
 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

 

事 業 報 告 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人さくら市社会福祉協議会 

 



目  次 

 

 

Ⅰ 社会福祉事業  -------------------------------------------------------------------- 1 

１ 地域福祉事業  ------------------------------------------------------------------  1 

（１）法人運営事業  ----------------------------------------------------------------  1 

 ア 法人運営事業  ---------------------------------------------------------------  1 

 イ 企画広報事業  ---------------------------------------------------------------  4 

（２）地域福祉推進事業  ------------------------------------------------------------  7 

 ア 地域福祉事業  ---------------------------------------------------------------  7 

 イ 児童・青少年福祉事業  ------------------------------------------------------- 11 

 ウ 高齢者福祉事業  ------------------------------------------------------------- 12 

 エ 障がい者福祉事業  ---------------------------------------------------------- 14 

（３）ボランティア振興事業  -------------------------------------------------------- 14 

 ア 福祉教育事業  -------------------------------------------------------------- 14 

 イ 被災地支援・減災事業  ------------------------------------------------------ 15 

 ウ ボランティア活動支援事業  -------------------------------------------------- 15 

（４）共同募金配分金事業  ---------------------------------------------------------- 16 

２ 福祉基金事業  ------------------------------------------------------------------ 17 

（１）福祉基金造成事業  ------------------------------------------------------------ 17 

３ 貸付事業  ---------------------------------------------------------------------- 17 

（１）貸付事業  -------------------------------------------------------------------- 17 

 

Ⅱ 公益事業  ------------------------------------------------------------------------ 18 

１ 指定管理事業  ------------------------------------------------------------------ 18 

（１）氏家福祉センター  ------------------------------------------------------------ 18 

（２）上松山児童センター  ---------------------------------------------------------- 19 

（３）喜連川社会福祉センター  ------------------------------------------------------ 22 

（４）生きがいセンター  ------------------------------------------------------------ 23 

２ 受託事業  ---------------------------------------------------------------------- 23 

（１）学童保育  -------------------------------------------------------------------- 23 

（２）福祉団体事務  ---------------------------------------------------------------- 25 

（３）各種相談  -------------------------------------------------------------------- 27 

（４）養成研修  -------------------------------------------------------------------- 28 

（５）ファミリー・サポート・センター事業  ------------------------------------------ 28 

（６）生活困窮者自立支援事業  --------—--------------------------------------------- 29 



 

 

- 1 - 

 

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 

（ア）理事会・評議員会 

理事会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R3.6.1(火) 

 

(1) 令和 2年度事業報告について 

(2) 令和 2年度一般会計収支決算について 

(3) 任期満了に伴う役員の推薦について 

(4) 任期満了に伴う評議員選任・解任委員会

の委員の選任について 

(5) 評議員推薦団体の役員異動等に伴う評議

員候補者の推薦について 

(6) 任期満了に伴う評議員候補者の推薦につ

いて 

(7) 評議員選任・解任委員会の開催日及び選

任候補者の推薦について 

(8) 定時評議員会の開催日及び提出議案につ

いて 

(9) 資格取得支援制度規定の制定について 

喜連川社会福

祉センター 

 

理事 10人 

監事 2人 

R3.6.17(木) (1) 会長及び副会長の選定について 

 

喜連川社会福

祉センター 

理事 12人 

監事 2人 

決議日 

R3.9.14(火) 

書面による同意 

(1)喜連川社会福祉センター・生きがいセンタ 

ー・氏家福祉センター指定管理の候補者の 

申請について 

(2)公印規程の一部改正について 

(3)評議員会(第 2回)の開催見合わせについて 

 理事 12人 

監事  2人 

R3.12.2(木) 

 

(1)令和 3年度一般会計補正予算ついて 

(2)成年後見制度に関する法人後見事業の受任 

及び定款の変更について 

(3)「災害時における協力体制に関する協定」 

の締結について 

(4)「ひきこもり相談・就労支援業務及び各種 

情報共有等に関する相互支援協定」の締 

結に関する会長専決について  

(5)評議員候補者の推薦及び評議員選任・解任

委員会の開催見合わせについて  

(6)評議員会（第３回）の開催日及び提出議案

喜連川社会福

祉センター 

理事 10人 

監事  2人 
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について 

(7)会長及び副会長の職務の執行状況について  

(8)喜連川社会福祉センター・生きがいセンタ 

ー・氏家福祉センター指定管理の候補者の 

結果について 

R4.3.10(木) (1)法人後見事業等に関する定款の変更につい

て 

(2)経理規程の一部改正のについて 

(3)臨時職員就業規程の一部改正について 

(4)フードバンク事業について 

(5)学生服回収プロジェクトへの協力について 

(6)役員等賠償責任保険契約の締結における理

事会の決議について 

(7)令和 3年度一般会計補正予算について 

(8)令和 4年度事業計画について 

(9)令和 4年度収支予算について 

(10)評議員会（第 4回）の開催日及び提出議 

案について 

(11)会長及び副会長の職務の執行状況につい 

  て 

(12)令和 3年度事業進捗状況について 

喜連川社会福

祉センター 

理事 11人 

監事  2人 

 

 評議員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R3.6.16(水) 

 

(1)令和 2年度事業報告について 

(2)令和 2年度一般会計収支決算について 

(3)任期満了による役員の選任について 

喜連川公民館 評議員 22人 

監事 2人 

決議日 

R3.9.24(金) 

書面による同意 

(1)喜連川社会福祉センター・生きがいセンタ 

ー・氏家福祉センター指定管理の候補者の 

申請について 

 評議員 21 人 

R3.12.17(金) (1)令和 3年度一般会計補正予算について 

(2)成年後見制度に関する法人後見事業の受任

及び定款の変更について  

(3)「災害時における協力体制に関する協定」 

の締結について  

(4)「ひきこもり相談・就労支援業務及び各種 

情報共有等に関する相互支援協定」の締結 

に関する会長専決について 

(5)喜連川社会福祉センター・生きがいセンタ 

喜連川公民館 評議員 20 人 
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ー・氏家福祉センター指定管理の候補者の 

結果について 

R4.3.25(金) (1)法人後見事業等に関する定款の変更につい 

て 

(2)フードバンク事業について 

(3)学生服回収プロジェクトへの協力について 

(4)令和 3年度一般会計補正予算について 

(5)令和 4年度事業計画について 

(6)令和 4年度収支予算について 

(7)令和 3年度事業進捗状況について 

喜連川公民館 評議員 20 人 

 

 

 会計監査 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R3.5.25(火) 

 

令和 2年度事業報告について 

令和 2年度一般会計収支決算について 

喜連川社会福

祉センター 

監事  

2人 

 

