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平成３０年度那須塩原市社会福祉協議会事業報告書 

 

 Ⅰ  基本方針  

このまちにはたくさんの人たちが暮らしています。その中には一人暮らしで話し

相手がいない方、病気や障がいがある方、介護が必要な方、お金が無く食べていく

ことも困難な方や誰にも相談できない悩みごとを抱えて何らかの支援を必要とし

ている方がいます。そうした方への支援をとおして法や制度だけでは補うことので

きない多様な地域ニーズに対し、住民が主体となって問題を解決し、支え合える地

域づくりを推進していきます。 

平成２７年度から実施しております「地域住民助け合い事業」は、国が示してい

る「我が事・丸ごとの地域づくり」の考え方のもと、地域の中にある個別課題を市

民や福祉事業所等が協働し解決に取り組む仕組みづくりを目指しています。 

そのために、これまで蓄積してきた豊富な経験とスキル、地域とのネットワーク

を生かし、市民とともに地域福祉力を向上する年度となるよう努力していきます。 

 

Ⅱ  重点目標  

１ 地域福祉活動計画の推進 

２ 地域住民助け合い事業の推進 

３ ボランティアセンターの運営強化 

４ 福祉サービス利用を支援する事業の充実 

５ 社協発展強化計画の策定 

６ 社会福祉協議会の理解の促進 

 

事業名  事業の概要  

◆法人運営事業  

会員加入推進 

【計画】 

多くの市民の理解と参加が得られるよう、会員募集方法の研究・検

討を行います。普通会員、特別会員、施設会員募集 

【実績】 

＊平成３０年度社協会員 

・普通会員１０，４２３，１００円（昨年度 10,206,300 円） 

・施設会員      ９３，０００円（昨年度    88,000 円） 

・特別会員 １，９５４，０００円（昨年度 1,807,000 円） 

      １２，４７０，１００円（昨年度 12,101,300 円） 

※各会費とも増額。前年度より３６８，８００円の増 
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事業名  事業の概要  

理事会・評議員会 

【計画】 
理事の積極的な意見交換を行い、評議員による厳正な判断により、より一層

充実した地域福祉の推進に努めます。 
【実績】 
＊理事会 
・第１回理事会 
 ６月８日（金）健康長寿センター（理事８名、監事２名出席） 
・第２回理事会 
９月２８日（金）健康長寿センター（理事７名、監事２名出席） 

・第３回理事会 
１２月４日（火）同意書、確認書の提出（理事、監事１２名） 

・第４回理事会 
平成３１年３月７日（木）健康長寿センター（理事９名、監事２名出席） 
 

＊評議員会 
・第１回評議員会 

６月２７日（水）健康長寿センター（評議員１２名、会長、監事１名出席） 
・第２回評議員会 

 １０月２５日（水）健康長寿センター（理事１４名、会長、監事１名出席） 
・第３回評議員会 

 １２月１２日（水）同意書の提出（評議員１５名） 

・第４回評議員会 

 平成３１年３月１５日（金）健康長寿センター 

（評議員１０名、会長、監事２名出席） 

基金運営委員会 

【計画】 
福祉基金等の適切な運用を図るため運営委員とともに検討します。 

【実績】 
＊基金運営委員会を１回実施 

・平成３０年６月１日（金）健康長寿センター（基金運営委員７名出席） 

第三者委員会 

【計画】 

本会が提供する福祉サービスの苦情を適切に解決するため委員会を 
設置します。 

【実績】 
＊福祉サービスに関する苦情がなかったため実施なし。 

寄附の受け入れ 

【計画】 
福祉基金 
地域福祉活動の推進とボランティア活動の振興のために活用します。 

【実績】 
＊福祉基金  １２９件（２，２７１，３５７円） 
＊交通遺児基金 １５件（  ２９２，９０１円） 

【計画】 
交通遺児基金 

・義務教育中の交通遺児に配分金を贈呈します。 
【実績】 
＊配分児童生徒数６名（４世帯） 
＊配分金総額３００，０００円 
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事業名  事業の概要  

