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令和２年度 野木町社会福祉協議会事業計画
■ 法人運営事業

◆理事会・評議員会・監査会・評議員選任・　
解任委員会の実施

◆会員増強の強化
◆福祉サービスの運営適正
◆事務局活動

■ 地域福祉活動事業
◆地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗管理
・地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会の開催

◆第二次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定事業
・住民を対象にアンケート調査・地域座談会の開催
・策定委員会の開催

◆災害ボランティアセンター設置・運営に係る
整備の実施
・災害ボランティアセンター運営に係る資機材の整備
・野木町災害ボランティアセンター設置・運営マニュア
ルの検証

・野木町社協職員災害対応マニュアル（ハンドブック）
の検証

・災害ボランティア活動ガイドブックの検証
◆社会福祉等のボランティア活動支援
・野木町社会福祉ボランティア連絡協議会の支援と助成
・手話・朗読・点訳講座の開催
・傾聴ボランティア養成講座の開催
・福祉教育推進連絡会議の開催
・地域福祉新聞（小中学生版）の発刊
・学校における福祉教育への支援活動
・ボランティアサマースクールの開催
・小学生チャレンジスクールの開催

◆在宅福祉活動
・福祉器材の貸出
・ふれあいサービス(住民参加型在宅福祉サービス)事業

◆日常生活自立支援事業(愛称 あすてらす)
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類等預かりサービス
・生活支援員の研修参加

◆緊急食料等給付事業
◆福祉団体活動支援・協力

■ 法人後見事業
・法人後見事業実施要綱及び法人後見運営委員会設置要
綱の策定

・法人後見運営委員会の開催
・法人後見業務の開始

■ 共同募金配分金事業
◆広報・啓発活動
・社協情報誌『ぽけっと』発刊
・地域福祉新聞発刊
・ホームページ
・社協福祉サービスガイドブックの活用
・SNS等を活用した情報発信

◆高齢者の社会参加
◆世代間交流事業
◆児童・生徒の福祉教育活動支援助成

■ 社会福祉基金事業

■ 資金貸付事業
◆資金貸付相談
・生活一時資金
・医療・介護一時資金
・家屋修理一時資金
・奨学一時資金
・その他の一時資金

■ 生活福祉資金貸付事業
◆資金貸付相談
・総合支援資金
・福祉資金
・緊急小口資金
・教育支援資金
・臨時特例つなぎ資金

■ 地域福祉ネットワーク事業
◆ふれあい福祉総合相談
・心配ごと相談
・法律(弁護士)相談
・介護相談
・ボランティア相談
・生活資金・地域福祉・権利擁護相談

■ 外出支援サービス事業
■ 配食サービス事業
■ 居宅介護支援事業

◆居宅介護支援事業所の運営
■ 指定管理事業

◆野木町老人福祉センターの管理運営
◆講座等の開催
・生きがい講座

■ 地域包括支援センター事業
◆地域包括支援センターの運営
・総合相談支援業務
・権利擁護業務
・包括的・継続的ケアマネジメント支援
・指定介護予防支援事業所の運営
・安全・安心見守りネットワーク事業支援
・認知症施策の支援

■ デマンド交通運営事業
■ 日本赤十字社活動と共同募金活動

◆日本赤十字社栃木県支部野木町分区事務局
・日赤会員増強運動の実施
・被災世帯への救援物資の援助(毛布・布団・日用品等)
・災害等による被災地への義援金等の受付
・日赤県支部事業(救急法講習会等)の実施及び受付事務
・被災地救援活動の実施・援助

◆栃木県共同募金会野木町支会事務局
・赤い羽根共同募金運動の実施
・災害等による被災地への義援金等の受付

■ その他の支援活動（リサイクル関連）
・不要入れ歯等貴金属リサイクルの国際協力支援
・ペットボトルキャップの国際協力支援(ワクチン還元)
・使用済み切手収集の国際協力支援
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合　　計

○収入( 科目別) ( 単位： 千円)

科　 　 　 目 本年度予算額

会費収入

寄付金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

貸付事業収入

事業収入

負担金収入

介護保険事業収入

受取利息配当金収入

その他の収入

事業区分間繰入金収入

前期末支払資金残高

3,480

900

38,415

32,922

680

1,224

480

18,579

12

4

7,000

12,689

116,385

○支出( 事業別) ( 単位： 千円)

科　 　 　 目 本年度予算額

( 単位： 千円)

収　 　 　 入 188,512

( 単位： 千円)

