
令和３年度 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、「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。
身近な地域や足利市全域の福祉活動を推進するため、住民、団体、法人の皆様に会員になっていただき、
会費のご協力をお願いしております。活動の目的・趣旨にご賛同いただき、社協会員にご加入ください
ますよう、心よりお願い申し上げます。

※社協会費（会員加入）は皆さまの意思に基づく任意のものであり、強制するものではありません。

足利市社会福祉協議会

令和２年度 会員募集への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）・・・・・・・・・・・・ 11,472,705円
○特別会員（個人72人及び民生委員等）・・・・・・・・・・・814,500円
○賛助会員（社会福祉施設・法人事業所等…220団体）　　
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・1,447,060円
　　　　　　合　　計 　　　　　　　　　 13,734,265円

○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

会員の種類と会費会員の種類と会費

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） 300円
特別会員
個　人

（1口） 1,000円
賛助会員

社会福祉施設・法人事業所 等

（1口） 5,000円

社協会費
普通会員・特別会員・賛助会員

栃木県・足利市
などからの

委託料・補助金等
寄附金など

「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」

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
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【法人本部】 足利☆愛犬ファーム ・ パチンコプラザラ・カータ足利店 ・ 
　　　　　 ゆうゆう会 ・ 小曽根せつ子 ・ 大澤由起子 ・ 匿名5件

【泗水学園】 匠屋ラーメン ・ アイランド足利店 ・ 持斉征勇 ・ 
　　　　　（株）栃木サッカークラブ ・ （株）サンライフ ・ 寺島宏 ・ 
　　　　　（株）チュチュアンナ１％クラブ ・ 小林春夫 ・ 匿名3件
【八幡こども館】 齋藤亜由美 ・ 堀越幹夫　　【福祉ホーム】 匿名1件

【さわらごハイム足利】 NPO三松会　匿名1件

ご寄附、ご奉仕ありがとうございました

ボランティアスクール開催のお知らせ

令和２年度 事業報告

令和３年4月～5月  敬称略・順不同　足利市社会福祉協議会には、個人をはじめ、
法人・団体など、多くの方々からの善意のご寄
附が寄せられています。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、地域福祉の一層の充実と向上を目指し、
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。

今年は夏に開催します！ 皆さんの参加お待ちしています！

皆が参加し支え合う福祉の風土を作る
● 福祉教育の充実
● 住民の福祉理解・啓発の推進
● 障がい児者との交流の促進
● 赤い羽根シネマ

福祉活動の担い手支援
● ボランティアの養成及び育成
● 手話通訳の育成
● 災害ボランティアの育成
● 支え合いマップの作製
● 小・中・高校生のボランティアスクールの開催
● 市民活動助成事業の実施
● 各種団体の取り組む福祉活動の支援

安心して暮らせる地域づくりの推進
● 災害ボランティアセンター設置運営訓練・
　 情報交換会の開催
● 事業継続計画（BCP）の作成
● 日常生活自立支援事業の実施及び
　 成年後見人制度の普及啓発
● 「足利流こども食堂」運営の支援

介護保険等の実施及び障がい児通所支援事業の運営
● 介護保険事業等の実施
● こども発達支援センターぽけっとクラブあしかがの運営
● こども発達支援センターぱれっとクラブあしかがの運営
● 障がい児相談支援事業所の運営

その他の事業
● 日本赤十字事業への協力
● 共同募金事業への協力
● 地区等の敬老事業への助成

住民の身近なところで様々な地域福祉活動を推進
● 見守り活動の充実
● 高齢者等の緊急時安心事業（安心キットの配布）
● 子育て支援の充実
● 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）
● 車いす貸与の実施

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の推進
● 心配ごと相談、弁護士相談の実施
● 生活福祉資金等貸付事業の実施
● 福祉金庫貸付事業の実施
● 手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業の実施

福祉施設などの運営
● 母子生活支援施設さわらごハイム足利の受託運営
● 児童養護施設泗水学園の受託運営
● 児童館（にしこども館、八幡こども館）の受託運営
● 保育園（わかば保育園、しんまち保育園）の運営
● 足利市視覚障害者福祉ホームの運営
● 足利市総合福祉センターの運営

