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赤い羽根共同募金は、高齢者・障がいを持つ方、子ども・子育て世代など、
地域に暮らすすべての人が住みやすくなるよう取り組んでいる福祉活動を支えます。
コロナ状況下においてこそ、つながりをたやさない社会づくりのために、
共同募金運動へのご協力をお願いいたします。

令和２年度　赤い羽根共同募金運動は10月１日（木）からスタートします。
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社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会の令和元年度事業報告並びに収支決算が６月４日の理事
会・６月23日の評議員会において承認されました。

［事業概要］
　本会は、「地域福祉の推進」を図る団体として、近年の少子高齢化や地域のつながりの希薄化によっ
て、より複雑に、より多様になってきている地域課題に対し、公的な福祉サービスの充実を図るとと
もに、公的制度だけでは解決できない様々な課題に対応するため、 地域住民やボランティア、福祉事
業者等の関係者、行政機関、その他多様な機関との連携を図りながら、課題解決に向けた『人づくり、
場づくり、仕組みづくり』に取り組んでまいりました。

事　業　報　告

地域福祉事業地域福祉事業
①★地域福祉活動計画の策定【栃の実基金事業】
・２年かけて取り組んできた『高根沢町地域福

祉計画・高根沢町地域福祉活動計画』を策定
②赤い羽根共同募金地域助成事業【共同募金配分事業】
・地域住民が主体的に取り組む17団体、総額

727,500円を助成
③生活支援体制整備事業
・生活支援協議体の運営と地域福祉サービスの

開発促進

生活支援事業生活支援事業
①日常生活自立 ( あすてらす ) 支援事業
・判断能力の不十分な方への金銭管理代行、

書類等の預かりを実施。11名利用
②生活福祉資金貸付事業・新型コロナ特例貸付事業
③福祉金庫（小口貸付）事業
④行路人旅費貸与事業
⑤フードバンクたかねざわの運営
⑥心配ごと相談所の開設 【愛の基金事業】
⑦法律相談事業の実施
・４回開設。相談件数19件
⑧介護・介助用具貸与事業
・介護ベッド・車椅子などの貸し出し

ボランティア、住民活動の育成・強化活動ボランティア、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】
・個人登録174件、団体登録16件 
②ボランティアセンター設置の準備
・ボランティア活動を行う住民等と活動先のつ

なぎ役となる機関の設置（令和２年３月末に
ボランティアセンタープレオープン）

③学生ボランティア体験事業（サマーボランティア）
・中学生・高校生136名が町内福祉施設等にて

ボランティア活動を実施
④災害ボランティア養成講座
　※新型コロナウイルスの影響により中止
⑤志民活動サポートセンターたんたん Cafe への参画 
・毎月第２水曜日開催（ビレッジセンターと共

同した児童向け夏休み事業を企画、実施）
 

高齢者福祉対策事業高齢者福祉対策事業
①ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯への訪問

と生活支援 
・ひとり暮らし高齢者（293名）、高齢者世帯

(94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】
・牛乳宅配による安否確認147名 
③一般高齢者介護予防事業「元気はつらつ教室」

の開催 
・福祉センター、図書館、タウンセンター
　計122回、延べ2,170参加 
④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】
⑤ひとり暮らし高齢者等布団丸洗いサービス事業 

