
平成30年度　事業報告書

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会
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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

　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　     275 名

計画作成数  2,749件

　　     介護予防支援 利用者数　　 　  53名

計画作成数　   493件

（２）訪問介護事業

①訪問介護 利用者数　110名　活動時間　7,882時間

②第一号訪問 利用者数　83名　　活動時間　4,138.5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  　40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　　　50名

　　  ①生活援助 派遣回数　延べ 385回

活動時間　延べ 463時間

　　  ②移送サービス 派遣回数　延べ 553回

派遣距離　延べ 6,058ｋｍ

（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　11名

利用時間　延べ 1333.5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  302名（南92名　烏210名）

利用者数　大金温泉 254名　烏山城温泉 1,399名

　　　　　　　  　延べ 1,653名

（５）配食サービス事業

　　  南那須　 配食数 　延べ 996食（毎月第2・第4水曜日）

ボランティア数 16名（1ヶ所で実施）

　　  烏   山 配食数　 延べ 1,510食（毎月第1・3火曜日）

ボランティア数  46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　48名　実施回数　432件

（７）日常生活用具貸与事業 利用者数　72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３０年度事業報告

第3期計画（平成30年度から2022年度）1年目
各事業計画に沿って事業を推進
市地域福祉計画推進会議との合同事務局を構築
同推進委員会の開催　3回
　第1回6月21日　現状認識と意見交換
　第2回9月14日　講話（地域共生社会と地域福祉計画　井岡仁志氏）
　第3回2月15日　講話（地域共生の実現に向けて　栃木県庁本多輝彦氏）
地域福祉懇談会（計画事務局担当）の開催　2回
　第1回6月28日　法・制度改正の理解と今後　井岡仁志氏
　第2回11月16日　包括的な相談支援体制づくりに向けて　井岡仁志氏
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（９）障がい者余暇活動支援事業 余暇活動
期日　5/26　内容：ふうせんバレー　参加者30名
期日　8/18　内容：卓球バレー　参加者31名
期日　10/13 内容：フラダンス　参加者21名
期日　12/15 内容：ディンプルアート①　参加者35名
期日　1/19 　内容：ディンプルアート②　 参加者26名
障がい理解研修会
期日　9/5　内容：外部講師講話、意見交換　参加者28名

　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　6/15　場所  保健福祉センター   　参加者8名
内容　実績報告、情報交換

（３）福祉施設ボランティア担当者連絡会

期日　12/19　　場所　南那須図書館会議室　参加者14名
内容　2019年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 ・情報市場①　期日　8/6　参加者15名

内容：市内の様々な活動者が集い、抱えている悩みや今後やってみた
い事等を情報交換を行う。
・情報市場②　期日　11/9　参加者13名
　内容：活動のPR、市民への活動の広げ方について
・情報市場③　期日　2/15　参加者12名
　内容：活動者(ボランティア等)の拠点づくりについて
・市民ネットワーク通信
　期日　6/29　第4号発行：70部
・市民ネットワーク通信
　期日　10/26　第5号発行：70部
・ボランティアセンターHP更新。団体活動紹介追加15団体（オカリナ
サークルあんだんて、えんやこ～ら、烏山シティアンサンブル、烏山語
りの会、烏山紙すき唄保存会、琴淑会、さくらの会、図書館ボランティア
たんぽぽ、傍聴会ボランティア部会、わっこの会、さんかくサロン、自然
と仲良くする会、街に賑わいをおこす会、NPO那珂川流域悠遊会、野う
さぎクラブ）

（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
519件
 いきいきサロン・ふれあいの里45件　福祉施設等439件、
 追加調整35件

（７）ボランティアの登録・斡旋 登録数 59団体（延べ1,028名） 個人 22名

（８）ボランティア保険加入 活動保険 602名　行事保険 17件（1,130名）

（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328名）

中学校福祉体験学習　3件（延べ253名）

　　　②ボランティア養成講座
地域防災力向上研修会（2回）
 期日　8/11　 場所　保健福祉センター　  参加者30名
 内容　防災講話　講師　栃木県防災士会
　　　　 実践活動報告　講師　日光市平成町自治会長、日光市社協
　　　　 グループワーク
 期日　8/25　 場所　保健福祉センター　  参加者 23名
 内容　体験　防災グッズ作り　講師　栃木県防災士会
　　　　　　　　 防災食試食　講師　日赤奉仕団那須烏山

期日　10/9　    場所　保健福祉センター  　参加者10名
内容　事業報告、グループワーク
期日　3/18　　場所　保健福祉センター　　参加者9名
内容　実績報告、2019年事業計画、グループワーク
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市民啓発セミナー
期日　9/8　場所　烏山公民館　参加者133名
内容　講話「自分たちの住むまちを良くしていくコツ」
講師　茂木町長　古口達也氏

福祉チャレンジプロジェクト（4回）
 期日　7/3　    場所　烏山高校　  参加者15名
 内容　顔合わせ　防災学習会
 期日　10/30　  場所　烏山高校　    参加者15名
 内容　募金活動学習会
 期日　11/4  場所　保健福祉センター　参加者18名
 内容　イベント募金活動
 期日　3/13・19　    場所　公民館　    参加者26名
 内容　配食サービス体験、地域ボランティアとの交流

