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「しもつけ社協だより」は、赤い羽根共同募金事業配分金により作成しております。

第 3 期下野市地域福祉計画･地域福祉活動計画の
第１回策定委員会を開催しました

社会福祉協議会と市は、
第２期計画が今年度をもって終了するため、
第３期（令和４年〜８年の５か
年）計画の一体的策定に向けて取り組んでおります。
今後、
計画の策定にあたり地域における福祉課題やニーズを把握し、
市民・市・社会福祉協議会が連
携･協働しながら、
地域課題の解決に向けて取り組むべき施策を策定委員会で協議してまいります。
策定委員会とは…市民からの公募委員、
老人クラブなどの市内の各福祉団体、
学識経験者などのメンバーで
構成されています。
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決算報告

令和２年度

令和２年度事業報告（主な事 業 ）

下野市社会福祉協議会の令和２年度（令和２年４月〜令和３年３月）
の決算が終了し、
６月に開催された理事会、
定
時評議員会において承認されました。令和２年度は、
新型コロナウイルス感染防止のため各種事業やサービスが中止
や様々な制限を受け、
市民の皆様には大変なご迷惑をおかけいたしました。
令和２年度の社会福祉事業、
公益・収益事業を合わせた決算額は、
収入総額503,828千円･支出総額443,222千円
となり、
事業に関しては、
地域福祉事業拠点区分で成年後見制度利用支援事業サービス区分が新たに始まりました。
（単位：千円）

収

入

会費収入

決

算

額

13,642

寄付金収入

378

補助金収入

69,374

受託金収入

119,669

貸付事業収入

262

事業収入

18,922

介護保険事業収入

62,253

就労支援事業収入

2,278

障害福祉サービス等事業収入

27,194

収益事業収入

818

受取利息配当金収入

542

その他収入

2,255

内部取引額

67,198

基金積立資産取崩収入

39,480

積立資産取崩収入

22,800

その他の活動による収入

10,467

前期繰越金

合

46,296

計

（単位：千円）

拠点区分

サービス区分

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

支

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

合

503,828

出

額

64,582
74,979
4,043
1,218
9,139
13,784
684
9,452
18,257
57,597
5,433
148
70,256
34,461
4,628
59,931
13,812
818

計

法人運営事業
1.法人運営事業
◇社会福祉協議会の運営
理事会開催 年３回
評議員会開催 年３回

地域福祉事業
1.地域福祉事業
◇地区社協の組織整備
◇災害ボランティアセンターの
設置訓練
◇地域福祉活動計画の推進
◇一般フリートレーニング事業
◇緊急食料等給付事業
◇第５回しもつけ福祉大会の開催
※中止

下野市社会福祉協議会 会長表彰
氏

No

名

推

団

ふれあいサロンゆうゆう

体

1

市自治会長連絡協議会

2

笠野 幸男

市自治会長連絡協議会

3

吉田 宗司

市自治会長連絡協議会

３.障がい児者福祉事業

4

加藤 芳江

下野市社会福祉協議会

5

三浦 昭男

市老人クラブ連合会

6

大家

市ボランティア連絡協議会

◇就労継続支援B型事業所
なのはな・すみれの運営
◇障がい児者交流会

No

1

倉井

金男

2

横溝 トシ子

No

氏 名・企業名

3

下野市ゴルフ協会

4

両毛ヤクルト販売㈱

◇天平の花まつり招待事業※中止
◇ふれあいふくし運動会※中止
◇第 14 回しもつけふくしフェスタ・
２０20※中止
８.福祉サービス利用支援事業
◇福祉バス（ふれあい号）運行事業
◇手押し車の購入助成事業
◇福祉用具等の貸出事業

◇成年後見制度利用支援事業
◇法人後見事業
10.日常生活自立支援事業
◇あすてらすしもつけ
１1.生活困窮者自立支援事業

１2.相談事業
ハートショップしもつけ

１3.資金貸付事業
◇小口資金貸付事業
◇生活福祉資金貸付事業
◇新型コロナウィルスに係る
特例貸付事業
◇行旅人援護事業
１4.会員募集
◇社協会員加入内訳
・普通会員（住民会員）
１2，
954件
（事業所） ２社
・特別会員（事業所）
１27社
（個 人） ２名
１5.広報・調査活動
◇広報紙の発行
◇ホームページ活用
◇報道機関の活用（PR）
◇FMゆうがおへの出演
１6.共同募金事業

