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足利市社会福祉協議会 会員募集にご協力をお願いします！！ 
　足利市社会福祉協議会は、支え合い・助け合いに
より、「誰もが安心して暮らすことができる福祉の 
まちづくり」をめざして活動しています。 
　地域福祉を推進する社会福祉協議会の事業は、
会員の皆さまによる会費によって支えられています。 
　会員には、普通会員、特別会員、賛助会員があり
ます。 
　今年も７月１日から会員募集をいたしますので、
ご理解、ご協力をお願いいたします。 

平成25年度会員募集にご協力ありがとうございました 
 

普通会員 
　（足利市内222自治会） 
特別会員 
　（527名） 
賛助会員 
　（ 企業・事業所等…191団体） 
 　　合　　　　計 

12,504,651 円 
 

 768,000 円 
 

1,351,000 円 
 
 
 14,623,651 円 
 

●地区社協の地域福祉活動費等 
●弁護士相談経費 
●敬老会への支援経費 
●社会福祉団体への支援経費 
●「社協だより」及び「ホームページ」経費 
●その他法人運営経費等 
 
　　　合　　　　計 

5,022,463 円 
360,000 円 
1,906,380 円 
100,000 円 
2,092,360 円 
5,142,448 円 

 
14,623,651 円 

会員募集結果 会費による主な事業 

普通会員　市民の皆さま 
　　　　　（1世帯目安額） 
特別会員　個　人　1　口 
賛助会員　社会福祉施設 1口 
　　　　　企業・事業所等 

300円 

 

1,000円 

5,000円 

県・市などからの 
委託料・補助金等 

寄附金など 

 
会　費 

普通会員・特別会員・賛助会員 

足利市社会福祉協議会 

足利市社会福祉協議会は、皆さまの会費などによって運営されています 足利市社会福祉協議会は、皆さまの会費などによって運営されています 

足利市社会福祉協議会 会員募集にご協力をお願いします！！ 足利市社会福祉協議会 会員募集にご協力をお願いします！！ 
会費の額は次のとおりです 
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平成25年度の実施した事業と決算について報告します 平成25年度の実施した事業と決算について報告します 平成25年度の実施した事業と決算について報告します 

１.「皆が参加し支え合う福祉の風土をつくる」に関する事業 
①学校における福祉教育の実施 

　小・中学校における福祉教育や総合的な学習の時間に対する協力・支援及び市内団体等が開催する福

祉に関する講座への協力を行い、福祉教育の推進に努めました。 

②住民の福祉理解・啓発の推進 

　広報紙、ホームページや事業の開催などを通して福祉への理解、情報の提供や啓発に努めました。 

２.「住民の身近なところで様々な地域福祉活動を推進する」に関する事業 
①ふれあい・いきいきサロンの普及及び支援 

②給食サービス、会食会、友愛訪問等への支援 　　③ふれあい子育てサロンの普及及び支援　 

④地区社会福祉協議会活動への支援　　ア、支部設置の推進　　イ、福祉協力員の強化 

３.「福祉活動の担い手を支援する」に関する事業 
①ボランティアの養成及び育成　　②高校生のボランティアスクール及びジュニアボランティアスクール

　の開催　③傾聴ボランティア講座の開催　④在宅介護者への支援 

４.「安心して暮らせる地域づくりを進める」に関する事業 
①高齢者等の救急時安心事業の推進　②日常生活自立支援事業の実施 

５.「いつでも相談ができる適切な情報が得られる仕組みづくりを進める」に関する事業 
①心配ごと相談、弁護士相談の実施　②生活福祉資金等貸付事業の実施 

③福祉金庫貸付事業の実施　　　　　④車いす、特殊寝台貸与事業の実施 

６.在宅福祉事業の実施 
①介護保険事業等及び障害福祉サービスの実施 

②在宅介護支援センターの運営　　　③足利市こども発達支援センターの運営 

７.福祉施設等の経営　　　　　　　　　　　　　　　８.その他の事業 
①母子生活支援施設さわらごハイム足利の受託経営　　　　　　①日本赤十字事業への協力 

②児童養護施設泗水学園の受託経営　　　　　　　　　　　　　②共同募金会事業への協力 

③児童館（にしこども館、八幡こども館）の受託経営 

④保育園（わかば保育園、しんまち保育園）の経営 

⑤足利市視覚障害者福祉ホームの経営   

⑥足利市総合福祉センターの経営 

「思いやり　だれもがもってる　福祉の芽」 
「福祉の輪　一人一人の　心から」 
「作ろうよ　強い絆で　やさしい街を」 

手塚　悠那さん（小学生） 

鈴木奈央子さん（中学生） 

新藤　昌洋さん（一　般） 

地域福祉活動計画に基づき、地区社会福祉協議会等と連携して地域福祉の推進に努めました。 

福祉に関する標語コンクール最優秀賞作品 
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収入・支出決算 収入・支出決算 

