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　今年度も、第 2期地域福祉活動計画に基づき、地域住民の「互助」の取り組みを重視しながら、
下記の８項目を重点事業に掲げ、各種施策・事業を通し地域福祉の更なる推進に努めます。

令和２年度 事業計画令和２年度 事業計画

１. 第２期地域福祉活動計画の着実な推進
２. 生活支援体制整備事業の推進
３. 権利擁護の推進（新規）
４. 地区社協組織整備の推進
５. ボランティアセンターの機能の充実
６. ゆうゆう館施設経営の充実
７. 生活困窮者支援対策の推進
８. 会員の加入促進並びに自主財源の確保

☆福祉サービス利用支援事業
・福祉バスの運行・管理　・手押し車の購入費助成事業
・車椅子貸出事業　　・福祉用具等の貸出事業
・安全帽子購入費助成事業

☆広報・啓発活動
・しもつけ社協だよりの発行（年６回）
・ホームページの活用

☆共同募金会事業
・共同募金・歳末たすけあい
　募金運動の実施
・災害時における見舞金等の
　交付
・歳末慰問事業の実施

☆日本赤十字社事業
・赤十字会員募集（活動資金募集）の実施
・災害救援物資の交付
・日赤奉仕団の活動支援
・市防災訓練等における炊き出し訓練の協力

☆介護保険等事業
  （ケアプランセンター下野市社協）
・居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
・通所介護事業（デイサービスセンターのぞみ）

☆障害福祉サービス事業
・就労継続支援B型事業（なのはな・すみれ）　
・特定相談支援事業

☆ゆうゆう館施設運営

☆収益事業
・天平の花まつりのぼり旗販売

☆地域支援事業
・地域包括支援センターこくぶんじの運営
・ふれあいサロン「ゆうゆう」事業

☆資金貸付事業
・小口資金貸付事業　・生活福祉資金貸付事業
・行旅人援護事業

☆相談事業
・心配ごと相談所の開設　・無料法律相談

☆福祉団体への支援（１２団体）

☆成年後見制度支援事業＜新規＞
・相談対応・広報・啓発　　・市民後見人の育成
・成年後見申し立ての支援　  ・関係機関との連携

☆法人後見事業の推進
・身上監護　　・財産管理

☆日常生活自立支援事業
（あすてらす・しもつけ）

☆生活困窮者自立相談支援事業
（くらし応援センター“ささえーる”）
・自立相談支援事業　　・家計改善支援事業

☆ボランティアセンター運営事業
・ボランティアの相談、依頼・派遣、マッチング
・ボランティア活動に関する各種講座等の開催
・ジュニアふくし体験学習
・ボランティア交流会
・ボランティア活動保険の取り扱い
・ボランティア広報紙「きらり」の発行
・視覚障がい者等声の宅配サービス
・点字図書の作成・提供

☆福祉教育・啓発事業
・ふくし移動講座　・福祉活動費助成事業
・実習・職場体験学習の受け入れ

☆地域福祉事業
・生活支援体制整備受託事業の推進　
・地域ふれあいサロン事業
・地区社協の組織整備事業
・しもつけ福祉大会の開催
・登下校時における子どもたちの見守り活動
・一般フリートレーニング事業
・災害時ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施
・緊急食料等支援事業

☆福祉イベント等
・しもつけふくしフェスタ
　2020の開催
・ふれあいふくし運動会の開催
・花まつり招待事業開催（中止）
・障がい児者交流会
・親子ふれあい事業