◇自立相談支援事業
◇家計改善支援事業

（敬称略）

氏 名・企業名

サロンボランティア講座

9.成年後見関連事業

栄

感謝状

◇ボランティアセンターの運営
◇各種ボランティア養成講座の開催
◇ボランティアセンター広報紙の
発行
◇ボランティア交流会の開催※中止

７.福祉イベント事業

荒山

薫

６.ボランティアセンター関連事業

◇ふれあいサロンゆうゆう
◇生活支援体制整備事業
◇地域ふれあいサロン事業

（敬称略）
薦

◇ふくし移動講座
◇実習生・職場体験学習受入事業

２.高齢者福祉事業

生活支援体制整備事業

令和３年６月１０日㈭下野市保健福祉センターゆう
ゆう館において『令和２年度下野市社会福祉協議会
会長表彰及び感謝状贈呈式』を行いました。
例年は、しもつけ福祉大会にて贈呈式を行ってお
りましたが、令和２年度は新型コロナ感染拡大防止
のため表彰式のみ行いました。
受賞者のみなさまおめでとうございます。

◇安全帽子購入助成事業
◇福祉活動費助成事業
◇登下校時における児童等の
地域見守り活動
◇親子ふれあい事業※中止
５.福祉教育・啓発

443,222

令和2年度下野市社会福祉協議会会長表彰・感謝状贈呈

４.児童・青少年福祉事業

◇心配ごと相談事業
◇無料法律相談事業

◇赤い羽根共同募金
募金額合計 １１，
561，
177円
◇歳末たすけあい配分事業
◇災害見舞金の配分
１7.日赤事業
◇赤十字活動資金募集
合計 ６，
593，
100円
◇災害救助物資の配分等
１8.福祉団体の支援
◇ボランティア連絡協議会
◇老人クラブ連合会
◇身体障害者福祉会
◇心身障害児者父母の会
◇ひとり親家庭福祉会
◇遺族会

在宅介護サービス事業
◇居宅介護支援事業
◇通所介護事業
◇地域包括支援センターの運営

収益事業
◇天平の花まつりのぼり旗
（桃太郎旗）販売※中止

ゆうゆう館指定管理業務
◇ゆうゆう館の指定管理事業

2

3

令和
３年度

No.
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ボランティアのみなさんには、日頃より地域でのボランティア活動にご理解とご
協力を頂き、誠にありがとうございます。
昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響により、ボランティアのみなさんは
思うような活動ができない状況が続いていると思います。現在、ワクチン接種も始
まり、徐々に活動できる状況が戻ってくることを願いつつ、引き続き、感染予防対
策や体調管理を行いながら過ごしていきましょう♪
あと一頑張りです。みんなでコロナを乗り切りましょう。
ボランティアセンターより

災害に備えるために

避難編

台風や大雨などの被害は１年のうちで７月から１０月が最も多いと言われます。
今年は小さな地震も多く発生しており、いつ大きな地震が発生するか分かりません。
災害が発生しても落ち着いた行動が取れるように「心がまえ」や「とるべき行動」をしっかりと確認して
おきましょう。また、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、危険な場所や避難命令が出た時
は避難することが原則です。

普段から
どう行動するか
決めておきましょう
災害発生時、自宅や家族
と一緒にいるとは限りま
せん。常に連絡が取れる
ように、複数の連絡手段
を用意しておきましょう。

①行政が指定した避難場所（学校や公民館など）
②安全な親戚・知人宅への避難
③安全なホテル・旅館への避難
④室内安全確保
※土砂災害の危険がある区域では立ち退き避難が原則です

令和 3 年 5 月 20 日から
避難情報に関するガイド
ラインが変更となり、避難
指示で必ず避難し、避難
勧告は廃止となりました。
詳しい情報については、
内閣府（防災担当）・消
防庁でご確認ください。

受講者募集 ※新型コロナウイルス感染対策を行いながら開催致します。なお、新型
コロナウイルス感染症の状況により変更、中止になる場合があります。

災害ボランティア養成講座
〜避難所生活での課題を考えてみよう〜
毎年、全国のあちこちで起きている大災害！
！ 「いざ」
という時に住み慣れた
地域でお互いに支え合い・助け合えるよう、避難行動や避難所生活を快適にす
るための課題や解決方法について、みんなで学びましょう！
●日 時 令和 3 年 8 月 28 日㈯
10:00 〜 12:00（受付 9:45〜）
●場 所 ゆうゆう館会議室
●講 師 鹿沼市社会福祉協議会 鹿沼市やまびこ荘 総務係長 柴田 貴史 氏
（全国の被災地に駆けつけ、第一線で活動しています。
）
●対象者 市内在住で災害ボランティアに興味のある方
●定 員 20 名（先着順）
●参加費 無料
●申込み期間 7 月 19 日㈪〜8 月 18 日㈬まで