【計画】 

善意銀行 
善意の金品を預かり、福祉活動のために払い出します。 

【実績】 
＊金品   ３件（９０，０００円） 

＊物品 １０２件（タオルなど） 

◆地域福祉事業  

社会福祉大会 

【計画】 

表彰、感謝状贈呈（社会福祉功労者等の表彰、篤行・善行児童生徒の

表彰、高額寄附者の感謝状など）及び記念講演を開催し、福祉の理解を

広く市民に浸透するよう努めます。 

【実績】 

＊第１３回那須塩原市社会福祉大会 

・平成３１年１月２６日（土）三島ホール 

・第１部 式典 社協会長表彰、社協会長感謝状贈呈、福祉団体表彰 

・第２部 講演 講師オスマン・サンコン氏 

演題「イチ、ニ、サンコンの支え愛、助け愛」 

広報啓発 

【計画】 

市民へ福祉活動の情報を提供します。 
・社協だよりの発行（年６回） 

・ホームページの運営 
・マスコットキャラクター「こころまる」の活用による本会のＰＲを

図ります。 
【実績】 

＊社協だより年 6 回発行（各 34,000 部）第 69 号～74 号 
＊ホームページの運営 定期的に更新 

＊こころまるの活用 
・社会福祉大会、ふれあい広場、福祉祭の会場にて社協の活動 PR 

地域支援員事業 

【計画】 
地域支援員や地域支え合い推進員が積極的に地域に出向き、

地域のニーズ把握に努め、問題解決に向けて地域住民が主体的
に取り組めるよう関係機関と連携しながら支援します。 

地域支援員等が質の高い地域援助技術を身につけられるよう
定期的に研修会を行います。 

地域福祉活動を積極的に推進している事業所等を福祉協力店
として登録し、地域福祉活動の拠点をつくります。 

【実績】 
＊黒磯地区４名・西那須野地区３名・塩原地区２名の地域支援

員を配置し、自治会等が主体となり進める小地域福祉活動を
支援した。 

＊福祉協力店 登録件数８５件 
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事業名  事業の概要  

地域福祉活動

補助金 

【計画】 

自治会等が主体的に実施する福祉活動に補助金を交付し、地域の連
携と協力体制を構築し、地域の課題解決を支援します。 

【実績】 
＊自治会等が実施する地域福祉事業への補助金を交付した。 

・交付団体数１００団体（１９１事業） 
・補助交付額９，１０２，０００円 

配食サービス
事業 

【計画】 
西那須野地区のひとり暮らし高齢者等に昼食を週２回配達し、在宅

での生活を支援するとともに安否を確認します。また、年に１回会食
会を行います。 

【実績】 
＊利用者１１８人、延べ配食数５，０２７食、ボランティア数２９人 

＊会食会の実施 平成３０年１１月２日（金）参加者４７人 

地域福祉活動
計画推進事業 

【計画】 

平成２９年度～３３年度までの５か年計画として作成。地域の課題
に対して、地域住民が解決に向けて主体的に取り組む地域福祉活動計

画の２年目となります。平成３０年度は、計画の実行・進捗管理に取
り組みます。 

【実績】 
＊計画の実行 

＊推進委員会（計画の推進・外部評価） 
