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●生活困窮者に対する総合的な支援体制の
構築

●介護保険サービス・介護予防施策の推進
●ボランティア活動の普及・啓発と福祉教
育の推進

●地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定

[重点施策]

平成27年度　野木町社会福祉協議会事業計画

1

2
3

4

1．法人運営
社会福祉協議会組織機能強化
　・理事会、評議員会、監査会の開催
　・会員増強の推進
　・善意の寄付受入 6．居宅介護サービス事業の推進

介護保険事業と障害者自立支援事業
　・居宅介護支援事業
　・訪問介護事業
　・予防訪問介護事業
　・自費訪問介護サービス事業
　・障害者福祉居宅介護事業
高齢者の介護予防と包括的援助・支援
　・野木町地域包括支援センターの運営
　・安全安心見守りネットワーク事業
　・通所型介護予防事業
　・家庭科教室

7．施設管理・経営
施設の管理・運営の実施
　・野木町老人福祉センター（ホープ館）の
　　管理・運営
　・老人福祉センター事業の実施

8．社会福祉の啓発と情報提供と表彰・感謝
広報・啓発活動
　・社協情報誌の発刊とホームページの開設
　・福祉講演会の開催

9．団体活動支援・協力
福祉団体事務局
　・野木町老人クラブ連合会事務局
　・野木町身体障害者福祉会事務局
　・野木町心身障害児者父母の会事務局
　・野木町赤十字奉仕団事務局
　・野木町社会福祉ボランティア連絡協議会事務局
　・福祉団体助成
日本赤十字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
　・栃木県共同募金会野木町支会事務局

高齢者の在宅生活支援
　・配食サービス(友愛訪問)事業
　・生活支援事業
　・ふれあいサービス
　・外出支援サービス事業
　・福祉機器(車いす)貸出事業
　・高齢者の相談
　・介護出前講座の開催
障がい(児)者の社会参加と在宅生活支援
　・障がい児者交流等事業
　・視覚障がい者朗読テープの作成と貸出
　・視覚、聴覚障がい者を支援する手話・点字・朗読
　　の普及活動

2．地域生活支援活動
相談援助活動
　・ふれあい福祉総合相談の実施
権利擁護・成年後見の推進活動
　・日常生活自立支援事業（愛称 あすてらす）
　・成年後見制度に関する相談
生活資金等の支援活動
　・社会福祉金庫
　・生活福祉資金
　・行路援護者援助
地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定
　・地域福祉活動計画策定事業

3．町民福祉活動の推進と連携・協働
社会福祉等のボランティア活動支援
　・ボランティア関係機関との連携と活動基盤整備
　・ボランティア活動保険加入手続
　・ボランティア団体等の活動支援
　・災害時における支援活動
　・災害ボランティアセンター設置に係る
　　整備・訓練
社会福祉等ボランティア活動の推進と担い手の育成
　・ボランティア講座の開催

5．当事者の社会参加と在宅生活支援
高齢者の社会参加と健康・生きがいづくり支援
　・ひとりぐらし高齢者の交流会の開催(年2回)
　・ふれあいサロン事業・ふれあいサロン支援
　　事業の実施
　・世代間交流事業
　・老人レクリェーション大会・ペタンク大会の開催

4．福祉教育の推進活動
児童生徒の福祉教育活動推進
　・児童・生徒等の福祉やボランティア活動体験講
座と普及事業

10．公共交通事業
デマンドタクシー「キラ輪号」運行の管理運営

りん

©中央共同募金会
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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
障がい者福祉サービス事業
受取利息配当金収入
その他の収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
　　　　合　　計

3,520
1,050
34,101
40,099
1,123
1,517
480

20,765
841
48
56

2,000
2,000
1,000

6
8,569

117,175

平成27年度　野木町社会福祉協議会予算平成27年度　野木町社会福祉協議会予算
法 人 全 体法 人 全 体

社 会 福 祉 事 業 区 分社 会 福 祉 事 業 区 分

公 益 事 業 区 分公 益 事 業 区 分

収 入
（単位：千円）

(事業区分間内部取引額1,000)

173,840
（単位：千円）

(事業区分間内部取引額1,000)

