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さくら市

社協だより
第47号
3・6・26

　さくら市社会福祉協議会では、日頃の買い物にお困り
の一人暮らしの高齢者の方に対して買い物支援事業「買
い物バスツアー」を毎月第2金曜日（喜連川地区）と第4金
曜日（氏家地区）に行っております。
　現在は新型コロナウイルス感染拡大を考慮して時間を
短縮しての開催ですが、皆さん、月に一度の買い物バス
ツアーをとても楽しんでいます。ぜひ、たくさんの方の
ご参加をお待ちしています!
　詳しい内容に関しては本紙4ページの買い物バスツ
アーの欄をご覧ください。

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）
　◦TEL 028-686-2670　◦FAX 028-686-2423　◦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）
　◦TEL 028-682-2217　◦FAX 028-682-9888　◦E-mail : shibu@sakura-shakyo.or.jp

「買い物バスツアー」参加者を募集しています！

買い物バスツアー買い物バスツアー
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令和 3年度さくら市社会福祉協議会事業計画
　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。
《基本方針》
　人口減少・少子高齢化が進むなか、地域では単身世帯の増加、社会的孤立、8050問題など地域における様々
な生活課題が顕在化している中で、新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大により、人・地域のつながりや
支え合い機能の弱体化と同時に、雇用情勢の悪化による困窮世帯の増加が懸念されます。
　こうした様々な生活課題・福祉課題に向き合い、高齢者、障がい者等をはじめとした地域の方々を支援する
福祉事業・身近な地域における助け合い・支え合いづくりが求められています。
　本会では、様々な課題の解決に向け「第2次さくら市地域福祉市民活動計画」に基づき、地域におけるつながり
の構築や困窮世帯への支援体制などの充実を図り、だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくりをめざします。

Ⅰ　社会福祉事業
１　地域福祉事業
（１）法人運営事業
　ア　法人運営事業
　イ　企画広報事業
（２）地域福祉推進事業
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）
　シ緊急食糧等支援
　ス地域福祉市民活動計画（評価・検証）
　セ多世代交流支援事業
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
　エパラスポーツスクール
ウ　高齢者福祉事業
　ア買い物バスツアー（氏家・喜連川）
　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
　エ終活セミナー
　オさくらシルバー作品展
　カおたより訪問事業
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
　エ新スポーツ講習会

（３）ボランティア振興事業
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
　エ福祉体験
　イ　被災地支援・減災事業
　ア減災運動会
　イ災害支援活動
　ウボランティア協定事業
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
（４）共同募金配分金事業
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
２　福祉基金事業
３　貸付事業

Ⅱ　公益事業
１　指定管理事業
（１）�氏家福祉センター管理・運営［平成29年度～令和3年度］
（２）�上松山児童センター管理・運営［令和3年度～令和7年度］
（３）�喜連川社会福祉センター管理・運営［平成29年度～令

和3年度］
（４）�生きがいセンター管理・運営［平成29年度～令和3年度］
２　受託事業
（１）学童保育（押上小、熟田小）
（２）福祉団体事務
（３）各種相談（法律相談、心配ごと相談）
（４）養成研修（手話奉仕員養成研修）
（５）ファミリー・サポート・センター事業
（６）生活困窮者自立支援事業

《重点事業》
１　コロナ禍における新たな取り組み
２　生活困窮者自立支援事業の取り組み

《事業内容》

３　福祉に対する理解を深めてもらうための取り組み
４　日常生活自立支援事業の取り組み
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会費収入 6,532,590
寄付金収入 1,232,738