・平成 30 年 7 月 13 日(金) 健康長寿センター 

社協発展強化
計画の策定 

【計画】 

地域福祉を推進する中核的な団体として、事業運営や経営の理念、 

目標を明確にし、その実現に向けた組織、事業、財務等に関する具体 

的な取り組みを明示した発展強化計画を策定します。 

【実績】 
＊社協発展強化計画策定（平成３１年度～令和３年度） 

車いす貸出事業 

【計画】 
病気やけが等により一時的に車いすが必要な方に車いすを貸出します。 

【実績】 
＊車いす貸出件数１５５件 

車輌貸出 

【計画】 
車いす送迎車貸出 

・障がい者等の移動手段として車いす送迎車を貸出します。 
【実績】 

＊車いす送迎車両貸出件数１７０件 

軽トラック貸出 
ボランティアグループ・福祉団体の活動を支援するため軽トラックを

貸出します。 
【実績】 

＊３団体（１６回貸出） 
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事業名  事業の概要  

福祉団体活動
支援 

【計画】 
各団体の活動を支援します。 

・民生委員児童委員協議会 
・老人クラブ連合会 
・身体障害者福祉会 
・ひとり親家庭福祉連合会 
・心身障害児(者)父母の会 
・那須肢体不自由児協会 
・とんぼの会 

【実績】  
＊各団体の活動を支援及び助成金交付 
・民生委員児童委員協議会 ６３６，０００円 
・老人クラブ連合会     ５５，０００円 
・身体障害者福祉会     ３９，０００円 
・ひとり親家庭福祉連合会          
・心身障害児(者)父母の会  ３７，５００円 
・那須肢体不自由児協会           
・とんぼの会        ３０，０００円 

日本赤十字社

事業 

【計画】 
国内外の災害救護活動・血液事業・社会福祉事業などの活動を支え

るため会員を募集。 
【実績】 

＊平成３０年度日赤会員（２３，２０９世帯） 
・日赤会員１１，５７９，１００円（昨年度 11,784,376 円） 

※昨年度と比較すると△２０５，２７６円減額 

【計画】 
罹災者援護事業 

・火災等罹災者支援のため、毛布等を支給します。 
【実績】 
＊対象罹災者なし 

【計画】 
非常食炊き出し 

・災害時に備え、非常食の炊き出しを実施します。 
【実績】 
＊那須塩原市総合防災訓練に市婦人会連合会と協力し、炊き出し訓練
実施。また福祉祭、ハロープラザまつりで炊き出し訓練及びＰＲ  

◆ふれあい相談事業 

心配ごと相談 

【計画】 
身近で最初の相談窓口として、日常生活のあらゆる相談に応じ、傾

聴及び専門機関の紹介を行います。 
【実績】 
＊実施回数６０回、相談件数３３件 

無料法律相談 

【計画】 
日常生活上の解決が難しい問題、トラブル等の相談に応じるため弁

護士による法律相談を開催します。 
【実績】 
＊実施件数２６回、相談件数３４４件 
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事業名  事業の概要  

