ 年間計画について
期日 １０／４
場所 烏山高校
参加者９名
内容 講話 赤い羽根共同募金とは何か
期日 １０／２５ 場所 烏山高校
参加者６名
内容 準備 募金活動に向けての準備
期日 １１／６
場所 健康福祉センター 参加者９名
内容 活動 イベント募金活動
福祉共育人材育成研修（2回）
期日 ２／２
場所 保健福祉センター 参加者１４名
内容 講話 学校から地域ぐるみの福祉教育へ
国際医療福祉大学 准教授 大石剛史氏
期日 ２／６
場所 保健福祉センター 参加者１４名
内容 演習 福祉共育出前講座体験
国際医療福祉大学 准教授 大石剛史氏
子ども防災講座（災害、避難所について）
※NPO法人野うさぎくらぶ共催
期日 ７／２５ 場所 江川小学校学童クラブ 参加者２７人
期日 ８／２２ 場所 七合小学校学童クラブ 参加者３７人
なすから元気サポーター講座 ※市役所包括支援センター共催
（基礎編３回）
期日 １１／７
場所 保健福祉センター 参加者１７名
内容 講話 お互い様の助け合い
国際医療福祉大学 准教授 林和美氏
期日 １１／１７ 場所 保健福祉センター 参加者１６名
内容 講話 地域活動の現場から
ＮＰＯ法人ゆいの里代表 飯島惠子氏
期日 １１／２２ 場所 向田ふれあいの里 参加者１８名
内容 認知症サポーター養成講座、地域活動グループワーク
（実践編３回）
期日 １１／３０ 場所 保健福祉センター
参加者１８名
内容 講話・演習 高齢期の体の変化と運動の効果を学ぶ
日本健康財団 健康運動指導士 小熊理恵氏
期日 １２／２
場所 保健福祉センター
参加者１５名
内容 講話 助け合い活動をすすめるために
ＮＰＯ法人ｸﾞﾙｰﾌﾟたすけあいｴﾌﾟﾛﾝ理事長 菅野安子氏
期日 １２／７
場所 保健福祉センター
参加者１９名
内容 演習 運動・ストレッチの指導について
日本健康財団 健康運動指導士 小室史恵氏
（フォローアップ編２回）
期日 １／１７
場所 保健福祉センター
参加者８名
内容 講話・演習 いきいきサロンと介護予防ｻﾎﾟｰﾀｰについて
期日 １／２３
場所 保健福祉センター
参加者６名
内容 講話 生活支援サービスの基礎知識
ＮＰＯ法人ｸﾞﾙｰﾌﾟたすけあいｴﾌﾟﾛﾝ理事長 菅野安子氏
③福祉標語・ポスターコンクール
作品展示会

期日 ３／３～２４ 場所 南那須図書館

（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 ２８団体（６４２，０００円）

（１２）ボランティア室の貸出

１８３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

小中学校、高等学校、市民から募集
福祉標語４７６点 ポスター３７点の応募

（１５）歯ブラシ一本が命を救う運動

歯ブラシ８８５本、タオル５３６本

（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５３件

（１７）善意銀行の開設

受託件数１９件（金銭６件 物品１３件）
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４

福祉関係団体の支援

事 業 名
（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
②シルバースポーツ大会
③栃木県老人クラブサークル活動発表大会

南那須支部
①高齢者芸能大会
②いきいきクラブレクリエーション大会
③グラウンドゴルフ大会
烏山支部
①烏山支部シルバースポーツ大会
②運動会
③烏山支部研修会
（２）身体障害者福祉会の支援
①交流会
②レクリエーション大会
③県障害者スポーツ大会
④一泊研修会
（３）心身障害児者父母の会の支援
①療育訓練
②地区心身障害児者スポーツ教室
③研修会
（４）母子寡婦福祉会の支援
①会員研修会（加入促進事業）
②会員研修会
③母と子の集い・ケーキ作り
④那須烏山市・那珂川町連合体ミニレクリエーション