支　 　 　 出 188,512

法人運営事業

地域福祉活動事業

法人後見事業

共同募金配分金事業

社会福祉基金事業

資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

地域福祉ネットワーク事業

外出支援サービス事業

配食サービス事業

居宅介護支援事業

老人福祉センター管理運営事業

内部取引消去額

47,990

3,335

451

1,900

807

1,182

114

9,550

383

1,848

28,310

21,585

▲ 1,070

116,385合　　計

○収入( 科目別) ( 単位： 千円)

科　 　 　 目 本年度予算額

受託金収入

事業収入

介護保険事業収入

受取利息配当金収入

その他の収入

前期末支払資金残高

56,825

1,920

15,579

2

1

4,800

79,127合　　計

合　　計

○支出( 事業別) ( 単位： 千円)

科　 　 　 目 本年度予算額

地域包括支援センター事業

予防給付事業

デマンド交通運営事業

38,466

20,380

20,281

79,127

(事業区分間内部取引額 7,000)(事業区分間内部取引額 7,000)

社　 会　 福　 事　 業　 区　 分

法　 人　 全　 体

公　 益　 事　 業　 区　 分
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令和２年度 野木町社会福祉協議会予算

自動販売機募金 1か所 42,033

総 合 計 2,785,278

自動販売機募金 2か所 44,749

総 合 計 2,787,994

　　　ぽけっと124号の訂正とお詫び　　　
令和元年度赤い羽根共同募金実績表に誤りがありました。
つきましては、右記の通り訂正させていただきますとともに、
皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

【誤】

【正】
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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、下記の社協事業ま
たは社協事務局の事業を中止、または延期します。
　来館される方々の健康と安全を最優先に考えた措置ですので、ご理解
のほどお願いいたします。

 開催日・
開催時期 イベント名 中止・延期

5月18日㈪
予備日5月19日㈫

第16回えんじゅクラブ野木ペタンク大会
（野木町老人ペタンク大会）

延期
（日程未定）

5月受付開始
6月～開始

野木町老人福祉センター（ホープ館）
生きがい講座

延期
（日程未定）

6月8日㈪ 第一回ひとりぐらし高齢者交流会 中止

ホープ館の臨時休館について

期　間 4月11日㈯～5月6日㈬

予　約 平日電話のみの仮予約申請（8：30～17：15）
聴覚障がいのある方はFAXもご利用いただけます。

※今後の状況により、変更となる可能性もございます。
　なるべく早く今まで通りの生活を取り戻すためには、
手洗いうがいの徹底や不要不急の外出を控えるなど、感
染予防の意識向上が不可欠です。今後も広報誌やホーム
ページ等での正しい情報収集に努めましょう。ご協力よ
ろしくお願いいたします。

各行事の中止又は延期のお知らせ

問 合 せ　 電話：57-3100　FAX：57-3101
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はじめに利用登録

利用券を事前にお求めください

電話で予約します

料金は利用券で支払い

 

　ご利用を希望される方は、
野木町社会福祉協議会（町老

人福祉センター「ホープ館」）、町都市整備課都市計画
係、または、町総合サポートセンター（ひまわり館内）
にて「利用登録票」をご記入ください。

利用券販売場所
〇町社会福祉協議会（町老人福祉センター内）
〇町都市整備課都市計画係
〇町総合サポートセンター（ひまわり館内）
〇キラ輪号（デマンドタクシー内）

　同じ時間帯に予約された方が複数いる場合は、道
順に回り、それぞれの目的地まで運行します。
　お迎えの時間は遅れることがあることをご理解の
うえ、到着時間に余裕をもってご利用ください。
　皆様のご理解・ご協力をお願いします。

利用するときは、予約センター
　☎54-5515  へ電話予約してください。

１回の乗車で利用券1枚が必要です。

利 用 案 内

キラ輪号は乗り合いのタクシーです

町社会福祉協議会 ☎ ５７-３１００
町都市整備課都市計画係 ☎ ５７-４１６１
町総合サポートセンター ☎ ３３-６８７８

　『キラ輪号』は、「通院」、「買い物」、「公共施設」、「駅」あるいは「お友達の家」等に
行くのに利用されています。

デマンドタクシー「キラ輪号」からのお知らせ
りん

　平成21年4月以降に運転免許証を返納した方に、
無料券２冊（無料券20回分）を１回限り交付します。
▶手続きの際、準備していただくもの
　・運転経歴証明書（有料）又は申請による運転免許の
　  取消通知書　・印鑑
▶手続き窓口について
　・野木町社会福祉協議会（町老人福祉センター内）
　・町都市整備課都市計画係
　・町総合サポートセンター（ひまわり館内）