補助金収入
（市・県社協）
33,109,220

受託金収入（市・県社協）
61,508,697

共同募金
配分金収入
2,237,911

償還金収入
115,000

内部取引・
その他の収入
13,369,338

預金利息収入
402,602

事業収入・負担金収入
15,996,300

法人運営事業
45,895,079

地域福祉
推進事業
2,216,750

ボランティア
振興事業
467,469

共同募金配分金事業
2,237,911

福祉基金事業 1,677,713
貸付事業 2,496,435

指定管理事業
54,312,877

受託事業
23,595,500

繰越金収入
19,905,607

会費収入 6,900,000
寄付金収入 1,501,000

補助金収入
（市・県社協）
36,956,000

受託金収入（市・県社協） 
68,786,000

共同募金
配分金収入
2,475,000

償還金収入
750,000

事業収入・
負担金収入
22,325,000

預金利息収入
359,000

内部取引・
その他の収入
11,141,000

繰越金収入 8,318,000

法人運営事業
53,390,000

地域福祉推進事業
9,033,000
ボランティア
振興事業
1,069,000

共同募金配分金事業
2,475,000

福祉基金事業1,950,000
貸付事業 1,699,000

指定管理事業
59,223,000

受託事業
30,672,000

令和 3年度予算

令和 2年度決算報告

財産目録

収　入

収　入

154,410,003円

159,511,000円

154,410,003円

132,899,734円

159,511,000円

132,899,734円

※収入・支出とも内部取引を含みます。

（単位：円）

（単位：円）

※差額19,905,607円は次年度繰越金になります。
※収入・支出とも内部取引を含みます。

資産の内訳 金額（円） 資産の内訳 金額（円）
Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部
１　流動資産 １　流動負債
　　　現金預金 32,455,752 　　事業未払金 12,839,210
　　　事業未収金 1,872,717 　　職員預り金 64,314
　　　前払金 82,661
　　　前払費用 2,663

流動資産合計 34,413,793 流動負債合計 12,903,524
２　固定資産 ２　固定負債
　　（１）基本財産 　　退職給付引当金 29,889,410
　　　　定期預金 2,000,000

基本財産合計 2,000,000
　　（２）その他の固定資産
　　　　構築物 2
　　　　車輌運搬具 5,688,680
　　　　器具及び備品 129,612
　　　　権利 226,408
　　　　社会福祉金庫貸付金 179,500
　　　　退職手当積立基金預け金 22,549,950
　　　　福祉基金積立資産 215,913
　　　　定期預金 8,000,000
　　　　県債 100,000,000
　　　　国債 17,964,000
　　　　地方債 9,991,158
　　　　地方債 109,626,000
　　　　財政調整積立資産 6,108,480
　　　　福祉プラザ建設積立資産 1,652,113
　　　　定額預金 10,000,000
　　　　備品購入積立資産 352,053
　　　　社会福祉金庫積立資産 256,435

その他の固定資産合計 292,940,304
固定資産合計 292,940,304 固定負債合計 29,889,410
資産合計 329,354,097 負債合計 42,792,934

差引純資産　　286,561,163

支　出

支　出

（令和3年3月31日現在）
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対　象： 75歳以上の一人暮らしの
高齢者で自立歩行ができる
方。自家用車等もなく買い
物に不便を来たしている方。

参加費：�昼食代は実費負担（500円
～1,000円程度）

その他：ボランティアが随行します。
※コロナウイルス感染防止のため、
当面の間、午前のお買い物のみ実施
となります。

参加をご希望される方は
本会　喜連川本部（TEL 686―2670）
　　　氏家支部（TEL 682－2217）
　　　　　　　　�までご連絡ください。

　あすてらす（日常生活自立支援事業）では、認知症や
知的障がいなどにより、判断能力が十分でない方を対
象に、地域で安心した生活が送れるよう、様々な相談
に対応しながら、福祉サービスの利用援助や日常的な
金銭管理、書類等の預かりなどを行います。
支援の内容
◆日常生活支援サービス
　・福祉サービスを利用に関する手続き
　・福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続き等
◆金銭管理サービス
　・預金の入金や払い戻し等の手続き
　・ 公共料金、家賃、医療費、福祉サービスの利用等
の支払い手続き

◆書類等預かりサービス
　・預金通帳、保険証書、実印、銀行印などの保管
利用料金
　福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理
　　1回（概ね1時間）� 1,000円
　　書類等預かり� 月額� 500円
　・生活保護受給中の方は、無料です。
　・契約前の相談、訪問調査等は無料です。
●ご相談・問い合わせ先　
　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：682－2217

　本会では毎年、市内各小学
校の新入学児童に入学祝いと
して記念品を贈呈しています。
今年は鉛筆と消しゴムのセッ
トを462名の新1年生にプレゼ
ントしました♪
　新型コロナウイルスが続く
なかでの新学期、不安なことも多いかもしれませんが、
たくさんのことを学び吸収して、のびのびと楽しい学
校生活が送れるよう応援しています!

～入学おめでとう～

　本会では、経済的困窮者の自立に向けた支援を無料
で行っております。
　・生活に困っている
　・仕事が見つからない
　・家賃を払えない
　・ひきこもりやニート、
　　不登校　など
　お気軽にご相談ください。
　ご家族など周りの方からも相談を受け付けます
●ご相談・問い合わせ先
　社会福祉協議会　氏家支部（氏家福祉センター）

月～金曜日　8：30～17：15（祝日を除く）
　住所：さくら市櫻野1329
　TEL：601－7123（自立支援係）
　MAIL：seikatu-soudan@sakura-shakyo.or.jp

悩みごと・困りごとはありませんか?