地域課題解決型キャリア教育「烏山学」協力
期日　10/24　場所　烏山高校　参加者39名
内容　防災プログラムオリエンテーション
期日　10/25　場所　烏山高校
内容　防災フィールドワーク　参加者17名
　　　　まちづくりフィールドワーク　参加者11名

子ども防災講座
※NPO法人野うさぎくらぶ共催
 期日　8/8　場所　荒川小学校学童クラブ　参加者63名
 期日　8/9　場所　江川小学校学童クラブ　　参加者45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　8/20　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　8/21　場所　南那須公民館　参加者31名
　　　　 8/24　場所　烏山南公民館　参加者36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29団体（702,000円）

（１２）ボランティア室の貸出 142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697本、タオル243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30件

（１７）フードバンクの受入 受入件数7件

（１８）善意銀行の開設 受託件数 14件（金銭1件　物品13件）

小中学校、高等学校、市民から募集
 福祉標語163点　ポスター29点の応募
作品展示会
　期日　2/1～8　　場所　市役所烏山庁舎
　期日　3/1～15　場所　南那須図書館展示スペース
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　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　11/14～15　 場所　会津若松市他　参加者30名　

　　　②シルバースポーツ大会 期日　8/22　　場所　緑地運動公園　参加者100名

　　　③栃木県老人クラブサークル活動発表大会 期日　8/7　    場所　宇都宮市文化会館　出演　烏山紙すき唄保存会

　南那須支部

　　　①高齢者芸能大会　 期日  2/26　　場所　南那須公民館　参加者約300名

　　　②いきいきクラブレクリエーション大会 期日  10/16   場所　緑地運動公園　参加者約200名

　　　③グラウンド・ゴルフ大会 期日  5/22　　場所　緑地運動公園　参加者81名

　烏山支部

　　　①烏山支部シルバースポーツ大会
期日  7/4　グラウンドゴルフ　　場所　烏山中央公園　参加者 70名
　　　　7/6　輪投げ、ペタンク　場所　烏山中央公園　参加者 50名

　　　②運動会 期日　10/3　　　場所　烏山体育館 　参加者延べ 230名

　　　③烏山支部研修会 期日　3/13　　　場所　栃木市方面 　参加者延べ 24名

（２）身体障害者福祉会の支援

　　  ①交流会 期日  1/11～12　　場所　茨城県方面 　参加者8名

　　  ②県障害者スポーツ大会 期日　9/30　　場所　栃木市総合運動公園　台風の為中止

　　  ③日帰り研修会 期日　7/13　 場所　福祉プラザ  参加者7名

（３）心身障害児者父母の会の支援

　　  ①療育訓練 期日  10/5～6   場所　茨城県方面　 参加者 23名

　　  ②地区心身障害児者スポーツ教室 期日　9/2　　　　  場所　烏山体育館　 参加者 34名（54名）

　  　③日帰り研修会 期日　3/17　　　　 場所　益子町方面　参加者 28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　 11/8～9　場所　会津方面　参加者 25名

　　  ②会員研修会 期日   7/11　　  場所　市貝町方面　　参加者 27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 17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  2/17　　  場所　那珂川町公民館　  参加者 56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　  11/9～10　場所　茨城県ひたちなか市  参加者15名

烏山高等学校生との交流会
 期日　3/13　 場所　南那須公民館　 参加者14名
 期日　3/19　 場所　烏山南公民館　 参加者12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　4/10　場所　烏山支所　参加者12名　内容　花見
 期日　5/8　場所　足利方面　参加者16名 内容 日帰りバス旅行
 期日　6/22　場所　向田ふれあいの里　参加者10名 内容 ランチ交流
 期日　8/28　場所　烏山支所　参加者14名　内容　認知症講話
 期日　9/11　場所　中央公園　参加11名　内容　グラウンドゴルフ体験
 期日　10/9　場所　烏山支所　参加者13名　内容　ランチ交流
 期日　11/13　   場所　 ひのきや　参加者8名　内容　紅葉狩り
 期日　12/11   場所　ココス　参加者12名　内容　忘年会
 期日　1/22　場所　落石釣り堀　参加者13名　新年会
 期日　2/12　場所　烏山支所　参加者11名　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  6/6～8　 場所　阿字ヶ浦　 参加者15名

　　  ②2泊研修会（第2回） 期日  10/17～19　 場所　尾瀬岩鞍　参加者15名

（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15回　  場所　幼稚園、保育所、福祉施設、公民館等
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（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　5/26  場所　デイバーズレストラン　参加者8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～1月　1,700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240名　自主研修 (4回）28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。（生活支援体制整備事業との連動）

小地域見守り活動の推進
・自治会を基盤とした小地域で、住民同士が日頃から見守りや声かけ
等を通して、つながりをつくり支え合いの地域づくりを目指す活動。
　実施時期　　　　通年
　実施箇所　　　　95箇所 /98自治会
　見守り対象者　 263人

