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平成 23 年度  事業報告 ・ 決算報告
　平成23年度は、①地域福祉活動計画の推進　②発展強化計画の策定　③ボランティア活動及び市民活動支援の
推進　④社会福祉協議会の広報充実の4つを重点目標として活動に取り組みました。
　今回は、地域福祉活動計画に基づき実施した新規事業やボランティア活動及び市民活動支援として行われた災害
ボランティアの活動支援を中心に報告いたします。

　住民同士によるたすけ
あい活動の推進を目的に
家事等を中心に生活支援
を行うサポーターの養成
講座を実施しました。
　講座では、高齢者の方
を支援する際に必要となる視点や知識、技術を中
心に学びました。

受講者数 75名
　受講後は、生活支援サービスの実施団体や受講
者それぞれの所属団体等で活動されます。

◦救援物資仕分けボランティア活動　登録  86名
◦被災地派遣ボランティア　　　　   登録445名
◦ボランティアバス運行　    全19回 334名参加
 （他バス以外での拠点利用ボランティア 96名）
◦アルバム洗浄ボランティア活動150名（延べ）
　  写真　約3,800枚　 ネガ　約50本
◦まごころベンチの作成　ベンチキット100台発送
◦ベルマークの収集　  仕分けボランティア52名
　　　　　　　　　　総点数　141,418点　など

■ 一般事業
◦地区社協の設置推進
　　新たに4地区設置（全市45地区／63学区）
◦福祉協力委員制度の推進　全市計2,203名
◦小地域ケア会議への協力と参加 延べ203回
◦住民参加型在宅支援サービス事業の実施
　　活動時間…569時間
◦発展強化計画の策定
■ 共同募金配分事業
◦倉敷権利擁護支援フォーラムの実施　250名参加
◦サロン活動支援事業　交流会等の実施4回
◦社協だよりの発行　2回／年
■ 県社協受託事業
◦日常生活自立支援事業　契約 91件　相談 615件

■ ボランティア活動推進事業
◦福祉ボランティア育成事業
　　登録者数6,112名　活動件数356件
　　登録団体数219団体
◦ボランティア交流会の実施　2回
◦ボランティア市民啓発及び普及推進事業
　　ボランティアシンポジウムの開催 290名参加
■ 倉敷市受託事業
◦友愛訪問の実施　対象人員5,260名
◦高齢者等心配ごと相談所の設置　相談件数451件
■ 介護保険関連事業
◦地域包括支援センター事業・居宅介護支援事業
◦訪問介護事業・通所介護事業・介護予防支援事業
                                          　　　　　　　など

◦災害ボランティアセンターの設置
◦ボランティア依頼状況
　15世帯
　　水島地区6件
　　児島地区9件
◦ボランティア登録数
                    　59名
◦ボランティア活動状況
                     165名（延べ）

新規事業

災害ボランティア活動

★ 生活・介護支援サポーター養成講座

★ 東日本大震災への取り組み ★ 台風12号災害への活動について

★ 個人情報の取り扱いに関する研修会
　地域でたすけあい活動を実施する際、支援を必
要としている人の情報を集めることがあります
が、個人情報保護の観点から活動に支障をきたす
場合があるという声から、研修会を実施しまし
た。研修会は、地区社協や民生委員、愛育委員の
皆さんを中心に各地区で実施され、個人情報の扱
いに関しての正しい理解を深めました。

　倉敷地区…47名　水島地区…129名
　児島地区…84名　玉島・船穂・真備地区…150名

その他、事業の一部を抜粋して紹介いたします。
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1 会費収入 36,944,330 
2 寄附金収入 18,482,514 
3 補助金収入 118,239,975 

4 県・市受託金収入 
（地域包括支援センター受託金除） 195,399,651 

5 事業収入 6,826,933 

6 介護保険関連収入 
（地域包括支援センター受託金含） 108,884,288 

7 共同募金配分金収入 53,256,886 
8 交付金収入 6,700,000 
9 雑収入 1,547,938 

10 受取利息配当金収入 1,400,526 
11 会計単位間繰入金収入 5,000,000 

経常収入計 552,683,041 
施設整備等による収入 0
財務活動による収入 35,800,000

収 入 合 計 588,483,041 

社会福祉法人 倉敷市社会福祉協議会

（自）平成 23 年４月１日　（至）平成 24 年３月 31日

決 算 の 概 要

財産目録（一般会計・特別会計）児島競艇場売店 特別会計

平成23年度  決算報告

　　　　 　㈲アーバンホール中庄ホール、アーバンロード開発工業㈲、㈱アイアットOEC、赤木医
科器械㈱、秋定クリニック、秋田税理士法人、居食家寿、いたの家具、イマイクリニック、いわもと
クリニック、うえむら歯科医院、うじごう歯科医院、㈲内田新聞舗、宇野歯科病院、㈱江口電機、

（医）えんさこ医院、老松モータープール、㈱大島屋、オートランド田中、オール薬局倉敷店、おがた耳鼻科、岡本製甲㈱、岡山ガ
ス㈱倉敷営業所、岡山汽力㈱、岡山県西部ヤクルト販売㈱、岡山県美容生活衛生同業組合、おかやま信用金庫中庄支店、岡山ト
ヨタ自動車㈱、岡山西農業協同組合茶屋町支店、小川ミシン㈱、おばた動物病院、貝原任、学園パーキング㈱、笠岡信用組合中庄
支店、香取正三、㈱金森電気、上家工業㈱、カモ井加工紙㈱、カモ井食品工業㈱、（学）川崎学園、観龍寺、NPO法人kirara、（福）
クムレ、倉敷かさや農業協同組合西阿知支店、（協組）倉敷環境保全協会、㈱倉敷ケーブルテレビ、㈲倉敷工芸社、くらしき山陽ハイ
ツ、倉敷市母親クラブ連絡協議会、（福）倉敷市福祉事業会、倉敷商店街振興連盟、倉敷市老人クラブ連合会、倉敷ねたきり認知症家
族の会、倉敷ファッションカレッジ、クリニックソフィア、グループホーム倉敷北、グループホーム西坂、グループホーム楽々苑、
㈲クレヨン、グンゼスポーツクラブアイビースクエア、黄産婦人科医院、広成工業㈲、興南設計㈱、㈱コーセイカン、㈲心の灯、

倉　敷

※賛助会員の掲載につきましては、平成 24 年 6 月 16 日から平成 24 年 9 月 30 日までに会費を納入いただき、ご了解をいただいた賛助会員の
　みの掲載といたしております。また、敬称は省略させていただきました。地区別、50 音順に掲載しています。
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〈資産の部〉
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当期利益　3,354,819 ＝①－②

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円） （単位：円）

（単位：円）

平成24年３月31日現在

（単位：円）

※なお、会計単位間繰入金支出の 5,000,000 円
　については、児島競艇場売店事業特別会計か
　ら、一般会計に繰入れたものです。

一般会計

1 一般事業 198,718,578 
⑴ 管理運営 176,581,161 
⑵ 部会 94,440 
⑶ 調査広報 1,042,170 
⑷ 地域福祉推進 6,036,746 
⑸ ボランティア活動・育成 1,653,758 
⑹ 在宅福祉推進 5,682,676 
⑺ 在宅支援サービス 149,528 
⑻ 結婚相談所 6,425,099 
⑼ 福祉の店「あゆみ」 1,053,000 

2 共同募金配分金事業 55,644,903 
⑴ 高齢者福祉事業 4,530,085 
⑵ 障がい者福祉事業 2,158,490 
⑶ 児童福祉事業 1,169,000 
⑷ 父子母子福祉事業 285,000 
⑸ 福祉育成援助 11,388,262 
⑹ ボランティア育成 2,493,355 
⑺ 共同募金事務費 604,263 
⑻ 歳末たすけあい 12,432,400 
⑼ 地域福祉推進事業 14,207,059 
⑽ 地域活動事業 6,376,989 

3 ボランティア活動推進事業 4,636,924 
4 倉敷市受託事業 177,548,849 
5 県社会福祉協議会受託事業 18,585,142 
6 介護保険関連事業 115,503,448 

支 出 合 計 570,637,844 
※経理区分間繰入金収入・支出は除いています。

科　　　　目 金　　　額
事業収入 43,379,880
受託金収入 19,229,421
受取利息配当金収入 4,010
雑収入 52,690

①当期収入額計 62,666,001

科　　　　目 金　　　額
流動資産 222,413,960
固定資産
⑴ 基本財産 5,000,000
⑵ その他固定資産 496,143,441
固定資産合計 501,143,441

資産合計 723,557,401

科　　　　目 金　　　額
流動負債 78,694,337
固定負債 117,953,940

負債合計 196,648,277
差引純資産 526,909,124

科　　　　目 金　　　額
売上原価 33,916,755
人件費支出 15,267,350
事務費支出 5,127,077
会計単位間繰入金支出 5,000,000

②当期支出額計 59,311,182

平成23年度事業報告書、資金収支計算書、特別会計決算書及び財産目録の詳細
については、倉敷市社会福祉協議会事務局並びに各事務所において閲覧するこ
とができます。

閲覧ができます

〈グラフから見る一般会計〉

4P へ続く→




