
〔収　入〕 〔単位：千円〕

項　　目 金　　額
会費収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障がい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
その他の活動による収入
特別会計
収入計①

26,974
164,166
167,602
3,666
13,301

2,812,599
320,184

110
537
6,577
11,481

3,527,197

〔支　出〕 〔単位：千円〕

項　　目
法人運営事業
地域福祉事業
ボランティアセンター事業
福祉サービス利用援助事業
地域包括支援センター事業
介護予防事業
老人福祉センター事業
高齢者の生きがいと健康づくり事業
高齢者配食サービス事業
農村環境改善センター事業
大崎市古川障がい者地域活動支援センター事業
高齢者世話付住宅生活援助事業
介護福祉サービス事業
障がい福祉サービス事業
特別会計
支出計②

140,026
222,575

300
285

137,243
9,696
23,270
21,473
1,798
4,390
51,120
2,683

2,594,396
275,056
11,481

3,495,792

金　　額

〔収　入〕 〔単位：円〕

項　　目 金　　額
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託収入
事業収入
負担金収入
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障がい者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
施設整備等収入
その他の活動収入
特別会計
収入計①

28,108,700
2,737,171

220,403,467
171,006,767
2,501,963
9,548,450

2,772,660,176
322,331,464

103,813
4,834,985
538,720

48,646,000
4,128,751

3,587,550,427

〔支　出〕 〔単位：円〕

項　　目
法人運営事業
地域福祉事業
ボランティアセンター事業
福祉サービス利用援助事業
地域包括支援センター事業
介護予防事業
老人福祉センター事業
高齢者の生きがいと健康づくり事業
高齢者配食サービス事業
農村環境改善センター事業
大崎市古川障がい者地域活動支援センター事業
高齢者世話付住宅生活援助事業
介護福祉サービス事業
障がい福祉サービス事業
特別会計
支出計 ②

130,933,727
215,350,557

300,000
277,500

130,950,266
9,696,000
21,810,720
21,252,942
1,783,275
4,291,890
51,807,021
2,682,643

2,731,446,901
306,899,461
3,918,709

3,633,401,612

金　　額

令和３年度 予算概要

令和２年度 決算報告

令和３年度 基本目標会長 就任あいさつ

社会福祉法人
大崎市社会福祉協議会
会長　高橋　栄德

１．福祉の礎となる福祉人材の確保・育成・定着
２．地域福祉のセーフティーネットである地域福祉・介護福祉・障がい福祉事業の再編成
３．法人組織機構の再構築並びに財務基盤の適正化
４．地域福祉活動計画に基づく各地域での地域福祉の推進    

【理　　事】18名（任期：令和3年6月25日から2年以内に終了する会計年度のうち、令和5年度定時評議員会の終結の時まで）
　会　　長　　　高　橋　栄　德（民生委員・児童委員協議会代表者）
副 会 長　　　畑　中　理一郎（鹿島台）、佐々木　　　潤（岩出山）
　常務理事　　　本　田　民　夫（知識経験者）
　理　　事　　　熊　野　よしえ（古川）　　長　尾　仁　志（古川）　　上　野　和　彦（古川）
　　　　　　　　八　巻　幸　夫（松山）　　三　浦　俊　彦（三本木）　照　井　裕　信（鹿島台）
　　　　　　　　青　木　　　淳（岩出山）　髙　橋　一　幸（鳴子）　　髙　石　　　隆（田尻）
　　　　　　　　牧　野　　　修（田尻）
　　　　　　　　日　野　誠　慈（施設管理者）
　　　　　　　　木　村　　　司（社会福祉事業経営団体役員）
　　　　　　　　會　田　征　子（ボランティア活動団体代表）
　　　　　　　　佐　藤　俊　夫（行政機関代表者）
【監　　事】3名（任期：令和3年6月25日から2年以内に終了する会計年度のうち、令和5年度定時評議員会の終結の時まで）
　　　　　　　　宍　戸　宏　至（知識経験者）
　　　　　　　　荒　木　雄　一（公認会計士）
　　　　　　　　吉　城　二三子（知識経験者）
【評 議 員】37名（任期：令和3年6月25日から4年以内に終了する会計年度のうち、令和7年度定時評議員会の終結の時まで）
　　　　　　　　小　出　勝　治（古川）　　村　上　京　子（古川）　　今　野　貴　一（古川）　
　　　　　　　　鈴　木　とし子（古川）　　佐　藤　洋　子（古川）　　晴　山　たえ子（古川）　
　　　　　　　　千　葉　和　朗（古川）　　加　藤　喜　弘（古川）　　鹿　野　良　一（古川）
　　　　　　　　齋　藤　善　清（古川）　　佐　藤　節　夫（松山）　　中　村　和　男（松山）　　
　　　　　　　　小　関　裕　子（松山）　　川　江　義一郎（松山）　　村　田　澄　二（三本木）　
　　　　　　　　寺　岡　清　光（三本木）　荒　木　マサ子（三本木）　及　川　みや子（三本木）
　　　　　　　　鈴　木　美惠子（鹿島台）　渡　邊　安　子（鹿島台）　千　葉　俊　彦（鹿島台）
　　　　　　　　熊　谷　幸　市（鹿島台）　佐　藤　昌　満（岩出山）　鈴　木　一　男（岩出山）　
　　　　　　　　佐々木　善　弘（岩出山）　佐々木　憲　道（岩出山）　髙　橋　秀　子（鳴子）　　
　　　　　　　　大　山　厚　昭（鳴子）　　中　鉢　和三郎（鳴子）　　中　鉢　幸　一（鳴子）
　　　　　　　　砂　金　祥　任（田尻）　　西大條　利津夫（田尻）　　髙　橋　朝　生（田尻）　
　　　　　　　　伊　藤　重　義（田尻）
　　　　　　　　佐々木　俊　一（ボランティア活動団体代表）
　　　　　　　　伊　藤　順　子（社会福祉事業経営団体役職員）
　　　　　　　　佐　藤　晧　一（利用者家族代弁者）

理事・監事・評議員紹介 （敬称略）

　この度、６月２５日をもって、大崎市社会福祉協議会会長に就任いたしました高橋栄德（タカハシエ
イトク）でございます。
　長年、大崎市社会福祉協議会を牽引されてこられた遠藤前会長からの引継ぎであり、社会福祉
協議会会長に就任いたしましたことに大変な責任の重さを感じ、身の引き締まる思いでいっぱいであ
ります。
　近年の社会福祉情勢は、高齢者を地域全体で支える地域包括ケアシステムや子育て支援、生活
困窮者に対する自立支援の制度化の動きの中、人間関係の希薄化、高齢者を取り巻く孤立化、生活
困窮に至る要因の多様化、地域福祉に係る課題は深刻化、複雑化しています。
　本会では、このような状況の中、地域福祉の推進、介護保険事業の推進等、地域住民に信頼され、
支持される社会福祉協議会として、積極的に地域福祉の向上に努めて参りたいと思っております。
　関係者の皆様方におかれましては、これまで同様にご指導、ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申
し上げ、会長就任のご挨拶とさせていただきます。
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