
日本赤十字社活動資金にご支援、ご協力を
よろしくお願いいたします。

　毎年５月は日本赤十字社の創立の月であり、昭和40年から5月を中心として「赤十字会員増強運動」を全国的に
展開しています。日本赤十字社は独立した団体として、活動資金には国や自治体の助成等はなく、赤十字会員が毎年
一定額を拠出する「会費」と、一般の皆さまから寄せられる「寄附金」の２つによって支えられています。
　お寄せいただいた活動資金は災害救護活動をはじめ、血液事業や救急法
等の講習、青少年赤十字の活動等に有効に活用されます。
　本会は日本赤十字社足利市地区として、火災により被災した方へ寝具など
の配布を行っています。本年度も日本赤十字社の活動資金募集にご理解、
ご協力をお願いいたします。

令和3年度
日赤活動資金に
ご協力いただき
ありがとう
ございました。

○自治会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１，583，464円
○個人会員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・396，0００円
○足利赤十字病院 ・・・・・・・・・・・・１，９０6，14０円
○その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・220円

　　　合　計　　　　　　 　１３，885，824円

結 果

©Atsushi Shibuya / JRCS

　少子高齢化や地域のつながりの
希薄化を背景とした社会的孤立など、
新たな地域課題等を解決するうえで、
地域福祉が果たす役割は増えてい
ます。誰もが住み慣れた地域で安心
して暮らせる地域共生社会の実現を
目指し、足利市と足利市社会福祉
協議会で策定した「足利市地域福祉
計画・足利市地域福祉活動計画」に
基づき、一体的に地域福祉のさらなる
充実に取り組みます。

足利市地域福祉計画・
足利市地域福祉活動計画（第４次）

共に支え合い  人にやさしいまち  あしかが基 本 理 念

がスタートします！

令和4（2022）年度～令和8（2026）年度

詳しくは本会、足利市のホームページをご覧ください。

基本目標 １

健康でその人らしく生きられるまちづくり

基本目標 2

安全で安心して暮らせるまちづくり

基本目標 3

地域を支える担い手づくり

基本目標 4

支え合い・ふれあいの続くまちづくり

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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― 令和４年度の事業と予算のあらまし―

共に支え合い 人にやさしいまち あしかが

　本会は、社会福祉法に規定する「社会福祉を目的と
する事業の企画及び実施」「社会福祉に関する活動への
住民の参加のための援助」「社会福祉を目的とする事業
に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成」など、

地域福祉を推進する中心的な団体です。令和４年度から、
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
推進するため、「第４次足利市地域福祉活動計画」に基づき
次のとおり実施します。

障がい児通所支援事業の運営障がい児通所支援事業の運営2
● 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
● 相談支援事業所なかよし

その他の事業その他の事業4
● 栃木県共同募金会足利市支会事務局として
　 共同募金事業の実施
● 日本赤十字社栃木県支部足利市地区事務局として
　 日本赤十字事業の実施
● 足利市老人クラブ連合会事務局として
　 老人クラブ事業への協力

地域福祉の推進地域福祉の推進１
足利市及び地区社会福祉協議会等関係する機関、団体との協働により、地域福祉の推進に努めます。
事業の概要は次のとおりです。
● 地区社協活動への支援
● 見守り活動の推進と充実
● ふれあい・いきいきサロン設置の推進と普及
● ふれあい子育てサロンの普及
● 障がい児者ふれあいサロン（お陽さまカフェ）の開催
● ボランティアの人材育成、推進支援
● 小学生の親子ボランティアスクールの開催
● 中学生、高校生のボランティアスクールの開催
● 災害ボランティアの育成と支援
● 各種ボランティア養成講座の開催
● ボランティアグループの事業への支援と助成
● 安心キット事業の実施

● 「足利流こども食堂」の支援
● 日常生活自立支援事業（あすてらすあしかが）の実施
● 成年後見制度に関する事業
● 弁護士相談（市役所にて実施）
● 心配ごと相談（市役所にて実施）
● 生活福祉資金貸付相談
● 福祉金庫貸付相談
● 手話通訳者等、要約筆記者等の派遣と斡旋
● 車いすの貸与
● ニュースポーツ器具の貸出
● 買い物ツアー、買い物マルシェへの支援

収支予算 （単位：千円）

事業・施設名

合　　　計

収入額 支出額

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
成年後見事業
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
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
相談支援事業所なかよし
居宅介護支援事業
足利市総合福祉センター