 役員・評議員研修 

期 日 内   容 場 所 出席者 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

  会長・副会長会議 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R3.5.21(金) 

 

(1)理事会に提出する議案について 

(2)事業部会に提出する議題について 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会長   

3人 

R3.9.6(月) 

 

(1)理事会・評議員会に提出する議案ついて  

(2)理事会・評議員会の開催見合わせ及び決議

の省略について 

(3)赤い羽根共同募金運動について  

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会長   

3人 

R3.9.30(木) 

 

(1) 児童福祉について 喜連川社会福

祉センター 

会長・副会長   

3人 

R3.11.12(金) 

 

(1)理事会・評議員会等の日程について 

(2)理事会・評議員等に提出する議案について 

(3)市長との懇談会について  

(4)今後の事業について 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会長   

3人 

R3.11.24(水) (1)理事会・評議員会に提出する議案について 

(2)事業部会に提出する議題について  

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会長   

3人 

R4.2.22(火) (1)理事会・評議員会に提出する議案について 

(2)事業部会に提出する議題について  

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会長   

3人 
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（イ）評議員選任・解任委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R3.6.2(水) 

 

(1)評議員の選任について 

(2)その他 

氏家福祉セン

ター 

委員 5人 

 

決議日 

R3.12.10(金) 

書面による同意 

(1)評議員の選任について 

 委員 5人 

 

（ウ）第三者委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R4.3.14(月) 

 

・福祉サービス苦情解決研修 

・令和 3年度苦情内容について 

氏家福祉セン

ター 

委員 3人 

 

（エ）補助金等配分委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R3.5.21(金) 

 

・令和 2年度助成金補助実績報告について 

① ご近所ふれあいサロン活動助成金 

② 福祉ボランティア活動助成金 

・令和 3年度助成金補助金交付の可否について 

① ご近所ふれあいサロン活動助成金 

② 福祉ボランティア活動助成金 

喜連川社会福

祉センター 

配分委員 

     5人 

R4.2.22(火) ① 令和 4 年度ご近所ふれあいサロン活動助

成金について 

喜連川社会福

祉センター 

配分委員 

     5人 

 

（オ）市長とのカフェトーク（懇談会） 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R4.1.13(木) 

 

(1)消費税について 

(2)自立支援金における償還業務について  

(3)法人後見事業について 

(4)次期福祉活動計画について 

氏家公民館 市長 

市職員 5人 

会長 

副会長 1 人

職員 6人 

 

   （カ）防災士資格取得 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.12.11(土 )

～12.12(日) 

防災士養成講座および 

防災士資格取得試験 

作新学院大学 職員 1人 

 

 

イ 企画広報事業  

（ア）企画広報事業（社協だより、ＳＮＳ） 

  ・社協だより 3回発行（47号 6.26  48号 1.3 49号 3.31） 
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  ・さくらッピーFacebook 随時更新 

  ・ホームページ 随時更新 

 

（イ）会員募集 

募集期間 種類 会員数 金額 総額 

R3.10.13(水) 

～ 11.30(火) 

 

普通会費 9,448世帯 5,667,550円 

6,651,950円 特別会費 171名 270,400円 

賛助会費 173社 714,000円 

  

   （ウ）事業部会 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

R3.5.26(水) 

 

(1)事業報告及び令和３年度事業部会について 

(2)第 2次さくら市地域福祉市民活動計画評価シ 

ステムの集計について  

(3)資格取得支援制度規程について 

喜連川社会福

祉センター 

部会員 

  11人 

R4.1.31(月) 

 

(1)フードバンク事業について 

(2)法人後見事業について 

(3)買い物バスツアーの利用対象者拡大について 

(4)自動販売機の設置について 

(5)学生服回収プロジェクトへの協力について 

喜連川社会福

祉センター 

部会員 

  12人 

R4.3.3(木) (1)令和４年度事業計画について  

(2)令和 3年度事業進捗状況について 

(3)事業継続計画の策定について  

喜連川社会福

祉センター 

部会員 

  12人 

 

（エ）職員学習会・職員定例会 

 職員学習会 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

R3.11.14(日) ｢コロナ禍をふまえた新たな協働・連携」 

講師：李 仁鉄 氏 

(NPO法人にいがた災害ボランティアネッ

トワーク 理事長) 

氏家福祉センター

（オンライン参加） 

職員 6人 

R3.12.21(火) 令和 3年度さくら市家族介護教室 

「がんばらない介護」 

喜連川公民館 職員  4人 

R4.3.9(水) 令和 3年度福祉サービス苦情解決研修会 喜連川社会福祉セン

ター 

職員  4人 

R4.3.14(月) 氏家福祉センター 職員  3人 
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 職員定例会 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

R3.4.1(木) (1)事務分掌について  

(2)事業計画について 

喜連川社会福

祉センター 

職員 6人 

R3.4.28(水) (1)事務分掌について 氏家福祉セン

ター 

職員 6人 

R3.5.26(水) (1)各チェックポイント等の再確認について  

(2)事業予定について 

(3)事業予定・担当表について 

喜連川社会福

祉センター 

職員 6人 

R3.6.23(水) (1)文書保存期間等について  

(2)物品購入の際の起案について 

(3)印鑑について 

(4)ちょっとボラ氏名聞き取り・記入につい   

  て 

(5)買い物バスツアー事業拡大について 

(6)今後の事業について 

氏家福祉セン

ター 

職員 6人 

R3.7.20(火) (1)公印規程について 

(2)買い物バスツアー事業拡大について 

(3)今後の事業について 

喜連川社会福

祉センター 

職員 6人 

R3.8.20(金) (1)買い物バスツアーについて 

(2)今後の事業について 

氏家福祉セン

ター 

職員 6人 

R3.9.16(木) (1)買い物バスツアーについて 

(2)今後の事業について 

喜連川社会福

祉センター 

職員 6人 

R3.10.21(木) (1)今後の事業について 

 ①福祉講演会 

 ②友愛訪問事業（餅配布） 

氏家福祉セン

ター 

職員 6人 

R3.11.18(木) (1)今後の事業について 喜連川社会福

祉センター 

職員 6人 

R3.12.20(月) (1)福祉講演会の反省について 

(2)今後の事業について 

(3)令和 4年度社協並びに新規事業の提出に 

ついて 

氏家福祉セン

ター 

職員 6人 

R4.1.19(水) (1)今後の事業について 

(2)令和 4年度社協予算並びに新規事業につ 

いて 

喜連川社会福

祉センター 

職員 6人 

R4.2.18（金） (1)理事会・評議員会提出書類について 

(2)各自の今後の事業について 

氏家福祉セン

ター 

職員 6人 

R4.3.18(金) (1)令和 3年度について 

(2)経理関係(3月処理)について 

(3)令和 4年度について 

喜連川社会福

祉センター 

職員 6人 
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（オ）さくらッピーの活用 

 各イベントにて活用 

 

