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民生児童委員による野菜づくり活動

民生児童委員協議会では、土づくりセンター南側試験圃場において、野菜の作付を行っています。
収穫した野菜を民生児童委員が担当地域の一人暮らし高齢者等へ見守り訪問の際に配布する予定です。

 作付品目  白菜、大根、人参　 収穫時期　11月〜12月頃　 配布時期　11月下旬〜12月上旬



1たかねざわ社協だより

平成29年度

社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会の平成29年度事業報告並びに収支決算が5月29日理事会・
6月25日評議員会において承認されました。

事　業　報　告

地域福祉事業
①一人暮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
　・一人暮らし高齢者（311名）
　・高齢者世帯（141世帯）への定期的な訪問
②安心見守り牛乳事業　　　　【愛の基金事業】
　・対象者152名への２日に１回の牛乳宅配によ

る安否確認
③日常生活用具貸与事業
　（特殊寝台 ･ 車椅子 ･ 歩行器等）
　・介護ベッド13件、車いす34件、ポータブル

トイレ11件、その他補助具７件貸出　
④★民生委員による一人暮らし高齢者等への

野菜配布事業協力
　・大根、白菜、人参を栽培し一人暮らし高齢者

に配布。延べ15日間作業
⑤赤い羽根共同募金地域助成事業【共同募金配分事業】
　・助成団体20団体。助成総額832,500円

介護予防事業
①一般高齢者介護予防事業「元気はつらつ教室」

の開催
　・82回開催、延べ1,978名参加
②高根沢町生活支援協議会への参画                         
　・９回開催。
③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
　・モデル地区での懇談会
　　（柏崎地区、上中阿久津地区）
　・北高根沢中学校区対象の地域づくり勉強会（全３回）

福祉教育事業
①高齢者と子どもの交流会【共同募金配分事業】
　・７保育園にて保育園児と高齢者の交流  　
②児童生徒等に対する福祉体験講師派遣
　・北小、阿久津小、上高根沢小、西小で福祉体

験講座実施
③学生ボランティア体験事業
　（サマーボランティア )【共同募金配分事業】
　・中学生、高校生122名が活動に参加し、
 町内福祉施設にてボランティア活動実施

福祉センターの指定管理運営
①各種団体の会議室利用
　・各部屋利用262回、延べ3,058名利用
②福祉総合相談窓口の設置
③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、 

3B体操サークル、延べ1,189名利用

ボランティア、住民活動の育成・強化活動
①ボランティア保険助成事業【愛の基金事業】
　・個人加入161名、団体加入7団体323名、
　　サロン加入13カ所
②朗読ボランティアとの連携
③障がい児支援ボランティアとの連携
④志民活動サポートセンターたんたん cafe へ

の参画
　・定例会12回開催。
　・支援事業「RUN伴」「たかねざわフェスティバ

ル」「烏山沿線唱歌ワークショップ」
⑤★元気あっぷポイント交換
⑥★災害ボランティア養成講座
　・初級編、応用編を開催。16名参加

高齢者福祉対策事業
①地域の居場所（ふれあいいきいきサロン）設置

【愛の基金事業】
　・全13地区、登録者396名
②★地域の居場所担い手スキルアップ講座
　・全３回の講座を開催（生活支援サポーター講 

座、健康体操、コーヒーの煎れ方）
③日常生活自立支援事業（あすてらす）
　・11名利用。延べ回数65支援
④一人暮らし高齢者等布団丸洗い事業
　（年２回丸洗い）          　             
　・11月、３月実施。利用者３名
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平成29年度

資金収支計算書
収入の部（単位：円） 支出の部（単位：円）

会費収入  2,567,500  人件費支出  30,965,617
寄附金収入  1,751,727  事業費支出  5,419,194
補助金収入  16,393,781  事務費支出  4,905,516
受託金収入  20,481,401  貸付事業支出  245,600
貸付事業収入  169,000  共同募金配分金事業費  832,500
事業収入  63,000  助成金支出  549,850
受取利息配当金  1,401,342  負担金支出  85,000
その他の収入  101,312  固定資産取得支出  135,800
区分間繰入金収入  4,103,051  区分間繰入金支出  4,103,051
前期末支払資金残高  9,434,165  その他の活動支出  1,412,160