免許返納者に対する
               利用券の交付について

 問 い 合 わ せ 先

　「おれんじカフェ」とは認知症の方やその介護をしている方、認知症に関心がある方など、
誰でも気軽に利用できる憩いの場です。認知症に関することをみんなで共有してみませんか？
　今年度は、毎月第３水曜日に開催予定です。

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況により中止する場合があります。
　事前にホームページにて確認、または下記へお問い合わせください。

申し込み不要、
出入り自由♪

利用券 〔１回 （片道）〕
大人（中学生以上）　300円　　子ども（小学生以下）　200円
７５歳以上　　　　 200円　　 3歳未満　　　　　    無料

問合せ先 野木町役場　健康福祉課　高齢対策係  ℡　57－4173
野木町地域包括支援センター（本センター） ℡　57－2400
 （サブセンター）　 ℡　23－2200

日　時  毎月第3水曜日　午後1時30分～午後3時30分
会　場  野木町総合サポートセンター　ひまわり館
内　容  講話、情報交換 など

５月 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止

６月（６／１７）「認知症予防体操について」
 　講師： デイ・リハビリテーションセンター
 　　　　 イルカゆかいセンター長（ひまわり荘）



季節の変わり目にご注意を！
～春の体調不良の予防と対策～

6

　野木町では、平成２９年３月に行政計画である町の『地域福祉計画』と、行動計画である
社会福祉協議会の『地域福祉活動計画』を一体化した『野木町地域福祉計画・地域福祉活動計
画（計画期間：平成２９年度から令和３年度まで）』を策定し、計画の進捗管理を行うため、
野木町地域福祉計画・地域福祉活動推進委員会を設置しました。
　委員会では、計画の実現に向けた進捗状況の評価、点検を行います。
　令和２年２月２６日に推進委員会を開催し、計画期間２年間（平成３０年度、令和元年度）
の成果と課題、地域福祉の推進に向けた取り組みに関して報告を行いました。
　地域福祉を推進するには、町民や区・自治会、ボランティア、各関係団体の支えが重要
な役割になります。そのため、地域においてどのような活動が行わ
れ、問題が生じているか等を把握し、次期計画策定の参考資料とす
ることを目的に、今年度は区長へのヒアリングを実施しました。
　また、アドバイザーの永島徹氏より『地域の中での多様な問題、
８０５０や引きこもり問題に対してはまず見守りをする。そして何
かの時には連絡がとれる体制みたいなものや、声かけ、つまり見守
りから声かけ、もう少し進めばきっかけづくりなどの地域の互助み
たいなかたちを育む機会を作っていけたらいいのかなと思う。地域
格差は地域性もあるので、その地域性を活かしていってほしいです』
と委員会最後に意見と感想をいただきました。

　春は日々の寒暖差や気圧変動が大きい季節です。
　皆さんは、春になると「やる気がでない」「頭痛がする」「日中眠くなる」などいった経験はあ
りませんか？このような症状は、自律神経の乱れによって引き起こされています。

■自律神経とは？  
① 交感神経･･････ ･主に日中、活動している時や緊張している時、ストレスを感じてい

る時に働きます。心身を活発にする神経です。
② 副交感神経････ ･主に夜、眠っている時やリラックスしている時に働きます。心身を

休め回復させる、体のメンテナンスを担う神経です。

■体調不良の予防と対策  
◦食事は欠食なく、バランスよく摂りましょう。 ◦睡眠をしっかりとりましょう。
◦こまめに体を動かしましょう。 ◦衣類で温度調整をしましょう。
◦入浴はシャワーだけではなく、湯船につかりましょう。◦花粉症対策をしましょう。

　春の気候の変化だけではなく、生活の環境も大きく変化する時期ですので、自律神経
を整えて･春の不調を乗り切りましょう‼

野木町地域福祉計画・地域福祉活動計画
～支えあい　ともに生きる　笑顔あふれるまちづくり～

第５回　地域福祉計画・地域福祉計画の啓発活動



ボランティア活動保険の
プランが変わります

　これまでの４つのプランから、２つのプランに変更に
なりましたのでご確認ください。
　活動を行うまでに余裕を持ってご加入くださいますよ
うお願いいたします。

【従来のプランの保険加入料】

基本タイプ 天災タイプ

Aプラン Bプラン Aプラン Bプラン

３５０円 ５１０円 ５００円 ７１０円

【令和２年度のプランの保険加入料】

基本タイプ 天災・地震補償タイプ

３５０円 ５００円
【問合せ】 野木町社会福祉協議会
電話：0280-57-3100　FAX：0280-57-3101
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◆赤十字運動月間とは？