   （カ）入学おめでとう事業（新小学１年生） 

期 日 内   容 対象者数 

R3.4.12(月) 

 

・えんぴつ及び消しゴムの贈呈 

・入学式祝詞贈呈 

新小学 1年生 

        462人 

 

（キ）卒業おめでとう事業（小中高卒業生） 

期 日 内   容 対象者数 

高等学校 

R4.3.1(火) 

・ステンレスボトル贈呈 

・卒業式祝詞贈呈 

令和 3年度卒業生 

      229人 

中学校 

R4.3.9(水) 

・ボールペン贈呈 

・卒業式祝詞贈呈 

令和 3年度卒業生 

434 人 

小学校 

R4.3.18(金) 

・シャープペンシル贈呈 

・卒業式祝詞贈呈 

令和 3年度卒業生 

441 人 

 

（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 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.4.27(火) 役員会  

・定期総会について 

・総会資料並びに役割分担について 

氏家福祉センタ

ー 

4人 

 

 

R3.6.16(水) 定期総会【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】  

R3.10.25(月) 役員会 

・各地区情報交換会について  

・視察研修について 

氏家福祉センタ

ー 

4人 

R3.11.15(月) 役員研修 茨城県大洗方面 4人 

R3.12.3(金) 各地区情報交換会 市民活動支援セ

ンター 

23人 

R3.12.21(火) 県社協主催地域共生社会シンポジウム 氏家福祉センタ

ー 

(オンライン参加) 

7人 

R4.3.7(月) 役員会 

・会長・副会長等研修会について 

氏家福祉センタ

ー 

4人 
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（イ）福祉講演会 

期 日 内   容 場  所 来場者数 

R3.12.4(土) 「～ヤングケアラーについて～」 

講師：仲田 海人 氏 

(さいとうクリニック発達外来作業療法士) 

喜連川公民館 

ホール 

100人 

 

 

（ウ）ご近所ふれあいサロン活動助成金 

交付日 内   容 交付団体数 交付額 

R3.6.9(水) 

R3.6.11(金) 

・補助金等配分委員会において 

 審議の上、交付 

サロン提供団体 

    24団体  

660,000円 

 

（エ）いきいきふれあいサロン（氏家・喜連川） 

   氏家 毎月第３水曜日開催 

期 日 内  容 場 所 参加者数 

R3.4.21(水) ・ウォーキング 総合運動公

園 

利用者    7人 

ボランティア 2人 

R3.5.19(水) ・足湯 

 

道の駅きつ

れ川 

利用者       9人 

ボランティア 2人 

R3.6.16(水) ・腕輪作り 氏家福祉 

センター 

利用者    9人 

ボランティア 2人 

R3.7.21(水) ・ビンゴ大会 

 

氏家福祉 

センター 

利用者       9人 

ボランティア 2人 

R3.9.15(水)  【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】  

R3.10.20(水)  ・健康体操 氏家福祉 

センター 

利用者    9人 

ボランティア 2人 

R3.11.17(水)   ・ビンゴ大会、折り紙、交通講話 氏家福祉 

センター 

利用者    4人 

ボランティア 1人 

R3.12.15(水) ・うた声ひろば 

 

氏家福祉 

センター 

利用者      10人 

ボランティア 2人 

R4.1.19(水) ・健康体操 氏家福祉 

センター 

利用者    8人 

ボランティア 2人 

R4.2.16(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】  

R4.3.16(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】  

 

喜連川（協力団体：喜楽会）毎月第１水曜日開催 

期 日 内  容 場 所 参加者数 

R3.4.7(水) 午前の部のみ 

スクラッチアート 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者 14人 

喜楽会 13人 
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R3.5.12(水) 午前の部のみ 

マグカップ作成 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者 9人 

喜楽会 11人 

R3.6.2(水)  午前の部のみ 

眼鏡スタンド作成 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者 12人 

喜楽会 11人 

R3.7.7(水) 午前の部のみ 

風鈴作り 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者 9人 

喜楽会 13人 

R3.8.4(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.9.1(水)  【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.10.6(水)   【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.11.10(水) 午前の部のみ 

手作りマスク作成 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者 10人 

喜楽会 11人 

R3.12.1(水) 午前の部のみ 

万華鏡作り 

ミュージックベル演奏(マッシュポテト) 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者 11人 

喜楽会 12人 

R4.1.12(水) 午前の部のみ 

ペン立て作成 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者 9人 

喜楽会 12人 

R4.2.2(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R4.3.2(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

（オ）レコードサロン（協力団体：ちくおんき桜）毎月第１金曜日開催 

期 日 事 業 名 場  所 参加者数 

R3.4.2(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.5.7(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.6.4(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.7.2(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】  
 

R3.8.6(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】  
 

R3.9.3(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】  
 

R3.10.1(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】  
 

R3.11.5(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.12.3(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】  
 

R4.1.7(金) 第 36回「新春の元気が出る曲」特集 氏家福祉セン

ター 

24人 

R4.2.4(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R4.3.4(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

    

   （カ）福祉施設連絡会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   
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（キ）福祉まつり 

期 日 事業名 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

（ク）地域サロン活動者実践講習会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R4.3.8(火) 内容 ①健康講話および健康体操 

講師 さくら市市民課 保健師 2人 

   ②シトラスリボン作成 

講師 上松山児童センター 職員 5名 

    ③令和４年度ふれあいサロン活動助成 

金交付額等について 

   ④ボランティア活動保険料に関する振 

    込手数料について 

氏家公民館  18団体 

26人 

 

（ケ）涙活サロン（協力団体：涙涙さくら）毎月第４火曜日開催 

期 日 事 業 名 場  所 参加者数 

R3.4.27(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.5.25(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.6.22(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.7.27(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.8.24(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.9.28(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.10.26(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.11.30(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R4.1.25(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R4.2.22（火） 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R4.3.22(火) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

（コ）地域共生社会勉強会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.12.21(火) 令和 3年度地域共生社会シンポジウム 

 

氏家福祉センター 

(オンライン参加） 

職員 6人 

 

（サ）日常生活自立支援事業（あすてらす） 

地 区 利用者数 年間活動数 

氏家 17名 
延べ 196回 

喜連川    1名 
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（シ）緊急食糧等支援 

申請件数 5件 

 

（ス）地域福祉市民活動計画（評価・検証） 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.5.26(水) 事業部会にて評価システムの集計

について 

喜連川社会福祉セン

ター 

部会員   11人 

 

