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社会福祉法人さくら市社会福祉協議会
本部
●さくら市喜連川904番地（さくら市喜連川社会福祉センター内）
　煙TEL 028‐686‐2670　煙FAX 028‐686‐2423　煙E-mail : honbu@sakura-shakyo.or.jp
氏家支部
●さくら市櫻野1329番地（さくら市氏家福祉センター内）
　煙TEL 028‐682‐2217　煙FAX 028‐682‐9888　煙E-mail : shibu@sakura-shakyo.or.jp

　本会では、市内各学校にて出前講座・体験授業を行っています。7月2日には南小学校の4年生を対象
に福祉体験を行いました。
　白杖・アイマスク体験、車いす体験、高齢者疑似体験を行い、子供達も普段は出来ない体験に大変興
味津々の様子でした。
　この体験をした子供達には、障がい者や高齢者に対する理解を深め、身の回りの人に優しく接するこ
とができる心を身につけていってほしいと思います。
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平成31年度（令和元年度）さくら市社会福祉協議会事業計画

　急速な少子高齢化や人口減少、単身世帯、ひとり親世帯の増加により、家族、職場、地域社会におけるつながり
の希薄化が進んでいる中で、地域住民が地域の一員として共に地域をつくっていく取り組みが必要となります。
　本会では、策定から2年目となる「第2次さくら市地域福祉市民活動計画」に基づき、地域住民が主役となる地域
福祉活動を推進し、多世代にわたってふれあえる機会をつくり、互いに支えあい、助けあいながら、緊急時におい
ても安心して生活できる福祉のまちづくりを目指します。

《基本方針》

平成31年度（令和元年度）予算
収 入

【収入 150,532,000】 【支出 150,532,000】

補助金収入
35,056,000

受託金収入
64,873,000

会費収入
6,900,000

寄附金収入
1,531,000

償還金収入
250,000

事業収入
21,680,000

預金利息収入
359,000

雑収入・
その他の収入
17,773,000

法人運営事業
50,491,000

地域福祉推進事業 6,766,000

ボランティア振興事業  2,455,000

共同募金分配事業 2,110,000

福祉基金事業 2,100,000

貸付事業 628,000

指定管理事業
52,023,000

受託事業
33,959,000

共同募金配分金
2,110,000

支 出
（単位：円）

　さくら市社会福祉協議会は、事業を効果的・継続的に推進するため、次の基本方針により事業を実施いたします。

《重点事業》
　　ご近所における集いの場・顔が見える地域づくり1
　　生活困窮者自立支援事業の取り組み2

　　福祉教育の取り組み3
　　災害に備えるための取り組み4

Ⅰ　社会福祉事業
　　地域福祉事業1
（　）法人運営事業1
　ア　法人運営事業
　イ　企画広報事業
（　）地域福祉推進事業2
　ア　地域福祉事業

ア地域福祉ネットワーク事業
イ福祉講演会
ウご近所ふれあいサロン活動助成金
エいきいきふれあいサロン（氏家・喜連川）
オレコードサロン
カ福祉施設連絡会
キ福祉まつり
ク地域サロン活動実践者講習会
ケ涙活（サロン）
コ地域共生社会勉強会
サ日常生活自立支援事業（あすてらす）

　イ　児童・青少年福祉事業
ア福祉機器貸付事業
イ養護施設就学援助事業
ウ養護施設及び企業、社協との連携支援事業

　ウ　高齢者福祉事業
ア買い物バスツアー（氏家・喜連川）

《事業内容》 イ友愛訪問事業（福祉チョコ・餅の配布）
ウひとり暮らし高齢者の集い

　エ　障がい者福祉事業
ア初心者手話講習会
イ車イスの貸出
ウスロープ付福祉車両（軽自動車）の貸出

（　）ボランティア振興事業3
　ア　福祉教育事業

アボランティア養成講座
イ傾聴ボランティア養成講座
ウ登録ボランティア交流会
エサマースクール
オ学童・生徒のボランティア活動普及
事業（協力校）［平成29年度〜31年
度　県社協モデル事業］