買い物バスツアーに参加しませんか！

　本会では市民のみなさまの参加と協力を得て、地域
福祉推進のための様々な事業を行なっておりますが、
その経費は皆様から寄せられた「会費」が大切な財源と
なります。本会が推進する地域福祉事業にご理解をい
ただき、会員としてご加入下さいますようお願いいた
します。
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

社会福祉協議会会員加入のお願い

あすてらす（日常生活自立支援事業）のご案内

　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、
6月に市内各地区の民生
委員さんのご協力により、
約500名の方々にビスケットやおせんべい、ハート
チョコなどを同封した福祉チョコを配布しております。

友愛訪問事業

10時頃
マイクロバス
で迎えに行き
ます。

自宅へスーパーで
お買い物!!

みんなでのお食事
はとっても楽しい…

道の駅などで買い物・
ブルーべリー摘み等を
行います マイクロバスで 自宅に午後3時

ごろ到着

➡➡➡➡➡➡

➡➡ ➡➡

⬇⬇

⬇⬇
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　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90歳代と幅広
く、みなさん元気に活躍されてい
ます。

　サロンでは月に一度、茶話会・レクリエーション・会食等を行っ
ています。お友達も誘って、ぜひお気軽にご参加ください!!参加
者の皆さんが生きがいをみつけ、地域とのつながりを保ちながら、
住み慣れた地域で元気に生活し続けられるよう支援していきます。

《喜連川地区》
日時 毎月第 1水曜日　11時～ 14時まで

場所
喜連川社会福祉センター
※�送迎はいたしませんので、各自センター
までお越しください。

対象 市内在住の 65歳以上の方
●問い合わせ先
　社会福祉協議会　本部（喜連川社会福祉センター）
　TEL 686－2670

《氏家地区》
日時 毎月第 3水曜日　10時～ 13時まで

場所
氏家福祉センター
※�送迎はいたしませんので、各自センター
までお越しください。

対象 市内在住の 65歳以上の方。
●問い合わせ先
　社会福祉協議会　氏家支部（氏家福祉センター）
　TEL 682－2217

　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。

　生きがいセンターでは下記の講座の会員
を募集しています。
　興味のある方は下記までご連絡ください。
●問い合わせ先
　生きがいセンター
 　（喜連川社会福祉センター）
　社会福祉協議会  本部  TEL 686－2670

　グランドゴルフなどのスポーツ大
会や、各研修旅行などを実施してい
ます。男女問わず元気に、賑やかに
活動しています。身体障害者手帳を
お持ちの方なら、入会可能です。ぜ
ひ一緒に楽しく活動しましょう!い
つでもご入会お待ちしています。

≪陶芸≫
茶碗・湯飲み・コー
ヒーカップ・花びん・
お皿などを作成して
います。
毎週水・木曜日
9：00～12：00

≪レザークラフト≫
世界に一つだけのオ
リジナル革製品を
作っています。
毎月第2水曜日
9：00～12：00

　レクリエーションや研修旅行、
交流会など各イベントは親子一緒
にのびのびと活動しています。家
族参加も大歓迎です。入会希望の
方はお気軽にお問い合わせくださ
い!

●問い合わせ先　社会福祉協議会　本部　TEL 686－2670

◇◇会員募集中◇◇

ファミサポ登録会員を募集しています !

いきいきふれあいサロンで
楽しい時間を
過ごしてみませんか !

生きがいセンター
からのお知らせ

さくら市
いきいきクラブ連合会

さくら市
身体障害者福祉会

さくら市
手をつなぐ育成会

援助の依頼
援助の提供

利用会員
育児のサポートを
受けたい方

提供会員
育児のサポートを
行いたい方

※必要な時にはサポートを受けたいが、時間があるときには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。

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

■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 TEL 682－2217

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…。

ファミリー・サポート・センター
提供会員と利用会員のマッチングと連絡

はい、
いいですよ。
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　シトラスリボンプロジェクトとは、新型コロナウイルス感染症の患者や医療従事
者への差別や偏見を防止しようとする運動です。リボンの3つの輪には、それぞれ
地域、家庭、職場（学校）を表しており、コロナ禍の中、新しい生活スタイルが始まっ
ても優しい言葉の溢れる世の中であって欲しい、それが「シトラスリボン�IN�とち
ぎ」の願いです。本会としても感染された方々や、医療の最前線で働かれている方々
が差別されることの無い、やさしさにあふれる社会であることを願っております。