   （セ）多世代交流支援事業 

内   容 貸出件数 

グラウンド・ゴルフ用具購入 2件 

 

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 

期 日 相手先 援助額 

R3.6.1(火) 社会福祉法人 養徳園  50,000円 

 

（ウ）養護施設及び企業、社協との連携支援事業 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R4.3.10(木) 【コロナウイルス感染拡大により実施が困難

なため代替案として食事券を配布】 

物品：全国共通お食事券 ジェフグルメカード 

500円(枚)×552枚 

一人 3,000円分×92名 

 養徳園   52人 

氏家養護園 40人 

計 92人 

 

（エ）パラスポーツスクール 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.8.4(水) 車いすバスケットボール体験 

講師：髙橋 宏晶 氏 

上松山小学校  

体育館 

   15人 

R3.8.5(木) 

 

ボッチャ体験 

講師：君島 紀子 氏､木下 卓己 氏 

（栃木県ボッチャ協会） 

   9人 
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ウ 高齢者福祉事業 

（ア）買い物バスツアー 

喜連川地区 毎月第２金曜日開催 

期 日 内 容 買物場所 参加者数 
同行ボラン 

ティア数 

R3.4.9(金) お買い物 とりせん 氏家店 4人 1人 

R3.5.14(金) お買い物 ヨークベニマル氏家店 3人 1人 

R3.6.11(金) お買い物 ベイシア さくら氏家店 3人 1人 

R3.7. 9(金) お買い物 フードオアシス OTANI 

氏家店 

5人 1人 

R3.8.10(火) ブルーベリー摘み・お

買い物 

ザ・ビッグエクストラ 

さくら店 

5人 1人 

R3.9.10(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.10.8(金) お買い物 とりせん 氏家店 6人 1人 

R3.11.12(金) お食事(天狗山そば工

房)、お買い物 

ザ・ビッグエクストラ 

さくら店 

6人 1人 

R3.12.10(金) お買い物 道の駅きつれがわ、 

オータニ 喜連川店 

4人 1人 

R4.1.14(金) お買い物 サンキ さくら店、 

ヨークベニマル 氏家店 

7人 1人 

R4.2.10(木) お買い物 ザ・ビッグエクストラ 

さくら店 

2人 1人 

R4.3.11(金) お買い物 とりせん 氏家店 6人 1人 

  計 51人 11人 

 氏家地区 毎月第４金曜日開催 

期 日 内 容 買物場所 参加者数 
同行ボラン 

ティア数 

R3.4.23(金) お買い物 とりせん 氏家店 8人 2人 

R3.5.28(金) お買い物 ヨークベニマル 氏家店 6人 1人 

R3.6.25(金) お買い物 ベイシア さくら氏家店 9人 2人 

R3.7.16(金) お買い物 フードオアシス OTANI 氏

家店 

7人 2人 

R3.8.27(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.9.24(金) 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

R3.10.22(金) お買い物 とりせん 氏家店 12人 2人 

R3.11.26(金) お食事(天狗山そば工

房)、お買い物 

ザ・ビッグエクストラ 

さくら店 

8人 2人 

R3.12.24(金) お買い物 道の駅きつれがわ、 

オータニ 喜連川店 

11人 2人 
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R4. 1.28(金) お買い物 ヨークベニマル 氏家店 8人 2人 

R4.2.25(金) お買い物 ザ・ビッグエクストラ 

さくら店 

10人 1人 

R4.3.25(金) お買い物 とりせん 氏家店 10人 2人 

  計 89人 18人 

 

（イ）友愛訪問事業（福祉チョコ・鏡餅の配布） 

 福祉チョコ 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3. 6.3(木) 福祉チョコ袋詰め 

 

喜連川社会福祉

センター 

民生委員 

20人 

R3.6.8(火) 

～ 6.10(木) 

民生委員・児童委員への福祉チョコ配布 

対象者 75才以上一人暮らし高齢者 

 対象者数 

472人 

  

もち配布 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.12.7(火) 

～  12.9(木) 

民生委員・児童委員への鏡餅配布 

対象者 75才以上一人暮らし高齢者 

 対象者数 

494人 

 

（ウ）ひとり暮らし高齢者の集い 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

    

（エ）終活セミナー 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R4.3.17(木) 終活セミナー「終活の基礎からエンディングノート

の書き方など」 

講師：廣木 智代 氏(NPO法人ら･し･さ理事) 

氏家福祉

センター 

16人 

 

（オ）さくらシルバー作品展 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

（カ）おたより訪問事業 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

R3.9.15(水) 市内各小学校 4 年生～6 年生へおたより作成

の依頼 

対象者：75才以上一人暮らし高齢者 

 協力枚数 359枚 

対象者   470人 
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エ 障がい者福祉事業 

（ア）初心者手話講習会 毎週火曜日開催 

期 日 内  容 場 所 受講者数 

R4.1.18(火) 

～  3.22(火) 

全 10回 

・自己紹介や日常的に使用される言葉 

・簡単な会話の聞き取り 

市民活動支援セ

ンター 

6人 

 

（イ）車イスの貸出 

地 区 貸出数 

氏家 33件 

喜連川 19件 

 

（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（協力団体：さくら市身体障害者福祉会） 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.7.7(水) 「フライングディスク・コントロールアタック

講習会」 

講師：大金 雪子 氏、津村 哲男 氏 

(栃木県障害者スポーツ指導者協議会) 

喜連川体育館 22人 

 

（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 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

R4.1.28(金) ・さくら市の防災について 

講師：栗田 達 氏（さくら市総務課） 

・コロナ禍における災害ボランティア

活動について（オンライン講演） 

講師：李 仁鉄 氏(NPOにいがた災害ボ

ランティアネットワーク理事長) 

氏家福祉センタ

ー 

9人 

 

（イ）傾聴ボランティア養成講座 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

R4.3.22(火) ・傾聴は心の伴走者～心に寄り添う傾

聴について 

講師：黒川 貢 氏（栃木県傾聴ボラン

ティア連絡協議会会長）  

氏家福祉センタ

ー 

17人 

貸出数 33件 
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   （ウ）登録ボランティア交流会 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

（エ）福祉体験 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.6.18(金) ・車いす体験、アイマスク・白杖体験 南小学校 

体育館 

南小学校 

4年生     91人 

R3.11.4(木) ・車いす体験、アイマスク・白杖体験 喜連川小学校 

体育館 

喜連川小学校 

4年生     62人 

R3.12.15(水) ・車いす体験、アイマスク・白杖体験 上松山小学校 

体育館 

上松山小学校 

4年生   75人 

 

