
　１　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　　　　 ２５２名

計画作成数　２，３４７件

　　 介護予防支援 利用者数　　　　　 ５２名

計画作成数　　　４５８件

（２）訪問介護事業 利用者数　　　　１４０名

活動時間　 １３，４２５．５時間

（３）福祉用具貸与事業 利用者数　　　　　 ３４名

　２　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　２９件

　　　①あすてらすなすからすやま 相談件数　177件

　　　②法人後見事業 受任件数　後見　３件

（２）有償ホームヘルプサービス事業 会員数　　　４１名

　　  ①生活援助 派遣回数　延べ２３２回

活動時間　延べ３１６．５時間

　　  ②移送サービス 派遣回数　延べ３０６回

派遣距離　延べ４，３２８ｋｍ

（３）生活支援ホームヘルプサービス事業 ヘルパー数　２９名（常勤５名　登録２４名）

利用者数　　 １４名

利用時間　延べ８１３時間

　  　①ケアサービス会議 開催数　１２回

場　 所  烏山支所

（４）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　１４名

利用時間　延べ１，７２４．５時間

　　  ②移動支援 利用者数　１名

利用時間　延べ２０時間

（５）ひとり暮らし高齢者温泉入浴サービス事業 登録者数３６９名（南１３７名　烏２３２名）

利用者数　大金温泉２７８名　烏山城温泉１，２２５名

　　　　　　　那須烏山温泉寿乃湯３７６名　延べ１，８７９名

（６）配食サービス事業

　　  南那須　 配食数　延べ１，０９２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）

　　  烏   山 配食数　延べ１，３２９食（毎月第1・３火曜日）

ボランティア数５４名（４ヶ所で実施）

（７）外出支援サービス（個別病院送迎） 登録者数　４５名　実施回数　４５４件

（８）日常生活用具貸与事業 利用者数　５６名

（９）要援護高齢者住宅補修・改修補助事業 利用者　１名

　　平成２６年度事業報告
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　３　ボランティア活動の推進

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）ボランティアセンター運営委員会 ６／２　　Ｈ２５活動状況　Ｈ２６活動計画

２／２３　　Ｈ２６活動状況　Ｈ２７活動計画

グループワーク（必要になるボラ活動は？）

（２）ボランティア協力校連絡会
１回／年　６／２０　Ｈ２５報告・Ｈ２６計画及び各学校の取り組み
等情報交換、福祉教育ガイド配布
グループワーク「学校での福祉教育活動について」

（３）福祉施設連絡会の組織化活動
１２／４　福祉施設ボランティア担当者連絡会（各施設のボラ受入
れ状況）及びボランティア交流会（福祉施設ボラ活動者による活
動紹介）

（４）ボランティアコーディネート いきいきサロン９０件　福祉施設２６４件　

（５）ボランティアの登録・斡旋 登録数　５４団体（延べ１，０４３名）　個人２３名

（６）ボランティア保険加入
活動保険５８５名　行事保険１７件（１，７４４名）　福祉サービス総
合補償２名　送迎サービス補償２名

（７）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　１２件

中学校福祉体験学習　 ４件

高校生福祉教育支援　１件

　　　　　　　　　（高校生担い手育成） 高校生ボランティアスクール　８／４～８／７　５名

　　　②ボランティア養成講座
ボランティアはじめのいっぽ講座８／２　１２名（赤い羽根作り）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０／２５　３６名（街頭募金）