貸 借 対 照 表  貸 借 対 照 表  

金　額 
182,519,455 
219,475 

129,714,119 
49,265,987 
319,874 
3,000,000 

1,076,925,639 
380,893,012 
1,700,000 

239,333,581 
139,859,431 
696,032,627 
2,960,079 
7,481,299 

152,557,601 
7,356 

6,308,601 
41,605,000 
65,050,963 
65,957,267 
11,333,988 
292,280,381 
50,490,092 

1,259,445,094

（単位：円） 

（単位：円） 平成26年3月31日現在 

経　理　区　分 
法人運営事業 
企画・広報事業 
地域福祉活動推進事業 
ボランティア活動振興事業 
手話通訳事業 
生活福祉資金貸付運営受託事業 
福祉金庫貸付事業 
共同募金配分金事業 
日常生活自立支援事業 
在宅介護支援センター 
足利市こども発達支援センター 
居宅介護支援事業 
居宅介護等事業 
さわらごハイム足利 
泗水学園 
泗水学園児童クラブ・ショートステイ 
泗水学園アフターケア事業 
保育所（２か所） 
こども館（２か所） 
老人福祉センター北幸楽荘 
足利市視覚障害者福祉ホーム 
足利市総合福祉センター 

合　　計 

差引額 
－13,245,849 

－38,118 
－1,315,469 

81,235 
44,012 

0 
88,000 

0 
151,550 
－7,820 

－615,836 
5,166,812 
4,569,904 

－6,319,212 
7,998,841 

－1,692,000 
0 

－4,199,274 
－1,638,857 
－1,702,988 
－1,040,060 
－1,160,201 
－14,875,330

支出額 
151,757,995 
2,880,118 
14,529,587 
863,365 
1,455,988 
573,423 
2,085,000 
19,661,916 
7,199,750 
7,820 

44,712,530 
22,610,508 
47,317,978 
57,566,295 
160,619,772 
4,845,790 
50,000 

219,353,885 
33,298,857 
1,702,988 
5,923,060 
9,076,634 

808,093,259

収入額 
138,512,146 
2,842,000 
13,214,118 
944,600 
1,500,000 
573,423 
2,173,000 
19,661,916 
7,351,300 

0 
44,096,694 
27,777,320 
51,887,882 
51,247,083 
168,618,613 
3,153,790 
50,000 

215,154,611 
31,660,000 

0 
4,883,000 
7,916,433 

793,217,929

勘　定　科　目  
流動資産  

現　　　金 
預　貯　金 
未　収　金 
前　払　金 
会計単位内貸付金 

固定資産  
　基本財産  

基本財産特定預金 
建　　　物 
土　　　地 

　その他の固定資産  
建物・付属設備・構築物  
機械・車両・器具等  
土　　　地 
ソフトウェア 
措置施設繰越特定預金  
保育所繰越積立預金 
保育所施設・設備整備積立預金 
退職積立預金 
福祉金庫貸付金 
その他の積立預金 
その他の固定資産 

資  産  の  部  合  計 

金　額 
53,655,863 
50,655,863 
3,000,000 

116,447,359 
116,447,359 
170,103,222 

 
 
 
 
 
 

9,439,000 
298,632,669 
405,244,945 
43,005,000 
65,050,963 
12,445,789 
284,743,193 
376,025,258 
801,513,621 
-425,488,363 
1,089,341,872 
1,259,445,094

勘　定　科　目 
流動負債   

未    払    金 
会計単位内借入金 

固定負債 
　　　　　　　　退職給与引当金 

負　債　の　部　合　計 
 
 
 
 
 