イ 被災地支援・減災事業 

（ア）減災運動会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

（イ）ボランティア協定事業 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

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金 

交付日 内   容 交付団体数 交付総額 

R2.6.11(金) 

 

・補助金等配分委員会において審議 

 の上、交付 

ボランティア団体 

     8団体  

180,000円 

 

（イ）ボランティアセンター整備 

  担架・非常食購入 

 

（ウ）ちょっとボラ（エコキャップ、入れ歯回収他）の推進 

種類 当年度実績 その他 

エコキャップ 310,030個 累計 18,052,284個(ポリオワクチン 13,685人分) 

プルタブ・アルミ缶 換金額 68,585円  

入れ歯回収 無  
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（４）共同募金配分金事業 

  会計監査 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R3.5.25(火) 

 

(1) 令和 2年度赤い羽根共同募金協力結果報告 

について 

(2)令和 2年度寄付金会計収支決算について 

(3)令和 2年度事務費会計収支決算について 

喜連川社会福

祉センター 

 

監事 2人 

 

  運営委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R3.6.1(火) 

 

(1) 令和2年度栃木県共同募金会さくら市支会

事業報告について 

(2) 令和2年度赤い羽根共同募金協力結果報告

について 

(3) 令和 2年度寄付金会計収支決算について 

(4) 令和 2年度事務費会計収支決算について 

(5) 令和 3年度寄付金会計収支予算について 

(6) 令和 3年度事務費会計収支予算について 

喜連川社会福

祉センター 

 

運営委員 

   12人 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

※R3.9月資料のみ送付 

 運営委員 

   16人 

  

 赤い羽根共同募金実績 

運動期間 種類 会員数 金額 募金総額 

R3.10.1(金) 

～ 11.30(火) 

 

戸別募金 9,145世帯 3,616,000円 

4,271,983円 
法人募金 154社 612,040円 

  

ア 高齢者福祉活動事業 

（ア）高齢者団体活動支援 

団体名 団体数 交付額 

さくら市いきいきクラブ連合会     1団体 10,000円 

各地区単位クラブ 26クラブ 130,000円 

 

イ 障がい者福祉活動事業 

（ア）障がい者団体活動支援 

団体名 交付額 

さくら市身体障害者福祉会 60,000円 

さくら市手をつなぐ育成会 30,000円 
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ウ 児童・青少年福祉活動事業 

（ア）子育て講演会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R3.12.4(土) 福祉講演会 後援 「ヤングケラーについて」 

 講師：仲田 海人 氏 

(さいとうクリニック発達外来作業療法士) 

喜連川公民館 100人   

 

エ 福祉育成・援助活動事業  

（ア）活動補助金（地域福祉ネットワーク会・地区社協） 

団体名 団体数 交付総額 

氏家地区地域福祉ネットワーク会 42地区 
947,300円 

喜連川地区社会福祉協議会 18行政区 

 

オ 指定配分事業 

（ア）災害見舞交付  2件 

 

２ 福祉基金事業 

（１）福祉基金造成事業 

内   容 件数 場所等 

故人の遺志・企業団体による寄付に対する感

謝状贈呈 

10件 葬儀場・自宅等 

 

３ 貸付事業 

（１）貸付事業 

ア 貸付事業 等 

資金種類 件数 

生活福祉資金貸付事業 1件 

さくら市社会福祉金庫 51件 

栃木県愛の基金 0件 

罹災者見舞金（交付） 4件 

 

新型コロナ特例貸付 

資金種類 件数 

緊急小口資金 314件 

総合支援資金 256件 

総合支援資金（延長） 83件 

総合支援資金（再貸付） 138件 

 

 



- 18 - 

 

Ⅱ 公益事業 

１ 指定管理事業 

（１）氏家福祉センター 

講座利用状況 

講座名 人数 開催日時 回数 実人数 

盆栽 27人 毎月第 1･3火曜日 

9時～15時 

17回 300人 

民謡（唄） 9人 毎月第 2･4水曜日 

9時 30分～12時 

12回 77人 

陶芸 16人 毎月第 1･3水曜日 

9時～16時 

20回 254人 

うの花俳句 7人 毎月第 2･4木曜日 

9時～12時 

16回 106人 

編み物 16人 毎月第 3金曜日 

9時 30分～12時 30分 

 7回 45人 

 

団体利用状況 

団体名 人数 開催日時 回数 実人数 

囲碁親和会 18人 毎週月曜日､第 1･4木曜日 

9時～16時 

6回 46人 

朗読ボランティアハ

チドリの会 

4人 月末 2日間 9時 30分～16時 37回 129人 

不定期 10時～12時 

サークル手編み 9人 毎月第 1･3火曜日 

9時 30分～12時 

13回 80人 

一閑張 陽だまり 32人 毎月月曜日・金曜日 

9時 30分～12時 

15回 209人 

こっとんハート 9人 毎月第 1･2･4水曜日 

【第 1･4】9時 30分～12時 

【第 2】9時 30分～15時  

17回 105人 

傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱえん 17人 毎月第 3金曜日 

13時～15時 

14回 133人 

絵手紙 6人 毎月第 1月曜日 

9時 30分～12時 

6回 27人 

輪 ZU夢 3B 11人 毎月火曜日 

9時 30分～11時 

29回 278人 

引き出しクラブ 11人 毎月第 1･2･3火曜日 

13時 30分～15時 30分 

23回 153人 

銀彩会 5人 毎月第 2月曜日 

9時 30分～12時 

9回 44人 
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サロン利用状況 

事業名 人数 開催日時 回数 実人数 

いきいき・ふれあいサロン 14人 毎月第 3水曜日  10時～13時 8 回 80人 

 

施設利用状況 

月 利用回数 利用人数 月 利用回数 利用人数 

4月 70回 144人 10月 79回 140人 

5月 65回 100人 11月 63回 133人 

6月 85回 167人 12月 61回 162人 

7月 72回 152人 1月 52回 130人 

8月 72回 96人 2月 22回 39人 

9月 71回 82人 3月 47回 132人 

  合計 759回 1477人 

 利用者総人数 3,543人 

 

（２）上松山児童センター 

  平成 20年 4月から指定管理 

児童センター 

事業名等 内容等 参加者数 

センター探検 探検 37人 

学童出前 
時間割作成・ウォークスルース

ライム・マジック・くじ 
108人 

地域交流「野球クラブと野球体験」 野球 8人 

わくわくタイム 絵本読み聞かせ 4人 

名刺を作ろう 製作 4人 

こいのぼり製作 製作 21人 

３Ｊクラブ 
プレゼント製作・館内清掃・シ

トラスリボン製作 
63人 

寺子屋 絵画教室・将棋・門松制作 157人 

母の日 フラワーアレンジメント 5人 

父の日 はめぱち 10人 

親子サッカー教室 サッカー 151人 

アリスの会読み聞かせ 読み聞かせ 22人 

作って食べ隊 さつまいも 63人 

センターアート 製作・配布 155人 

昔遊び ベーゴマ 8人 

科学遊び 超能力カード・つかめる水 15人 

地域高齢者交流 うちわ配布 20人 

七夕 短冊作成 28人 
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塗り絵コンテスト 塗り絵・表彰 207人 