福祉共育ボランティア講座

傾聴ボランティア養成講座

下野市内の小・中学校で実施する福祉体験学習において子
どもたちに充実した福祉の学習ができるようサポートしてくだ
さるボランティアを養成する講座です。
これからの地域を支える子どもたちと一緒に
福祉を学んでみましょう♪

〜あなたが話を聴いてくれるのを
待っている人がいます〜

●日 時＜会場＞
1 日目 9 月 8 日㈬ 10:00 〜 12:00
ゆうゆう館ボランティアルーム
（受付 9：40〜）
車いすの使い方･高齢者の疑似体験をします
2 日目 市内小学校でふくし移動講座のボランティア体験を
します。
（詳細については、
１日目の講座終了後にお伝
えします。）
（市内在住でボランティアに興味のある方）
●定 員 １0 名
●参加費 無料
●申込み期間 8 月 31 日㈫まで

●日 時 ９月27日〜10月25日
毎週月曜日 13：30〜16：30
●会 場 ゆうゆう館会議室
●定 員 20名（下野市在住・初めての方）
●参加費 無料
●講 師 傾聴ボランティア連絡協議会
会長 黒川 貢氏
※フェイスシールドをご持参ください。
（当日購入もできます。1枚250円）
●申込み ９月１０日（金）まで
生涯学習情報センター 32-6122
月･日･祝休（南河内公民館内）
申込先
下野市社会福祉協議会 43-1236
土･日･祝休（ゆうゆう館内）

下野市社会福祉協議会･ボランティアセンターまで、電話・FAX・メールでお申し込みください

申し込み・
〒329-0414 下野市小金井 789 番地（ゆうゆう館内）
お問合せ先
TEL.43-1236 FAX.44-5807

メール info@shimotsuke-syakyo.or.jp

●開館日 7 月…休館となります
8 月…28 日
9 月…11 日・25 日
：
００〜１２
：
００
●時 間 １０
★コロナウイルス感染予防のため、状況に応じて休館や行事の中止
について随時相談・検討し、決定した結果を周知する予定です。
・通常開館日の開館場所／下野市南河内児童館 １階遊戯室
・開館時間／原則第２・第４土曜日 午前１０
：
００〜１２
：
００
・都合により開館日が変更・休館になる場合もあります。
■ お問合せ先 下野市社会福祉協議会 Tel. ４３-１２３６

お問い合わせ

下野市社会福祉協議会

積立金報告

6月末 現在 106,418円

♥皆様のご協力に心より感謝いたします

◆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）
・南河内公民館（田中 681−1）

tel43−1236／fax44−5807

しもつけ社協だより
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第３期下野市地域福祉計画･地域福祉活動計画を策定中です！

平成29年から始まった見守り活動ですが､現在も
各老人クラブや民生委員児童委員の方々にご協力を
いただき、通学児童をはじめ地域での見守り活動を
行っております。
今後も更に充実させるため、見守り活動にご協力
してくださるグループや団体等を募集しています。
普段の生活の中で
住民同士が協力し合
いながら、みんなで
支え合う地域づくり
に参加してみません
か？
見守り活動の様子

＜お問合せ：地域福祉課 TEL：43-1236＞

（敬称略）

合計

※第2期計画策定時の様子

『ひきこもり相談会』の
お知らせ
ひきこもりについて「どこに相談したら良いのか
分からない」という声にお応えし、市障がい児者相
談支援センター、くらし応援センターささえーる、若
者サポート・ハチドリの会（市民活動補助事業）
との
共催で相談会を開催します。
ひきこもりに関する悩みや生活上の困りごとにつ
いて、
まずは相談してみませんか？
日

時 令和3年8月31日㈫ 午前10時〜午後4時
※相談時間は1件につき1時間程度
場
所 下野市役所
対 象 者 下野市在住の方
申込み方法 完全予約制とさせていただきますので、
必ずお電話でお申込みください。
申込み･問い合わせ先
市社会福祉課 ☎32−8900