法人運営事業

地域福祉事業

介護保険事業

貸付事業

障害福祉サービス事業

受託事業

イベント販売事業

法人運営事業

地域福祉事業

ボランティアセンター事業

心配ごと相談所事業

共同募金配分金事業

生活困窮者自立支援事業

法人後見事業

成年後見制度利用支援事業

居宅介護支援事業

通所介護事業

生活福祉資金貸付事業

社協資金貸付事業

就労継続支援Ｂ型事業

地域包括支援センター事業

一般介護予防事業（ゆうゆうサロン）

ゆうゆう館指定管理事業

生活支援体制整備事業

桃太郎旗販売事業

18,267

77,570

4,558

1,218

8,590

14,339

341

13,380

18,862

56,101

2,328

1,050

69,201

37,239

7,410

74,072

19,325

385

（単位：千円） （単位：千円）

会費収入

寄付金収入

補助金収入

受託金収入

貸付金収入

事業収入

介護保険事業収入

就労支援事業収入

障害福祉サービス事業収入

収益事業収入

受取利息配当金収入

その他収入

基金積立資産取崩収入

積立資産取崩収入

前期末繰越金

13,620 

600 

71,329 

122,479 

300 

35,095 

70,626 

2,800 

26,400 

924 

555 

48 

39,480 

9,000 

30,980 

収　入 支　出

424,236 合　　　　計

予 算 額項　　目 予 算 額拠 点 区 分 サ ー ビ ス 区 分

424,236 合　　　　計

収支予算収支予算令和２年度令和２年度
　令和２年度の事業計画・収支予算について、３月１７日に開催された理事会にて決定し、
評議員会において承認されました。
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４月末日現在68,082円積立金
報告
積立金
報告

皆様のご協力に心より感謝いたします

「FMゆうがお」をご存じですか？
　FMゆうがお（８７．９MHｚ）では、社協だよりや
市の広報を音訳ボランティアこだまの方が音訳
したものをピックアップして毎週土・日に放送し
ています。
　ラジオだけでなく、パソコンやスマートフォン
でも専用アプリをダウンロードすれば、聞くこと
ができます。（※スマートフォンは契約状況等に
より通信料がかかる場合があります。）
　下野市の身近な情報を発信したり、災害時に
優先して災害情報を発信しますので、ぜひご利用ください。