 
基本金   
国庫補助金等特別積立金   
その他の積立金   

人件費積立金 
保育所施設・設備整備積立預金 
施設整備等積立金 
その他の積立金 

次期繰越活動収支差額   
前期繰越活動収支差額 
当期活動収支差額 

純 資 産 の 部 合 計 
負債及び純資産の部合計 

資　産　の　部 負　債　の　部 

純　資　産　の　部 

（平成２６年４月～５月） 
（敬称略・順不同） ご寄附、ご奉仕ありがとうございました ご寄附、ご奉仕ありがとうございました ご寄附、ご奉仕ありがとうございました 

（法人本部）★相澤 慎吾　★織姫公民館文化祭実行委員会　★ハッピーリ・ズ・ム　★Get up & Dance 

（さわらごハイム足利）★館林市NPO法人三松会　　（こども発達支援センター・視覚障害者福祉ホーム）★矢沢化学工業㈱ 

（泗水学園）★佐野市 匠屋ラーメン　★館林市NPO法人三松会　★石井 一枝　★宇都宮市  大野 賢 

　　　　　★アイランド足利店　★大阪市㈱チュチュアンナ　★金井 公夫　★宇都宮市㈲アップライジング 

　　　　　★館林市  谷津 了祐　★足利わたらせロータリークラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　他　匿名7件 

＊不足額については、前期末残高を充当しました。 
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内　容：乳幼児期に起こりやすい
事故とその予防 

対　象：特になし 
費　用：小冊子52円＋任意保険

100円 

◎講　師：特定非営利法人「栃木かあさんの家」

代表　西村悦子氏� 

◎日　時：9月30日（火） 

午後1時30分～3時30分 

◎場　所：総合福祉センター3階 

301・302会議室 

◎対　象：市内在住で、介護中の方、介護経験

をお持ちの方、または、介護に関心

のある方。 

◎定　員：80名 

 

〈お問い合わせ〉 

　地域福祉課  

　　44-0322

「ホームホスピス」をご存知ですか？ 「ホームホスピス」をご存知ですか？ 「ホームホスピス」をご存知ですか？ 

足利赤十字病院にて各種講習会が開催されます。受講する際には足利赤十字病院 社会課【℡：0284-20-1320】
までお申込みください。（定員は、各講習会とも20名） 
＊電話受付　平日：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日を除きます） 
＊受付状況については、日本赤十字社栃木県支部ホームページに掲載しています。 
＊申込の受付は随時行っていますが、申込みが極端に少ない場合には開催中止となりますので予めご了承ください。 

幼児安全法 短期講習（全1回） 
7/12（土）午後1時～午後3時 

対　象：各認定証の有効期限が1
年以内の方。ただし、
「赤十字救急法基礎講習
修了者認定証」のみの方
は対象外 

費　用：800円 

救急法 （資格継続研修）（全1回） 
9/20（土）午前10時～午後3時 

内　容：急病時、けがの手当 等 
対　象：満15歳以上の方 
費　用：1,700円 

救急法 救急員養成講習（全2回） 
9/13（土）、14（日） 
午前9時～午後5時 

内　容：心肺蘇生、ＡＥＤ 等 
対　象：満15歳以上の方 
費　用：1,500円 

救急法 基礎講習（全1回） 

内　容：災害が被災者（特に高齢
者）に及ぼす影響 等 

対　象：満15歳以上の方 
費　用：1,552円 

救急法基礎講習＋ 
災害時高齢者生活支援講習（全1回） 
8/ 9（土）午前10時～午後5時 
8/23（土）午前10時～午後5時 

 

8/ 9（土）午後1時～午後5時 
8/23（土）午後1時～午後5時 

 
内　容：地域における高齢者支

援・感染予防 等 
対　象：特になし 
費　用：小冊子52円＋任意保険

100円 

健康生活支援講習 短期講習 
災害時高齢者生活支援講習（全1回） 
8/ 9（土）午前10時～正午 
8/23（土）午前10時～正午 

 

　介護できる家族がいないなどの事情から、最期を医療機関や介護施設で迎えざるを得ない方が、「最

期まで自分らしく」過ごすための民間のケア付き共同住宅です。自宅に近い雰囲気の中で、介護と医

療的ケアを提供し、最期までの暮らしをサポートします。 

　その先駆的取り組みが宮崎で始まり、昨年８月には栃木県大田原に「栃木かあさんの家」が開所し

ました。この１年間の取り組みについてお話いただきます。 

赤十字講習会のご案内 赤十字講習会のご案内 赤十字講習会のご案内 赤十字講習会のご案内 
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中学生と高校生の

ボランティアスクールを

今年度も夏休みに実施します
参加お待ちしております♪

詳
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「ホームホスピス」をご存知ですか？ 


