
足利市社会福祉協議会は、「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」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、会員の皆様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。
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足利市社会福祉協議会
マスコットキャラクター

あしのすけ

足利市社会福祉協議会足利市社会福祉協議会

会費の額は次のとおりです

普通会員

皆さまのご協力を
お願いいたします！

市民の皆さま 300円
（１世帯目安額）

特別会員

賛助会員

個人

社会福祉施設・
法人事業所 等

1口 1,000円

1口 5,000円

【会員募集結果】
　普通会員（足利市内221自治会）  11,799,288円
　特別会員（個人75人及び民生委員等） 808,406円
　賛助会員（社会福祉施設・法人事業所等…220団体）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,485,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計  14,092,694円
【会費による主な事業】
　○地区社会福祉協議会の地域福祉活動事業
　○弁護士相談事業
　○敬老会への支援
　○「社協だより」及びホームページ等の広報活動
　○法人の運営事業

平成29年度会員募集への
　　ご協力ありがとうございました
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平成29年度の実施した事業と決算について報告します平成29年度の実施した事業と決算について報告します平成29年度の実施した事業と決算について報告します平成29年度の実施した事業と決算について報告します平成29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　②住民の福祉理解・啓発の推進　③障がい児者ふれあいスポーツ交流会
④障がい児者ふれあいサロンの開催　⑤出前福祉講座の実施

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高齢者等の救急時安心事業の推進　④ふれあい子育てサロンの普及及び支援
⑤地区社会福祉協議会への支援（支部設置の推進、講習会の開催）　⑥車いす、特殊寝台貸与事業の実施
⑦リフト付き福祉車両の貸出事業の実施　⑧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（手話・点訳・傾聴・災害）　 ②小・中・高校生のボランティアスクールの開催
③市民活動助成事業の実施　④在宅介護者への支援　⑤出前福祉講座の実施

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災害ボランティアセンター立ち上げ訓練・情報交換会の開催　②「市民向け」災害ボランティア講座の開催
③日常生活自立支援事業の実施　④成年後見人制度の普及啓発　⑤足利市子どもの学習支援事業「学習チャレンジ教室」
⑥「足利流こども食堂」モデル事業の支援

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手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業の実施

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事業の実施　②足利市社協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　④障害児相談支援事業所の運営

７.福祉施設等の運営
①母子生活支援施設さわらごハイム足利の受託経営　②児童養護施設泗水学園の受託経営
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

８.その他の事業
①日本赤十字事業への協力　②共同募金事業への協力

収入・支出決算収入・支出決算収入・支出決算

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。

（単位：円）【支 出】
勘定科目

法人運営事業
地域福祉活動推進事業
ボランティアセンター事業
共同募金配分金事業
意思疎通支援事業
生活福祉資金貸付運営受託事業
日常生活自立支援事業
福祉金庫貸付事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業
指定障害福祉サービス事業
在宅介護支援センター
足利市視覚障害者福祉ホーム
わかば保育園
しんまち保育園
泗水学園
泗水学園アフターケア事業
泗水学園児童クラブ
さわらごハイム足利
八幡こども館
にしこども館
足利市こども発達支援センター
障害児相談支援事業
足利市総合福祉センター

合　　　計

金　　額
153,049,563 
14,857,818 
1,045,458 
19,835,109 
1,898,618 
543,838 

10,880,254 
3,976,000 
23,758,878 
23,950,120 
6,348,665 

0 
3,810,184 

129,575,838 
103,616,562 
189,502,027 

25,000 
2,738,618 
67,127,557 
17,190,367 
15,997,609 
41,328,564 
5,642,196 
7,560,096 

844,258,939 

（単位：円）【収 入】
勘定科目

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
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等補助金収入
長期運営資金借入金収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

合　　　計

金　　額
14,092,694 
4,338,386 

138,691,467 
10,583,358 
3,555,000 
1,025,500 
51,616,415 
279,162,416 
200,468,440 
44,248,395 
15,468 

