
平成25年度　魚沼市社会福祉協議会　事業報告
　平成25年度、魚沼市社会福祉協議会では、地域の関係する機関や団体等からご協力いただき、「魚沼市
地域福祉推進計画」の基本理念である『ともに認め、たすけあい、かがやきつづける夢と安心のまちづく
り』を推進し、多様化する福祉課題の解決に向け取り組んできました。
　地域福祉事業の主な財源となる会費及び共同募金については、嘱託員、民生委員・児童委員各位のご協
力によって目標額を概ね確保することができました。これにより、ボランティア、民生委員児童委員協議
会、地域の福祉団体等と連携し、計画された各種の事業を実施することができました。

共同募金配分金事業

災害ボランティアセンター活動

要援護者への相談・支援事業

受託事業 

1. 高齢者福祉関係事業
◇ふれあい配食サービス事業　延配食数　　9,701食 
◇高齢者交流事業　20 回 　　延参加者数　　832人 
◇介護者リフレッシュ事業　　延参加者数　　 76人 
◇ふれあい・いきいきサロン、ミニ託老事業                 
　　　　　　　　　　　　　　　  開催地区　39地区 
◇歳末たすけあい事業（おせち弁当）　　　　288食 
◇声かけ運動　ほか

2. 児童・青少年福祉関係事業
◇児童遊園地等整備費助成事業　助成児童遊園地　　  ４カ所  
◇福祉協力校活動費助成事業　　小・中学校　　　　　 13校   
　　　　　　　　　　　　　　　保育園・幼稚園　　　 14園
◇子ども豆まき大会　　　　　　5会場　延参加者　　879人
◇新入学生記念品贈呈事業　　　小学校新１年生　　　261人         
◇人形劇鑑賞事業　　　　　　　上演保育園・幼稚園　 12園 

3. 障がい児者福祉関係事業
◇障がい児者交流事業　　バス旅行　　　182人   
　　　　　　　　　　　　夏まつり　　　148人   
　　　　　　　　　　　　クリスマス会　245人
◇福祉団体等活動費助成事業　助成団体　5 団体

1. 災害ボランティアコーディネーター養成                  
　　◇災害ボランティアセンター設置訓練の実施                  
2. 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルの検証

1. 小口資金貸付事業　貸付件数　 19件      
2. 火災等被災者へのお見舞い　　件数　2件

成年後見制度の周知活動
◇成年後見セミナーin魚沼の開催　参加者　158人

介護保険事業
1. 訪問介護事業　事業所数　本拠地１ヵ所、出張所3カ所
2. 通所介護事業　事業所数　　　3 ヵ所       
3. 居宅介護支援事業　事業所数　2 ヵ所      
4. 障害者総合支援事業　事業所数　本拠地１ヵ所、出張所3カ所
5. その他

4. 地域福祉活動関係事業
◇ふれあい福祉総合相談事業　                    
　　弁護士法律相談　 91件　　司法書士相談   5件 
　　高齢者介護相談  162件　　事務局相談  591件 
◇2013ふれあい福祉フェスティバル　 延参加者数　3,473人
◇ボランティア養成研修活動事業                    
　　ボランティア養成講座、ボランティア交流会                   
　　中学生ボランティアスクール開設、団体活動費助成                   
◇福祉施設協働事業　ほか

◇生活福祉資金貸付事業　貸付件数　2件    
◇日常生活自立支援事業　相談件数　2,930件  
◇生きがい活動支援通所事業　延開設日数　　　976日 
　　　　　　　　　　　　　　延利用者数　　1,090人 
◇家族介護用品（紙おむつ券）支給事業                 
　　　　　　　　　　　　　　延利用者数　　4,368人 
◇軽度生活支援事業（除雪援助）                 
　　　　　　　　　　　　　　延利用世帯数　243世帯 
◇聴覚障害者コミュニケーション支援事業ほか

●ふれあい・いきいきサロン
地域のボランティアの皆さ
んの運営により、高齢者の
皆さんが、地域の中で気軽
に出かけられる憩いの場と
なっています。

●子ども豆まき大会
親子のふれあいと住民相互
の親睦を目的に実施してい
ます。市内社協各支所で開
催しました。

●ボランティア応援講座
ボランティア活動への参加
を推進することを目的に各
種講座を開催しています。

●災害ボランティアセンター設置訓練
災害ボランティアセンター
の設置訓練を行い、運営の
流れ・活動手順を検証しま
した。また、この訓練を通
じ、運営マニュアルの見直
しなども実施しました。