◆小口資金貸付事業 

小口資金貸付
事業 

【計画】 

生計維持の困難な低所得等の世帯に緊急かつ一時的に生活費を貸付
けます。（限度額５万円） 

【実績】 
＊貸付件数４９件（貸付金額１，８７０，０００円） 

◆日常生活自立支援事業  

日常生活 

自立支援事業 

（あすてらす） 

【計画】 

判断能力に不安のある高齢者や障がい者等が安心して自立した生活

が送れるよう、福祉サービスの利用援助や金銭管理等を支援します。

また、生活支援員のスキルアップを図るため研修会を開催します。 

【実績】 

＊一般相談件数 ８２件 

＊契約件数  １６０件  

＊研修会開催 独自研修３回・県社協主催１回 

◆地域住民助け合い事業 

地域住民 

助け合い事業 

【計画】 

地域ぐるみで見守り体制を構築し、助け合いの地域づくりを推進します。 

平成３１年度までに市内１５か所の公立公民館のエリアを単位とした

地域住民助け合い活動をめざし、公民館に地域支え合い推進員を配置

します。 

平成３０年度は、平成２７年度以降進めてきた１０か所に加え、新 

たに４か所のエリアで活動を支援します。 

【実績】 

＊地域住民同士の助け合い活動を推進するため、公立公民館１４地区

で地域ぐるみの見守り体制づくりを進め、７３の自治会が見守り活

動に取り組んだ。 

◆生活困窮者自立支援事業 

生活困窮者自立 

支援事業 

【計画】 

生活困窮者が生活保護に至る前の段階から早期の相談支援を行い、

自立した生活が送れるよう専門機関と連携を図りながら支援します。 

・自立相談支援事業 具体的支援プランを作り、自立に向けて支援し

ます。 

・家計相談支援事業 自ら自立した家計を管理できるよう支援します。 

【実績】 

＊相談件数１４５件 

＊フードバンク支援 受入:食料５４件、寄付金１件（１，０００円） 

          提供:食料７３件 
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事業名  事業の概要  

◆共同募金配分事業  

共同募金事業 

【計画】 

「じぶんの町を良くするしくみ」をキャッチフレーズに赤い羽根共

同募金運動を１０月１日から展開。 

【実績】   

＊戸別募金 ８，８６６，３３０円（昨年度 9,442,250 円） 

＊街頭募金     ４８，１７５円（昨年度   45,376 円） 

＊法人募金 １，８４５，０７５円（昨年度 1,781,748 円） 

＊学校募金   ６１２，３３８円（昨年度  596,271 円） 

＊職域募金   ２０４，５６１円（昨年度  222,460 円） 

＊イベント募金   １２，８２２円（昨年度   12,780 円） 

＊個人募金      ５，０００円（昨年度    5,000 円） 

＊自動販売機募金  ２５，４４０円（昨年度     0 円） 

＊その他募金    ４２，５７４円（昨年度   83,554 円） 

＊預金利息           ４９円（昨年度       44 円） 

１１，６６２，３６４円（昨年度 12,189,483 円） 

※昨年度と比較すると△５２７，１１９円減額 

【計画】 

罹災者に災害見舞金を配付します。 

【実績】 

＊火災１件（全焼） 災害見舞金１０，０００円 

  

 
歳末たすけあい

事業 

【計画】 

経済的に困窮している世帯及び福祉施設の利用者等が安心して

新年が迎えることができるよう支援します。 

【実績】 

＊戸別募金  ６，６２６，８１０円（昨年度 7,033,850 円） 

＊街頭募金      １２５，８３３円（昨年度  101,991 円） 

＊学校募金      ４９，０１２円（昨年度   66,987 円） 

＊団体等募金      ６７，０３４円（昨年度    20,322 円） 

＊個人募金       ５，０００円（昨年度   12,406 円） 

６，８７３，６８９円（昨年度 7,235,556 円） 

※昨年度と比較すると△３６１，８６７円減額 

〇配分 

＊配分世帯 １６２世帯（  ２５８人） 

＊施設配分 １２１施設（３，６６１人） 

＊手をつなぐ親の会     ２０６人 

＊配分品（お茶）      ７９９人 
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事業名  事業の概要  

