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　　 社会

福祉法人高根沢町社会  

平成29年度事業計画並び当初予算が３月23日の理事  会と３月28日の評議員会において承認されました。平 成
29 年 度  

事　業　計　画

地域福祉事業
○ひとりぐらし高齢者及び高齢者世帯の登録による各種訪問と生活支援
○安心見守り牛乳事業★
○日常生活用具貸与事業（特殊寝台・車椅子・歩行器等）
○赤い羽根共同募金地域助成事業♠
　　民生委員によるひとりぐらし高齢者等への野菜配布事業協力

ボランティア、住民活動の育成・強化活動
○ボランティア保険助成事業★
○朗読ボランティアとの連携
○障害児支援ボランティアとの連携
○志民活動サポートセンターへの参画
　　元気あっぷポイント
　　（介護事業ボランティア）交換業務
　　災害ボランティア講座

介護予防事業
○一般高齢者介護予防事業
　「元気はつらつ教室」の開催
○高根沢町生活支援協議会への参画
○生活支援コーディネーターの配置と生活
　支援サービスの構築

高齢者福祉対策事業
○地域の居場所（ふれあいいきいきサロン）
　設置★
　　地域の居場所担い手スキルアップ講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♣

○日常生活自立（あすてらす）支援事業
○ひとり暮らし高齢者等
　布団丸洗い事業
　（年2回丸洗い）          

福祉教育事業
○町内保育園と地区のシニアクラブ会員との
　交流事業♠
○児童生徒等に対する福祉体験講師派遣
○学生ボランティア体験事業♠

福祉センターの指定管理運営
○各種団体の会議室利用
○福祉総合相談窓口の設置
○高齢者の福祉センターを利用したサークル
　活動の促進
　　・囲碁、将棋、カラオケ、民舞、手芸、
　　　パソコンサークルなど

心身障がい者（児）対策事業
○視力障がい者への広報等朗読テープ配布
　事業
○定期手話講習会、講習生研修の開催
○心身障害児とボランティアの交流事業♠

New

New

New

New
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福祉協議会  事業計画・一般会計当初予算平成29年度事業計画並び当初予算が３月23日の理事  会と３月28日の評議員会において承認されました。

当　初　予　算

その他の活動
○日本赤十字事業
　・赤十字奉仕団活動
○赤い羽根共同募金事業
○町愛の基金造成及び善意銀行の運営
○各種義援金・救援金の募集
○町シニアクラブ（運営支援）
○町母子寡婦福祉会（運営支援）
○町身体障害者福祉会（運営支援）
○在宅福祉ネットへの協力

災害時対策事業
○災害時要援護者調査および台帳整備事業
○在宅福祉ネットと連携した福祉避難所設置

情報発信
○広報誌「社協だより」の発行♠
○町広報誌「広報たかねざわ」での啓発
 （２回実施）
○町内各種イベントでの啓発
○ホームページ、等のＷｅｂ啓発の強化

援護事業
○心配ごと相談所の開設
○生活福祉資金貸付事業
○町福祉金庫の運営
○行路人旅費貸与事業
○火災見舞い金品の給付
○不要入れ歯リサイクル事業
　　フードバンクたかねざわ事業♠New

★　愛の基金事業　　
♠　共同募金配分事業
♣　栃の実基金事業　

マークの説明マークの説明

一般会計資金収支予算書
収入の部（単位：円） 支出の部（単位：円）

勘定科目 平成₂₈年度 平成₂₉年度 比較増減 勘定科目 平成₂₈年度 平成₂₉年度 比較増減

会費収入 2,705,000 2,705,000  0  人件費支出 29,623,000  31,734,000  2,111,000

寄付金収入 1,800,000  1,800,000  0  事業費支出 5,630,000  5,500,000  △　130,000

補助金収入 16,503,000  16,332,000  △　171,000  事務費支出 4,471,000  5,119,000  648,000

受託金収入  21,022,000  22,570,000  1,548,000  貸付事業支出 300,000 300,000  0

貸付事業収入 300,000  300,000  0  共同募金配分 900,000  900,000  0

事業収入 60,000  96,000  36,000  助成金支出 487,000  495,000  8,000

負担金収入 30,000  0  △　30,000  負担金支出 81,000  81,000  0

受取利息配当金 1,408,000  1,408,000  0  固定資産支出 1,430,000  0  △　1,430,000

その他の収入 70,000  70,000  0  繰入金支出 3,810,000  3,311,000  △　499,000

繰入金 3,810,000  3,408,000  △　402,000 その他の支出 1,393,000  1,416,000  23,000

前期末繰越金 6,000,000  6,000,000  0 予備費支出 5,583,000  5,833,000  250,000

計 53,708,000  54,689,000  981,000 計 53,708,000  54,689,000  981,000
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平成28年度赤い羽根共同募金のご報告
10月１日から全国一斉に共同募金運動が展開され、町民及び事業所の皆様
から多くの寄付が寄せられました。皆様の心温まるご協力に対し、心から
お礼申し上げます。