【愛の基金事業】
⑥★高齢者配食サービス
・ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯への昼食

配達を実施　登録者72名

障がい者福祉対策事業障がい者福祉対策事業
①視力障がい者への広報朗読テープ配布事業

【愛の基金事業】
・「広報たかねざわ」、「社協だより」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

【共同募金配分事業】
③障がい児と障がい児支援ボランティアとの交

流事業 【共同募金配分事業】

福祉教育（青少年福祉）事業福祉教育（青少年福祉）事業
①高齢者と子どもの交流事業

【共同募金配分事業】
・町内７保育園にて地域の高齢者との交流会を

実施 
②児童生徒等に対する福祉体験講師派遣 
・阿小、西小、北小で福祉学習プログラムの提

案および講師の派遣
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決　算　報　告

災害時対策事業災害時対策事業
①災害時要援護者台帳の作成及び管理
・登録者497名
②在宅福祉ネットと連携した町災害対応訓練への

参画 ※新型コロナウイルスの影響により中止
③令和元年度台風19号災害による那須烏山市

でのボランティアセンター運営支援及び、佐
野市へのボランティア派遣（参加者10名）

④火災見舞い品（布団、毛布、救急セット）の
給付 

⑤赤十字奉仕団員活動 
・赤十字奉仕団による町文化祭、県児童福祉施

設文化祭で甘酒や炊出し、募金活動を実施

福祉センターの指定管理運営福祉センターの指定管理運営
①各種団体への会議室等利用 
・各部屋利用　513回　延べ5,662名
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 
・将棋、囲碁、カラオケ、民舞、手芸などの高

齢者サークル活動を支援 

情報発信情報発信
①広報誌「社協だより」の発行

【共同募金配分事業】
②町内各種イベントでの啓発 
③ホームページでの啓発

その他の活動その他の活動
①不要入れ歯リサイクル 
②善意銀行の運営 
③各種委員会等への参画

募金活動募金活動
①赤い羽根共同募金の推進 
②日本赤十字会費納入の推進 
③町愛の基金造成の推進 
④社会福祉協議会費の納入推進 
⑤各種義援金、救援金の募集

資金収支計算書
収入の部 支出の部

会費収入 2,483,250 人件費支出 35,502,899 
寄附金収入 3,900,994 事業費支出 7,891,278 
補助金収入 16,876,939 事務費支出 4,790,886 
受託金収入 27,755,794 貸付事業支出 110,000 
貸付事業収入 85,000 共同募金配分金事業費 1,639,063 
事業収入 90,000 助成金支出 420,000 
受取利息配当金 1,621,354 負担金支出 117,500 
その他の収入 75,550 その他の活動支出 1,489,920 
投資有価証券売却収入 52,450,500 投資有価証券取得支出 50,000,000 
前期末支払資金残高 6,783,810 計 101,961,546 

計 112,123,191 差引残高（次年度繰越） 10,161,645 

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 12,500,917 流動負債 2,339,272 
　預貯金 12,379,961 　事業未払金 2,108,811 
　未収金 120,956 　職員預り金 230,461 
固定資産 156,720,488 固定負債 30,937,340 
基本財産 1,000,000 　退職給付引当金 30,937,340 
その他の固定資産 155,720,488 負債の部合計 33,276,612 
　車両運搬具 658,072 純資産の部
　器具及び備品 82,897 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 244,000 国庫補助金等特別積立金 332,000 
　退職手当積立基金預け金 22,221,470 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 2,098,744 
　財政調整基金積立資産 6,335,840 純資産の部合計 135,944,793 
資産の部合計 169,221,405 負債及び純資産の部合計 169,221,405 

事業別収支決算
事業名 収　入 支　出 差　引

1 法人運営 81,663,793 71,581,158 10,082,635
2 高齢者ネットワーク事業 2,962,000 2,974,476 △ 12,476
3 地域の居場所活性化事業 590,394 553,133 37,261
4 総合相談窓口事業 414,000 454,683 △ 40,683
5 生活福祉資金事業 103,621 105,052 △ 1,431
6 地域福祉活動計画策定事業 349,984 352,647 △ 2,663

7 共同募金配分事業 1,638,710 1,639,063 △ 353
　地域助成事業 900,000 764,499 135,501
　地域福祉活動費 322,710 330,995 △ 8,285
　障害者福祉活動費 250,000 359,969 △ 109,969
　児童・青少年福祉活動費 151,000 168,600 △ 17,600
　災害援助費 15,000 15,000 0

8 一般介護事業 8,073,000 8,074,265 △ 1,265
9 心配ごと相談事業 177,566 152,718 24,848

10 災害時要援護者調査台帳整備事業 3,692,000 3,692,086 △ 86
11 福祉センター指定管理事業 1,568,524 1,568,990 △ 466
12 生活支援体制整備事業 11,438,000 11,464,297 △ 26,297
13 法律相談事業 199,295 199,970 △ 675
14 地域力強化推進事業 1,784,000 1,800,402 △ 16,402
15 配食サービス事業 1,128,000 1,128,115 △ 115
16 福祉金庫貸付事業 229,813 110,000 119,813