（５）配食ボランティアの支援

内

容

期日 １１/２４～２５ 場所 裏磐梯他 参加者２６名
期日 ９／１４ 場所 緑地運動公園 参加者９３名
期日 ９／８

場所 栃木県教育会館 出演 なかよしクラブ

期日 ２／１４
期日 １０／４
期日 ６／２７

場所 南那須公民館 参加者３００名
場所 緑地運動公園 参加者２００名
場所 緑地運動公園 参加者１２０名

期日 ７／６ グラウンドゴルフ 場所 烏山中央公園 参加者７２名
７／１３ 輪投げ、ペタンク 場所 烏山中央公園 参加者８０名
期日 １０／５
期日 ２／２３
期日
期日
期日
期日

場所 烏山体育館 参加者延べ２５０名
場所 北茨城方面 参加者延べ２２名

１／２０
場所 なかだや
参加者７名
７／９
場所 南那須公民館 参加者９名
９／２５
場所 県総合運動公園 参加者１名＋応援５名
１０／２０～２１ 場所 日光市
参加者１２名

期日 ７／１５～１６ 場所 宮城県方面 参加者２７名（５７名）
期日 ９／４
場所 烏山体育館 参加者２７名（５３名）
期日 １／１１ 家族教室 場所保健福祉センター 参加者７１名
期日 ３／１２ 日帰り研修会
場所 日光方面 参加者２８名
期日 １１／２３～２４ 場所 茨城県方面 参加者１９名
期日 ６／１２
場所 日光市方面 参加者２８名
期日 １２／２３ 場所 烏山公民館 参加者１３名
期日 ２／２６
場所 小川公民館 参加者３９名
烏山・南那須地区ボランティア合同研修会
期日 １１／１１～１２ 場所 茨城県ひたちなか市 参加者１０名
烏山高等学校生との交流会
期日 ３／２１ 場所 婦人の家
参加者１１名
期日 ３／２２ 場所 南那須公民館 参加者１２名
内容 調理及び配送の同行・会食会

（６）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）
②２泊研修会（第２回）
（７）パネルシアターボランティア
「しゃぼんだま」の支援
（８）とちぎタイ教育里親の会の支援
①総会、タイ料理、懇親会
②情報誌の発行
（９）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
（１０）音訳グループスマイルの支援

期日 ６／８～１０
場所 阿字ヶ浦 参加者９名
期日 １０／２１～２３ 場所 湯遊ランド 参加者１４名
上演回数 １２回

場所 幼稚園、保育所、福祉施設、公民館等

期日 ５／１４
場所 南那須公民館 参加者１２名
「サワディ・カァ」発行 ４，５，１０月号 ３回
期日 １１月～１２月 １，７９５セット
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１８４名 自主研修(５回）２５名
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５

ネットワークづくりの推進

事 業 名
（１）要援護者の台帳整備・管理

内
容
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）

（２）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９４ 見守り対象者３２５名
小地域見守り活動研修会
期日 １０／２０ 場所 南那須公民館
参加者１００名
内容 講話
・「災害時にも活きる！地域住民同士の見守り助け合い活動
NPO法人にいがた災害ボランティアネットワーク事務局長 李仁鉄氏
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８１名
内容 実践事例紹介（屋敷、大金台自治会）、意見交換

６

福祉教育の推進

事 業 名
（１）第１２回社会福祉振興大会

（２）社協だよりの発行
（３）社会福祉協議会PR活動事業

（４）HP・SNSによる情報発信
（５）第１１回健康福祉まつり

７

高齢者福祉事業

事 業 名
（１）高齢者の生きがい事業
①生きがい学級の支援

②生きがい作業室の利用

③一人暮らし高齢者ふれあい交流会

８

内
容
期日 ２／２５ 場所 南那須公民館 参加者１５０名
内容 表彰・感謝状贈呈３５名
記念行事 講話～これからの地域福祉はどうあるべきか
講師 国際医療福祉大学準教授 林 和美 氏
発行日 毎月１０日 全世帯配布（Ｎｏ１２６～１３７）
内部検討委員会を設置し１１回の会議を実施。
リーフレットを作成。１０，０００部印刷
全戸配布及び関係機関に配布
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ＨＰ１０，６３０件、facebook１５，８７３件
期日 １１／６ 場所 保健福祉センター
参加者 ５２団体 ５２２名 来場者２，６００名

内

容

絵画教室１学級 陶芸教室１学級 水墨画教室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
俳句教室１学級
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 水墨画教室毎月第３水曜日
山野草教室４～１２月毎月第１，３月曜日
俳句教室毎月第２月曜日
期日 １０／２７ 場所 やすらぎ荘 参加者６名
期日 ３／１６ 場所 ３５番館
参加者７名