34,635,909 
0 
0 

26,609,000 
56,896,458 
865,938,906 

あしかが社協だより



貸 借 対 照 表貸 借 対 照 表貸 借 対 照 表
平成30年3月31日現在 (単位:円)

　足利市社会福祉協議会には、個人の方をはじめ、法人・団体など、多くの方からの善意の
ご寄附が寄せられています。いただいた寄附金は、地域の福祉活動を推進していく事業の
大きな支えとなっており、地域福祉のさらなる向上を目指し、ボランティア活動・福祉事業・
啓発活動・施設運営などに活用させていただいております。

【法人本部】犬のドリーム　谷口美代子　足利短期大学平成29年度卒業生
　　　　　　パチンコプラザ  ラ・カータ足利店　パチンコプラザ  ラ・カータ花ぞの店
　　　　　　株式会社フライトワン　フライトワンゴルフコンペ参加者一同　小曽根せつ子
　　　　　　足利織姫園芸クラブ　織姫公民館文化祭実行委員会　匿名４件
【さわらごハイム足利】NPO法人三松会　亀田英之　匿名１件
【泗水学園】アイランド足利店　NPO法人三松会　岩上敏雄他６名　持斉征勇　匠屋ラーメン
　　　　　　絵本の読み聞かせクルリンパの皆様　株式会社チュチュアンナ1%クラブ　
　　　　　　NPO法人NGOフク21ふらっとホーム　匿名３名

勘定科目
〈資産の部〉
　流動資産
　現金預金
　事業未収金
　立替金
　前払費用
　仮払金
固定資産
基本財産
　土地
　建物
　定期預金
その他の固定資産
　土地
　建物
　建物附属設備
　構築物
　機械及び装置
　車輌運搬具
　器具及び備品
　長期貸付金
　退職給付引当資産
　地域福祉振興基金積立資産
　経営安定基金積立資産
　人件費積立資産（措置施設）
　人件費積立資産（保育所施設）
　施設整備等積立資産
　施設整備等積立資産（措置施設）
　保育所施設・設備整備積立資産
　長期前払費用

資産の部合計

当年度末

238,704,175
194,439,388
43,901,966

9,675
353,146

0
950,661,098
343,919,262
139,859,431
202,359,831
1,700,000

606,741,836
152,557,601

1
385,350
1,005,953
87,663

3,142,607
3,278,701
11,614,500
109,610,399
115,260,419
63,976,342
41,738,470
23,897,245
9,461,055
6,911,220
63,767,360

46,950

1,189,365,273

前年度末

149,413,457
123,843,613
25,272,151

9,675
288,018

0
1,035,975,891
354,729,477
139,859,431
213,170,046
1,700,000

681,246,414
152,557,601

1
558,759
1,201,361
216,882
4,322,157
2,821,099
11,193,500
139,289,392
120,641,934
84,334,316
41,402,928
40,626,174
9,461,039
6,911,208
65,652,601

55,462

1,185,389,348

増減

89,290,718
70,595,775
18,629,815

0
65,128

0
-85,314,793
-10,810,215

0
-10,810,215

0
-74,504,578

0
0

-173,409
-195,408
-129,219
-1,179,550
457,602
421,000

-29,678,993
-5,381,515
-20,357,974
335,542

-16,728,929
16
12

-1,885,241
-8,512

3,975,925

当年度末

104,521,969
90,728,217
5,205,339
8,588,413

0

109,650,399
40,000

109,610,399
214,172,368

9,439,000
179,236,761
115,260,419
63,976,342
278,808,902
145,775,350
41,738,470
23,897,245
9,461,055
6,911,220
63,767,360
361,932,892
-28,589,137

975,192,905
1,189,365,273

前年度末

36,911,218
33,635,636
170,636
3,104,946

0

139,354,392
65,000

139,289,392
176,265,610

9,439,000
204,976,250
120,641,934
84,334,316
285,020,109
164,053,950
41,402,928
40,626,174
9,461,039
6,911,208
65,652,601
345,634,429
-34,420,828