173,840

科 目 本年度予算額
（単位：千円）○収入（科目別）

法人運営事業
地域福祉活動事業
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
ふれあいサロン事業
居宅介護支援事業
訪問介護等事業
生活支援型訪問介護事業
障がい者福祉サービス事業
老人福祉センター管理運営事業
内部取引消去額
　　　　合　　計

41,144
3,243
1,814
3,117
1,465
100
8,416
417
1,498
3,097
18,329
14,030
5,228
842

22,469
▲8,034
117,175

科 目 本年度予算額
（単位：千円）○支出(事業別)

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
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
　　　　合　　計

『キラ輪号』は、「通院」、「買い物」、「役場・公民館・ホープ館」、
「駅」あるいは「お友達の家」等に行くのに利用されています。

予約受付時間：運行日の午前8：00～午後4：30
運　行　日：月曜から金曜日
※土曜日、日曜日、祝日、8/13～16、12/29～1/3は運休です。

　デマンドタクシーをご利用いただき誠にありがとうご
ざいます。
 デマンドタクシーは乗り合いのため、他にも同じ便に予
約された方がいれば道順に回り、それぞれの目的地まで
運行します。そのためお迎えの時間が20分～30分ほど遅
れる場合があります。
 お約束の時間がある場合のご利用の際は、時間に余裕を
もった便の予約をお願いします。
　皆様のご理解・ご協力をお願いします。

キラ輪号予約センター

42,150
1,915
8,790

7
2
1

4,800
57,665

科 目 本年度予算額
（単位：千円）○収入（科目別）

包括的支援事業
介護予防事業
予防給付事業
デマンド交通運営事業
　　　　合　　計

23,733
2,560
13,698
17,674
57,665

事 業 名 本年度予算額
（単位：千円）○支出(事業別)

デマンドタクシー キラ輪号からのお知らせ
りん

野木町デマンド交通「キラ輪号」
りん

予約センター
ゴヨウの方はゴーゴーイコー

☎54-5515

りん

問い合せ先 町 都 市 整 備 課
町社会福祉協議会

☎57-4161
☎57-3100

支 出
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平成27年度

各講座ともに初心者並びに前年度受講されていない方を対象とさせていただきます。

ホープ館 (野木町老人福祉センター ) 講座ホープ館 (野木町老人福祉センター ) 講座

生きがい講座生きがい講座

　町内に在住の60歳以上の方を対象に、健康維持・増進と文化教養の向上を図る目的に、
明るく楽しく、生きがいのある日常が営めるよう、次の事業を行います。
　受講を希望される方は、下記によりお申し込みください。

体の老化防止・健康保持　H27年６月～H28年２月
柔軟運動・リハビリ等軽スポーツ等

●受講対象者 /野木町在住60才以上の方
●受　講　料 /無料 (教材費等は各自負担 )
●申　込　先 /ホープ館 (老人福祉センター)へ直接ご来場の上、本人がお申し込みください。
　　　　　　　(代理人の申し込み、電話での申し込みは受付できません。)
●受 付 期 間 /平成27年５月7日㈭～５月22日㈮まで (土・日は除く )

定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。
●受 付 時 間 /午前８時30分～午後５時15分
●オリエンテーション /平成27年６月５日㈮午前10時～

講師 /福祉レクリエーションワーカー　小澤　洋子 先生

健康体操教室健康体操教室

●毎月第１～４週　木曜日
●午後１時30分～３時30分
●定員　30名

初心者向け　H27年６月～H27年12月

講師 /前川　益徳 先生

竹細工講座竹細工講座

●毎月第３週　金曜日（７・８月除く）
●午後１時～３時
●定員　10名

初心者向け　H27年６月～H27年12月

講師 /恵面　多美子 先生

パッチワーク講座パッチワーク講座

●毎月第２・４週　火曜日
●午後１時～３時
●定員　20名

初心者向け　H27年６月～H27年12月

講師 /佐藤　静江 先生

ちぎり絵講座ちぎり絵講座

●毎月第１・３週　木曜日
●午前10時～正午
●定員　10名

受講申込方法受講申込方法
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　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。