平成29年度 配分予定事業
【地域の福祉事業】

　　　学生ボランティアセンター

　　　高齢者と子どもの交流会

　　　障がい児交流事業

　　　フードバンク事業

【地域で活動する団体への助成・情報発信】

　　　広報誌「社協だより」の発行

　　　赤い羽根共同募金地域助成事業

平成28年度実績額

フードバンクたかねざわフードバンクたかねざわ

３，２２６，５４３円
募金方法

戸別募金

学　　校

法人・事業所

募 金 箱

そ の 他

合  　計

3,034,700円

57,053円

37,822円

49,290円

47,678円

3,226,543円

5,069世帯

町内小中高校

町内職場有志

福祉認定店、役場

イベント、利息

募  金  額 備　　　考

　従来の募金期間（１０月～１２月）に加えて、特定テーマに限定した使いみちを応援していただく募金

運動を実施しました。１月から３月の３ヵ月間という短期間の募金運動でしたが、町内の関係団体や店舗

等での募金箱設置などのご協力をいただき、１５８，９５３円（Ｈ２９．３月集計分）の募金を集めるこ

とができました。

　今回集まった募金は、平成２９年４月から設置のフードバンク事業のために有効に活用させていただき

ます。皆さまのご理解とご協力に感謝申し上げます。

募金箱設置協力店、募集！

　共同募金会高根沢町支会では、
募金箱の設置協力店を募集してい
ます。
募金箱設置やポスター掲示に協力
してもよいという店舗、団体がご
ざいましたら下記事務局にご連絡
ください。
《事務局》高根沢町社会福祉協議会
　 TEL 028－675-4777／6953

募金協力法人・団体（敬称略・順不同）
森山産業株式会社
有限会社すずきや
高根沢シルバーホーム
恵友会いぶき
恵友会あさひ
エコ・ハウスたかねざわ
高齢者介護施設宝夢
山崎新聞
宇都宮ガーデンゴルフクラブ
ＮＰＯ法人グループたすけあいエプロン
株式会社カンセキ高根沢店
株式会社とりせん高根沢店
フードオアシスオータニ高根沢店

ＪＡしおのや
たむら
ミートショップこしみず
駅前理容店
小森整骨院
ちょっ蔵情報館
昭和軒
栃木銀行宝積寺支店
高根沢町元気あっぷ公社
高根沢町図書館
高根沢町民生児童委員協議会
高根沢町役場
高根沢町更生保護女性会
県庁各課等

NEWNEW
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平成29年度

赤い羽根共同募金地域助成事業申請受付中
　赤い羽根共同募金会では、地域の子どもからお年寄りまで全ての方が住み慣れた地域で、健康で明
るく安心して生活を送れるような地域社会づくりのために、下記により助成申請を受け付けています。

◆対象団体　自治会や公民館、子ども会育成会などの地域の方により組織された団体

◆対象事業　平成29年度に実施される地域住民を対象とした福祉活動にかかる事業

◆助成金額　１団体につき１事業（上限５万円）

◆助成金総額　90万円

◆申請〆切り　平成29年５月26日（金）

◆申込方法　所定の申請書及び必要書類（団体会則や通帳写し）を本会までご提出ください

◆そ の 他　申請のあった団体・事業に対し審査委員会において書類審査を行い決定します。

　　　　　　審査の結果、減額や助成できない場合もあります。

●お申込み・お問合せ先：栃木県共同募金会高根沢町支会 《事務局》高根沢町社会福祉協議会
●TEL ０２８－６７５－４７７７／６９５３

●地域の特性を生かした行事やイベント

　での交流活動

●公民館等を活用した各種講座や講習会

　の開催

●高齢者等への見守りや配食サービス

●自治会の会報誌の発行

例えばこのような活動に例えばこのような活動に

高根沢町の地域を良くする取り組みを応援します！
～地域で集めた募金が地域を良くする活動へ～

花岡西下育成会
スクールガードさんへ

日頃の感謝を込めて豆腐づくり

東高谷子供会育成会
（どんど焼き）

伏久行政区
（新そばまつりでの交流会）

地域を
盛り上げたい! 活動資金が

ない

（　　　　　　　　　　　　　　）
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地域の居場所ふれあいいきいきサロン
　　　　　　　　　新しくサロンが始まります！