　イ　被災地支援・減災事業
ア減災運動会
イ　.11追悼・応援イベント3
ウ災害支援活動
エ絆（ボランティア）事業

　ウ　ボランティア活動支援事業
ア福祉ボランティア活動助成
イボランティアセンター整備
ウちょっとボラ（エコキャップ、入れ歯回収他）の推進

（　）共同募金配分金事業4

　ア　高齢者福祉活動事業
　イ　障がい者福祉活動事業
　ウ　児童・青少年福祉活動事業
　エ　福祉育成・援助活動事業
　オ　指定配分事業

　　福祉基金事業2

　　貸付事業3

Ⅱ　公益事業
　　指定管理事業1
（　）氏家福祉センター管理・運営［平成29年度〜33年度］1
（　）上松山児童センター管理・運営［平成28年度〜32年度］2
（　）喜連川社会福祉センター管理・運営［平成29年度〜33年度］3
（　）生きがいセンター管理・運営［平成29年度〜33年度］4

　　受託事業2
（　）学童保育（押上小、熟田小）1
（　）福祉団体事務2
（　）各種相談（法律相談・心配ごと相談所）3
（　）手話奉仕員養成研修4
（　）ファミリー・サポート事業5
（　）生活困窮者自立支援事業6
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収 入

【収入 159,758,285】 【支出 161,697,290】

会費収入 6,473,820

寄付金収入 1,641,579

自主財源
72,545,127

補助金･受託金
87,213,158

補助金収入
34,498,485

共同募金配分金
2,176,711

受託金収入
50,537,962

支 出 （単位：円）

償還金収入 57,500

事業収入 20,196,489

預金利息収入
230,617   

雑収入・その他の収入
43,945,122

地域福祉推進事業
5,229,334

ボランティア振興事業
2,519,126

共同募金配分金事業
2,176,711

運営費･事業費
91,450,482

受託事業
70,246,808

福祉基金事業 1,978,565

指定管理事業
50,448,202

受託事業
19,798,606

貸付事業 236,126

法人運営事業
79,310,620

平成30年度決算報告

財　産　目　録 平成31年　月31日現在3
さ く ら 市 社 会 福 祉 協 議 会
理事・監事・評議員紹介（敬称略）

◎理事 （任期：2020会計年度定時評議員会まで）
（会長）
田中　耕一
（副会長）
小林　行雄
桃谷　誠至

（理事）
大久保　睦
川渕　幸男
白井　　新
手塚美知子
蓮見　　徹

上岡　啓子
岡田　敏子
福田　雅章
吉澤　佳哲

◎監事 （任期：2020会計年度定時評議員会まで）
金子　　弘 渡辺　久子

◎評議員 （任期：2020会計年度定時評議員会まで）
伊藤　健次
村上　正憲
福田　一智
高齋　定男
深尾　　淳
谷中　忠男
山田　英夫
関　セツ子
土谷　昭雄
小倉　桂子

大嶋佐和子
平山　安則
増渕　研一
海老原裕二
村上　正行
柄木田俊明
木村　春雄
渡邉　　明
早田　　勇
小堀　　弦

鈴木美智子
淺田　　滋
津浦　幸夫
森　　隆夫
小森　　茂

令和元年6月19日現在

金額（円）資産・負債の内訳
Ⅰ　資産の部
　　流動資産1

29,490,327現金預金
213,194前払金

29,703,521流動資産合計
　　固定資産2
（　）基本財産1

2,000,000定期預金
2,000,000基本財産合計

（　）その他の固定資産2
10,351,764固定資産物品
226,408権利
194,500社会福祉金庫貸付金

19,149,390退職手当積立基金預け金
245,534,125福祉基金積立資産
18,127,984財政調整積立資産
11,652,113福祉プラザ建設積立資産
351,983備品購入積立資産
318,431社会福祉金庫積立資産