小　計 116,012,700 105,851,055 10,161,645
内部取引消去額 △ 3,889,509 △ 3,889,509 0

合　計 112,123,191 101,961,546 10,161,645

単位：円



各種 会費・募金にご協力をお願いします。

こんな時だからこそ、「つながりたやさない社会づくり」を応援する会費募金にご協力をお願いします。

　社会福祉協議会では、各自治会等を通じて各
種会費募金のご協力をお願いしています。
　お寄せいただいたお金は、地域福祉の推進の
ための貴重な財源として、新型コロナウイルス
への取り組みをはじめ、台風や地震などの災害
に備える日本赤十字の活動や、地域課題解決の
取り組みをしている団体への活動資金として有
効に活用しています。

＜会費・募金＞
①社協会費…１世帯500円
②日赤会費…１世帯500円
③共同募金…１世帯600円
④愛の基金…１世帯200円
※１世帯あたりの金額は目安額です。また、この会

費募金は任意であり強制ではありませんので、趣
旨にご理解をいただいた上でご協力ください。

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「赤い羽根共同募金運動」がスタートします。
　本町では、各自治会等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などで
募金運動を展開する予定です。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。

令和元年度高根沢町で集まった募金

3,277,733円

高根沢町の福祉活動に活用（令和２年度配分事業）

合計　1,770,733円（54%）
　・高齢者と保育園児の交流事業 170,000円
　・障がい児交流事業 150,000円
　・地域助成事業 750,000円
　・広報誌「社協だより」の発行 290,000円
　・手話講習会事業 110,000円
　・フードバンク事業 50,000円
　・広報朗読テープ配布事業 10,000円
　・各種講座周知啓発事業 190,000円
　・地域活動支援事業 50,733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　1,507,000円（46%）

あなたの募金は、あなたの町へ
　集まった募金の約54％は募金をいただ
いた高根沢町で使われています！残りの
46％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。

赤い羽根共同募金　令和２年度地域助成事業申請受付
　赤い羽根共同募金会では、高根沢町
の地域を良くする取り組みに対し助成
を行います。
　人と人の接触が難しい今だからこそ、
地域でつながりを絶やさないための活
動を応援します！
　申請をご希望の場合はお気軽にお問
合せください。

◆対象団体　自治会や公民館、子ども会育成会などの地域
の方により組織された団体

◆助成金額　１団体につき１事業（上限５万円）
◆助成金総額　75万円
◆申請締切　12月25日まで（今年度中すでに実施済みの

事業も申請できます）
◆申込方法　所定の申請書及び必要書類（団体会則や通帳

写し）を本会までご提出ください
　　　　　　様式はホームページでダウンロード可
◆その他　　審査委員会において書類審査を行います。
　　　　　　審査の結果、減額や助成できない場合もあります。

高根沢町の地域を良くする取り組みを応援します！ ～地域で集めた募金が地域を良くする活動へ～
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注目 注目お弁当が選べるようになりました

高根沢町ひとり親家庭福祉会 地域の居場所（サロン）活動を再開しました。

手話講習会参加者募集中 　配食サービス

問い合 せ 先 
配食サービス専用電話（高根沢町社会福祉協議会内）

電話：６７５－５５６６

高根沢町ひとり親家庭福祉会の
会員を募集しています

　本会は、ひとり親家庭の支援と相互交流を
目的として、町や県の助成を受けて様々な事業
を実施しています。
　本年度は新型コロナの影響のため、開催が
難しい状況ですが、日常生活支援や、学習支
援（無料学習塾）の他、昨年度はいちご狩りや
サファリパーク体験、クリスマスケーキ作り等
様々な楽しいイベントを開催しました。また、
ひとり親家庭に関わる制度、自立に向けた資格
取得情報、就業情報も発信しています。
　入会ご希望の方は、下記にご連絡ください。

（後日申込書をお送りします）
　なお、本年度は新型コロナの影響のため
事業が未定ですので、会費は無料です。

◆問合せ先　高根沢町ひとり親家庭福祉会
　　　　　　（事務局：社会福祉協議会）
　　　　　　☎︎675－4777

　新型コロナウイルスの影響により、３月から休止していた

地域の居場所（サロン）活動を７月から再開しました。

　担い手・参加者の皆様には、感染予防対策や給付金に絡ん

だ詐欺防止など、コロナ禍での活動に必要なことを理解して

頂くための講座などを実施し、感染予防に努めたうえで活動

を続けていきます。

　楽しみながら手話を身につけられる講習会を

開催しています。これからはじめてみようかな

という方や、手話を楽しみたい方、誰でも参加

ＯＫ!!