給食サービス

事業 

【計画】 
黒磯地区のひとり暮らし高齢者等にボランティアが調理した昼食を

週２回配達し、在宅での生活を支援するとともに安否を確認します。 
年に１回給食サービス運営委員会及び全体研修会を開催します。ま

た、年 1回会食会を開催します。 
【実績】 

＊実施日 毎週火・金曜日（９８回） 
＊利用者 ５２名 

＊ボランティア数 調理１４９名  配送４４名 
＊延べ配食数３，８８６食 

＊会食会を年１回実施  平成３０年１０月１６日（火） 
  いきいきふれあいセンター（参加者７０名） 

福祉祭等の開
催 

【計画】 
市民へ福祉に関する理解を深めてもらうため開催します。 

ふれあい広場、福祉祭、ハロープラザまつり 
【実績】 

＊福祉祭 
・平成３０年１０月１４日（土）～１５（日）健康長寿センター 

・参加団体３２団体 
・来場者数 約１，５００名 

・内容 福祉施設や社協、団体等の活動紹介、バザー、模擬店、来
場者との交流など 

＊第３８回ふれあい広場実施 
・平成３０年９月２２日（土）那珂川河畔公園自由広場 

・参加団体４１団体 
・来場者数 約１，０００名 

・内容 福祉施設や団体等の活動紹介、バザー、模擬店、来場者と
の交流、ミニコンサートなど 

＊第２５回ハロープラザまつり 
・平成３０年１０月２１日（日）ハロープラザ（関谷） 

・参加団体４５団体 
・来場者数 約１，３００名 

・内容 ハロープラザ地区コミュニティーに関係する福祉施設や団
体等の活動紹介、バザー、模擬店、来場者との交流など 

見えづらさをサ
ポートします！

お役立ち講座 

【計画】 
見えない・見えづらいなど見え方でお困りの人やその関係者等へ情

報提供及び相談支援を行います。 
【実績】 

＊内 容 福祉機器の展示・体験、講演会 
・実施日  平成３０年１０月２０日（土） 

・場 所 国際医療福祉大学大田原キャンパス内 
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事業名  事業の概要  

ボランティア
センター事業 

【計画】 

ボランティア活動のコーディネート、情報誌発行などの広報啓発、

ボランティア団体との連携及び福祉教育を推進します。 

ボランティアセンターの適正な運営を図るため委員会を開催します。 

【実績】 

＊平成３０年１０月１日 ボランティアセンター本所開所 

＊相談件数 ２，９９３件 

＊マッチング件数７４０件 活動人数 １，３２８人 

＊小・中学校等への福祉体験２７件 活動人数１５７人 

＊ボランティア登録者数 １，７７１人（団体７４、個人９９人） 

＊ボランティア保険 加入者数 ２９，１９４人 

＊ボランティアセンター情報誌 年６回発行(各２，５００部) 

＊運営委員会開催 平成３１年３月１２日（火） 

ボランティア

講座 

【計画】 

ボランティアを育成するため、ボランティアに関する各種講座を開

催します。 

【実績】 

＊開催講座 

・中・高校生ボランティアサマースクール 

・託児ボランティア養成講座 

・中学生・高校生災害ボランティア講座 

・ボランティア受入講座 

・その他 ボランティア交流会 

ボランティア 
活動振興補助金 

【計画】 
ボランティア団体が実施する事業に補助金を交付します。 

【実績】 
＊交付件数５７件（１９事業） 

＊交付額 １，２７３，０００円 

災害ボランテ

ィアセンター

立ち上げ訓練 

【計画】 

災害時に災害ボランティアセンターを円滑に設置運営できるよう立

ち上げ訓練を実施します。 

【実績】 

＊ＢＣＰ研修会 平成３１年２月２１日（木） 

 災害ボランティアセンターを立ち上げるにあたり、ＢＣＰ（事業継

続計画）の策定が重要であると考え、職員向けに講師を招いて研修会

を実施した。２２名参加 

◆生活福祉資金貸付事業  

生活福祉資金

貸付事業 

【計画】 

他資金の借入が困難な低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に資

金を貸し付け、その世帯の経済的自立と生活意欲の向上を図ります。 

【実績】 

＊教育支援資金５件（１，４４６，０００円） 
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事業名  事業の概要  

臨時特例つなぎ

資金貸付事業 

【計画】 
住居のない離職者が公的給付又は貸付を申請し、それが受理されて

いる場合にその交付を受けるまでのつなぎ資金を貸し付けます。 
【実績】 
＊申請なし。 

◆介護等事業  

居宅介護支援 

【計画】 
ケアプラン（居宅サービス計画）を作成し、サービス提供事業者等

と連絡調整を図りながら在宅での自立した生活を営むことができるよ
う支援します。 

【実績】 
＊延べ利用者数１，９４３人(介護予防支援含む) 