（２）コミュニティワーク体制づくり 地域と関係機関が連携して、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。（生活支援体制整備事業との連動）

モデル活動検討会
・南、日野町、大金台自治会と同地区担当民生委員、自治会連合会、
市、社協関係者、外部講師で構成。3回実施。
　第1回6月28日（木）20人。
　第2回9月13日（木）19人。
　第3回11月16日（金）23人。
・小地域での見守りや居場所等活動の在り方を検討し、地域住民主体
の活動の必要性を合意できた。
・一定圏域での情報交換会の必要性を合意できた。

一定圏域での情報交換会（自治会・民生委員・ふれあいの里）
・支え合いの地域づくりに向けて、市と社協が一体となり、現状と今後
の取組みの必要性、モデル検討会での合意を基にした支え合いのしく
みと情報交換会の役割を説明。その上で、現在取り組んでいること、今
後の課題、今後必要なことを集約した。
　旧南那須町圏域（実践自治会・民生委員・ふれあいの里・南那須地
区自治会連合会理事）
　　H31年3月12日（火）27人。
　旧烏山地区（自治会・民生委員・ふれあいの里）
　　H31年3月15日（金）34人。
　市自治会連合会理事会での説明・提案
　　H31年3月22日（金）。

社協連携ミーティング
 ・地域共生社会の実現に向けて社協の総合力を高める講話
　講師　井岡仁志氏
　H30年6月27日（水）　社協職員22人。

（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）
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　７　福祉教育の推進

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）第１４回社会福祉振興大会 期日    2/23  場所　南那須公民館　  参加者 180名

内容　 表彰・感謝状贈呈55名

記念行事　講話～支え合いの地域づくりの進め方について

　　　　　　　講師　東北福祉大学教授　高橋誠一　氏

（２）社協だよりの発行 発行日　毎月10日　全世帯配布（Ｎｏ150～151）

（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ＨＰ19,702件、facebook18,781件　更新件数59件

（４）第13回健康福祉まつり 期日  11/4　　場所　保健福祉センター
参加者　54団体　524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 、陶芸教室、俳句教室、 囲碁教室、日光彫教室 

山野草教室　手作りサークル　各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　

手作りサークル　毎月第1金曜日

　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、あさひまつり）

 市公民館活動「若鮎クラブ」の活動協力 12回（クラブ員17名）

　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     40 名（延べ1,588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　9:00～17:45

　　　　　　ｻｰﾋﾞｽ提供時間　放課後～17：15

　　　　 　　　　　 長期休み　9:00～17：00

契約数    45名（延べ5,354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   102 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　7名（延べ1,574名）

内   容　アルミ缶潰し、空き瓶選別、袋詰め等　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4,457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　20件（内償還中20件）

（２）社会福祉金庫の貸付事業 利用件数　25件（南11件　烏14件）
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　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 10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10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　41件　利用件数30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 23回　522名

　１４　理事会・評議員会関係事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

外部監査 期日   5/8　出席者 4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   5/16　 出席者 5名

場所　保健福祉センター

第1回理事会 期日　 6/7理事 6名　監事 1名

場所  保健福祉センター

第1回定時評議員会 期日  6/21　評議員 14名　理事 1名　監事 1名

場所  保健福祉センター

第2回理事会 期日  1/17　理事7名　　

場所  保健福祉センター

第3回理事会 期日  3/4　理事 8名　監事 1名

場所　保健福祉センター

第2回評議員会 期日　3/20　評議員 11名　理事 1名　監事 1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　 4,389件　 4,389,300円

 法人募金　　118件　　　378,000円

 学校募金　 　　7件　　　　66,421円

 職域募金　　　31件　　　226,593円

 店頭募金　　 　3件　　    　6,934円

 イベント募金   1件　　　　 23,548円

　合　計　　　　　　　　　5,090,796円 

（２）社会福祉振興基金 寄付件数　　　40件　  　780,750円

（３）平成３０年７月豪雨災害義援金 寄付件数　　　12件　　　399,214円

（４）平成３０年大阪府北部地震義援金 寄付件数　　　　2件　　　 21,010円

（５）平成３０年９月北海道道胆振東部地震義援 寄付件数　　　　5件　 　　91,580円
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　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 5,297名　  2,648,600円

（２）災害救援活動 火災対応 ４件（内１件については物資の希望無し）

（３）赤十字地域奉仕団活動 期日　8/8　内容　子ども防災講座（荒川小学校）

期日　8/9　  内容　子ども防災講座（江川小学校）

期日　8/25　内容　地域力防災研修炊き出し

期日　9/8　  内容　災害時要援護者支え合い研修

期日　11/4　内容　福祉まつりで炊きだし広報

期日　12/2　内容　地域防災炊き出し体験

　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　 　　    3,977,220円

賛助会員会費　1口　2,000円個人賛同者 　　　    　30,000円

特別会員会費　1口　3,000円法人、会社等 　　　　　482,000円

団体会員会費　1口　5,000円福祉施設等 　　　   　45,000円

　　合　　計 　   　4,534,220円
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