傾聴ボランティア講座　９／１０、１７、２４　１３名

災害ボランティア講座　１／１７　１２名

ボランティア入門・体験講座（体の不自由な方の講話や各種疑似
体験）　３／７　１４名

朗読奉仕員養成講座（中級コース）　　５／２１～９／３　毎週水曜
日　１５回　１１名修了

　　　③聴覚障害者交流事業
事前学習会①２／２５　１５名　事前学習会②３/４　１５名
交流会３／１１　２２名

　　　④福祉標語・ポスターコンクール作品展示会
        及びボランティア・ＮＰＯ活動見本市

福祉標語・ポスターコンクール作品とボランティア・ＮＰＯの活動Ｐ
Ｒポスターの展示　３／３～２４　場所南那須図書館

（８）ボランティア協力校助成と支援 指定校１０校（小学校５校１５万円　中学校３校９万円

高校１校１５万円　特別支援学校１校５万円）

（９）地域福祉活動助成事業 交付団体　２５団体（６１９，０００円）

（１０）ボランティア室の貸出 １６４回

（１１）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

（１２）福祉標語・ポスターコンクール事業

（１３）歯ブラシ一本が命を救う運動 歯ブラシ１，０５１本、タオル５００本

（１４）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６３件

（１５）善意銀行の開設 受託件数１３件（金銭４件　物品９件）

小中学校、高等学校、市民から募集
福祉標語１１６点　ポスター２１点の応募
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　４　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　１２／４～５　 場所　茨城県他　参加者２７名　

　　　②シルバースポーツ大会 期日　９／９　　    　場所　緑地運動公園　参加者９３名

　　　③ねんりんピック栃木２０１４
　　　　地域文化伝承館

期日　１０／４～５　 場所　県庁
  出演(４日)南那須踊りの会１９名　烏山紙すき唄保存会１９名
  出展(４～５日)ディンプルアートの会２名

　南那須支部

　　　①第２８回高齢者芸能大会 期日  ２／１７　　　場所　南那須公民館　参加者２５０名

　　　②第３７回ペタンク大会 期日  ７／３　　　　場所　緑地運動公園　参加１８チーム

　　　③第１５回いきいきクラブレクリエーション大会 期日  １０／７　　　場所　緑地運動公園　参加者３００名

　　　④第２４回グランドゴルフ大会 期日  ６／３　　　　場所　緑地運動公園　参加者１０８名

　烏山支部

　　　①烏山支部シルバースポーツ大会 期日  ７／９　　　　場所　烏山中央公園　参加者１５０名

　　　②運動会 期日　１０／８　　　場所　烏山体育館　参加者延べ３０８名

　　　③烏山支部研修会 期日　２／２６　　　場所　群馬県方面　参加者延べ２３名

（２）身体障害者福祉会の支援

　　  ①交流会 期日  １／１４　　　場所　落石釣堀　参加者１４名

　　  ②レクリエーション大会 期日　６／２８　　  場所　南那須公民館　参加者２０名

　　  ③県障害者スポーツ大会 期日　１０／１２　　場所　県総合運動公園　参加者１１名

　　  ④日帰り研修会 期日　７／１８　　　場所　東京都　参加者２４名

（３）心身障害児者父母の会の支援

　　  ①療育訓練 期日  ７／１８～１９場所　群馬県方面　参加者２６名（５５名）

　　  ②地区心身障害児者スポーツ教室 期日　９／７　　　　場所　烏山体育館　参加者３９名（５６名）

　  　③研修会 期日　３／１　　　　場所　茨城県方面　参加者２４名

（４）母子寡婦福祉会の支援

　　  ①花植え活動 期日  ５／１７　　　場所　三万石通り他　参加者１４名

期日  ８／５　　    場所　南那須庁舎前花壇　参加者４名

期日　１２／１６　　場所　三万石通り（片付け）　参加者１０名

　　  ②会員研修会（加入促進事業） 期日　 ６／８～９　場所　茨城方面　参加者１８名

　　  ③役員研修会 期日   ９／７　　　 場所　東京方面　　参加者１３名

　　  ④母と子の集い・ケーキ作り 期日　１２／２０　　場所　烏山公民館　参加者２２名

　  　⑤那須烏山市・那珂川町連合体ミニ運動会 期日  ２／２２　　　場所　小川中央公民館　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　  １１／２７～２８　場所　那須塩原市方面　　参加者１５名

（６）さくら会（ひとり暮らし高齢者の会）の支援

　　  ①１泊研修会 期日  ６／２６～２７　  場所　北茨城　参加者１８名

　　  ②２泊交流会 期日  １０／２９～３１　場所　福島市　参加者１４名

（７）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　１０回　場所　幼稚園、保育所、福祉施設、公民館等

（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 期日　　５／１７　場所　ディーバーズ（宇都宮市）　参加者９名

