
　足利市社会福祉協議会は、「共に支え合い  人にやさしいまち  あしかが」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3年度 会員募集へのご協力ありがとうございました 会員の種類と会費会員の種類と会費

● 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　● 敬老事業への支援
● 「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

足利市社会福祉協議会は
皆さまの会費などにより運営されています

会員募集結果
● 普通会員（足利市内222自治会）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11,363,392円
● 特別会員（個人76人及び民生委員等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・834,100円
● 賛助会員（社会福祉施設・法人事業所等：215団体）・・・・・・1,379,120円

　　　　　　合　　計 　　　　　　　　　 　　　 13,576,612円

令和４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
マスコットキャラクター
あしのすけ
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令和3年度 収入・支出決算

令和3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

13,576,612
9,358,512

152,219,944
18,967,004
2,012,000
1,074,000
18,609,055
274,205,426
210,156,360
65,159,215

1,117
15,263,926

0
200,000
171,300
6,030,037
1,095,000
29,860,000
2,119,400

164,708,887
984,787,795

〈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

208,347,629
189,505,043
18,337,639

9,675
495,272

0
968,523,453
300,678,402
139,859,431
159,118,971
1,700,000

667,845,051
152,557,601
15,390,835
4,842,001
413,522

4
1,735,308
11,278,542
7,458,500
75,186,036
112,020,417
81,635,633
83,864,138
24,497,245
38,887,977
4,436,700
53,612,236
28,356

1,176,871,082

　
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

‒2,360,904
‒3,692,194
1,194,867

0
136,423

0
25,317,745
‒10,810,215

0
‒10,810,215

0
36,127,960

0
‒321,200
264,762
‒130,386

‒1
‒597,552
1,046,635
‒5,245,000
6,690,687
3,954,429
13,100,000

0
0

20,119,440
0

‒2,743,315
‒10,539

22,956,841

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
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事業
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

143,452,355
13,544,625
1,422,044
18,877,405
1,845,490
7,290,073
10,468,465
1,920,000
4,060,447

119,128,972
115,629,079
196,916,112

200,000
3,400,681
44,080,915
18,379,349
16,699,462
28,926,520
27,504,731
9,544,039
20,035,598
8,586,500

172,874,933
984,787,795

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
　

69,437,837
25,704,200
4,073,193
5,695,303

0
33,965,141
75,521,036
335,000

75,186,036
144,958,873

9,439,000
193,656,050
112,020,417
81,635,633
253,964,074
205,298,296
83,864,138
24,497,245
38,887,977
4,436,700
53,612,236
369,554,789
18,352,819

1,031,912,209

1,176,871,082

　
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

‒13,301,186
‒12,337,164
1,335,056
475,159

0
-2,774,237
6,890,687
200,000
6,690,687
‒6,410,499

0
17,054,429
3,954,429
13,100,000
‒6,211,207
17,376,125

0
0

20,119,440
0

‒2,743,315
1,147,993
46,602,835
29,367,340

22,956,841

当年度末 前年度末増　減 増　減

（単位:円）

（単位:円）【支出】

令和4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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令和3年度 事業報告

【法人本部】 足利銀行六丁目支店六親会 ・ 足利☆愛犬ファーム ・ 大澤由起子 ・ 協同組合商栄店会 ・ 
小曽根せつ子 ・ パチンコプラザ ラ・カータ足利店 ・ 匿名3件
【泗水学園】 （株）Daska&Desiree ・ アイランド足利店 ・ 早川隆之 ・ （株）タイセイ ・ 
（株）東横イン栃木 足利駅北口 ・ 匠屋ラーメン ・ 小林春夫 ・ 足利コミュニティーカレッジ ・ 匿名1件
【八幡こども館】 北村明子 ・ 樋川大地　【わかば保育園】 小池則幸　【福祉ホーム】 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4月～5月
敬称略・順不同

みんなが参加し支え合う地域福祉の環境づくり
● 福祉教育の充実　　● 住民の福祉理解・啓発の推進
● 赤い羽根シネマ　　● 障がい児者との交流の促進

福祉活動の担い手の支援
● 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
● 各種団体が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制度の普及と啓発
● 「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
● 相談支援事業所なかよしの運営