不審者訓練  290人 

交通安全・防災資料配布  22人 

敬老の日 プレゼント製作・お手紙セット 16人 

ハロウィン プレゼント配布 27人 

よういちお兄さんと体操遊び 体操 35人 

出前学び塾 製作 12人 

年賀状製作  3人 

館外活動（高齢者施設つきみ） イルミネーション 18人 

高齢者施設プレゼント 製作・プレゼント 150人 

パソコン教室 カレンダー製作 5人 

クリスマス会   7人 

お正月遊び 遊び・書初め 28人 

おみせやさんごっこ  25人 

バレンタイン カード製作 15人 

出前講座（地域サロン活動） シトラスリボン製作 46人 

その他 製作・イベント・配布  302人 

参加者合計 2,087人 

  

子育て支援 

事業名等 内容等 参加者数 

わくわくタイム  1052人 

わくわく誕生日会  102人 

館外活動 春を探そう・秋を探そう 24人 

母親クラブ 
スクラップブッキング・ハンド

ベル・親子ズンバ 
162人 

子育て相談 ぴーち職員による相談 62人 

よういちお兄さんと遊ぼう 体操 75人 

やんちゃクラブ  22人 

絵本をたのしもう 絵本 24人 

赤ちゃんとスキンシップ  23人 

とっとこクラブ  14人 

センターアート 製作・配布 80人 

わくわくいちご狩りごっこ  22人 

親子リトミック リトミック 130人 

母の日 わくわく母の日製作 20人 

わくわく虫歯予防ＤＡＹ  12人 

こいのぼり製作 製作 35人 

時の記念日 エコ製作かたつむり 8人 
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父の日 わくわく父の日製作           23人 

わくわく学習会 栄養相談 13人 

七夕 短冊作成 30人 

まま達の音楽隊どるちぇ演奏会 演奏会 56人 

わくわく水にふれよう  14人 

出前アリスの会 絵本読み聞かせ 23人 

塗り絵コンテスト 塗り絵 63人 

避難訓練 不審者・地震 209人 

交通安全を学ぼう 配布 15人 

防災について学ぼう 配布 5人 

敬老の日 プレゼント配布 10人 

お月見製作 配布 12人 

ハロウィン  16人 

わくわく運動会ごっこ  22人 

親子ズンバ ズンバ 36人 

健康なんでも講座 学習 21人 

ベビーヨガ ヨガ 12人 

いろんなおもちゃで遊んでみよう  24人 

クリスマス会  44人 

お正月 絵馬・書初め 118人 

ひな人形製作 製作 8人 

その他 製作・イベント・配布   347人 

参加者合計 3,135人 

  児童センター・子育て支援参加者、他来場者 計  5,222人 

 

子育て相談 

  相談記録が 

あるもの 

簡易な相談 
合 計 

うち関係機関へ 

繋げたもの 電 話 メール その他 

年間件数 23 件 64件 0件 44件 131件    4件 

 

上松山小学童保育 

   指導員 12名 

 

利用者（4月 1日時点） 

学年 児童数 学年 児童数 合計 

１年 42人 4年  20人 
160人 

(前年度 150人) 
2年 39人 5年  13人 

3年 43人 6年  3人 
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指導内容 

      生活の目標 

     ・元気にあいさつしましよう 

     ・遊んだあとは必ずお片づけをしよう 

     ・元気よく仲良く遊ぼう 

     ・静かに人の話を聞きましょう 

    

     事業内容 

 月 内 容 月 内  容 

 4月 時間割作り・折り紙製作  10月 ハロウィン製作 

 5月 フラワーアレンジ製作  11月 アクアビーズ製作・塗り絵 

 6月 七夕製作  12月 リース製作・クリスマス会 

 7月 うちわ製作・ホバークラフト製作  1月 お花壁飾り製作・絵馬製作 

 8月 
パステルアート・ペーパークラ

フト 

 2月 ひな飾り製作 

 9月 プラバン製作・綿棒アート  3月 ダンボール工作 

        ※カレンダー製作・誕生会は毎月 

 

（３）喜連川社会福祉センター 

ア 施設利用状況 

月 利用回数 利用人数 月 利用回数 利用人数 

4月 10回 111人 10月 4回 24人 

5月 12回 114人 11月 9回 78人 

6月 13回 144人 12月 9回 88人 

7月 8回 77人  1月 7回 83人 

8月 3回 21人  2月 4回 35人 

9月 5回 39人  3月 6回 85人 

 合計 90回 899人 

 

イ 教室利用状況 

教室名 人数 開催日時 回数 実人数 

そば教室  10人 

 

毎月 1・3金曜日 

午前 9時～13時 

   6回      44人 

   利用者総人数 943人 
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（４）生きがいセンター 

ア 教室（大会）利用状況 

教室名 人数 開催日時 等 回数 実人数 

陶芸教室 14人 

 

毎週水・木曜日 

(素焼き・本焼き) 

午前 9時～12時 

   70回     751人 

レザークラフト教室  7人 毎月第 2月曜日     6回      36人 

ゲートボール大会 

（社協会長杯） 

97人 11月 1日（月） 

さくら市総合運動公園

GB場 

14チーム参加 

  1回    97人 

 

ペタンク大会 

（社協会長杯） 

122人 11月 11日（木） 

喜連川運動場 

37チーム参加 

  1回     122人 

グラウンド・ゴルフ大

会 

（社協会長杯） 

162人 11月 14日（日） 

兎田河原 GG場 

  1回     150人 

輪投げ大会 

（社協会長杯） 

180人 12月 16日(木) 

氏家体育館アリーナ 

 1回 180人 

  利用者総人数 1,336人 

 

２ 受託事業 

（１）学童保育 

ア 学童保育 

期 日 会議・研修名 場所 参加者数 

R3.4.27(火) 学童保育指導員会議 

・職員・指導員紹介 

・各学童保育室における現状と課題 

氏家福祉センター 13人 

R3.12.13(月) 学童指導員会議 

・職員配置状況について 

・次年度の勤務継続意向調査について 

・各学童より現状報告 

氏家福祉センター 17人 

R4.2.2(水) 学童保育主任指導員会議 

・コロナウイルス感染対策について 

・放課後児童支援員等処遇改善臨時 

特例事業について 

氏家福祉センター 10人 

R3.12.15(土)～ 

R4.1.31（月） 

栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

初任者研修・中堅者研修・障害児対応

研修 

オンライン研修 5人 
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R3.12.26(日) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