305,906,698その他の固定資産合計
307,906,698固定資産合計
337,610,219資産合計

Ⅱ　負債の部
　　流動負債1

10,798,627事業未払金
539,103職員預り金

11,337,730流動負債合計
　　固定負債2

25,050,280退職給付引当金
25,050,280固定負債合計
36,388,010負債合計
301,222,209差引純資産
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友愛訪問事業 ～入学おめでとう～
　75歳以上のひとり暮らし高齢者を対象とし
た見守り活動事業として、毎年、福祉チョコの
配布を行っています。今年度も、5月12日か
ら18日の民生委員・児童委員の日活動強化週
間に、市内各地区の民生委員さんのご協力に
より、約470名に福祉チョコを配布しました。

　本会では毎年、市内各小学校の新入学児童
に入学祝いとしてさくらッピーの下敷きをプ
レゼントしています。今年度は計437名の児
童が入学しました!
　勉強に励み、たくさんのことを学び吸収し、
楽しい学校生活が送れるよう応援しています!

　5月以降、全国各地で社会福祉協議会を名乗
る不審な電話が発生しております。
　電話の内容としては、「何か困っていること
はないか」「○○さん（高齢者）に電話を代わっ
てほしい」「家族構成や就業先を尋ねられた」
と言った個人情報を聞き出そうとするものが
多いようです。このような電話にご注意いた
だくとともに不審な電話がありましたら社会
福祉協議会までご連絡ください。

詐欺に注意!!

社会福祉協議会会員加入のお願い
会員の種類と金額について
◎普通会費
　600円（年額）一世帯当たり
◎賛助会費
　3,000円以上（団体・年額）
　市内の法人・企業等からの会費
◎特別会費
　1,000円以上（個人・年額）
　特に事業・活動に賛同していただける方

悩みごと・困りごとは
ありませんか?
　本会では、平成31年度4月1日より、経済的
困窮者の自立に向けた支援を行う相談窓口を、
氏家支部に設置しました。
　「生活に困っている」「仕事が見つからない」
「家賃を払えない」といった悩みごと・困りご
とはありませんか?「働きたくても働けない」
「アパートを追い出されてしまいそう」など、
まずは困っていることをご相談ください。悩
みごと・困りごとが複雑化・深刻化する前に、
自立した生活ができるように支援を行います。
　ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。
年齢制限はありません。相談は無料です。
【相談窓口】
社会福祉協議会氏家支部（氏家福祉センター）
住所：さくら市櫻野1329
TEL：028－601－7123（自立支援係）
MAIL：seikatu-soudan@sakura-shakyo.or.jp
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　さくら市ファミリー・
サポート・センターは、
仕事と育児の両立を支
援し、安心して子育て
ができるように「子育
ての手助けをしてほし
い」、「子育てのお手伝
いをしたい」と思って
いる方が会員となり、
お互いが助け合いなが
ら活動する組織です。

援助の
流　れ

1．会員登録　2．サポート活動依頼　3．会員のマッチング　4．事前打ち合わせ
5．サポート活動　6．料金の授受　※利用料金は1時間600円です

ファミリー・サポート・センター

援助の依頼援助の依頼
援助の提供援助の提供

はい、
いいですよ。

残業で遅くなるので
週に1度くらい
預かって欲しいのですが…。

提供会員と利用会員のマッチングと連絡

※必要な時にはサポートを受けたいが、時間があるときにサポート活動ができるという方は両方会員として登録ができます。

■詳しくは下記までお気軽にご連絡ください。
　さくら市ファミリー・サポート・センター事務局☎682－2217

提供会員
育児のサポートを
行いたい方

利用会員
育児のサポートを
受けたい方

今後の事業予定
第14回さくら市福祉まつり
　今年度も市内福祉施設、福祉団体協力のも
と、福祉まつりを開催いたします。
　「広げよう　来て・見て・聞いて　福祉の輪」
をテーマに活動紹介、作品展示、体験、模擬店
ブースを設けますので、ぜひご来場ください。
日時：10月19日（土）10時～13時30分
場所：氏家体育館・駐車場
内容：福祉施設紹介、福祉体験、相談コー