計 56,466,279 計 48,654,288
差引残高（次年度繰越） 7,811,991

貸借対照表
資産の部 負債の部

勘 定 科 目 当年度末  勘 定 科 目 当年度末
流動資産 10,211,509  流動負債  2,399,518
　預貯金 9,774,509  　事業未払金 1,728,737
　未収補助金  437,000  　職員預り金 670,781
固定資産 155,049,143  固定負債  25,574,710
基本財産  1,000,000  　退職給付引当金  25,574,710
その他の固定資産 154,049,143  負債の部合計  27,974,228
　車両運搬具  1,535,636   純資産の部
　器具及び備品  209,628  基本金 1,000,000
　投資有価証券 100,000,000  基金 126,178,209
　貸付事業等貸付金  508,600 国庫補助金等特別積立金  666,000
　退職手当積立基金預け金  19,281,230 財政調整基金積立金 6,335,840
　愛の基金積立資産  26,178,209 次期繰越活動増減差額  3,106,375
　財政調整基金積立資産  6,335,840 純資産の部合計 137,286,424
資産の部合計 165,260,652 負債及び純資産の部合計 165,260,652

事業別収支決算
 事業名 収 入 支　出 差 引

1 法人運営 29,456,457 21,062,005 8,394,452
2 高齢者ネットワーク事業 2,719,595 2,730,860 △ 11,265
3 布団丸洗いサービス事業 75,600 75,600 0
4 地域の居場所活性化事業 457,391 457,391 0
5 総合相談窓口事業 354,000 522,916 △ 168,916
6 ボランティア保険助成事業 80,000 80,000 0
7 行路人旅費貸与事業 4,820 4,820 0
8 障がい児交流事業 13 13 0
9 手話講習会事業 110,000 110,000 0
10 生活福祉資金事業 90,401 90,401 0
11 地域助成事業 900,000 874,890 25,110
12 学生ボランティア体験事業 161,000 156,100 4,900
13 高齢者と子どもの交流会事業 165,000 164,850 150
14 朗読ボランティア支援 5,543 15,958 △ 10,415
15 広報誌発行事業 320,000 320,908 △ 908
16 障がい児交流事業 150,000 150,000 0
17 フードバンク事業 311,238 331,085 △ 19,847
18 介護予防事業 7,889,000 7,927,434 △ 38,434
19 心配ごと相談事業 172,617 158,736 13,881
20 要援護者調査事業 2,180,000 2,223,466 △ 43,466
21 福祉センター指定管理事業 1,531,791 1,223,679 308,112
22 生活支援体制整備事業 8,935,000 9,676,307 △ 741,307
23 元気あっぷポイント事業 50,000 51,269 △ 1,269
24 福祉金庫貸付事業 346,813 245,600 101,213

合　計 56,466,279 48,654,288 7,811,991

決　算　報　告

心身障がい者（児）対策事業
①視覚障がい者への広報等朗読テープ配布事業
　・朗読ボランティア「みすず会」の協力により
　　広報たかねざわ（毎月）、社協だより（２回）

の朗読テープを作成し配布
②定期手話講習会、講習生研修の開催
③心身障がい児とボランティアの交流事業

　【共同募金配分事業】
　・児童、ボランティア31名参加

災害時対策事業
①訪問員による災害時要援護者調査および台帳の管理  
　・世帯登録604世帯（新規60世帯、更新544世帯）
②在宅福祉ネットと連携した福祉避難所設置
　・町災害対応訓練での避難所運営講習に講師と

して協力

情報発信
①広報誌「社協だより」の発行【共同募金配分事業】
　・５月、10月の定期発行  　　　
②「広報たかねざわ」での啓発
　・愛の基金寄付者報告毎月掲載
③町内各種イベントでの啓発
④ホームページでのＷｅｂ啓発

援護事業
①心配ごと相談所の開設
　・24回開設。相談総数22件
②生活福祉資金貸与事業
③町福祉金庫の運営
④行路人旅費貸与事業
⑤不要入れ歯リサイクル事業
⑥★フードバンクたかねざわの運営【共同募金配分事業】
　・寄付70件（米651㎏、他食品913点）
　・提供40件（米159㎏、他食品677点）

募金活動
①赤い羽根共同募金
②日本赤十字会費  
③町愛の基金
④社会福祉協議会費
⑤各種義援金、救援金の募集
　・東日本大震災、熊本地震、平成29年大雨災害

その他の活動
①赤十字奉仕団員活動
②善意銀行の運営
③共同募金会事業
④日本赤十字社事業
⑤在宅福祉ネットへの協力
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赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。
　10月１日から12月31日の３ヶ月間、全国一斉「赤い羽根共同募金運動」
が始まります。
　本町では、各行政区を通じた世帯募金や法人・事業所募金、商店等での
募金箱設置、各種イベントでの募金活動などで募金運動を行う予定です。
皆様の温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

集まった募金の約55％が高根沢町の地域福祉活動に使われています！
残りの45％は、栃木県内の広域的な課題を解決するための活動に使われて
います。

あなたの募金は、
あなたの町へ

H29年度高根沢町で集まった募金

3,281,777円

高根沢町の福祉活動に活用（平成30年度配分事業）

合計　1,776,777円
　・高齢者と保育園児の交流事業 165,000円
　・学生ボランティア体験事業 122,000円
　・障害児交流事業 150,000円
　・地域助成事業 900,000円
　・広報誌「社協だより」の発行 321,000円
　・災害ボランティア講座 7,026円
　・フードバンク事業 111,751円

県内の福祉施設や県域で
活動している団体で活用

合計　1,505,000円（45%）

平成30年度　助成決定事業一覧
№ 団 体 名 事 業 名 助成金額（円）
 1  伏久行政区  地域交流会  40,000
 2  南区自治会  南区夏祭り  50,000
 3  フローラルアベニュー自治会  地域住民による交流事業  50,000
 4  北区自治会  東町北区夏祭り  50,000
 5  光陽台自治会  地域交流事業  50,000
 6  宝石台自治会  宝石台自治会夏祭り  50,000
 7  花岡東上公民館  東上芋煮会  50,000
 8  東高谷希望の会  東高谷サマーフェスティバル  50,000
 9  柏崎公民館  どんど焼き  50,000

 10  花岡東下公民館  老人クラブ・子供育成会による交流会  30,000
 11  金井公民館花壇の会  花いっぱい運動  20,000
 12  東高谷子供の夢を運ぶ会  どんど焼き  50,000
 13  宝石台あおぞら子供会  ラジオ体操と公園清掃  20,000
 14  中郷子供会育成会  中郷地区どんど焼き  50,000
 15  花岡西下育成会  子どもたちの夏休みの思い出づくり  40,000
 16  伏久を愛する会  どんど焼き支援事業  40,000
 17  仁井田シニアクラブ  しめ縄づくり事業  50,000
 18  柳林どんど焼保存会  どんど焼き  50,000
 19  大谷ふれあい赤サロン  高齢者と地域の子どもたちとの交流会  50,000
 20  太田自主防災会  太田防災訓練  50,000

合　計 890,000

　赤い羽根共同募金では、高根沢町を良くする取り組みを応援する事業として、６月22日共同募金審査
委員会（社協会長、社会福祉事業関係者、地域団体代表、寄付者代表、学識経験者で構成）を開催し、下記
20事業890,000円の助成を決定しました。

活 動 の 様 子

平成30年度　赤い羽根共同募金地域助成事業　高根沢町を良くする取り組み応援事業

共同募
金のしくみ共同募
金のしくみ

寄付

送金

高根沢町内の
皆さん

栃木県
共同募金会

共同募金
高根沢町支会
（社協）

共同募金
高根沢町支会
（社協）

町の福祉事業や
地域の活動へ助成

町や県域の
福祉活動へ配分
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平成30年度 サマーボランティア事業
　今年も町内22カ所の福祉施設、保育園、関係機関で、町

内在住在学の中学生・高校生がボランティア活動に取り組

みました。今年は122名の生徒が参加しました。

　参加した中学生・高校生がサマーボランティアを通して、

ボランティア活動に興味・関心持てたり、進路の参考にな

るような体験や発見ができる様、今後もボランティア活動

の機会創出を進めていきます。

　サロンを立ち上げ一年が経ちました。会場は
（福）恵友会あさひさんのご厚意で施設を使わせて
頂いています。講話や笑いヨガ、輪投げなど様々
な活動を実施し、地域の交流の場となっています。
近くにお住まいの方は是非お越し下さい。

『文挟ほっこりサロン』

◦場　所…（福）恵友会 あさひ

◦時　間…10:00 ～

◦実施日…毎月第２土曜日

輪投げ カラオケ 笑いヨガ 災害講話

活 動 の 様 子

地域の居場所づくり事業　ふれあいいきいきサロン♪　町内サロンのご紹介！

① 一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯
② 身体障がい者手帳１・２級をお持ちの方
③ 精神障がい者保健福祉手帳１級をお持ちの方
④ 療育手帳Ａ１・Ａ２をお持ちの方
⑤ 介護保険における要介護３以上の認定を受けている方
⑥ その他上記以外で援護が必要とされる方

※対象となる方

私たちが訪問しています。〜災害時要援護者登録制度〜
　災害が発生した時や災害のおそれがあるとき、
自力で避難することが難しい高齢者や障がいのある
方などの「災害時要援護者」に対して、災害（避難）
情報の伝達や避難場所への誘導などの支援が必要と
なります。
　高根沢町では、支援を必要とする方を把握するた
めに、災害時要援護者台帳を作成しています。

　登録いただいた情報にもとづいて、名簿を作成し、
地域で支援にあたる方々（地域の役員、民生・児童
委員、社会福祉協議会、消防署、消防団、警察署、
地域災害時支援者など）に提供します。
　地域では、あらかじめ「支援が必要な方をどのよう
に避難させるか」を話し合っておくなど、地域にお
ける避難支援に役立てていただくことになります。

災害時要援護調査員
小 松 一 美

災害時要援護調査員
高 塩 育 子

私たちが調査を行っています
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地　区 開催日 時間 会　場
阿久津小学校区

（宝積寺、中阿久津、中妻など） 10月20日（土）13：30　　 
～15：30 南区公民館

中央小学校区
（石末、大谷、花岡、西高谷） 10月20日（土）13：30　　 

～15：30
保健センター

（町民広場）

上高根沢小学校区
（上高根沢） 10月21日（日）14：00　　 

～16：00
上高ふれあい
センター

北小学校区
（飯室、文挾、伏久、東高谷、仁井田） 10月28日（日）10：00　　 

～12：00
図書館
仁井田分館

東小学校区
（栗ヶ島、寺渡戸、上太田、中郷、
太田、桑窪、柏崎）

10月28日（日）10：00　　 
～12：00

①東小学校多目的
　ホール（新校舎）
②太田公民館

　現在、高根沢町では「北中学校区」と「阿久
津中学校区」の 2 校区で住民が集まり、地域の
情報交換を行える場「第 2 層協議体」の設置を
進めています。
　北高根沢中学校区では今年 5 月に第 2 層協議
体を発足し、『北高くらし支え合い協議体』の名
称で、毎月第 3 水曜日 18 時半からのぞみ苑の
地域交流ホールで開催しています。
　地域住民の方をはじめ、行政や社協・包括、
学区内の法人や団体と一緒に福祉課題をはじめ
様々な情報の交換や勉強に取り組んでいます。

　阿久津中学校区では、今年度中の発足を目標
に、6 月から講演会や勉強会などの取り組みを
実施しております。

　協議体では、生活支援コーディネーターが調
整役として連携して動いています。地域の活動
や困り事など、情報やご相談がありましたら、
気軽にご連絡下さい。

　社会福祉協議会　☎675-4777

第 2 層生活支援協議体のお知らせ

住民意識アンケート調査及び
　　　地区懇談会開催のお知らせ

　高根沢町地域福祉計画及び活動計画の策定にあたり、町民の皆さんのご意見を計画
に反映させるため、下記アンケート調査及び懇談会を行います。

①住民意識アンケート調査
　町内に在住する18歳以上の方から2,000人を無作為に抽出して調査票を送付します。
　調査票が届いた人は、ご協力ください。
②地区懇談会

　町内各地区で懇談会を開催します。町民の皆さんの声をお聞きかせください。

〜本計画に関するお問合わせ先〜　健康福祉課　☎675-8105　社会福祉協議会　☎675-4777

地　区 開催日 時　間 会　　場

阿久津小学校区（宝積寺、中阿久津、中妻など） 10月20日（土） 13：30～15：30 南区公民館

中央小学校区（石末、大谷、花岡） 10月20日（土） 13：30～15：30 保健センター（町民広場）

西小学校区（宝石台、光陽台） 10月20日（土） 15：00～17：00 エコ・ハウスたかねざわ

上高根沢小学校区（上高根沢） 10月21日（日） 14：00～16：00 上高ふれあいセンター

北小学校区（飯室、文挾、伏久、東高谷、仁井田） 10月28日（日） 10：00～12：00 図書館仁井田分館

東小学校区
（栗ヶ島、寺渡戸、上太田、中郷、太田、桑窪、柏崎、西高谷）

10月28日（日） 10：00～12：00 東小学校多目的室（新校舎）

高根沢町地域福祉・活動計画
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期日（10時〜 14時）

10月
４日（木）※

１月
８日（火）

23日（火）※ 22日（火）

11月
８日（木）※

２月
５日（火）

20日（火） 　 22日（金）

12月
４日（火） 　

３月
５日（火）

20日（木） 　 26日（火）

　生活上のいろいろな悩みや、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
委員）が面談により相談をお受けしています。