　　　②情報誌の発行 「サワディ・カァ」発行　４，７，１０月号　３回

（９）いきいきライフ友の会の支援

　　　①総会 期日　５／３０　 場所　烏山支所会議室

　　　②運営委員会 期日　８／１９、３/６　場所　烏山支所会議室

　　　③スキルアップ研修会 期日　１０／３　 場所　向田ふれあいの里

（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　１，８０９セット
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　５　ネットワークづくりの推進

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）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）

（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１６　見守り対象者５７名

小地域見守り活動研修会
期日  ３／１２　  場所　  烏山公民館　   参加者99名
内容　日光市内自治会（久次良町と裏見台）の取り組み紹介と意
見交換

　６　福祉教育の推進

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）第１０回社会福祉振興大会 期日  ２／２８　  場所　南那須公民館　  参加者１５０名

内容　表彰・感謝状贈呈４５名

記念行事　講話～健康で長生きするためには～

　　　　　　　講師　上原チョー氏

（２）社協だよりの発行 発行日　毎月１０日　全世帯配布（Ｎｏ１０２～１１３）

（３）第９回健康福祉まつり 期日  １１／２　　場所　保健福祉センター　

参加者　４６団体　４８２名　来場者２，５００名

　７　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　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

　　  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　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

　８　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９回　風の顔らんど20周年記念交流会in那須烏山　

　　の支援 ちびっ子サッカー大会協力２回

ボランティア活動（健康福祉まつり、こども館まつり）

　９　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５３名（延べ２，０１５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

契約数３８名（延べ５，２４４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１００名
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（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（延べ１，６５８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２０名（延べ４，６６２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

　１０　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　２５件（南１６件　烏９件）

　１１　相談事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）心配ごと相談事業所の開設

　　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９件

（２）弁護士無料法律相談所の開設 開催日　４，７，１０，１月の第３木曜日　１３：３０～１６：００

場所　保健福祉センター（４，１０月）　支所（７，１月）

申込件数　４４件　利用件数３２件

　１２　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１８回　４９３名

　１３　理事会・評議員会関係事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

外部監査 期日　　　５／９　　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　　　５／１４　 出席者６名

場所　　　保健福祉センター

第１回理事会 期日　　　５／２３　理事９名　監事１名

場所　　　保健福祉センター

第１回評議員会 期日　　　５／２３　評議員１７名　監事１名

場所　　　保健福祉センター

第２回理事会 期日　　　１１／１１　理事８名　　

場所　　　保健福祉センター

第３回理事会 期日　　　１／２８　理事７名

場所　　　保健福祉センター

第４回理事会 期日　　　３／２４　理事９名

場所　　　保健福祉センター

第２回評議員会 期日　　　３／２４　評議員１５名

場所　　　保健福祉センター
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　１４　各種募金運動

（１）共同募金募集 運動期間　１０／１～１２／３１

戸別募金　５，０９２件　５，０９１，９５４円

法人募金　　　１２６件　　　４２５，４２５円

学校募金　　　　　８件　　　　９４，１３６円

職域募金　　　　５２件　　　２３７，７７０円

店頭募金　　　　　３件　　　　　４，１８２円

イベント募金　　　１件　　　　１５，５２７円

街頭募金　　　　　１件　　　　４２，８８７円

　合　計　　　　　　　　 　５，９１１，８８１円 

（２）社会福祉振興基金 寄付件数　　　　６７件　１，５４６，１３８円

　１５　日本赤十字社事業

　　　事　　業　　名 　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　容

（１）社費募集 社員増強運動　７～８月

社費５００円　社員数６，２９８名　３，１４９，０００円

（２）災害救援活動 ２件

（３）赤十字地域奉仕団活動 福島・茨城県視察ツアー参加　３８名

災害時要援護者支え合い研修会　３２名

赤い羽根作り体験(小学生向け)で炊き出し訓練・カレー作り協力

赤い羽根街頭募金

福祉まつりで炊き出し広報(１００食)

　１６　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　 　　４，４５８，２２０円

　賛助会員会費　１口　２，０００円個人賛同者 　　　   　５１，０００円

　特別会員会費　１口　３，０００円法人、会社等 　　   　５３３，０００円

　団体会員会費　１口　５，０００円福祉施設等 　　　   　６５，０００円

　　合　　計 　　５，１０７，２２０円
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