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
● 足利市老人クラブ連合会への協力
● 地区等の敬老事業への助成

住民の身近なところでの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

足利市老人クラブ連合会事務局
（足利市社会福祉協議会 地域福祉課内） TEL：０２８４-４４-0322問合せ

足利市老人クラブ連合会からのお知らせ足利市老人クラブ連合会からのお知らせ

◎ボランティア活動・・・・・清掃活動、友愛訪問活動など
◎生きがい向上活動・・・カラオケ、唄、踊り、書道、俳句、手芸など
◎健康増進活動・・・・・・・・グラウンド・ゴルフ、輪投げ、ぺタンク、ウォーキング、
　　　　　　　　　　 健康体操など

入会ご希望の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までお問い合わせください。

スポーツ交流大会 会員作品展 県スポーツ大会 サークル活動
発表大会

□   ５月 足老連スポーツ交流大会□   ９月 サークル活動発表大会（県老連）□ １０月 県スポーツ大会（県老連）□ １１月 足老連会員作品展

足利市老人クラブ連合会令和４年度の主な行事

各地域の
老人クラブ

※地域によって活動は異なります。

協同組合 足利商栄店会
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詳しくは
本会のホームページを
ご覧ください。

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

成年後見サポートセンター　TEL：０２８４-４４-5005問合せ

http://www.ashikagashakyo.or.jp/ホームページ 地域福祉課　TEL：０２８４-４４-0322問合せ

地域福祉課 ボランティアセンター TEL：０２８４-４４-1357問合せ

　足利市社会福祉協議会では、法人による成年後見事業を行っています。家庭裁判所の
決定により本会が後見人となり、判断能力が不十分になってしまった方の財産管理や、安定
した生活・治療・療養・介護についての契約などの法律的な支援（身上監護）を行います。
　利用者本人の意思・意向を尊重し、より良い暮らしや権利を一緒に守り、利用者本人の
利益が最大限にかなうように職務を行います。

足利市成年後見サポートセンター開設のお知らせ

法人後見事業
のお知らせ

　令和４年６月に足利市成年後見サポートセンター
を開設いたしました。誰もが安心して暮らせること
を目的として、成年後見制度の研修会や相談業務に
取り組みます。
　各地域の地域包括支援センターや、足利市障がい者
基幹相談支援センターとも連携していきます。

　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、歩くことや生活動作が行いにくくなったり疲れや
すくなったりする「フレイル」という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、足利市社会福祉協議会では「買い物マルシェ」の居場所づ
くりを支援しています。今年度も７月～2月までに開催する団体を募集します。開催を希望される団体は
本会までご連絡ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。

「買い物マルシェ」を開催してみませんか？

❶ 実施する団体は、地区社協の支部、自治会、ふれあい・いきいきサロン等
❷ 概ね１０名以上の参加者があり、三密を避けることができる屋外スペース
❸ 開催日時の決定（開催時間は２時間以内）
❹ 本会と打ち合わせ後、申請書を提出
❺ 当日は、実施団体が主体となり運営

ボランティアスクール参加者募集のお知らせ
なかなか体験できない活動です。この機会に是非チャレンジしてください！

※新型コロナウイルス感染対策を行ない開催します。今後の状況に応じて、中止・延期となる場合があります。

詳細につきましては、各学校から配布される本会からのチラシまたはホームページをご覧ください。

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月中
場 所 あしかがフラワーパークプラザ（足利市民プラザ）

身体障がい者スポーツセンター
対 象 足利市内在住の小学生の親子

２０組４０名
内 容 親子でニュースポーツを体験しよう

日 時 8月中の2日間
場 所 ①あしかがフラワーパークプラザ（足利市民プラザ）

　身体障がい者スポーツセンター
②市内の公民館など

対 象 足利市内在住・在学の中学生・高校生  ２０名

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力
が不十分になってしまった方が、「契約」や「財産管理」で不
利益を被ることがないように支援する制度です。支援を受
ける人を「被後見人」、支援する人を「後見人」と呼びます。

「成年後見制度」とは！？

「買い物マルシェ」開催までの手順

内 容 ① ニュースポーツを体験しよう
②「ふれあい子育てサロン」に参加しよう
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