5,200円
10,000円
5,000円
30,000円
50,200円

まごころをありがとうございます

（敬称略）

プルタブ 若林厚子、桜井洋子、佐藤裕大、田仲利子、太陽接骨院、
小川貴久、松永直樹、薬師寺幼稚園父母の会、中山正行、田口茂子、おも
ちゃの図書館、野沢久子、坪内智子、永井清美、小西康司、下町親和会、
寺内宏、ユウキアイナ、富士見町寿クラブ、下山千恵子、渡辺静子、下野
市老人クラブ連合会南河内地区女性部、田村辰雄・ハル、はくつる会、
下野市生活友の会、㈲保久開発、匿名 12 件
使用済み切手 原雅代、大橋通子、居宅介護支援事業所えびはら、と
ちぎ高次脳機能障害友の会、田仲利子、田口茂子、坪内智子、小菅農機、
加藤芳江、寺内宏、手のひら、下山千恵子、穴田千恵子、下野市生活友の
会、㈲保久開発、匿名 8 件

55,200円

令和３年度累計

「第 3 期下野市地域福祉計画及び地域福祉活動計画」
の策定にあたり、市民アンケート調査を実施します。
市民の皆さまの地域との関わりや地域福祉への考え方などの実態を把握するとともに、いただいたご意見
を計画に反映し、誰もが住み慣れた地域で安心して生活することができる地域共生社会の実現を目指します。
ご協力をお願いします。

「地域見守り活動」に
参加してみませんか

●5月6日〜6月30日まで

・匿名
・宇賀神 浩人
・㈲匠栄技研 代表 本橋昭次
・加藤 芳江

この計画は下野市の地域福祉を推進するため、市民・市・社
会福祉協議会が連携・協働して取り組むことを定めており、地域
の福祉課題の解決につなげていくための指針となるものです。
今後は、市民アンケート・市民懇談会等を実施し、市民の皆様
からの貴重なご意見をいただき、現在の地域の状況等を把握し、
より実効性の高い計画となるよう策定を進めてまいります。

市民アンケートの実施について

皆さまからのご寄付ありがとうございます

市より災害備蓄の食料を
寄贈していただきました

ベルマーク 野沢久子、永井清美、田中恵、居宅介護支援事業所えび
はら、㈲保久開発、匿名6件
食料品（サラダ油、
コーヒー、米他）匿名

下野市より、本年度賞味期限を
迎える災害備蓄品のクラッカーやレト
ルトの梅がゆ等食料４４０食を寄贈
していただきました。生活困窮者支
援などで活用させていただきます。
ありがとうございました。

雑巾、ハンカチ他
野沢久子
タオル（186本）
栃木県退職公務員連盟
小山支部

社協では、生活にお困りの方の
相談に応じています。
まずはお気軽にお電話ください。☎４３-１２３６

あなたに
寄りそう

玄米（60kg）妙光寺

相談会場は
「ゆうゆう館」
1 か所 になりました。
8月〜9月の日程
内容
心配ごと
悩みごと
相談

開

催 日

時間・場所

・民生委員児童委員

13時30分〜
・主任児童委員
15時30分

9月 7日㈫･21日㈫

ゆうゆう館

・人権擁護委員
・行政相談員

＊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。

＜心配ごと相談・法律相談の予約＞

TEL.０２８５-４３-１２３６

下野市の新しい「エンディングノート」のお知らせ

連絡先
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市高齢福祉課
TEL：32-8904
地域包括支援センターいしばし
TEL：51-0633
地域包括支援センターみなみかわち TEL：48-1177
地域包括支援センターこくぶんじ
TEL：43-1229

親しみやすいものとなるよう
名称を一般公募により募集し
『ゆうがお日記〜わたしの願い〜』
に決定いたしました。

＊栃木県弁護士会の弁護士がご相談をお受けします。
＊ご予約は営業時間内（8：30〜17：00）におかけください。
＊ご利用は年度内でお一人につき2回までとなります。

8月〜9月の日程
開
8月
9月

催 日

予約受付期間

10日㈫

7／28〜8／6

24日㈫

8／11〜8／23

14日㈫

8／25〜9／13

28日㈫

9／15〜9／27

時間･場所

定員

13時30分〜
各日７名
16時
ゆうゆう館

（1人20分）

＊ご相談にお越しの際には、マスクの着用をお願いいたします。

○応募方法 官製はがき、またはメールにて、クイズの答え、住

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

この度、下野市版エンディングノートをより多くの方に活用していただけるよう医療・福祉
の多職種と協力し、見直しを行いました。
エンディングノートは、家族などに伝えておきたいことがらや大切な人にあてたメッセー
ジを書き記すなど身辺整理を通して人生を振り返り、さらにこれからの人生をより充実した
ものにするために活用していただくものです。
ご興味のある方は、高齢福祉課またはお住まいの地区の
市民の皆様に
地域包括支援センターにお問い合わせください。