◆プルタブの回収場所
・ゆうゆう館（小金井789番地）
・石橋公民館（石橋416番地）
・生涯学習情報センター
　　　　　　 （緑３丁目5－1）

・ゆうゆう館（小金井789番地）
・石橋公民館（石橋416番地）
・生涯学習情報センター
　　　　　　 （緑３丁目5－1）

2019.12・20
開局しました！

令和２年度

団　体　名 活 動 内 容

オピニオンリーダー
青い鳥 子育て支援、託児・公民館事業協力

地域高齢者の交流の場、サロン利用者
との交流など

ふれあいサロン
しもつけ陽だまり

市民の健康を守るための事業等下野市食生活改善
推進員協議会（国分寺）

健康事業の推進と子育て支援など下野市食生活改善
推進員協議会（石橋）

特養ホーム天寿荘にて入所者との交流天寿荘ボランティア

民生児童委員メンバーで構成
認知症入所者の話し相手など

仁良川苑
ボランティア

サークル活動・美化活動・学校ボラン
ティアなど

下野市
グリーンクラブ

ハンディのある子もない子もおもちゃを
通じて楽しく遊び、豊かに育つ場として提供

おもちゃの図書館
「きしゃぽっぽ」

市民への生活習慣病の予防対策や健康
づくり等友遊会

傾聴ボランティア・本の読み語りなど
入所者との交流

お達者倶楽部
ボランティア

地域高齢者の交流を持つ場として姿西
児童館にて開催サロンあゆみ

聴覚障害者や手話関係者の方との困り
ごと聞き取りや交流

手話サークル
「手のひら」

パンの販売等、施設行事等のボランティアはくつる会
ボランティア

福祉施設・サロンへの訪問、イベント
に出向き活動

安来節どじょう掬い
踊り同窓会

点訳、小学校での福祉体験協力点訳ボランティア秋桜

点訳の学習、小学校での福祉体験協力点字サークル
ありんこ

介護施設及び自治会のイベントで
マジックを披露マジック小山

団　体　名 活 動 内 容

天平の丘観光ガイド
ボランティア 天平の丘公園史跡でのガイド

歴史館などの案内解説や環境整備・学
校支援活動など

下野市薬師寺
ボランティアの会

市内で開催されるイベントの参加や高齢
者施設等の訪問

イリマレイアロハ
国分寺

市内で開催されるイベント参加・高齢者
施設等の訪問よさこいしもつけ

訪問先施設でのオカリナ演奏オカリナクラブ
ドルチェ

施設や地域サロンに出向きハーモニカ
演奏で歌う会を実施

歌声ボランティア
たんぽぽ

読み語り、音訳ＣＤ作成、民話語りなど
を各グループに分かれて活動

南河内図書館
ボランティア

サロンにて音楽コミュニケーション・遊
びりテーション等お茶の間健康クラブ

図書館・保育園・学校や市内施設等に
おいて読み聞かせなどお話ポケットの会

国分寺小学校児童への絵本の読み聞かせむくの木

入院中の子供と家族のための宿泊施設
の運営補助

ドナルド・マクドナ
ルドハウスとちぎ

認知症改善のための運動療法・ゲーム
等の実施

日本心身機能活性療法
指導士会･下野杏支部

パソコン操作習得支援の講座下野ＰＣ愛好会

行事ボランティア・公園清掃・高齢者
施設でのボランティア

栃木県シルバー大・
南河内支部

作業支援・草花植え・河川敷の清掃活
動など

栃木県シルバー大・
同窓会石橋支部

特別支援学校活動支援・市内の環境美化栃木県シルバー大・
同窓会国分寺支部

★黄色の網かけ１３団体は、市ボランティア連絡協議会加入団体です。
★ボランティア登録したボランティア団体より随時掲載していきます。

団　体　名 活 動 内 容

ＮＰＯ法人ポポの樹 市の委託事業　学習支援事業

グループホーム、デイサービス等での
傾聴活動

傾聴ボランティア
うさぎクラブ

主に個人宅にて傾聴ボランティア活動傾聴ボランティア
ちょうの会

史跡の保全、間伐・枝打ち・除草・落ち葉
処理など児山城址守り隊

各施設や学校に訪問し楽器演奏による
慰問活動など下野民謡研究会

外来案内活動・子どもたちの見守り活動
・園芸、装飾、清掃などの作業

自治医科大学とちぎ
子ども医療センター
ボランティア室

外来案内・療養申し込み代筆・車いす
使用者の介助など

自治医科大学付属
病院ボランティア

自治医大とちぎ子ども医療センター
周辺の緑化・園芸活動

自治医大とちぎ
こども医療センター
花咲jii

団　体　名 活 動 内 容

ほがらか文庫 国分寺東小学校での朝の本や絵本の
読み聞かせ

学校・地域で子どもの見守り、市行事での
啓発活動など

下野市更生保護
女性会

施設等でよさこい踊りの披露万朶の桜

小学校の朝語り・昼語り、地域サロンや
施設等で民話語り

民話語り部の会
「ゆうがお」

学童や施設等での民話語り・出前講座民話美寿々会
しもつけ支部

高齢者（６５歳以上）のちょっと困りごとに
対する有償ボランティア和ごむの会

食生活の改善推進、検診の受診勧奨、
運動啓発

下野市健康推進員
協議会

グリムの森の環境整備とグリムの館の
イベント補助

グリムの森
ボランティア

手話技術の習得、聴覚障害者との交流、
関連する講演会への参加等手話サークルひとみ

消費生活に関する知識の習得と啓発
活動など

下野市消費生活
リーダー協議会

商工業の総合的な経営改善を図るため
の活動など下野市商工会女性部

姿川・田川の河川敷、サイクリングロー
ドのゴミ拾い

栃木県シルバー大南校
･下野市在校生の会

・土曜日／8：30　11：30　17：30　20：30　
・日曜日／8：30　11：30　17：30 ＜各５分間の放送です＞

音訳こだまの
放送時間

「傾聴ボランティア講座」並びに「福祉共育ボランティア講座」につきまして、６月
に講座開催を予定しておりましたが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため講座
を延期させていただきます。（※状況により中止となることもあります。）
日程等が決まりましたら、社協だよりやホームページ等でお知らせいたします。

講座についての
お知らせ
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「生活支援体制整備事業」「生活支援体制整備事業」

◆新入職員を紹介します

一般事務
＜正規＞

細川　彩菜
（総務課）

一般事務
＜市交流＞

篠崎　貴弘
（地域福祉課）

生活支援員
＜臨時＞

三室　裕子
（就労継続支援B型
なのはな・すみれ）

どうぞよろしくお願いいたします。

地域サロンの運営者・参加者の皆様へ

運動の
ポイント

「動かない」状態が続くことにより、心身の機能が低下して「動けなくなる」ことが
懸念されます。また、転倒などを予防するためにも、日頃からの軽い運動が大切です。
＊人混みを避けて、一人や限られた人数で散歩する。・家の中や庭などでできる運動（ラ
　ジオ体操、しもつけ元気はつらつ体操、スクワット等）を行う。
＊家事（庭いじりや片付け、立位を保持した調理等）や農作業等で身体を動かす。
＊座っている時間を減らし、足踏みをするなど身体を動かす。