※新型コロナウイルス感染症感染予防対策を講じて開催します。今後の状況に応じて、中止・延期となる場合があります。

ボランティアセンター　ＴＥＬ ： 0284-44-1357問合せ詳細につきましては、各学校に
配布されるチラシをご覧ください。

★赤い羽根 小学生親子ボランティアスクール★ ★中学生・高校生のボランティアスクール★
日 時 8月21日（土）午前10時～正午
場 所 総合福祉センター3階会議室
対 象 足利市在住の小学4年生～6年生の親子　２０組４０名
内 容 聴こえない人の生活についての講話

手話の体験
内 容 障がい者スポーツについての講話

障がい者スポーツ（パラスポーツ）の体験

日 時 8月19日（木）午前９時～午後４時
場 所 市民プラザ（身体障害者スポーツセンター）
対 象 足利市内在住・在学の中学生・高校生　２０名
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平成29年度～令和3年度
足利市社会福祉協議会

「支え合い  地域の絆  深めよう」（小学生の部）
「助け合う  あなたの心が  地域を変える」（中学生の部）
「人助け  一歩踏み出す  その勇気」（一般の部）

福 祉 標 語

令和２年度 収入・支出決算

令和２年度 貸借対照表

会費収入
寄附金収入
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
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
前期末支払資金残高
　　　　　　　　　合　　計

13,734,265
4,887,852

150,159,474
26,081,750
2,761,000
990,000

25,949,261
272,820,027
211,107,865
56,182,509

11,242
10,474,090

0 
100,000 

16,053,606 
14,194,795 
8,759,000 
26,743,589 
3,164,300 

152,488,918 
996,663,543 

〈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

　
210,708,533
193,197,237
17,142,772

9,675
358,849

0
943,205,708
311,488,617
139,859,431
169,929,186
1,700,000

631,717,091
152,557,601
15,712,035
4,577,239
543,908

5
2,332,860
10,231,907
12,703,500
68,495,349
108,065,988
68,535,633
83,864,138
24,497,245
18,768,537
4,436,700
56,355,551
38,895

1,153,914,241

　
184,738,677
156,934,794
27,128,232
320,289
355,362

0
937,399,177
322,298,832
139,859,431
180,739,401
1,700,000

615,100,345
152,557,601
16,033,235
154,141
674,298

10
1,006,669
8,506,824
12,274,500
70,222,275
111,180,016
64,099,939
79,738,470
23,897,245
11,690,577
4,436,700
58,562,360
65,485

1,122,137,854

25,969,856
36,262,443
－9,985,460
－310,614
3,487
0

5,806,531
－10,810,215

0
－10,810,215

0
16,616,746

0
－321,200
4,423,098
－130,390

－5
1,326,191
1,725,083
429,000

－1,726,926
－3,114,028
4,435,694
4,125,668
600,000
7,077,960

0
－2,206,809
－26,590

31,776,387

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
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
こども発達支援センターぽけっとクラブあしかが
こども発達支援センターぱれっとクラブあしかが
指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援
居宅介護支援事業
足利市総合福祉センター
当期末支払資金残高
　　　　　　　　　合　　計

143,476,032 
13,634,786 
737,557 

18,709,839 
1,798,654 
12,717,890 
10,077,941 
3,090,000 
3,789,017 

126,214,701 
111,978,521 
199,762,336 

420,000 
6,533,861 
45,625,781 
15,913,881 
19,859,381 
6,091,709 
3,226,212 
23,612,851 
23,430,816 
6,323,706 
24,015,462 
10,913,722 
164,708,887 
996,663,543 

当年度末勘定科目
〈負債の部〉
流動負債
　事業未払金
　預り金
　職員預り金
　仮受金
　賞与引当金
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

勘定科目前年度末
　

82,739,024
38,041,365
2,738,137
5,220,144

0
36,739,378
68,630,349
135,000

68,495,349
151,369,373

9,439,000
176,601,621
108,065,988
68,535,633
260,175,281
187,922,171
83,864,138
24,497,245
18,768,537
4,436,700
56,355,551
368,406,795
-28,250,017