　興味のある方は、社会福祉協議会までご連絡

ください。

◆日時　毎週水曜日、午後７時から８時30分

◆会場　タウンセンター（光陽台3-10-1）

※新型コロナウイルスの影響により、中止また

は予定を変更する場合があります。

※飛沫防止ボードやフェイスシールドを使い、

新型コロナウイルスの対策を行っています。

　高根沢町では、日々の食生活に不安のある一人暮らしの

高齢者などに、見守りを行いながらお弁当（昼食）をお届

けする事業「高齢者配食サービス」を行っています。

安心の
『手渡し』です♪

見 守 り

◆　対象者　◆

65歳以上で…

◎ひとり暮らしの方
◎高齢者のみの

世帯の方
　であり、以下の
　いずれかに該当

①要介護認定、要
支 援 認 定 を 受
けている方

②基本チェックリ
ス ト で 該 当 と
判断された方

◆　昼食　◆

◎1食：300円
◎週３日まで利用

可能
◎配達は昼食です。
◎土日祝日はお休

みとなります。

◆　お弁当　◆

栄養のバランスや
食べ易さはもちろ
んのこと、おいし
さにもこだわって
調理しています。

講習会の様子

いかが
　ですか？
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ボランティア保険 令和２年７月 豪雨災害義援金の受付

　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11日（金）　②３月12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か月前（①11月11日９時

～）から電話または来所にて申込み
（定員になり次第終了）

◆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

　社協では、ボランティア活動を安心して行ってい
ただける様にボランティア保険を用意しております。
　ボランティア活動中に「自分がケガをした」「物
を壊してしまった」など、そうした場合に備え、
ボランティア活動保険にご加入ください。詳しく
はお問合せください。

※補償期間：令和２年４月1日から令和３年３月31日

　近年、台風をはじめ様々な災害が日本各地で起こ

っています。

　災害への備えは防災用品などの準備だけでなく、

素早く情報を得ることも大切です。

　高根沢町では平時をはじめ、災害など緊急時に

防災・防犯メールや防災無線を通して情報発信をお

こなっています。ぜひ登録をしておいてください。

◆お問合せ　高根沢町地域安全課　TEL:028－675－8110

防災行政無線テレホンサービス
※防災無線で流れた内容を聞くこと
　ができます（通話は無料です）
　０１２０－４３－９９３３

　令和２年７月３日からの大雨災害で被災された

方々を支援するため、義援金を受付けています。

義援金は、日本赤十字社 ･共同募金会を通じて被

災地に送金します。ご支援をお願いします。

◆受付期間　12月28日（月）まで
　　　　　　（延長の場合あり）
◆募金窓口　福祉センター・役場
　　　　　　（総合窓口）

※ご希望により、受領証を発行します。

防災・防犯メールの登録

パソコン

https://service.sugumail.com/takanezawa/member/

携帯電話

https://service.sugumail.com/takanezawa/

QRコード

　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】
◆時　間　10：00 ～ 14：00
◆会　場　図書館中央館　２F 会議室
◆備　考　マスクの着用をお願いします。

　新型コロナウイルスの影響により予定
を変更する場合があります。

期　日（10時～14時）

10月
６日（火）

１月
７日（木）

20日（火） 20日（水）

11月
10日（火）

２月
９日（火）

25日（水） 24日（水）

12月
８日（火）

３月
９日（火）

23日（水） 23日（火）

年　間

保険料

基本タイプ ３５０円

天災タイプ
（地震・噴火・津波）

５００円

災害への備えをしていますか？

相談 弁護士による無料法律相談

5たかねざわ社協だより

心配ごと相談所再開のご案内（10月～３月）



フードバンク（食品募集）

　　　　　　　　　第12回フードドライブを実施します！

ご寄付いただきたい食品
●缶詰・瓶詰　●インスタント・レトルト食品　●のり・ふりかけ・お茶漬け　
●乾麺 ( パスタ、うどん、そば、そうめん、ラーメン)　●調味料　●飲料　
●菓子　●生活用品（石鹸・シャンプー・洗剤など）など