　さくら市社会福祉協議会内にてとちぎ県北サポス
テが就労・ひきこもりでお悩みの方の相談を行って
います�。
　就職ができなくて悩んでいる方や、転職するかど
うかで悩んでいる方のお力になれる様にサポステは
支援を提供しています�。
　メンタルのお悩みや、スキルアップの相談など、
「就労」をキーワードにどんなお悩みでも、解決のお
手伝いをいたします。
　無料で相談を行っていますので、お気軽にご来所
ください。

実 施 日：毎月第２・３・４水曜日��祝日を除く
時　　間：13：00～16：00
場　　所：氏家福祉センター（さくら市櫻野1329)
対 象 者：15歳～ 49歳の求職者の方
利用料金：無料

本会はシトラスリボンプロジェクト in とちぎに
賛同しています!!

みんなで広げよう
シトラスリボンプロジェクト

IN とちぎ

厚生労働省委託事業 とちぎ県北若者サポートステーション

サポステの就労
ひきこもり相談

実 施 内 容

お申し込み・お問い合わせ
NPO法人キャリアコーチ

（とちぎ県北若者サポートステーション）
栃木県那須塩原市一区町105-89

●受付　月曜日～金曜日（祝日を除く）9:00～18:00
下記、電話番号にお問い合わせいただいたのち、ご来場ください。

☎︎ 0 2 8 7 － 4 7 － 5 2 0 0
E-Mail c-coach@space.ocn.ne.jp

令和3年5月末日までの分を掲載させていただきます。（敬称略）

ちょっとボラにご協力いただきありがとうございます。
 エコキャップ 
相吉澤愛恵　赤羽隆一　阿久津義則　浅田滋　飯沼休吾　稲見和夫　岩波清美　宇田陽一　大久保なをみ　大島早智子
　岡本圭司　小野朋子　加藤美雪　加藤雅英　金田文子　上岡道夫　かるがも代行　川渕貞子　菅家宇代　國井望愛
桑島俊雄　K・I　K・N　小口峰司　小嶋真智子　小林美子　小林ゆき　小林行雄　小森エキ　斉藤　櫻井雅　笹崎登美子
塩田政子　篠田和男　下村陽子　白井新　杉山栄子　関セツ子　高瀬秀雄　田口昭子　田辺　田村康子　土谷昭雄
土谷里子　角田寿男　手塚ミチコ　永井貴子　永井義光　野沢幸子　野尻好子　萩村照子　檜山顕音　深尾淳　藤森玲子
平安　堀江大　増渕イク　村上恵美子　山口まき子　横山弘子　吉岡孝行　吉澤誠二　吉田規子　渡辺廉　森計郎　
JAしおのや女性会　泉小学校　上野行政区　上野なごみ会　氏家土地改良区　氏家病院　乙畑小学校　㈱小野製作所
カーブス桜野店　柿木沢行政区　喜連川カントリー倶楽部　喜連川児童センター　鬼怒川学園　黒須病院
さくら市民生委員児童委員協議会連合会（第1地区・児童会・高齢者部会）　さくら市ちょボラ会　さくら総合専門学校
㈱ジーテクト　清風園　添田設備　高橋糀店　栃木県農業試験場　原種農場　栃木スバルさくら店　日々輝学園高等学校
船山建設工業㈱　フレ・あい　ベルセルバカントリークラブ　みつわ工房　矢板小学校　八千代工業㈱　匿名
 古切手 
K・I　K・N　小嶋真智子　小林行雄　土谷昭雄　深尾淳　㈱小野製作所　匿名　
 プルタブ 
相吉澤愛志　岩淵清美　小野朋子　菅家宇代　加藤美雪　桑島俊雄　K・I　K・N　小嶋真智子　小室京子　笹崎登美子
塩田政子　下村陽子　関セツ子　田村康子　増渕イク　増渕トミ　渡辺廉　森計郎　上野行政区　上野なごみ会
氏家土地改良区　㈱ジーテクト　フレ・あい　匿名
 ベルマーク 
加藤美雪　K・I　K・N　小嶋真智子　村上恵美子　森計郎　山口まき子　渡辺廉　匿名
 アルミ缶 
飯塚休吾　大久保なをみ　加藤美雪　小嶋真智子　小林美子　角田寿男　坂内明美　かるがも代行　さくら市ちょボラ会
フレ・あい　匿名
 未使用ハブラシ 
喜連川カントリー倶楽部
 書き損じハガキ 
匿名