1,002,544,868

1,153,914,241

　
32,249,759
28,633,868
287,660
3,328,231

0
0

70,257,275
35,000

70,222,275
102,507,034

9,439,000
175,279,955
111,180,016
64,099,939
266,386,488
178,325,352
79,738,470
23,897,245
11,690,577
4,436,700
58,562,360
390,200,025
349,077

1,019,630,820

1,122,137,854

50,489,265
9,407,497
2,450,477
1,891,913

0
36,739,378
－1,626,926
100,000

－1,726,926
48,862,339

0
1,321,666
－3,114,028
4,435,694
－6,211,207
9,596,819
4,125,668
600,000
7,077,960

0
－2,206,809
－21,793,230
－28,599,094
－17,085,952

31,776,387

当年度末 前年度末増　減 増　減
法人 ： 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会　　事業 ： 法人全体 （単位:円）

（単位:円）【支出】

令和３年３月３１日現在

勘定科目 金　額
（単位:円）【収入】

勘定科目 金　額
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※撮影・送信ができない方は本会までご連絡ください。撮影に出向きます。

問合せ 足利市老人クラブ連合会事務局（地域福祉課内） 電 話 ０２８４－４４－０３２２

問合せ
足利市視覚障害者福祉ホーム（足利市相生町385）　ＴＥＬ：０２８４－４1－2200
月曜日から金曜日（祝日は除く） 午前9時～午後5時

コロナの時代を乗り越えた、私たちの未来を信じよう！
「今の自分」を鼓舞するために「未来の自分へ」メッセージを送りませんか？

　新型コロナウイルス感染症との闘いは、未だ終息の光さえ見えず、私達の心はさらに疲弊
し、「未来への希望」が薄れつつあります。この事業は、沈んだ気持ちや不安を振り払い、夢や
希望を取り戻すためのきっかけづくりを目的としています。

令和3年7月19日（月）～9月30日（木）

・足利市在住、在勤、在学の方
・足利市にゆかりのある方（例：足利市出身の方・住んでいた方・通学していた方等）

・1分以内の動画としてください。
・スマートフォンで撮影する場合はカメラを「横」にしてください。
※サンプル動画を本会インスタグラム、ホームページで公開中です。ぜひ参考にしてください。

❶Googleアカウントをお持ちの方
　QRコード読み取りまたは本会ホームページ掲載のURL → 聞き取りフォーム回答 → 動画を添付
❷Ｇｏｏｇｌｅアカウントをお持ちでない方
　ashikagashakyo.volu@gmail.com へ動画を添付してメール送信

◎ご応募頂いた方には、本会オリジナルグッズを進呈します。
◎送っていただいた動画は本会で編集し、本会SNS、ホームページにて公開します。
◎わたらせテレビ様にご協力頂き、放送します。 応募はこちら↑

アフターコロナの私へ
～未来の自分へのメッセージ～足 利 市 社 協 発

足利市老人クラブ連合会では、一緒に活動する仲間を募集しています！

視覚障害者の為のボランティアを募集しています

～ 無理のない範囲で気軽に参加してみませんか ～

　足利市老人クラブ連合会では、仲間づくりを通して生きがいと健康づくり、充実した生活が送れるように年間を通
して、各種スポーツ大会や親睦旅行、研修会など様々な活動を行っています。足利市内にお住いのおおむね６０歳以
上の方で、活動に興味のある方は、お住まいの地域の老人クラブ、または足利市老人クラブ連合会事務局までご連絡
ください。なお、令和３年４月1日から足利市老人クラブ連合会の事務局は足利市社会福祉協議会となりました。

グラウンド・ゴルフ 親睦旅行 研修会(スマホ講座)

募 集 期 間

対 象

動画について

応 募 方 法

募集要項

❶または❷の方法で
ご応募ください。

足利市視覚障害者福祉ホームでは、視力が低下された方の白杖を使用した
歩行訓練などにご協力をいただくボランティアを募集しています。
興味・関心がある方はお問合せください。
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