訪問介護 

【計画】 
訪問介護員が高齢者宅に訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護やそ

の他の生活全般にわたる介護サービスを提供します。 
障がい者に居宅介護、同行援護、移動支援等のサービスを提供します。 

【実績】(平成３０年度をもって事業終了) 
＊延べ提供回数７，２７２回 

◆障害福祉サービス事業  

多機能型事業所

の経営 

【計画】 
障害者総合支援法に基づく多機能型事業所として生活介護・就労

継続支援事業を実施します。 
【実績】 
(1)心の里   
①利用状況 

②主な活動内容 

施設名 受注先 作業内容 備 考 

心の里 

サイトウ化成(株) 梱包資材加工  

ダイワ紙器工業(株) 箱の組立 土産用箱 

とちぎ障害者労働自立Ｃ

ゆめ 

自動販売機管理 黒磯南高、いきふれＣ 

心身障害児父母の会 夢クロスたたみ  

銀のさら 箸セット作り  

徳久グッドビズ 清掃作業 施設外就労 

青木ふるさと物産Ｃ クッキー 委託販売 

健康長寿センター クッキー 委託販売 

高林坊 クッキー 委託販売 

小林精肉店 クッキー、手芸

品 

委託販売（福祉協力店） 

まんまるカフェ クッキー 委託販売 

ミュージアムフレンズなす

の 

クッキー 委託販売 

＊自主販売 クッキー、手芸

品 

所内販売及び出張販売 

２９年度末 
年度中契約 

３０年度末 延べ利用者数 
開始 終了 

２６人 ２人 ３人 ２５人 ５，０５７人 
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事業名  事業の概要  

(２)つくし 

①利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動支援 

センターの運営 

（３）地域活動支援センター「ふれあいの森」の運営 

【計画】 

市の指定管理を受け、地域活動支援センターⅢ型として地域の障害

者の為の通所による援護事業を行います。 

①利用状況   

２９年度末 
年度中契約 

３０年度末 延べ利用者数 
開始 終了 

１８人 １人 １人 １８人 ３，０５４人 

②主な活動内容 

受注先 作業内容 備   考 

（株）愛梨 袋入れ・シート貼り 景品ライター箱入れ等 

（株）テクニカル PPシートジャバラ折り 携帯電話部品・入用部品加工 

社会就労センター 自販機清掃 自販機設置場所 

市塩原支所（観光産業建設課） 交流広場清掃 交流広場室内 

観光協会（本庁商工観光課） トイレ清掃 観光振興センター外トイレ 

とちぎセルプセンター 手工芸品 委託販売 

ビジターセンター 手工芸品 委託販売 

アグリパル塩原 手工芸品 委託販売 

もの語り館 手工芸品 委託販売 

湯っ歩の里 手工芸品 委託販売 

青木ふるさと物産センター 手工芸品 委託販売 

ミュージアムフレンズなすの 手工芸品 委託販売 

かんすい苑覚楽 手工芸品 委託販売 

藤屋 手工芸品 委託販売(福祉協力店) 

２９年度末 
年度中契約 

３０年度末 延べ利用者数 
開始 終了 

２５人 ７人 ５人 ２７人 ５，００５人 

②主な活動内容 

受注先 作業内容 備 考 

山崎産業(株) 清掃用品組立 床掃除用水切り・モップ組立 

(株)愛梨 内職 試供品封入封緘、箱作り等 

檜山工業㈱那須事業所 洗浄作業 ＡＢＳ樹脂洗浄 

とちぎセルプセンター 手工芸品 委託販売 

ミュージアムフレンズなすの 手工芸品 委託販売 

乃木の郷 手工芸品 委託販売 

カワッタ家 手工芸品 委託販売 

＊自主販売 手工芸品、園芸品 所内販売及び出張販売 
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塩原屋 手工芸品 委託販売(福祉協力店) 

カワッタ家 手工芸品 委託販売(福祉協力店) 

小林精肉店 手工芸品 委託販売(福祉協力店) 

＊自主販売 手工芸品・野菜・花 所内及び出張販売 
 

相談支援事業 

【計画】 

障害福祉サービス等利用計画を作成し、福祉サービス事業者等との連

絡調整、計画の定期的な見直し（モニタリング）を行い、自立した日

常生活、または社会生活を営むことができるよう支援します。 

【実績】 

＊延べ利用者数 ５１１人 

 

 