皆様方には例年多大なる
ご協力をいただいていると
ころでございますが、本年も
お力添えを賜りますよう何
とぞよろしくお願い申し上
げます。

「世界赤十字デー（5/8）」など、赤十字に
ゆかりの深い５月を「赤十字運動月間」とし
ています。赤十字の人道的な活動に賛同し、
活動資金を拠出していただく「会員」の増加
を図り、活動基盤の強化を推進しています。

５月は
赤十字運動月間です！
～皆様のご協力をお願いいたします～

　野木町社会福祉協議会は、下記のとおり令
和2年度の各種ボランティア養成講座を予定
しています。詳細やお申込み方法などは、野木
町社会福祉協議会「ぽけっと」やホームページ
（http://www.nogi-shakyo.or.jp）でお知ら
せします。皆様のご参加お待ちしています。

令和２年度

各種ボランティア
養成講座予定

講　座 内　容 対　象 実施予定

小学生
チャレンジスクール

ボランティア
サマースクール

傾聴ボランティア
養成講座

福祉講座
（手話・点訳・朗読）

福祉講座、体験学習等

福祉講座、施設体験等

より相手を理解する
ための技術（傾聴）の学習

障がい者等の
理解を深める学習

町内小学
4年～6年生

町内
中学生以上

一般町民

一般町民

8月

8月

未定

未定

野木町の赤十字担当窓口
野木町社会福祉協議会（野木町友沼 5840-7）
℡　0280-57-3100

苦情解決委員会

第三者委員に

ついて

　この度、野木町社会福祉協議会
苦情解決委員会第三者委員として
次の方々が選任されました。

・五月女　光子
・橋本　紀三
・川俣　真由美

第三者委員
（敬称略・順不同）

任　期　  令和 2 年 4 月 1 日
　　　　～令和 4 年 3 月 31 日



社会福祉法人
野木町社会福祉協議会

〒329-0101
栃木県下都賀郡野木町大字友沼5840-7（ホープ館）
TEL.（0280）57‒3100　FAX.（0280）57‒3101
●企画・編集／野木町社会福祉協議会
令和２年４月23日発行

訪問介護事業（介護保険・障害福祉サービス）
廃止のお知らせ

　令和2年3月31日をもちまして訪問介護事業（介護
保険・障害福祉サービス）を廃止いたしました。長年
にわたり、ご支援とご協力を賜りましたことに厚く御
礼申し上げます。今後もみなさまとともに、地域福祉
の推進に努めてまいりますので、一層のご支援とご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

●相談は無料・秘密は厳守いたします
●法律相談は、事前予約が必要です
また、相談については原則として１人
２回（令和2年度内）とします

『ふれあい福祉総合相談』のお知らせ
野木町社会福祉協議会では、日頃から抱えているいろいろな悩みや問題について、相談に応じられるように「ふれあい福祉総合相談」を開設しています。

ホープ館
老人福祉センター

至小山

至古河
GS

図書館

線
号
４
道
国

駅
木
野

署
防
消

野木町社会福祉協議会
(野木町老人センター内 )

電　話　57-３１００
ＦＡＸ　57-３１０１

場所・問い合わせ先

月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分　 ボランティア保険の加入や、社会福祉支援
活動等に関する相談のある方

月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分　 生活資金や日常金銭管理に心配のある方

月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分　 介護に関する相談のある方

毎月第１水曜日　午前10時～正午

毎月第３木曜日　午前10時～正午

家庭の悩み　心配ごとのある方

法律に関わる相談のある方
予約が必要ですので、下記までご連絡ください。法律(弁護士)相談

ボランティア相談

心配ごと相談

介護相談

生活資金・
地域福祉権利擁護相談

相談日・時間相談種別 相談内容

ありがとう
ございました!！
ありがとう
ございました!！

・昇　悦子　様 ……………………………… 木目込み人形
・矢畑むらづくり組合　様 …………………… 100,000円
・JUNCTION HAIR GALERY美容室
 スタッフ一同　様 ……………………………… 8,880円
・匿名　様 ………………………………………… 5,000円
・卯ノ木クラブ　様 …………………………… 20,827円

・JUNCTION HAIR GALERY美容室
 スタッフ一同　様 ……………………………… 8,880円

３月２月

善意の寄付善意の寄付
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