●相談日：奇数月の第3木曜日
　　　　　午前10時～正午
　　　　　５/21

～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。

●相談日：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～

●相談日：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～

『ふれあい福祉総合相談』のお知らせ

法律(弁護士)相談

ボランティア相談

●相談日：毎月第１・第３水曜日
　　　　　午前10時～正午

～家庭の悩み・心配ごとのある方～

心配ごと相談

●相談日：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～

介護相談

生活資金・地域福祉権利擁護相談

●無料です
●秘密は厳守いたします
●法律相談は、事前予約が
　必要です

相談は

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

　赤十字奉仕団は、赤十字のボランティア活動を通じて、地域社会を住み良くしようという気持ちを
持った人達で結成し、活動を行っています。
　私たちと一緒に、赤十字のボランティア活動に参加しませんか？

【問い合わせ先】
野木町社会福祉協議会　☎５７－３１００

～赤十字奉仕団員募集のお知らせ～

【平成26年度の活動】
・災害時対応シミュレーション訓練への協力
・ふくしのつどいのぎ2014への協力
・救急法基礎講習の受講
・地域健康生活支援講習会の実施　など

ホープ館
老人福祉センター

至小山

至古河

GS

図書館

国
道
４
号
線

野
木
駅

消
防
署



6

移送用車両により、利用者と医療機関の間の送迎をします。運行距離は町内で
すが、必要と認められた際は近隣市町に限り運行できます。
対象者：町内に居住する 65 歳以上の方で肢体不自由により、車椅子を常時使

用している方で一般の公共交通機関を利用することができない方
利用料：無料

移送
サービス

福祉サービスの紹介

申込み・問い合わせ先 野木町社会福祉協議会　☎５７－３１００

利用者宅を訪問し、昼食を提供するとともに、利用者の安否確認を行います。
対象者：町内に居住する６５歳以上のひとり暮らしの又は高齢者のみの世帯で、調理

が困難な方
内　容：月４回（祝日は除く）（第１～４週の金曜日）
利用料：１食２００円

配食
サービス

高齢者の生きがいや仲間づくりを目的に、ボランティアの方々の協力を得て、健康相談、
健康体操、お茶会などの趣味活動を皆さんで企画し、誰もが参加できるふれあいの場
です。
対象者：町内に居住する６５歳以上の方
　　　　（介護保険の要支援・介護認定を受けている方は除く）
内　容：月２～４回（火曜日）（開催回数は会場によって異なります）
利用料：１回１００円

ふれあい
サロン

平成27年４月１日より野木町老人福祉センターの開館日と利用料金が変わりました。

【開館時間】
午前９時30分～午後４時（ただし、６月～８月は午前９時30分から午後４時30分）
【休館日】
祝祭日、年末年始（12月29日より１月３日）
【料金】

※身障手帳又は療養手帳を有する方は免除になります。
※茨城県古河市及び埼玉県加須市、群馬県板倉町の居住者は、町内居住者と同じ利用料です。

【野木町老人福祉センターからのお知らせ】

区　分 町内居住者 町外居住者
60歳以上の者 無　料

無　料
３００円

就学前の児童
小・中学生 １００円
上記以外の者 ２００円

１６０円団体20名以上
団体使用許可申請書を
提出している団体に限る 小・中学生は除く

２４０円

【問い合せ先】
野木町社会福祉協議会　☎５７－３１００
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車イスをご利用ください

　野木町社会福祉協議会では、下記のとおり平成２７年度の各種ボランティア養成講座を予定しています。
　講座の詳細やお申込み方法などは、野木町社会福祉協議会情報誌「ぽけっと」やホームページ
　　(http://www.nogi-shakyo.or.jp)でお知らせしていきます。
　皆様のご参加お待ちしていきます。

朗読サービス(テープ)をご利用ください
　目の不自由な方や高齢者の方などで読むことに不便を感じる方に、町広報誌等の情報をテープに録音し、
ご自宅まで郵便でお届けするサービスを行っています。また、役場、図書館、ホープ館窓口にも録音テー
プを置いていますので、是非ご利用ください。

野木町社会福祉協議会では 下記のとおり平成２７年度の各種ボランテ ア養成講座を予定しています

平成27年度　各種ボランティア養成講座予定

送迎ボランティアを
募集しています

講　　座
ボランティア全体会
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
One dayボランティアスクール

福祉講座(手話・点字・朗読)

傾聴ボランティア養成講座

災害ボランティア養成講座

福祉やボランティアに関する講演会
ハンディキャップ体験、福祉講座等
社会福祉施設体験等
１日福祉体験講座
高齢者や障がい者等の理解を深める
ための技術学習
高齢者や障がい者等の理解を深める
ために必要な技術(傾聴)の学習
災害時におけるボランティア活動対
応についての学習