193,870 
13,562 
1,273 
19,131 
1,926 
424 

11,057 
8,131 
3,616 
3,778 

121,784 
113,193 
209,878 

301 
3,273 
41,386 
18,653 
18,173 
29,684 
27,905 
11,016 

0 
8,294 

860,308 

193,870 
13,562 
1,273 
19,131 
1,926 
1,114 
11,057 
7,960 
3,616 
3,778 

121,784 
113,193 
209,878 

301 
3,273 
53,224 
19,380 
18,173 
29,684 
27,905 
11,016 
4,705 
8,294 

878,097 

福祉施設等の経営福祉施設等の経営3
［ 直　営 ］● わかば保育園　
　　　　　 ● しんまち保育園
　　　　　 ● 足利市総合福祉センター
　　　　　 ● 足利市視覚障害者福祉ホーム
［指定管理］● 児童養護施設 泗水学園
　　　　　 ● 泗水学園児童クラブ
　　　　　 ● 児童厚生施設 足利市八幡こども館
　　　　　 ● 児童厚生施設 足利市にしこども館

【法人本部】 足利☆愛犬ファーム ・ 大澤由起子 ・ (株)ダイナム ・ 足利市文化協会 ・ 明るい社会づくり運動足利市協議会 ・ 
小曽根せつ子 ・ パチンコプラザ ラ・カータ足利店 ・ ハッピースマイル ・ 匿名４件
【泗水学園】 早川隆之 ・ 木村宏 ・ 高岩秀峰 ・ (株)ホリモク ・ 足利東ローターアクトクラブ ・ 匠屋ラーメン ・ アイランド足利店 ・ 
腰高里弥 ・ 伊藤陽一 ・ (株)中川文喜堂 ・ 匿名１件

【わかば保育園】 匿名1件　【しんまち保育園】 匿名1件　【八幡こども館】 廣瀬修一　【にしこども館】 匿名1件

ご寄附、ご奉仕ありがとうございました 令和4年2月～３月  敬称略・順不同
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足利市社協開催のイベントのお知らせや、活動の様子など
地域福祉に関する情報を発信しています。

インスタグラムやっています！
＠ashikaga_shakyo
↑こちらよりアクセス↑

　安心キットは、本人の基本情報や医療情報、緊急連絡先を
カードに記入し、冷蔵庫に保管し、緊急対応に備え、人命救助
の一助となることを目的として実施しています。

　令和５年度に『足利流こども
食堂』を新規立上げする団体
に赤い羽根共同募金を活用
した助成を行います。詳細に
ついては本会ホームページを
ご覧ください。

６５歳以上の独居高齢者、
高齢者夫婦世帯、日中独居高齢者、
障がい者世帯等利用希望者

対象者

問合せ 地域福祉課 地域福祉推進担当
TEL:0284-44-0322

配布方法 希望される方は、
地区社協（お近くの民生委員）、
または本会へ問合せください。

問合せ 地域福祉課 地域福祉推進担当
TEL:0284-44-0322

ホームページ http://www/ashikagashakyo.or.jp

受付期間 4月11日（月）～6月9日（木）

安心キットのケース

高齢者等緊急時安心事業
「安心キット」をご利用ください！

『足利流こども食堂』
新規立上げ団体募集のお知らせ

※令和３年度にご寄附いただきました、13,492,905円の
うち、6,787,905円が令和４年度に県共募より足社協へ
配分されます。足利市の地域福祉推進のために大切に
活用いたします。
※ご協力いただきました法人・団体につきましては、本会
ホームページに掲載します。

足利渡良瀬ゴルフ場主催で
1人200円の寄附付き「赤い羽根チャリティコンペ」が
開催され、21,801円の寄附をいただきました。
毎年ご協力いただき、ありがとうございます。

【ご協力いただいた法人・団体】　（敬称略・順不同） 
オイレス工業株式会社 ・  パン専門店茶々
【物品寄附】 アキレス株式会社

● 在宅心身障がい児　　　　　　　　　　100名　
● 準要保護世帯新入学支援金（中学）　　　 78名
● 障がい福祉施設事業所通所者　　　　　671名
● 地区社協活動への支援 　　 ● ひとり親家庭支援事業 　
● 足利流こども食堂運営助成事業
● 災害ボランティア等講座　　● 生活困窮者小口貸付事業
● フードバンクあしかが運営助成事業　　 ● おひさまマルシェ事業
● 「買い物ツアー」事業　　　 ● 「住民主体の移動支援」を学ぶ研修会事業
● 「買い物マルシェ『青空市場に集まろう！』」支援事業