様

＜予約制・相談時間は一人 20 分間・先着順＞

相談員

8月 3日㈫・17日㈫

妙光寺

無料法律相談

心配ごと相談所

〜民生委員・児童委員・行政相談委員・人権擁護委員による
何でも相談所 です〜 お気軽にご相談ください！

栃木県退職公務員連盟
小山支部 様

所、氏名、年齢、電話番号、
「しもつけ社協だより」の
感想などをご記入の上、下記までご応募ください。

○あ て 先 〒329-0414 下野市小金井789

タイ、

ケー ホから
下野市社会福祉協議会
スマ
「社協チャレンジクイズ」係
応募！
info@shimotsuke-syakyo.or.jp

下野市では、この度、下野市版エンディングノートを
より多くの方に活用していただけるよう医療･福祉の
多職種と協力し、見直しを行いました。新しいエンディ ○しめきり令和３年８月15日（必着）
ングノートの名称は『○○○○日記〜わたしの願い〜』
正解者の中から抽選で5名の方に、
「 就労継続支
です。○○○○に入る言葉はなんでしょうか。
援B型事業所なのはな・すみれ」のグッズをプレゼ
前回のこたえ

「互助」 でした

6ページを
見てね！

黒川安吉 様
前回の
当選者 野沢 博 様 小川高志 様
小川まつ子様 小村美空 様

ントいたします。なお、
クイズの正解者につきまし
ては、次号の社協だより
（9月15日発行予定）
で発
表し、賞品は郵送いたします。ご記入頂いた個人情 社協クイズ
報は目的以外の用途には使用いたしません。
応募QRコード
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しもつけ社協だより

初めてでも、よくわかる！
令和３年度

成年後見制度普及啓発セミナーinしもつけ

９月６日 ㈪
会場：保健福祉センター
ゆうゆう館 会議室

参加募集
申込期間
8 月 2 日㈪〜 20 日㈮
※手話通訳･要約
筆記が必要な方は
お申し込み時にお
知らせください。

成年後見制度ってどんなもの？ 活用している事例は？ など、初めての
方でもわかりやすいセミナーです。一般の方はもちろん、地域で福祉
支援に携わる方にもオススメです！
●受 付 12：30
開会 13：00
●講演会 13：00〜15：10＜定員 40 名＞
【講師】
宇都宮家庭裁判所 主任書記官 高久 展大 氏
成年後見センター リーガルサポートとちぎ支部 相談役 佐伯 祐子 氏
●個別相談会 15:20 〜 17:00 事前申込＜先着９組、
１組３０分＞
ご自身や周りの方の判断能力に不安のある方、これからの将来が
不安な方向けの相談会です。弁護士、司法書士、社会福祉士と
いった専門家に成年後見制度の利用をはじめとした相談が無料で
受けられます。★事前申込制（先着）です
< お申込み・お問い合わせ先 >
総務課（成年後見担当） TEL.４３-１２３６
メール：info@shimotsuke-syakyo.or.jp

障がい児者交流会 参加者 募 集
障がいを持つ方たちの交流と親睦を深めることを目的として、障がい児者交流会を開催いたします。
みなさんで楽しい思い出を作りましょう。
◆日 時

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、内容が変更または中止となる場合があります。
詳細については社協ホームページでお知らせいたしますのでご確認ください。

コントロールアタック
ボッチャのルールに
ついてはこちら！

◆場 所
◆内 容
◆申込み
◆参加費
◆その他

令和 3 年 9 月 18 日㈯
誰でも楽しめる
受付：９：３０〜
交流会：１０：00〜１２：３０
スポーツです！
国分寺 B＆G 海洋センター
コントロールアタック・ボッチャ
令和 3 年 8 月 13 日㈮まで
無料
手話通訳、車いすボランティアが必要な方は併せてお申込みください。

【問合せ先】地域福祉課 TEL.43-1236 FAX.44-5807

しもつけふくしフェスタ2021のお知らせ
日にち
場所

令和3年

11月27日㊏

保健福祉センター 予定
ゆうゆう館

ふくしフェスタ検討委員会の開催について
社会福祉協議会では地域福祉やボランティア活動に対する市民の関心や理解
を高め、人と人とのふれあいの場を提供し、互いに支え合えるあたたかいまち
づくりを目指して「しもつけふくしフェスタ」を開催しております。
開催にあたっては検討委員会を設置し、各関係団体の皆様から幅広くご意見
をいただき、コロナ感染予防の観点も踏まえ、実施の有無・開催内容につい
て検討してまいります。
なお、検討結果については次号の広報にてお知らせいたします。

【問合せ先】地域福祉課 TEL.43-1236 FAX.44-5807 ✉info@shimotsuke-syakyo.or.jp
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