ご家庭で眠っている食品を
「フードバンクたかねざわ」
へご寄付ください。

＜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）

食の循環のしくみ ご 報 告

取り組み状況

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
　251件
（お米1,906㎏、食品5,731点）
食品提供
　173件
（お米1,322㎏、食品4,407点）

　一時的かつ緊急的に食糧に困って
いる世帯に対し、１ヵ月あたり平均
４～５世帯に提供しています。

①６月17日、町商工会青年部共催フードドライブ（献
血同時開催）を役場駐車場で行い、計32件487点
155㎏もの食料品を受け付けることができました。

②８月11日、しおのや青年部高根沢支部・ＪＡ高根沢
地区作物部会様から米「コシヒカリ」６袋（１袋30
㎏）の寄付をいただきました。

③８月25日、株式会社ケーヒン様から
　防災備蓄カロリーメイト2,040食分
　の寄付をいただきました。

平成29年４月（開設）～令和２年８月

ら
分

募集

●日時　10 月14 日（水）9：30～16：00　●場所　高根沢町役場（正面駐車場）

※賞味・消費期限の表示があり、１カ月以上あるもの。

※未開封のもので、包装や外装、食品に破損がないもの。

※常温保存可能なもの。生鮮食材、冷凍・冷蔵食品、酒類は不可。

　献血同時開催　コロナ禍における経済的影響から、食料品を必要とする方への
支援が増加しています。皆様のご協力をお願いします。

6 たかねざわ社協だより
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健康で、明るく、安心して暮らす

「ふ
3

つうにく
3

らすし
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あわせ」のまちづくり

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

「福祉のお仕事就職フェア
（県北エリア）」のお知らせ

◆日時　令和２年11月21日（土）

　　　　午後１時～午後３時30分

◆会場　矢板イースタンホテル

　　　　（住所：矢板市末広町24-1）

◆内容　福祉の仕事に就きたい方と求人事業所との相談会

　　　　福祉の仕事や資格の相談もできます。

◆対象市町　高根沢町、矢板市、大田原市、那須塩原市、

　　　　　　さくら市、那須烏山市、塩谷町、那須町

◆問合せ　栃木県社会福祉協議会

　　　　　福祉人材・研修センター

　　　　　TEL028-643-5622

　　　　　FAX028-623-4963

元気はつらつ運動教室
９月から再開!!

◆参加できる方　65歳以上の方

◆会場　①福祉センター（毎週火曜日・毎週木曜日）

　　　　②図書館中央館（毎月第４水曜日）

　　　　③タウンセンター（毎月第１水曜日）

　　　　④仁井田ふれあい広場（毎月第２水曜日）

　　　　⑤上高ふれあいセンター（毎月第３水曜日）

◆開催時間　午前10時～ 11時45分

◆内容　ストレッチ・体操・脳トレ・栄養講話・
口腔ケア講話など、毎回健康チェック・
血圧測定も実施しています。

◆申込み　初回参加の時のみ、お電話にてお申込
みください。

　　　　　☎︎675－4777

　新型コロナウイルス感
染拡大防止対策の一環と
して、非接触型体温計の
貸出しをしています。自
治会等組織や各種団体に
よるイベントや会議など、
感染拡大防止対策として
ご使用ください。

◆申込先

　社会福祉協議会

　☎︎675－4777

非接触型体温計の貸出し

月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

③タウンセンター ２日 ７日 ４日 ２日 ６日 ３日 ３日

④仁井田ふれあい広場 ９日 14日 11日 ９日 13日 10日 10日

⑤上高ふれあいセンター 16日 21日 18日 16日 20日 17日 17日

①②定員に達しているため現在募集は行っていません

③④⑤ 参加者募集中

　いつまでも元気で過ごすことができるために、
健康維持・介護予防のための教室を開催しています。