町内には上記を含め12カ所のサロンがあります。

仁井田・上高・太田・東高谷・宝石台・中区・柏崎・桑窪
町内には上記を含め12カ所のサロンがあります。

仁仁井井田田・上上高高・太太田田・東東東高高谷谷・宝宝石石台台・中中区区・柏柏崎崎・桑桑窪窪仁井井田田・ 高高・ 田田・ 高高谷谷・ 台・ 区区・柏柏崎崎・桑桑窪窪仁井田・上高・太田・東高谷・宝石台・中区・柏崎・桑窪
また、自分の地区にもサロン設置を考えている方、興味のある方は社会福祉協議会へご相談下さい。

あなたの体は元気ですか?チェックしてサロンへ行こう！！

●チェックが６～１５の方は、サロンに来て、一緒に楽しく健康になりましょう！

●チェックが０～５の方は、サロンに来て、ぜひ皆さんに健康の秘訣を教えてください！

金井地区のサロン 金井の公民館にて
活動

西根地区のサロン 西根の集落センター
にて活動

中台地区のサロン 中台の公民館にて
活動

西町地区のサロン 西町の集会所にて
活動

　一昔前の｢縁側｣や｢井戸端会議｣に見られた地域の集いの場を、公民館や集会施設などを活用して開設し、
住民ボランティアと参加者が一緒に考えた内容を実施することで地域住民のふれあいや、いきがいづくり･
仲間作りの輪を広げる活動が｢ふれあいいきいきサロン｣です。

健康セルフチェックシート健康セルフチェックシート

／１５

□　体を動かすのがおっくうだ。
□　片足立ちで靴下がはけない。
□　家の中でつまずく、滑ることがある。
□　階段を上るのに手すりが必要。
□　15分くらい続けて歩くことができなくなった。
□　人や物の名前を思い出せない事が増えた。
□　同じ話を何度もすると言われたことがある。
□　手際よく料理ができなくなった。
□　薬を飲み忘れる事がある。

□　約束や集合場所などを忘れてしまう。
□　今日の日付や曜日がでてこない。
□　忘れ物、無くし物が増えた。
□　簡単な計算ができなくなった。
□　片付けが下手になった。
□　散歩や運転中にヒヤリとする事が多く
　　なった。
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　いつまでも元気に過ごすために、運動と認知症予防
を中心とした介護予防教室を開催します。
◆対象者　60歳以上
◆時　間　午前10時から11時45分
◆持ち物　タオル、飲み物　※動きやすい服装
＜会場及び開催日＞

◆申込方法　開催日の前日までに、希望の会場及び開
催日をご連絡ください。

◆申込み先　社会福祉協議会　☎028-675-4777

手話講習会受講生募集

　社協では、今年度も手話講習会を開催します。
　初心者の方でも楽しく手話が身につけられる内容で
すのでお気軽にご参加ください。
　※見学や体験、お申し込みは随時受け付けておりま

す。

◆実施期間　毎週水曜日19時～20時30分
◆開 講 式　５月２４日（水）19時から
◆場　　所　宝積寺タウンセンター
◆参 加 費　無料
◆対 象 者　中学生以上
◆持 ち 物　筆記用具

ボランティア保険

　社協では、ボランティア活動を安心して行っていた
だける様にボランティア保険を用意しております。
　ボランティア活動中に「自分がケガをした」「物を壊
してしまった」など、そうした場合に備え、ボランティ
ア活動保険にご加入ください。
　詳しくはお問合せください。
※補償期間：平成29年４月1日から平成30年３月31日
※平成28年度中に加入された方でも再度加入申込が必要と
なります。

ひとり親家庭学習支援事業
（無料学習塾）開催のお知らせ

元気はつらつ運動教室

ひとり親家庭のお子さんを対象とした無料学習塾が
スタートします。

◆実施場所　高根沢町図書館中央館
◆実施日時　平成29年６月から平成30年３月まで
　　　　　　原則として、土曜日（月４回程度）
　　　　　　18:00～20:00の２時間程度
◆対 象 者　ひとり親家庭の小学生高学年、中学生
　　　　　　10名程度
　　　　　　※親の送迎を条件とします。
◆実施主体　高根沢町母子寡婦福祉会
◆申込・問合先　栃木県ひとり親家庭福祉連合会
　　　　　　　　☎０２８－６６５－７８０６