●障がい者ふれ愛クリスマス会
障がい者の方を対象に、交
流と仲間づくりを目的に開
催しました。



平成25年４月１日～平成26年３月31日

（単位：円）

決算の概要
平成25年度 魚沼市社会福祉協議会

（単位：円）
科　　目 決 算 額

経
常
活
動
収
支

収　

入

会費収入 10,651,300
寄付金収入 1,834,627
経常経費補助金収入 85,591,000
助成金収入 465,000
受託金収入 57,501,100
事業収入 6,508,123
貸付事業等収入 1,308,000
共同募金配分金収入 13,534,740
介護保険収入 371,412,683
自立支援費等収入 18,333,220
雑収入 1,241,815
借入金利息補助金収入 484,180
受取利息配当金収入 110,791
経理区分間繰入金収入 13,302,598
経常収入　計 ⑴ 582,279,177

支　

出

人件費支出 408,345,310
事務費支出 22,313,697
事業費支出 110,479,336
貸付事業等支出 1,423,000
助成金支出 2,792,190
借入金利息支出 484,180
経理区分間繰入金支出 13,302,598
経常支出　計 ⑵ 559,140,311

経常活動資金収支差額 ⑶＝⑴－⑵ 23,138,866

施
設
整
備
等

　
　
　

収
支

収
入

施設整備等補助金収入 0
施設整備等収入　計 ⑷ 0

支
出

固定資産取得支出及び繰入支出 1,268,190
施設整備等支出　計 ⑸ 1,268,190

施設整備等資金収支差額 ⑹＝⑷－⑸ △ 1,268,190

財
務
活
動
収
支

収 

入

借入金元金償還補助金収入 3,732,804
その他の収入 0
財務収入　計 ⑺ 3,732,804

支 

出

借入金元金償還金支出 3,732,804
積立預金積立支出 59,378
その他の支出 3,820,320
財務支出　計 ⑻ 7,612,502

財務活動資金収支差額 ⑼＝⑺－⑻ △ 3,879,698
予備費 ⑽ 0
当期資金収支差額 ⑾＝⑶＋⑹＋⑼－⑽ 17,990,978
前期末支払資金残高 ⑿ 274,256,131
当期末支払資金残高 ⑾＋⑿ 292,247,109

平成 26 年 3 月 31 日現在 （単位：円）
資 産 の 部

科　　目 当年度末金額
流動資産 333,445,163

預貯金 254,177,972
未収金 79,267,191

固定資産 447,199,242
基本財産 161,315,028
　基本財産特定預金 6,000,000
　建物 140,959,515
　建物附属設備 14,355,513
その他の固定資産 285,884,214
　建物 3,701,051
　建物附属設備 410,768
　車輌運搬具 4,059,131
　器具及び備品 5,174,852
　権利 360,000
　退職共済預け金 41,828,120
　貸付事業資金貸付金 2,273,230
　地域福祉基金積立預金 63,026,414
　その他の積立預金 165,050,648

資産の部 合計 780,644,405

脚注）減価償却費の累計額　　　224,251,114 円

資金収支計算書（総括）

（単位：円）

その他受託事業
31,614,963　17%

施設管理事業
9,609,407　5%

生きがい活動支援通所事業
15,100,000　8%

日常生活自立支援事業
10,400,350　6%

通所介護事業
215,230,607
56%

障害者自立支援事業
15,063,932　4%

その他
7,652,637
2%

居宅介護支援事業
53,271,280
14%

法人運営事業
97,236,474
53%

共同募金配分金事業
17,298,440　10%

小口資金等貸付事業
1,453,020　1%

訪問介護事業
94,089,893
24%

地域福祉一般事業【支出】182,712,654 円

介護保険事業【支出】385,308,349 円

貸 借 対 照 表
負 債 の 部

科　　目 当年度末金額
流動負債 41,198,054

未払金 34,208,347
未返還金 3,003,709
預り金 3,985,998

固定負債 71,020,797
設備資金借入金 27,841,187
退職給与引当金 43,179,610

負債の部 合計 112,218,851
純 資 産 の 部

基本金 6,000,000
基本金 6,000,000

基金 63,026,414
地域福祉基金 63,026,414

国庫補助金等特別積立金 112,513,480
国庫補助金等特別積立金 112,513,480

その他の積立金 165,050,648
修繕積立金 47,609,362
備品等購入積立金 114,402,800
その他の積立金 3,038,486

次期繰越活動収支差額 321,835,012
次期繰越活動収支差額 321,835,012
　　純資産の部 合計 668,425,554

負債及び純資産の部 合計 780,644,405