ナー、幼稚園・保育園・小中高校生の
作品展示、模擬店、福祉バザーなど

令和元年度　傾聴ボランティア養成講座
　相手の話に耳を傾ける、「聴く」を学ぶ、傾聴ボ
ランティア養成講座を開催します!
　傾聴ハピネス代表の渡邊純子さんを講師にお
迎えし、サロン活動や日常でも役に立つ傾聴の
基礎を教えていただきます。ぜひご参加ください。
日時：11月6日（水）～12月4日（水）まで
　　　毎週水曜日（全5回）
　　　午後1時半～4時
場所：氏家公民館視聴覚室
※11月13日（水）のみ氏家公民館第　研修室。2
受講料：無料
内容：講義とワークショップ
講師：傾聴ハピネス　代表　渡邊純子　氏
申込期限：10月31日（木）
問い合わせ：社会福祉協議会氏家支部
　　　　　　☎682－2217

　介護をしていた母を通じて教えられたこと、
介護をする家族との絆、幸せに思える介護な
ど実体験を元に講演していただきます。

令和2年3月14日（土）
　午後1時30分
　（午後1時開場）
氏家公民館ホール
　　　　　　　　　　手話通訳有
演題『介護は想像力』
講師　 一  龍  齋 　 春  水 氏

いち りゅう さい はる み

　　    講談師・声優

初心者手話講習会
　手話を一から学びたいという方、手話につい
て興味があるという方向けの初心者手話講座を
開催します。
日時：9月24日（火）～12月3日（火）まで
　　　毎週火曜日（全10回）
　　　午後7時～午後8時30分
　　　　※10月22日は休みとなります。
場所：氏家公民館　第2研修室
受講料：無料
内容：手話による自己紹介や日常的に使用さ

れる語彙、簡単な会話の聞取りなど
講師：栃木県聴覚障害者協会登録講師2名
申込期限：9月19日（木）
問い合わせ：社会福祉協議会氏家支部
　　　　　　☎682－2217

福祉講演会開催
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 ペットボトルキャップ  円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円円 
相吉澤秀夫　阿久津哲也　淺田滋　アサヒグループ食品（株）栃木さくら工場　荒巻昭光　飯沼休吾　石井典子　石川電工　石田悟
稲見和夫　岩波清美　上野治子　臼井恵津子　上野行政区和会　海老原幸子　エリエールプロダクト（株）　オートキャンプ場太陽の丘
大久保孝造　大久保なをみ　大古精機　大島早智子　大槻新聞店　大日向カントリークラブ　岡本圭司　小野朋子　カーブスさくら店
柿木澤行政区　粕谷良子　加藤康生　上松山児童センター　家守守　かるがも代行　菅家宇代　喜連川カントリークラブ　
喜連川児童センター　久保田光一　粂川スミエ　グループホームポプラ　黒尾自動車　黒須病院　桑島俊雄　見目春江　古口栄子
小口邦子　小口峰司　児島広章　小嶋真智子　小島光子　小林文子　小林昌子　小林靖子　小堀悦子　小堀弦　小松尚子
小松道子　小峰久子　小森ユキ　紺氏家支部　斎藤サチ子　さくら清修高等学校　佐藤弘子　佐藤友二　佐川規子　塩田政子
篠田小枝子　白井新　添田設備　高瀬秀雄　髙田富子　高根沢原種農場　田口昭子　田村康子　鶴野道夫　手塚元子　永井義光
ニッカウヰスキー㈱栃木工場　野尻好子　萩村照子　狹間田女性会アルミの和　日々輝学園高等学校　平石洋子　福田ミヨ
藤田圭江子　藤田裕明　フレ・あい　ふれあいネコ体操　平安　ベルセルバカントリークラブ　増渕イク　みつわ工房　村上恵美子
村上整司　元組女性会　矢板市立泉小学校　矢板市立乙畑小学校児童保健給食委員会　山口圭子　山田恚一　横山弘子
吉岡孝行　吉澤誠二　ASA矢板　K・I　NPO法人えがお　匿名
 プルタブ 
淺田滋　アサヒグループ食品（株）栃木さくら工場　石田悟　岩波清美　上野治子　大久保なをみ　喜連川カントリークラブ
粂川スミエ　桑島俊雄　黒尾自動車　小口邦子　小口峰司　児島広章　小嶋真智子　小島光子　斎藤サチ子
さくら市ちょボラ会　佐藤友二　塩田政子　髙田富子　田村康子　増渕イク　矢板市立泉小学校　山室京子　横町婦人会　匿名