【相談無料・予約不要・秘密厳守】

●開催日　毎月２回
●会　場　図書館中央館　２F 会議室
※10月４日・23日、11月８日は福祉センター

が会場になります。

　近年、様々な手口によって特に高齢者を狙っ
た特殊詐欺被害が後を絶たない状況が続いてい
ます。そこで、烏山信用金庫では、県内初の金
融機関の正規業務として「寸劇チーム」を本支
店すべてに発足し、主に敬老会や地域サロンの
場で、行員が窓口や電話口での詐欺師とのやり
取りを再現した寸劇を披露し、詐欺による被害
抑止に取り組んでいます。
　自治会や公民館等の地域において、特殊詐欺
防止「寸劇」に興味がありましたら烏山信用金庫
宝積寺支店までお気軽にお問合わせください。

寸劇に関する相談・問合せ先
烏山信用金庫宝積寺支店　☎ 675-4511

【募集中の義援金】

●平成30年７月豪雨災害
　（平成30年12月31日まで）
　→ 役場総合窓口・福祉センターに募金箱設置中

●平成28年熊本地震災害
　（平成31年３月31日まで）

●東日本大震災
　（平成31年３月31日まで）

●北海道胆振東部地震災害義援金
　（平成31年３月31日まで）

【募集中の支援金】

●平成30年７月豪雨災害ボランティア・
　NPO活動サポート募金（ボラサポ・豪雨災害）
　→ 被災地で活動するボランティア・
　　NPO団体の活動資金に使われます。

　町民を対象とした相談会です。
　弁護士による専門的で適切な助言指導を行い
ます。

●日時　①12月14日（金）②３月15日（金）
　　９時30分～12時

●場所　福祉センター 
●定員　５人（１人30分間程度）
●申込み 開催日の１ヶ月前から電話または

来所にて申込み（定員になり次第終了）
 （例：①11月14日９時～）
●その他　予約の際に相談概要を伺います。
●申込み・問合せ先
　社会福祉協議会　☎675-4777

一人で悩まず、解決に向けて、
一歩踏み出してみませんか

心配ごと相談所案内（10月〜３月）

災害義援金、支援金に
ご協力ください

烏山信用金庫
特殊詐欺防止「寸劇チーム」発足

※上記受付期間は延長する場合があります。
※義援金は、寄付金の全額が手数料等を差し引く

ことなく被災状況に応じて按分の上、被災地そ
れぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社支部
等で構成される災害義援金の募集・配分委員会
を通じ、各市町村を通じて被災された方々に配
分されます。

相談  弁護士による無料法律相談

住民意識アンケート調査及び
　　　地区懇談会開催のお知らせ

　　振り込め詐欺をはじめとする
　　　　　特殊詐欺の被害に遭わないために
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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

編　集
発　行

検索たかねざわ社協

フードドライブ（食品募集）フードドライブ（食品募集）

●お米・麺類
●インスタント・レトルト食品
●缶詰・瓶詰　●のり、お茶漬けなど
※賞味・消費期限が１ヶ月以上あるもので
　未開封の常温保存可能な食品

フード・ドライブとは？？

＜フードドライブ・寄付に関するお問合せ先＞
フードバンクたかねざわ（運営：社会福祉協議会）
☎675-4777　受付：月曜から金曜９時～ 17時（祝祭日を除く）

各家庭であまっている食品を持ち寄り、
様々な理由で食べ物を必要とする方に
「フードバンクたかねざわ」を通じて寄付
する活動です。缶詰ひとつから大歓迎 !!

フードバンクたかねざわ

ご寄付いただきたい食品

食の循環のしくみ 取り組みの状況

食べ物に困っている方

フードバンク

寄付金
食　品

●社協窓口　　　
●フードドライブ

不足食品や寄付
で補えない種類
の食品購入など

食品寄付　98件（お米766㎏、食品1,511点）
食品提供　68世帯/107人
　　　　　（お米382㎏、食品1,243点）

　町内の生活困窮者等に対して、食品を提供しています。

　（ひと月平均４世帯）

※フードバンクの役割※

　一時的・緊急的に食べ物に困っている方へ食品を提供

するとともに、その世帯の状況を把握し、関係機関との

連携による支援を行っています。

H29年４月～H30年８月

イベント名

高根沢町文化祭

日にち

11/３（土）

時　間

10時～15時

場　所

町民広場内

下記イベント会場内にて食品の受取窓口を設置します。
募集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集募集

イベント名 日にち 時　間 場　所