初任者研修 

栃木県総合文化セ

ンター 

1人 

R4.1.11(火) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

中堅者研修 

栃木県総合文化セ

ンター 

2人 

R4.1.27(木) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

障害児対応研修 

栃木県総合文化セ

ンター 

2人 

R3.11.6(土) 栃木県放課後児童支援員認定資格研修 

（5 回コース） 

栃木県総合文化セ

ンター 

6人 

R3.11.18(木) 

R3.11.20(土) 

R3.12.2(木) 

R3.12.18(土) 

 

（ア）押上小学童保育 

 平成 13年 4月から運営開始 

指導員 3名 

 

利用者数（4月 1日時点） 

学年 児童数 学年 児童数 合計 

１年 16人 4年  6人 
48人 

(前年度 44人) 
2年 10人 5年  4人 

3年 9人 6年  3人 

 

指導内容 

 ・学童室が子どもたちにとって安心して過ごせるように努めます 

 ・友達と仲良くできる   

 ・約束やきまりを守る 

 

     事業内容 

月 内 容 月 内 容 

4月 プラモデル製作 10月 駄菓子屋さんごっこ 

5月 ボンボン製作 11月 毛糸玉作り・指編み 

6月 駄菓子屋さんごっこ 12月 ビンゴ大会・クリスマス会 

7月 万華鏡作り・うちわ作り  1月 鬼の面作り・キーホルダー作り 

8月 夏祭り（射的・ヨーヨー等）  2月 豆まき・ダンボール工作 

9月 写し絵・ストローアート  3月 メダル、キーホルダー作り 

  ※カレンダー製作・誕生会は毎月 

 

（イ）熟田小学童保育 

 平成 14年 4月から運営開始 

指導員 3名 
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   利用者数（4月 1日時点） 

学年 児童数 学年 児童数 合計 

１年 11人 4年 7人 
44人 

(前年度 39人) 
2年 12人 5年 4人 

3年 3人 6年 7人 

指導内容 

 ・１人１人が大切にされ、皆の意見と考えが反映される学童 

 ・遊びと生活をみんなで考え、工夫し、力を合わせて取り組める学童保育にする 

 ・親が安心して働くことができ、また子供たちが安心して過ごせるようにする 

 ・指導員同士は一貫性を持つ指導をする学童保育になるよう心掛ける 

 ・学童は異年齢児保育なので支えながら関係を築き生き生き過ごせるようにする 

 ・一人一人の子供の生活指導、発達段階の状況を承知しながら適切な指導をする 

 ・環境を整え、明るい学童室を心がける 

 

     事業内容 

月 内 容 月 内 容 

4月 ダンボール工作・紙工作 10月 ハロウィン工作 

5月 フラワーアレンジメント 11月 クリスマスリース製作 

6月 ボンボン・父の日カード製作 12月 クリスマス会 

7月 ルームバンド・うちわ製作  1月 指編み・工作 

8月 ガラス絵の具工作  2月 折り紙製作 

9月 ハロウィン工作  3月 アイロンビーズ 

  ※カレンダー製作・誕生会は毎月 

 

（２）福祉団体事務 

ア 福祉団体事務（高齢者） 

（ア）いきいきクラブ連合会 

期 日 主な行事 場 所 出席者数 

R3.4.14(水) 第 17回総会 喜連川公民館    60人 

R3.6.15(月) 社会奉仕の日 各単位クラブ 17クラブ 

 225名参加 

R3.7.12(月) グラウンド・ゴルフ講習会 

 講師：只石 保宏 氏 

喜連川社会福

祉センター 

喜連川運動場 

20人 

R3.8.23(月) 第 27回栃木県民福祉のつどい【規模縮小】 栃木県総合文

化センター 

     

R3.9.2(木) 第 24回県老連サークル活動発表大会 

【中止】 

 

とちぎ健康の

森 
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第 35回栃木県老人クラブ大会【規模縮小】 

*表彰 優良老人クラブ：伝馬町千寿会 

    育成功労賞：花塚節子 

    活動賞：鹿子畑睦会 

    加入促進賞：馬場桜陽会 

    広報誌コンクール優秀賞：フィオーレ和会 

R3.11.11(木) 社会福祉協議会会長杯ペタンク大会 

＊優勝 葛城松風会Ａ 

喜連川運動場 37チーム 

     126人 

R3.11.16(火) ノルディックウォーキング大会 兎田河原運動

場、お丸山公

園 

16クラブ 

    53人 

R3.11.16(火) 

～11.17(水) 

第 50回全国老人クラブ大会【ライブ配信】 

(コロナウイルス感染症の為、無観客開催) 

香川県高松市

サンポート 

 

R3.12.7(火) いきいき健康ウォーキング 

（みんなのつどい代替事業） 

ゆうゆうパー

ク 

12クラブ 

61人 

R3.12.16(木) 社会福祉協議会会長杯輪投げ大会 

＊優勝（団体）馬場桜陽会Ａ  

   （個人）男性 馬場桜陽会Ａ  

村上 尚次 氏 

（個人）女性 馬場桜陽会 Ａ 

       高瀬 喜久 氏 

氏家体育館 32チーム 

     176人 

R3.3.15(火) いきいき健康ウォーキング 

※参加者へミュージアム氏家「日展」観覧 

無料チケット配布 

ゆうゆうパー

ク 

16クラブ 

92人 

※20名観覧 

 ※毎月 1回 役員会開催 計 11回（9月はコロナウイルス感染拡大防止により中止） 

 

イ 福祉団体事務（障がい者） 

（ア）身体障害者福祉会 

期 日 主な事業 場 所 参加者数 

R3.4.15(金) 令和３年度 総会 【書面開催】 喜連川社会福祉センター      

R3.6. 5(日) げんきっこ祭への協力（餅つき）【中止】 上松山児童センター   

R3.7.7 (水) 交通安全講話会・新スポーツ講習会 喜連川体育館  22人 

R3.8.23(火) 県民福祉のつどい 

栃身連会長表彰 鈴木 勝男 氏 

            吉川 和正 氏 

宇都宮市文化会館 栃身連会長

のみ出席 

R3.9.26(日) 県障害者スポーツ大会【中止】   

R3.10.16(金) さくら市福祉まつり参加（車椅子体験）【中

止】 

氏家体育館駐車場   

R3.11.23(金) 県障害者スポーツ大会代替競技会 栃木県総合運動公園 10人 
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R3.11.30(火) 会員研修 益子方面 32人 