人との
交流ポイント

孤独を防ぎ、心身の健康を保つために、人との交流や助け合いが大切です。
＊家族や友人と電話で話す。
＊家族や友人と手紙やメール、SNS 等を活用し交流する。
＊買い物や移動など困ったときに助けを呼べる相手を考えておく等。

まごころを
　ありがとうございます
まごころを
　ありがとうございます
まごころを
　ありがとうございます

　　　　　　大正琴「野菊の会」、三栄興業㈱、石橋図書館、太
陽接骨院、小川貴久、松永直樹、田仲利子、髙野ナミコ、宍戸文子、
菅俣節子、田中節子、薬師寺幼稚園父母の会、須川由紀子、はく
つる会、森みい子、渡辺静子、下山千恵子、通古山いきいきクラブ、
竹下守、かましん自治医大店衛生、㈲川田商店、下野五郎 家族、
稲葉幸作、田口茂子、横山エミ子、小西康司、中山正行、髙山琴海、
岩上仁美、匿名10件

　プルタブ

（敬称略）（敬称略）

おおはし茶園、田仲利子、永山登志子、居宅介
護支援事業所、えびはら、直井道夫、橋本利子、生涯学習情報セ
ンター、国分寺東小学校、田口茂子、小川イク子、匿名7件

　使用済み切手

　　　　　　　福田和子、森みい子、生涯学習情報センター、　ベルマーク

　軽自動車（1台）（一社）生命保険協会栃木県協会　

　車いす（1台） 匿名

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、心配ごと相談所の開催は今後の状況により中止となる場合が
　ありますので、社会福祉協議会ホームページでご確認ください。

　生活支援体制整備事業では、地域サロ
ンの立ち上げのご相談や、運営に関する
支援を行っておりますが、現在コロナウイ
ルスの影響により、開催の自粛をお願い
している状況です。
　今後、地域包括支援センター職員やSC
によりサロンの運営者の方への連絡や訪
問等を実施する予定ではおりますが、居
宅において健康を維持するための留意事
項についてお知らせいたしますのでご参
考にしてください。