戸別募金（221自治会） ・・・・11,750,086円
法人募金（2事業所） ・・・・・・・・・・170,000円
学校募金（2校） ・・・・・・・・・・・・・・・17,154円
イベント募金（7回） ・・・・・・・・・・230,500円
個人募金（5名） ・・・・・・・・・・・・・・・63,923円
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,016円
　　合　　計　　　　    12,235,679円

戸別募金（222自治会） ・・・・11,227,459円
法人募金（74事業所） ・・・・・・・・・828,261円
学校募金（55校） ・・・・・・・・・・・・372,848円
職域募金（33事業所） ・・・・・・・・・899,618円
イベント募金（6回） ・・・・・・・・・・・・88,661円
個人募金（3名） ・・・・・・・・・・・・・・・16,900円
自販機募金（2か所） ・・・・・・・・・・・・12,780円
その他（36か所） ・・・・・・・・・・・・・・ 46,378円
　　合　　計　　　　   13,492,905円

令和３年度 共同募金運動実績報告
共同募金運動にご協力をありがとうございました

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

配 

分 

先

赤い羽根
共同募金
助成事業

令和5年度（来年度）
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　自粛生活が長期化し、多くの地域活動の中止で人との交流が減り、閉じ
こもりがちな生活が続いています。その結果、体力の低下や気力の低下な
ど「フレイル」と呼ばれる現象の進行が報告されています。
　人や社会とのつながりを失わないために、本会では「買い物マルシェ～
青空市場に集まろう～」の居場所づくりを支援しています。昨年度１１月か
ら３月までに１１団体１５回のマルシェが開催されました。今年度も引き続き
開催を支援していきます。詳しくは次回号（７月号）でお知らせします。

常設BOX設置のお知らせ
　本会では「フードバンクあしかが」に協力したいという市民の皆さま
からの食料品等を随時、お預かりしております。
　この度、総合福祉センター内（1階）にフードドライブ常設BOXを
設置し、市民の皆さまからの寄附をいつでも受付けられるようにいた
しました。
　BOXに寄附された食品は、定期的にフードバ
ンクあしかがのスタッフが回収し、最も必要とし
ている方へお届けします。センターへお立ち寄り
の際には、ぜひご協力をお願いいたします。

１～３までの条件をすべて満たすもの
お預かりできるもの

❶
❷
❸

未開封で外装が
やぶれていないもの

賞味期限が記載されていて
１ヶ月以上あるもの　

常温保存できるもの
（冷凍・冷蔵が必要な食品は不可）

「買い物マルシェ」
への取り組み

　「福祉のまちづくり募金」は、福祉教育の推進や地域
福祉活動資金など福祉のまちづくりの充実のために使
われます。令和３年度は子ども用車いす３台を購入する
ことができました。現在、市内１７か所に募金箱を設置し
ております。見かけましたらご協力をお願いします。

　判断能力が十分でない方の権利を守るための成年後見制度についてわかりやすくお伝えし、皆さんの

疑問にお答えします。特に今回は、お子さんの将来を守るため、一緒に学んでみませんか？

ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま す

「福祉のまちづくり募金」

● ヤマグチスーパー毛野店　● はらスポーツ　● 繁食堂　● ㈱大麦工房ロア朝倉総本店　● 東葉館　● 関田園芸
● マイヨール　● あしかがフラワーパーク　● Hair Boo．M　● 足利☆愛犬ファーム　● ㈱大麦工房工場直売店　
● ピーターパン　● 小林理容所　● あしかが整骨院　● 加茂川　● にしこども館　● 総合福祉センター

募金箱設置
店舗・施設

（敬称略・順不同）

令和4年 6月25日（土） 午前１０時～正午日　時 足利市総合福祉センター３階会議室会　場

足利市内在住または在学の障がいのあるお子さんのご家族・学校関係者対　象

一般社団法人認知症予防＆サポート研究所アンクル
「街の相談室 アンクル」  代表理事　河村 俊一氏

講　師

５月２０日（金）午前９時～６月１０日（金）午後５時
電話または右側のＱＲコードからお申し込み下さい。

申込み

地域福祉課　あすてらすあしかが　TEL：０２８４-４４-０３７２問合せ

無　料参加費 ３０名（先着順、定員になり次第締切りとなります。）定　員

成年後見制度研修会開催のお知らせ
― 障がい児者家族・支援学校・支援学級関係者対象 ―

令和４年度

フードドライブ

2022. 5. 1 【4】あしかが社協だより