ボランティア会員
町内の小学３年～６年生
中学生以上
町内の中学生

一般町民

一般町民

一般町民

４月
７月
７月
８月

９月

11月

10月

内　　容 対　　象 実施予定

【送迎ボランティアとは？】
　国分寺特別支援学校に通学する児童が、家庭の事情
により通学バスの停留所（野木町役場）までの移動手
立てがありません。自宅から野木町役場までの送迎に
ご協力いただける方を、次のとおり募集いたします。
　皆様のご協力をお待ちしております。

【活動内容】
　児童の自宅（野木町内）から野木町役場までの
自家用車での送迎

【送迎時間】
　月曜日から金曜日（月２～３回程度）
　登校時　午前７時45分 自宅
　下校時　午後３時 野木町役場

ご協力いただける方は、野木町社会福祉協議会

電話　５７－３１００までお申込みください。

日常生活上車イスを必要とする方のため
に、無料で車イスを貸し出しています。

【貸出要件】
・町内在住の方
　注：介護保険の要介護

２以上の認定を受
けられた方は、介
護保険が優先され
ます。
ただし、手続き中
の方は貸し出します。

・１回の貸し出し期間は２ヶ月以内とさせ
ていただきますが、延長される場合は、
更新を含め１年以内になります。

ご希望の方は、町社会福祉協議会
電話　５７－３１００
までお申込みください。



第１回ひとりぐらし高齢者の交流会平成27年度

野木町社会福祉協議会では、平成27年度第１回ひとりぐらし高齢者の交流会を
開催いたします。参加ご希望の方は、下記によりお申し込みください。

電話で野木町社会福祉協議会　☎５７－３１００まで
お申込みください。また当日、ホープ館（老人福祉センター）までの交通手段
がない方は送迎を対応いたしますので、申込みの際にご相談ください。

◆日　　　　　時　　平成２７年６月１日（月）

 　午前１０時～午後４時３０分

◆行　　き　　先　　栃木市　・出流山・塚田歴史伝説館 他

◆交　　　　　通　　町有バス

◆集合場所・時間　　ホープ館（老人福祉センター）午前９時３０分

◆参 加 対 象 者　　町内在住６５歳以上のひとり暮らしの方

◆申 込 定 員　　５０名（定員になり次第締め切らせていただきます）

◆申 込 方 法　　受付は５月７日（木）～５月２２日（金）です

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
平成27年４月23日発行

善意の寄付

東日本大震災義援金

《11月》・増田　芳治　様･･･････････タオル80枚
《１月》 ・杏林製薬株式会社　様･･････ 車椅子1台
 ・ふれあいサロン合同新年会
 　参加者一同　様････････････････116円
 ・佐藤　真由美　様･････郵便ハガキ30枚
《２月》・矢畑直売所　様
　　　　 ････････ 100,000円　　　　　　　　　

《３月》 ・野木手打ち蕎麦愛好会　様････8,000円
 ・渡良瀬カントリークラブ　様･･ 11,500円
 ・佐藤　真由美　様･････郵便ハガキ20枚
《４月》 ・渡邉会計事務所　様････････ 50,000円
 ・のぎまちづくりネットワーク　様･･ 10,145円
 ・匿名　様･･････････････････････158円

《３月》 ・卯ノ木クラブ　様･･････････ 38,493円
《４月》 ・渡邉会計事務所　様････････ 50,000円

ありがとうございました!!

【お詫びとお知らせ】
広報に関するお詫びと訂正のご案内

野木町社会福祉協議会情報誌「ぽけっと第
104号」につきまして、一部誤りがございま
した。
謹んでお詫びを申し上げますとともに、下記
の通り訂正いたします。

該当箇所
■５ページ
ボランティア保険のお知らせ
 [誤] ケガの補償
手術保険金　入院中の手術
　　Aプラン････････････････ 6,5000円
　　Bプラン･･･････････････10,0000円
外来の手術
　　Bプラン･･･････････････50,0000円

 [正] ケガの補償
手術保険金　入院中の手術
　　Aプラン････････････････ 65,000円
　　Bプラン･･･････････････100,000円
外来の手術
　　Bプラン････････････････ 50,000円