1,009,123,738
1,185,389,348

増減

67,610,751
57,092,581
5,034,703
5,483,467

0

-29,703,993
-25,000

-29,678,993
37,906,758

0
-25,739,489
-5,381,515
-20,357,974
-6,211,207
-18,278,600
335,542

-16,728,929
16
12

-1,885,241
16,298,463
5,831,691

-33,930,833
3,975,925

勘定科目
〈負債の部〉
流動負債
　事業未払金
　預り金
　職員預り金
　仮受金

固定負債
　長期運営資金借入金
　退職給付引当金
負債の部合計
〈純資産の部〉
基本金
基金
　地域福祉振興基金
　経営安定基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　人件費積立金（措置施設）
　人件費積立金（保育所施設）
　施設整備等積立金
　施設整備等積立金（措置施設）
　保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
　（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

足利赤十字病院にて各種講習会が開催されます。 
＊講習開催日の3か月前の1日から、開催日の2週間前まで申込を受け付けます。
＊講習会場は講堂を使用し、定員は20名に達した場合受付終了となります。
＊申込みが5名以下だった場合、中止になることがあります。
＊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。
＊申込みはホームページまたはＦＡＸ（028－624－4940）で受付けます。
電話での申込みは受付けておりません。
ご不明な点は、日本赤十字社栃木県支部　事業推進課　健康安全係
【電話：028－622－4801】にお問い合わせください。
※平日午前9時～午後5時(土日祝日除きます)

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

平成30年4～5月
敬称略・順不同

赤十字講習会の赤十字講習会の
ご案内ご案内
赤十字講習会の
ご案内

・8／11(土) 午前9時30分 ～ 午後5時
内容：心肺蘇生、ＡＥＤの使い方、
　　 災害が高齢者に及ぼす影響  等
対象：特になし
費用：1,500円

救急法
基礎講習+災害時高齢者生活支援講習

・H31.3／9(土) 、3/10(日) 
 午前9時 ～ 午後5時
内容：急病、けがの手当、搬送、救護 等
対象：救急法基礎講習認定証の有効期限以内
費用：1,700円

救急法
救急員養成講習（全2日間）

・10／20(土) 
 午前10時 ～ 午後3時30分
内容：心肺蘇生、ＡＥＤの使い方等
対象：満15歳以上の方
費用：1,500円

救急法　基礎講習

・8／19(日) 午後1時 ～ 午後3時30分
小学生対象の救急法等講習

キッズプログラム2018
・12／1(土) 午前10時 ～ 正午
認知症への理解を深め、支援方法などを
学びます。

地域で支える認知症
・9／1(土) 午前10時 ～ 正午
災害時に知って役立つ支援の知識・技術を
学びます。

災害時高齢者生活支援講習

あしかが社協だより



中学生・高校生のボランティアスクール
市内でボランティア活動を行います。
・期　間：８月６日（月）～８月１０日（金）
・対　象：市内に在住・在学する中学生・高校生

ボランティアスクールを開催します！ボランティアスクールを開催します！

赤い羽根小学生親子ボランティアスクール
赤い羽根共同募金について学び、募金箱作りと街頭
募金活動を体験します。
・開催日：８月１９日（日）
　　　　 （赤い羽根パートナーミーティング開催日）
・場　所：足利市民プラザ
・対　象：市内に在住する小学生の親子

詳しくは、各学校で配布するチラシをご覧ください！

日　時　7月29日(日)
　　　　午前10時～午後2時(予定)
会　場　名草ふるさと交流館（名草上町３３７１番地）
定　員　市内在住のひとり親家庭の親子30名
　　　  （子どもは18歳未満）
参加費　無料
内　容　水鉄砲づくり・ピザづくり・流しそうめんなど
　　　  （天候等により、内容変更の場合があります）
申込み　７月１０日(火)午前１０時から１９日(木)午後５時まで
　　　 　電話にて受付。（先着順・定員になり次第締切り）
　　　　地域福祉課　ＴＥＬ  ０２８４（４４）０３２２