 古切手 
相吉澤秀夫　アサヒグループ食品（株）栃木さくら工場　生沼勝利　海老原幸子　岡本和子　荻原スヰ　小野朋子　桑島俊雄
小嶋真智子　小峰久子　小森ユキ　さくら市ちょボラ会　関晶一　髙田富子　田村康子　長嶋とき子　ふれあいネコ体操
吉澤誠二　匿名

 ベルマーク 　
相吉澤秀夫　アサヒグループ食品（株）栃木さくら工場　朝日生命ウィズ高瀬ミヨ　大槻新聞店　桑島俊雄　小嶋真智子
小峰久子　佐川規子　塩田政子　セブンイレブンさくら氏家店・馬場店　田村康子　長嶋とき子　ふれあいネコ体操　匿名

アルミ缶  
荒巻昭光　上野治子　かるがも代行　黒尾自動車　粂川スミエ　佐川規子　フレ・あい　匿名

 未使用歯ブラシ 
大谷富美代　小松尚子　長嶋とき子　ふれあいネコ体操　匿名

 テレフォンカード 
吉澤誠二　匿名

 はがき 
徳永政樹

ちょっとボラにご協力いただきありがとうございます。
令和元年6月末日までを掲載させていただきます。（敬称略）

＊さくら市身体障害者福祉会
　ソフトペタンク、グラウンドゴルフなどのスポーツ大会を一年を通して開催、研修旅行なども実施してい
ます。男女問わずにぎやかに、元気に楽しく活動しています。身体障害者手帳をお持ちの方はどなたでも入
会できますので、ぜひ一緒に活動してみませんか。
＊さくら市手をつなぐ育成会
　手をつなぐ育成会は、知的障がい児者とその保護者で組織されています。研修旅行、レクリエーションな
ど、みんなで楽しめる事業を開催、情報交換もしながら親睦を深めています。ご入会をお待ちしています。
＊さくら市いきいきクラブ連合会
　全国三大運動（健康・友愛・奉仕）を基に、趣味やスポーツ、学習活動や研修、世代間交流などを通して、
楽しく過ごしています。年代は60歳代から80歳代と幅広く、みなさん元気に活躍されています。
問い合わせ　社会福祉協議会氏家支部　☎682−2217

○会員募集中○

　6月7日、ニッカウヰスキー㈱栃木工場様より寄付を
いただきました。
　ニッカウヰスキーでは、社員の皆さんが環境美化や
社会貢献活動などのボランティア活動をすることで貯
めた「エコマイレージ」というポイントをもとに算出した金
額を地域の団体に寄付する活動を行っており、今年度
も当会に多くの寄付を
お寄せいただきました。
この寄付をしっかりと
地域福祉に役立てて
いきたいと思います!
ニッカウヰスキー㈱栃
木工場のみなさま、あ
りがとうございました。

ニッカウヰスキー株栃木工場様
より、寄付をいただきました!［募集人員］若干名　［応募資格］18歳から65歳までで健康で

明るく児童健全育成に情熱と意欲のある方　［勤務時間］下校
時〜午後6時30分まで。但し、土曜日、及び学校休業中は、午
前7時30分〜午後6時30分（うち8時間以内の交代勤務）
［勤務場所・賃金］
　上松山小学童保育（正規指導員）
　有資格：時給1,100円　無資格：時給1,000円
　上松山小・押上小・熟田小学童保育　代替指導員：時給950円
［任用期間］令和元年9月1日から令和2年3月31日まで
［申込方法・期限］社会福祉協議会にある履歴書に必要事項を
記入し、8月20日（火）までに社会福祉協議会へ提出してくだ
さい。なお、資格証明書の写しも添付してください。
［その他］採用試験は8月下旬予定。（詳細は後日郵送します）
　上記期間外でも随時募集しておりますので、不明な点があり
ましたら問合せください。
問い合わせ　社会福祉協議会氏家支部　☎682−2217

学童保育指導員・学童保育代替指導員を募集します

携 敬恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵 携 敬恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵恵


