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１　平成23年度の主たる事業について
　柏崎市社会福祉協議会では、「共に支え、共に生きる社会」
を目指し、魅力ある社協マンの育成、安心して意欲的に働け
る職場環境の整備、財務基盤の強化、社協ブランドの確立と
一体感の醸成を法人の重点目標に掲げ、職員の資質向上と福
祉ニーズに基づく事業の実施に努めました。
　また、東日本大震災や新潟・福島豪雨災害、今冬の豪雪救
援ボランティアセンター設置など、近年多発する自然災害へ
の支援活動を積極的に展開しました。

●法人運営
▪理事会・評議員会・部会の開催
▪役員先進地視察研修の実施　富山県氷見市社会福祉協議会
▪社会福祉協議会長表彰の実施　　18人表彰
▪人事考課の実施
▪社会福祉協議会会費制度の実施
・柏崎地区：会員数	 21,804名	 10,868,612円
・高柳地区：会員数	 707名	 361,151円
・西山地区：会員数	 1,900名	 947,360円
・賛助会員：口数	 696口	 348,000円
・特別会員：口数	 140口	 698,000円

●地域福祉の推進
▪広報紙「福祉のひろば」の発行（年6回）
▪高柳地区・西山地区ミニコミ紙の発行（年3回）
▪第二次地域福祉計画・活動計画策定実行委員会（年10回）
▪わいわいがやがやフェスティバルの開催
▪ふれあい総合相談所の運営：一般相談234件、専門相談122件
▪地区福祉組織支援事業（31ヶ所）、ふれあいサロン事業（89ヶ所）、
地域食事サービス事業（15地区）の支援
▪地域サポーター養成事業の実施（全1回）：	修了者30人
▪ふれあい給食サービス事業：延配食数　36,577食
▪児童クラブの運営：年間利用延数　5,428人
▪小学校４年生以上の放課後保育事業　年間利用延数：1,199人
▪スロープ付車輌と、リフト付きマイクロバスの運行
▪小規模作業所・障害者団体への活動支援
▪赤い羽根共同募金への協力
▪要援護者生活支援ネットワークサービスシステム事業

●ボランティアの推進
▪ボランティアセンター運営委員会の開催：年4回
▪ボランティア登録の促進：団体登録89団体、個人登録190人
▪各種ボランティア養成講座等の実施
▪ボランティアパック事業
▪豪雪救援ボランティアセンターの運営

●高齢者福祉の推進
▪市老人クラブ連合会の事務局を担当し、各種活動を推進
▪高柳地区小規模地域開放型老人ホーム清流苑の運営

●福祉サービス利用支援事業
▪生活支援相談員の設置
▪地域福祉権利擁護事業　利用者９人
▪地域福祉権利擁護サービス　利用者123人
▪成年後見制度相談支援受託事業の実施　相談31件　申立支援7件

●低所得者対策及び援護事業
▪生活福祉資金貸付事業：12件　2,472,503円
▪特例緊急小口資金：93件　13,250,000円

●総合福祉センターの管理運営
▪総合福祉センターの管理運営：年間利用者45,254人

●介護研修事業
▪デイサービスセンターと訪問介護事業所では、小中学生の体験学習、
専門学校の福祉現場実習等を受け入れ、介護に関する教育・啓発事
業に努めた：延べ272人受け入れ
▪訪問介護員養成研修２級課程の開催：修了者24人

●障害福祉サービス事業
▪障害者支援費制度および自立支援法に基づく事業の実施
　・障害福祉サービス：利用延件数　760.7件/1ヶ月
　・地域生活支援事業：利用延件数　104.8件/1ヶ月

●介護保険事業運営
▪居宅介護支援事業（ケアマネジャー）：	利用者月平均	593.7人
▪訪問介護事業（ホームヘルパー）：	 利用者月平均	284.4人
▪訪問入浴事業：利用者月平均	54.9人
▪福祉用具貸与事業：貸与件数月平均	1,026件
▪通所介護事業
・赤坂山デイサービスセンター：	 利用者月平均	35.6人
・松波デイサービスセンター：	 利用者月平均	28.8人
・北条デイサービスセンター：	 利用者月平均	30.3人

▪訪問看護事業：利用者月平均　105.4人
▪介護保険外福祉サービス
・訪問介護　	 利用者月平均	 16.8人
・福祉用具貸与　	利用者月平均	 22.5人

▪在宅介護者リフレッシュ事業の開催（年5回）：参加者62人

●西地域包括支援センターの運営
▪総合相談・支援事業：相談受理	678件
▪介護予防サービス計画作成件数：2,238件(うち委託分748件)
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2　決算状況について
　少子高齢化や価値観の多様化など社会全
体が急激に変化する中、新たな福祉ニーズ
や地域福祉課題が出現しています。
　これらの社会情勢を踏まえ、本会の経営
方針は人が人を支える社会福祉事業におい
ては、人的資源の充実が最重要課題である
ことから、質・量双方の適切な人員配置、
管理職等の中核的な人材の育成、研修体制
の確立や働きやすい職場環境の整備など、
人的資源への投資を重点的に行い、「サービ
スの質」、「職員の接遇やおもてなし」「気軽
に必要なサービスを必要な時に使える利便
性」の3点を重点的に向上させ、事業やサー
ビスの質の向上を目指すこととしています。
　また、地域福祉の民間財源である共同募
金運動や本会の会員会費制度においては、
地域で集めた資金を地域住民が実施する福
祉活動に助成し、還元する資金循環の仕組
みが注目されていることから、共同募金会
をはじめとした関係機関・団体などと協働
しながら、これまでに蓄積したノウハウを
活用して、市民から寄せられた善意が、市
民活動の育成や地域福祉活動の推進に十分
活用され、成果が発揮されるよう効果的な
事業運営に努めることとしています。

　　収　入	 （単位：円）　

会費収入	 13,375,123
寄附金収入	 4,197,054
経常経費補助金収入	 74,033,045
助成金収入	 2,848,200
受託金収入	 67,712,053
事業収入	 23,900,927
共同募金配分金収入	 10,670,084
負担金収入	 454,230
介護保険収入	 652,239,134
自立支援費等収入	 37,507,124
補助事業収入	 11,748,260
雑収入	 7,046,015
借入金利息補助金収入	 1,036,901
受取利息配当金収入	 189,704
会計単位間繰入金収入	 7,000,000
経理区分間繰入金収入	 32,371,436
　経常収入計	 946,329,290

　　支　出	 （単位：円）　

法人運営事業	 56,399,849
生活福祉資金貸付受託事業	 3,897,000
地域福祉推進事業	 30,461,319
ボランティアセンター運営事業	 10,055,220
共同募金配分金事業	 11,293,184
ふれあい給食サービス事業	 29,700,263
総合福祉センター管理経営事業	 20,131,000
小規模地域開放型老人ホーム清流苑管理経営事業
	 13,924,027
ボランティア基金管理運営事業	 2,042,176
障害福祉サービス事業	 41,671,342
居宅介護支援事業	 91,373,000
訪問介護事業	 142,003,166
訪問入浴介護事業	 33,653,000
赤坂山デイサービスセンター運営事業	104,161,550
松波デイサービスセンター運営事業	 84,790,127
北条デイサービスセンター運営事業	 93,094,374
福祉用具貸与事業	 45,115,813
生活支援相談員設置事業	 26,004,887
介護保険外福祉サービス事業	 1,383,000
児童クラブ受託事業	 3,830,278
訪問看護事業	 43,056,515
地域包括支援センター運営受託事業
	 32,989,366
　経常支出計	 921,030,456
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勘　定　科　目 金　　額
Ⅰ　資産の部

1．流動資産
現　金 2,000
預貯金 173,583,717
未収金 119,289,059

流動資産合計 292,935,868
2．固定資産

⑴　基本財産
預　金 3,000,000
建　物
　・赤坂山デイサービスセンター 1 棟 154,207,776
　・赤坂山デイサービスセンター 1 棟（増築分） 4,950,265
　・赤坂山デイサービスセンター車庫 2 棟 5,330,991
　・松波デイサービスセンター 1 棟 126,338,154
　・松波デイサービスセンター車庫 2 棟 7,548,411
　・北条デイサービスセンター 1 棟 155,935,230
　・北条デイサービスセンター車庫 1 棟 4,114,095
　・北条デイサービスセンター雪室 41,891,827
　・扇町介護保険センター 1 棟 7,644,000
建物附属設備
　・赤坂山デイサービスセンター附属設備 12,806,918
　・赤坂山デイサービスセンター車庫 2 棟附属設備 117,885
　・松波デイサービスセンター附属設備 25,044,518
　・松波デイサービスセンター車庫 2 棟附属設備 6,955,760
　・北条デイサービスセンター附属設備 56,932,257
　・北条デイサービスセンター雪室付属設備 15,827,514
　・扇町介護保険センター附属設備 13,198,741
土　地
　・柏崎市赤坂町字地蔵ヶ沢 3050-12 宅地 1911.64㎡ 70,000,000

勘定科目 当年度末 勘定科目 当年度末
資 産 の 部 負 債 の 部

流動資産 259,411,487 流動負債 53,281,096
　現金 2,000 　未払金 27,441,488
　預貯金 149,569,175 　預り金 4,482,073
　未収金 109,779,220 　賞与引当金 21,357,535
　前払金 61,092 固定負債 67,787,437
固定資産（基本財産） 711,844,342 　設備資金借入金 46,663,078
　基本財産特定預金 3,000,000 　退職給与引当金 21,124,359
　建物 507,960,749
　建物附属設備 130,883,593 負債合計 121,068,533
　土地 70,000,000
その他の固定資産 423,823,990 純 資 産 の 部
　建物 335,949 基本金 3,000,000
　機械及び装置 360,469 基金 103,560,441
　車輌運搬具 2,803,690 国庫補助金等特別積立金 342,886,402
　器具及び備品 10,746,943 その他の積立金 305,332,906
　権利 683,592 　人件費積立金 112,290,425
　福祉基金 103,560,441 　車輌購入費積立金 7,995,245
　人件費積立金 112,290,425 　退職手当積立金 27,341,434
　車輌購入費積立金 7,995,245 　財政調整基金積立金 150,702,950
　退職手当積立金 27,341,434 　生活支援復興基金 7,002,852
　財政調整基金積立金 150,702,950
　生活支援復興基金 7,002,852 次期繰越活動収支差額 519,231,537

( うち当期活動収支差額 ) 28,622,253
純資産合計 1,274,011,286

資産合計 1,395,079,819 負債・純資産合計 1,395,079,819

勘定科目 当年度末 勘定科目 当年度末
資 産 の 部 負 債 の 部

流動資産 33,524,381 流動負債 6,815,844
　預貯金 24,014,542 　未払金 3,012,512
　未収金 9,509,839 　賞与引当金 3,803,332
その他の固定資産 20,089,964 固定負債 1,412,889
　車輌運搬具 54,722 　退職給与引当金 1,412,889
　器具及び備品 20,242
　人件費積立金 20,015,000 負債合計 8,228,733

純 資 産 の 部
その他の積立金 20,015,000
　人件費積立金 20,015,000

次期繰越活動収支差額 25,370,612
( うち当期活動収支差額 ) △ 865,005
純資産合計 45,385,612

資産合計 53,614,345 負債・純資産合計 53,614,345

■社会福祉法人柏崎市社会福祉協議会 財産目録
平成24年3月31日現在

■一般会計貸借対照表
平成24年3月31日現在

■特別会計貸借対照表
平成24年3月31日現在

勘　定　科　目 金　　額
⑵　その他の固定資産

建物 335,949
機械及び装置 360,469
車輌運搬具 2,858,412
器具及び備品 10,767,185
権利 683,592
福祉基金 103,560,441
人件費積立金特定預金 132,305,425
車輌購入費積立金特定預金 7,995,245
退職手当積立金特定預金 27,341,434
財政調整基金積立金特定預金 150,702,950
生活支援復興基金 7,002,852

固定資産合計 1,155,758,296

資産の部合計 1,448,694,164
Ⅱ 負債の部

1．流動負債
未払金 30,454,000
預り金 4,482,073
賞与引当金 25,160,867

流動負債合計 60,096,940
2．固定負債

設備資金借入金 46,663,078
退職給与引当金 22,537,248

固定負債合計 69,200,326

負債の部合計 129,297,266
差引純資産 1,319,396,898

（単位：円）

（単位：円）（単位：円）
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