児童福祉及び青少年の健全育成

事 業 名
（１）なすからすやま風の顔らんど運営委員会
の支援

内
運営委員会５回

容

ボランティア活動（来市した和光市の子ども達との交流、健康福祉まつり、桔梗寮まつり）

若鮎クラブの活動援助１４回
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９

心身障害者福祉事業

事 業 名
（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
くれよんクラブ
②（放課後等デイサービス）くれよんスクール

③（障害児相談支援事業）くれよんホーム
（２）障害福祉作業所の運営
①すずらん

②あすなろ

１０
事

内

容

開設日 月～金曜日 ８：３０～１７：１５
契約数５５名（延べ２，２０３名）
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４１名（延べ５，０２７名）
開設日 月～金曜日 ８：３０～１７：１５
契約数１２１名
開設日 月～金曜日 ９：００～１６：００
利用者 ８名（延べ１，７３２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
開設日 月～金曜日 ９：００～１６：００
利用者 ２１名（延べ４，５４９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、部品組み込み、リサイクル裁断

低所得者福祉事業
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 ２２件（南１５件 烏７件）

１１

相談事業

事 業 名
（１）心配ごと相談事業の開設
烏山支所
本 所
（２）市民法律相談の開設

１２

内

容

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
開催日 毎月第２，４水曜日 ９：００～１２：００
場 所 本所
相談件数１０件
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 ３３件 利用件数２９件

福祉バス事業

事 業 名
福祉バス運営

内
容
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 ６３２名
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１３

理事会・評議員会関係事業

事 業
外部監査

名

決算監査
第１回理事会
第１回評議員会
第２回理事会
第２回評議員会
第３回理事会
第４回理事会
第３回評議員会

１４

内
容
５/１０ 出席者５名
保健福祉センター
税理士法人中山アンドパートナーズ
５/１３ 出席者６名
保健福祉センター
５/２３理事８名 監事１名
保健福祉センター
５／２５ 評議員１５名 理事２名 監事１名
保健福祉センター
１２/１９ 理事７名 監事１名
保健福祉センター
１２/１９ 評議員１８名 理事２名
保健福祉センター
２/７ 理事９名
保健福祉センター
３／２７ 理事９名
保健福祉センター
３／２７ 評議員１６名 理事1名
保健福祉センター

期日
場所
監査人
期日
場所
期日
場所
期日
場所
期日
場所
期日
場所
期日
場所
期日
場所
期日
場所

各種募金運動

事 業 名
（１）共同募金募集

内
容
運動期間 １０／１～１２／３１
戸別募金 ４，６８８件 ４，６８８，０３０円
法人募金
１１０件
３６３，０００円
学校募金
７件
６５，４８３円
職域募金
２５件
２０７，４３３円
店頭募金
５件
１９，７５１円
イベント募金
１件
２４，７２５円
街頭募金
１件
１３２円
合 計
５，３６８，５５４円

（２）社会福祉振興基金

寄付件数

５０件

８９２，６１０円

（３）東日本大震災義援金

寄付件数

１件

７，１９８円

（４）平成２８年度熊本地震義援金

寄付件数

１２件

６０１，０８６円

１５

日本赤十字社事業

事 業 名
（１）社費募集

内
容
社員増強運動 ７～８月
社費５００円
社員数５，７０９名

（２）災害救援活動

火災対応４件

（３）赤十字地域奉仕団活動

災害ボランティア研修時非常食提供
小学生災害研修 日赤炊き出し訓練 江川小 ２９名 ６０食
小学生災害研修 日赤炊き出し訓練 七合小 ３７名 ６０食
災害ボランティアを学ぶ会参加 ４名
配食サービスボランティアへの炊き出し体験指導
福祉まつりで炊き出し広報(１００食)
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２，８５４，８００円

１６

社会福祉協議会会員事業

区
分
普通会員会費
賛助会員会費
特別会員会費
団体会員会費

合

金
額
４，２５４，２７０円
３８，０００円
４６２，０００円
６０，０００円
４，８１４，２７０円

１世帯８００円
１口 ２，０００円個人賛同者
１口 ３，０００円法人、会社等
１口 ５，０００円福祉施設等

計

8