皆さまからのご寄付
　ありがとうございます
皆さまからのご寄付
　ありがとうございます
　 ●2月26日～4月1日まで●2月26日～4月1日まで

　6,890円
15,347円
2,000円
1,314円

100,000円

小山冨士見台病院
ミヤザワストアー
南河内陶芸クラブ
南河内東公民館　パンサークル合同
(故)横溝　久雄

　2,114円匿名

合　計　　　2,114円

合　計　　　125,551円

民生委員･児童委員･行政相
談委員･人権擁護委員による
〝なんでも相談所〟です

　2,114円令和２年度累計

　930,251円令和元年度累計

＊予約は必要ありません。相談日に直接会場へお越しください。
＊電話でのご相談は、下記の番号へ相談日当日の開催時間内におかけください。

会場内容 石橋公民館 1階会議室 ゆうゆう館 第2相談室 南河内図書館 2階会議室
6月  1日（月）
6月  8日（月）
7月  6日（月）
7月13日（月）

6月15日（月）
7月20日（月）

6月  2日（火）
 6月  9日（火）
 7月  7日（火）
7月14日（火）

6月16日（火）
7月21日（火）

6月23日（火）
7月28日（火）

6月  5日（金）
6月12日（金）
7月  3日（金）
7月10日（金）

6月19日（金）
7月17日（金）

一般相談〈午後1:３０～３:３０〉
◆相談員／民生委員または主任児童委員・
　人権擁護委員など

総合相談①〈午後1:３０～３:３０〉
◆相談員／民生委員・人権擁護委員・
　行政相談委員など

総合相談②〈午前9:３０～11:３０〉
◆相談員／民生委員または主任児童委員・
　人権擁護委員･行政相談委員など

6月～
  7月の日程

♡心配ごと相談所に関する
　ご質問やお問合わせは、
　下野市社協
　（℡４３－１２３６）へどうぞ！＜心配ごと相談専用ダイヤル＞

あなたに
寄りそう
あなたに
寄りそう お気軽にご相談ください。

０９０－２３２６－０２９４
＜予約電話番号＞

TEL.０２８５－４３－１２３６（下野市社協）
＊予約受付期間を設けていますのでご注意ください。
＊ご利用は年度内でお一人につき2回までとなります。

6月～
　8月の日程

時間・会場 予約受付期間

5/15～  6/10

6/12～ 7/  8

7/10～ 8/19

ゆうゆう館
第２相談室

6月11日㈭

7月  9日㈭

8月20日㈭

開 催 日

午後1：00
　～4：30

秘密
厳守

※開催各日ともに定員は10名までとなります。

下野市社会福祉協議会 Tel. ４３-１２３６■お問合せ先

休館のお知らせ

おもちゃの図書館とは
、ハンディを

持つ子も、持たない子
も、おもちゃ

やボランティアを通し
て一緒に遊

ぶところです。

＊栃木県弁護士会の弁護士がご相談をお受け
  します。（予約制、相談時間は一人20分間）

（敬称略）

商品ご寄贈ありがとうございました。商品ご寄贈ありがとうございました。

　この事業は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパ
ン様、栃木県、栃木県社会福祉協議会の三者によ
る「社会福祉貢献活動に係る商品寄贈に関する協
定」に基づき、栃木県で初めてとなる商品寄贈が
行われました。
　いただきました商品は、生活困窮世帯や地域福
祉を推進する事業、関係団体等に配分させていた
だきます。

関係リンク：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン様

㈱セブン-イレブン･ジャパン様より
商品を寄贈していただきました。

　NPO 法人フードバンクうつの
みや様より食料品が詰め合わせ
になっている「きずなセット」を20
セット寄贈いただきました。
　この活動は赤い羽根共同募金
の「赤い羽根 災害ボランティア・
NPOサポート募金」の『災害ボラ
サポ・台風 19 号』から助成を受
けての活動だそうです。　いただ
きました食料品は、生活困窮世帯
等に配分させていただきます。

きずなセットを
寄贈して
いただきました。

　株式会社みのりファーム様（下
坪山 1815-2）から生活にお困り
の方へお使いくださいとの趣旨に
より、とちぎの星（玄米）を 210
ｋｇ寄贈していただきました。
　いただきましたお米は、生活
困窮世帯等に配分させていただ
きます。

とちぎの星を
寄贈して
いただきました。

よりよい暮らしと権利を一緒にまもります

◆社会福祉士による「成年後見制度なんでも相談会」を開催！
　◆５月２２日（金）：南河内公民館
　◆７月１７日（金）：ゆうゆう館

下野市社協では法人による成年後見事業を行っています
令和２年度の主な事業
〇成年後見人等を担って支援します
〇講演会を開催し啓発活動に取り組みます
〇市民後見人養成講座を開催します
〇成年後見制度について相談をお受けします

１４時～１６時（予約制）
＊お一人４０分程度

市地域包括支援センター・社会福祉士
市障がい児者相談支援センター・社会福祉士等
市社会福祉協議会・社会福祉士

相談員

「成年後見」って、なぁに？
　認知症や障がいなどの理由で判断能力が不十分なため、預貯金
や不動産などの財産を管理したり、介護サービス利用の契約を結ん
だりすることが難しい場合があります。また悪質業者などの被害のお
それもあります。そのような方の権利をまもるため、家庭裁判所が
「成年後見人」を選ぶことで、法律的に保護・支援するのが、「成年
後見制度」です。
　成年後見人は、本人の意思を尊重しながら、本人を代理して適切
な契約などの法律行為を行います。

せ い ね んこうけ ん

  お気軽にご相談ください

  ℡：４３-１２３６
※新型コロナウィルス感染拡大の状況により、中止となる場合があります。

　この度、新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため全国に
「緊急事態宣言」が発令されたことを受け、８月までの期間を
休館とさせていただきます。
　今後の予定については、状況に応じてご案内いたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願
いします。

お詫びと訂正 社協だより第83号10ページのお知らせ「イベント用具の貸し出しが一部変更になります」で、イベント
用具No.1が黒塗りとなってしまっていましたが、「綿あめ機」の誤りでした。訂正し、お詫び申し上げます。
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