R3.12.2(木) 県身体障害者福祉のつどい とちぎ福祉プラザ  7人 

R3.12.4(土) 福祉講演会 後援 「ヤングケラーについ

て」 講師：仲田 海人 氏 

喜連川公民館  

R3.1.下旬 総合研修 【中止】 乃木温泉ホテル  

R3.2.21(月) 役員研修 矢板方面 16人 

 グラウンド・ゴルフ大会 8回 

 ソフトペタンク大会   0回  ・第 1回ソフトペタンク大会 R4.1.17(月)【中止】 

 

（イ）手をつなぐ育成会 

期 日 主な事業 場 所 参加者数 

R3.5.14(金) 第 1回役員会「総会について」 氏家福祉センター 5人 

R3.5.31(月) 総会 氏家福祉センター 8人 

R3.6.30(水) さくら市福祉まつり 第 1 回合同会議

（会長出席） 

氏家福祉センター  

R3.7.12(月) 
第 2 回役員会「交流会・各種事業につ

いて」【中止】 

喜連川社会福祉セ

ンター 
 

R3.7 
「交流会・ブルーベリー狩り」 

【中止】 
ギャラリー一隅  

R3.10.16(土) 第 15回さくら市福祉まつり【中止】 氏家体育館  

R3.10.19(火) 
第 3 回役員会「役員について・各種事

業について」 

喜連川社会福祉セ

ンター 
5人 

R3.11.8(月) 
臨時総会「役員改選・規約改定につい

て」 
書面開催  

R4.2.24(木) 第 4回役員会「友愛事業について」 氏家福祉センター  

R4.3.16(水) 友愛事業（障がい者施設生産品等の配

布） 

喜連川社会福祉セ

ンター 

氏家福祉センター 

15人 

 

（３）各種相談 

ア 法律相談 毎月第３金曜日開催 

期 日 件数 相談事項 

R3.4.16（金) 7件 相続 1・不動産 1・金銭 2・その他 3 

R3.5.21(金) 7件 相続 1・離婚 2・不動産 2・その他 2 

R3.6.18(金) 7件 相続 2・不動産 2・その他 3 

R3.7.16(金) 7件 相続 2・不動産 1・賃借 1・損害賠償 1・その他 2 

R3.8.20(金) 5件 相続 3・その他 2 

R3.9.17(金) 5件 相続 2・その他 3 
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R3.10.15(金) 7件 相続 1・離婚 2・不動産 1・その他 3 

R3.11.19(金) 7件 相続 2・不動産 1・賃借 2・その他 2 

R3.12.17(金) 6件 相続 4・不動産１・損害賠償 1 

R4.1.21(金) 7件 相続 2・扶養 1・その他 4 

R4.2.18(金) 7件 相続 2・扶養１・その他 4 

R4.3.18(金) 7件 相続 3・離婚 1・不動産 1・賃借 1・その他 1 

計 79件  

 

イ 心配ごと相談所 毎月第２木曜日 

期 日 相談員 会 場 件数 相談事項 

R3.4.8(木)  髙齋定男 氏家福祉センター 1組 3件 住宅・苦情・その他 

R3.5.13(木)  七久保易子 喜連川公民館 0件  

R3.6.10(木)  添田一 氏家公民館 2組 3件 医療・苦情・その他 

R3.7.8(木)  鈴木美智子 喜連川公民館 2組 2件 住宅・教育 

R3.8.12(木) 大久保なをみ 氏家福祉センター 3組 3件 住宅・医療・その他 

R3.9.9(木) 【コロナウイルス感染拡大防止により中止】  

R3.10.14(木)  髙齋定男 氏家福祉センター 2組 3件 家族・財産・その他 

R3.11.11(木)  七久保易子 喜連川公民館 0件  

R3.12.9(木)  添田一 氏家福祉センター １組 1件 その他 

R4.1.13(木) 大久保なをみ 喜連川公民館 2組 2件 生計・その他 

R4.2.10(木)  鈴木美智子 氏家福祉センター 0件  

R4.3.10(木)  深尾淳 喜連川公民館 0件  

  計 13組 17件  

 

（４）養成研修 

ア 手話奉仕員養成研修 毎週木曜日開催 

期 日 事業名 内 容 場 所 受講者数 

R3.5.13(木) 

～  11.11(木) 

全 19回 

手話奉仕員養成講座 

入門課程 

  18講座 

   3講義 

市 民 活 動

支 援 セ ン

ター 

17人 

R3.11.16(木) 

～R4.3.31(木) 

全 21回 

手話奉仕員養成講座 

基礎課程 

  22講座 

   3講義 

市 民 活 動

支 援 セ ン

ター 

17人 

修了生 

  14人 

 

（５）ファミリー・サポート・センター事業 

会員数 

会員区分 前年度末 本年度 3月末 

利用会員 167人 170人 

提供会員 24人 25人 
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両方会員 23人 25人 

合 計 214人 220人 

 

活動状況 

 内    容 回数 

1 保育所・幼稚園の開始前の預かり・送り 0回 

2 保育所・幼稚園の終了後の迎え・預かり 0回 

3 小学校の開始前の預かり・送り 0回 

4 小学校の終了後の迎え・預かり 0回 

5 学童保育後の迎え・預かり 0回 

6 福祉施設への送迎 0回 

7 福祉施設終了後の預かり 0回 

8 保育園、幼稚園、小学校、学童から自宅への送迎 50回 

9 子どもの習い事への送迎 25回 

10 保育園、幼稚園、学校の休みの時の預かり 2回 

11 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の預かり 0回 

12 買い物等外出の際の預かり 0回 

13 保護者の就労（短期・臨時・求職活動等）時の預かり 3回 

14 保護者の病気、急用等の場合の預かり 0回 

15 保護者等のリフレッシュ・習い事等の預かり 0回 

16 その他 15回 

17 キャンセル 7回 

 合   計 95回 

 

事業内容 

 内    容 回数等 

1 さくら市広報・社協だよりによる会員募集                           2回 

2 提供会員・両方会員のための講習会 1回 

3 保育園、医療機関、他関係機関にパンフレットを作成し配布 41か所 

4 ファミサポ便り発行 3回 

5 会員交流会 0回 

 

（６）生活困窮者自立支援事業 

【新規相談件数】 42件 

情報提供や相談対応のみで終了 

他の制度や専門機関で対応 

自立相談支援機関が支援し、プランを作成 

1件 

41件 

3件 

【相談終了件数】 2件 

【生活状況が改善された者】 1件 
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    住居確保給付金 

相談件数         43件 

申請件数         4件 

 