日　時　7月29日(日)
　　　　午前10時～午後2時(予定)
会　場　名草ふるさと交流館（名草上町３３７１番地）
定　員　市内在住のひとり親家庭の親子30名
　　　  （子どもは18歳未満）
参加費　無料
内　容　水鉄砲づくり・ピザづくり・流しそうめんなど
　　　  （天候等により、内容変更の場合があります）
申込み　７月１０日(火)午前１０時から１９日(木)午後５時まで
　　　 　電話にて受付。（先着順・定員になり次第締切り）
　　　　地域福祉課　ＴＥＬ  ０２８４（４４）０３２２

ひとり親家庭親子ふれあい事業
平成30年度　歳末たすけあい配分事業

視覚障がいについて学び、食事の介助やガイド体験を
行います。

日　　時：平成30年7月26日（木）
午前10時～午後3時(予定)

場　　所：足利市視覚障害者福祉ホーム
募集人数：20名
受 講 料：1,000円（弁当代・保険代）
申 込 み：７月18日（水）までに、

足利市視覚障害者福祉ホームに電話で
お申込みください。
足利市視覚障害者福祉ホーム
ＴＥＬ  ０２８４（４１）２２００

視覚障がい者理解とガイド体験

　障がいのある方やそのご家族・介護者の方が気軽に
立ち寄れるサロンです。

○ ７月２８日（土）　御厨公民館
　 午後1時３０から午後３時

○ ８月２５日（土）　三重公民館
　 午前１０時から午前１１時３０分

※この他にも開催を予定しています。詳しくは社協ホーム
　ページをご覧ください。
　問合せ：地域福祉課　ＴＥＬ  ０２８４（４４）０３２２

平成３０年度　歳末たすけあい配分事業

（障がい児者ふれあいサロン）

介護の悩みを誰かに話せていますか？
介護の疑問や悩みを一人で抱え込まず、
一緒に情報交換や話をしませんか？
日　時：７月２０日（金）午後１時３０分～午後３時３０分
場　所：足利市総合福祉センター　３階　３０２会議室
問合せ：地域福祉課　ＴＥＬ  ０２８４（４４）０３２２

さわやかサロンの開催 

足利介護者さわやか会

平成29年度
福祉標語コンクール　最優秀作品

平成29年度
福祉標語コンクール　最優秀作品

●小学生の部「支え合い　地域の絆　深めよう」

●中学生の部「助け合う　あなたの心が地域を変える」

●一 般 の 部「人助け　一歩踏み出す　その勇気」

「赤い羽根共同募金」って何に使われてるの？
どうして必要なの？寄附者や助成を受けている
団体が一堂に会して共同募金のしくみや使い道を
考える会です。
  ＜日　時＞ 平成30年8月19日（日）午前10時～正午
  ＜場　所＞ 足利市民プラザ小ホール
  ＜定　員＞ 100名（どなたでもご参加いただけます）
  ＜問合せ＞ 地域福祉課
　　　　　　ＴＥＬ  ０２８４（４４）０３２２

　会場内では、ハートショップ（市内障がい福祉
サービス事業所）などが出店し「赤い羽根マルシェ」も
開催します！新鮮野菜、生うどん、焼き菓子、パン、
　　　　コーヒー、手芸品などの販売を行います。
　　　　　皆さまのご参加をお待ちしております。
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どうして必要なの？寄附者や助成を受けている
団体が一堂に会して共同募金のしくみや使い道を
考える会です。
  ＜日　時＞ 平成30年8月19日（日）午前10時～正午
  ＜場　所＞ 足利市民プラザ小ホール
  ＜定　員＞ 100名（どなたでもご参加いただけます）
  ＜問合せ＞ 地域福祉課
　　　　　　ＴＥＬ  ０２８４（４４）０３２２

　会場内では、ハートショップ（市内障がい福祉
サービス事業所）などが出店し「赤い羽根マルシェ」も
開催します！新鮮野菜、生うどん、焼き菓子、パン、
　　　　コーヒー、手芸品などの販売を行います。
　　　　　皆さまのご参加をお待ちしております。

あしかが社協だより
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