無料相談　心配ごと相談所案内

　生活上のさまざまな悩みや相談ごとに対して、相談
員（民生委員、人権擁護委員、行政相談員）が面接に
より相談をお受けします。
　お気軽にご相談ください。

◆開催日

◆時　間　10時から14時
◆会　場　図書館中央館２Ｆ会議室
　　　　　（高根沢町宝積寺1220番地2）
◆その他　相談無料・予約不要・秘密厳守

義援金・救援金の募集

　各種義援金及び救援金を受付けてい
ます。皆さまの温かいご支援とご協力
をよろしくお願いします。
【国内の義援金】
●平成28年新潟県糸魚川市大規模火
災義援金（平成29年６月30日（金）まで）

●平成28年熊本地震（平成30年３月31日まで）
●東日本大震災（平成30年３月31日まで）
【海外の救援金】
●中東人道危機救援金（平成30年３月31日まで）
●無指定の国際救援金（通年）

受付場所：社会福祉協議会（福祉センター）

年　間

保険料

基本タイプ ３５０円

天災タイプ
（地震・噴火・津波）

５００円

月 福祉センター 仁井田ふれあい広場 上高ふれあいセンター 図書館中央館
４月

毎週火曜日

12日（水） 20日（木） 27日（木）
５月 10日（水） 18日（木） 25日（木）
６月 ７日（水） 15日（木） 22日（木）
７月 12日（水） 20日（木） 27日（木）
８月 ２日（水） 17日（木） 24日（木）
９月 13日（水） 21日（木） 28日（木）

４月 ６日（木） 20日（木）
５月 ９日（火） 23日（火）
６月 ７日（水） 22日（木）
７月 ６日（木） 21日（金）
８月 ４日（金） 22日（火）
９月 ５日（火） 20日（水）



社協会費＆日本赤十字会費の活動にご理解をお願いします
社協では各行政区を通じて社協会費と日本赤十字会費の
「会員増強運動」を展開しています。
本運動の実施にあたりましては、皆さまのご理解とご協力を
お願いします。　
　●社協会費・・・普通会費　１世帯５００円
　　　　　　　　　特別会費　１世帯１，０００円以上
　●日赤会費・・・１世帯５００円　
社協会費の使い道
　町内の高齢者、身体障がい者、母子父子世帯、青少年の
育成など福祉全般の活動費として活用されます。　　
日本赤十字社会費の使い道
　国内外における災害救護活動を始め、血液
事業や国際救援活動、社会福祉事業などの数々
の人道的活動として活用されます。

＜運動期間＞５月１日から５月31日まで

日本赤十字社栃木県支部
〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ内　TEL 028-622-4326

日時　2017年

　　　５月21日（日）
　　　10:00～14:00
会場　エコ・ハウスたかねざわ
　　　（エコフェスタ開催中）

　エコ・ハウスたかねざわ主催の

エコ・フェスタにて第１回フード・

ドライブを実施させていただくこ

とになりました。

　当日は、会場内のテントで左記

の食品を募集しますので、皆様の

ご協力をお願いいたします。

フードバンクたかねざわ
食品の募集をいたします!!
フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドバババババババババババババババババババババンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンクククククククククククククククククククククたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ
食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食品品品ののの すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす!!!!!!!!!!!!!!!!!!食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食品品品品品品品品品品品品品品品品品品品のののののののののののののののののののの募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集をををををををををををををををををををいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたしししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすす!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
フードバンクたかねざわ
食品の募集をいたします!!

ご寄付いただきたい食品
　●お米・麺類　●調味料
　●インスタント・レトルト食品
　●缶詰・瓶詰　●のり、お茶漬けなど
※原則、賞味・消費期限が１ヵ月以上で、
　未開封の保存食品に限らせていただきます。

フード・ドライブとは？？

＜お問合せ先＞フードバンクたかねざわ事務局
　　　　　　　高根沢町社会福祉協議会
　　　　　　　０２８－６７５－４７７７

皆様の家庭であまっている食べ物を寄付して
いただき、様々な理由で食べ物に困っている
方々にお届けする活動です。

福祉巡回車の寄贈福祉巡回車の寄贈
　平成29年３
月に生命保険協
会栃木県支部様
より、スバルの
プレオを寄贈し
ていただきまし
た。町内一人暮
らし高齢者等の
訪問事業に使わ
せていただきま
す。ありがとう
ございました。
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健康で、明るく、安心して暮らす

「ふ
3

つうにく
3

らすし
3

あわせ」のまちづくり

社会福祉法人 高根沢町社会福祉協議会
　　　　　　開館：₈時₃₀分～ ₁₇時₁₅分
　　　　　　休館：土日祝祭日・年末年始

〒₃₂₉―₁₂₂₅　高根沢町石末₁₈₂₅ 福祉センター
Mail:takanezawa@takashakyo.jp
TEL:028-675-4777　FAX:028-675-6953
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