
◎各事業の収支状況（資金収支計算書より）
【収入／支出】 経理区分 経常収入 経常支出 差額

法人運営 12,358 12,315 43

ボランティアセンター事業 1,127 1,774 -647

地区社協活動支援事業 2,949 3,045 -96

福祉保健活動拠点運営 13,662 13,831 -169

共同募金配分事業 28,530 24,873 3,657

善意銀行運営 2,514 1,046 1,468

送迎サービス事業 4,648 4,659 -11

子育て支援事業 1,994 1,875 119

権利擁護事業 412 412 0

地域福祉推進事業 5,166 5,184 -18

福祉基金 174 69 105

合計 73,534 69,083 4,451
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◎収支状況の内訳（資金収支計算書より）
【収入】 H25当初予算 予算決算比

会費収入 5,762 5,495 105%

寄付金収入 2,559 2,000 128%

補助金収入 11,791 11,014 107%

受託金収入 18,524 18,816 98%

事業収入 1,690 2,850 59%

共同募金配分金収入 28,433 28,971 98%

負担金収入 897 1,374 65%

雑収入・受取利息 951 200 476%

経理区分間繰入金収入 2,927 4,000 73%

合計 73,534 74,720 98%

【支出】
H25当初予算 予算決算比

人件費支出 14,023 14,749 95%

事務費支出 4,649 4,207 111%

事業費支出 16,370 18,832 87%

共同募金配分金事業 5,609 6,500 86%

分担金支出 121 119 102%

助成金支出・負担金支出 25,384 27,716 92%

経理区分間繰入金支出 2,927 2,597 113%

合計 69,083 74,720 92%

① ②

経常収入 施設整備費等 財産活動 当期資金収支差額 前期末支払資金残高

(一般収入) (国庫補助分) (福祉基金利子) (H25収支差額) (H24繰越金)

73,534,259 350,000 21,735 4,316,556 39,580,547

経常支出 施設整備費等 財産活動 ↑
(一般支出) (設備購入総額) (福祉基金利子) 単年度収支

69,083,346 473,550 32,542
（1年間の収支＝黒字）

73,905,994

支出総計

69,589,438

43,897,103

これまでの合計残高
↑

（流動資産の残高総額）

経常支出

《単位：千円》

《単位：千円》

(H25残金)収入総計

①＋②

当期末支払資金残高

《単位：千円》

平成25年度　一般会計収入支出決算　概要

：福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」、ボランティア講座、福祉110番

：地区社協助成金②、ふれあい助成金①、年末たすけあい配分、広報紙、福祉教育助成金、社会福祉大会

：善意銀行配分

：ふれあい助成金②、障害者の日キャンペーン

：福祉基金

経常収入

：あんしんセンター

：理事会・評議員会、各部会・分科会、会員研修、人件費（非常勤職員給与など）、事務用備品購入

：運営委員会、福祉体験講座、復興応援プロジェクト

：地区社協助成金①、地区社協支援活動、地域福祉計画

：送迎サービス（横浜市外出支援サービス事業含む）　※新車購入の検討

：子育てサポートシステム
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平成2５年度　事業報告　概要

『誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をみんなでつくりだす』 

【基本理念】 

地域福祉の推進 

ボランティア活動 

の推進・支援 
会員組織の拡充 

部会・分科会活動の活性化 

重  点  目  標 

平成２５年度 

基本方針 

  
 ●「あおばボランティアセンター福祉１１０番」の実施  

 ●ボランティア講座（コーディネーター養成／点訳アシスタント養成） 

 ●ボランティア保険の受付 

 ●あおばふれあい助成金の実施 

 
 ●理事会・評議員会、部会・分科会の実施  

 ●生活福祉資金・総合支援資金貸付事業の実施 

 ●年末たすけあい募金配分の実施、善意銀行の適切な運営及び配分  

 ●社会福祉に関する啓発活動 

 ●その他区社協が実施すべき地域福祉の推進に資する事業 

 ●社会福祉協議会会計の順守及び市指導監査指摘事項を含めた業務改善 

 ●新たな財源の確保 

 ●事務の効率化並びに改善の推進 

  
 ●広報紙の充実 

 ●ホームページの運営  

  
 ●福祉保健活動拠点「ふれあい青葉」の利用率の向上 

 ●“情報と人”が出会える場の設置 

 

  
 ●地域福祉活動の推進  

 ●身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業の実施   

 ●地域ケアプラザとの協働事業の実施 

 ●会員組織の拡充 

 ●会員研修の実施 

 ●部会・分科会活動の充実     
 ●権利擁護事業の実施   

 ●市民後見モデル事業の実施  

 ●横浜市社協法人後見の履行補助   

 ●送迎サービス        

 ●障害のある人を支えるボランティア講座 

  
 ●福祉教育支援  

 ●横浜子育てサポートシステムの実施 

   
 ●健康づくり活動への活動支援 

 ●１００歳以上の方への敬老祝い品の贈呈  

 
 ●青葉区災害ボランティア連絡会  

 ●被災地・被災者支援活動の継続実施  

 
 ●高齢者・障がい児者・子育て支援事業を実施する団体との協働事業を推進 

 
 ●各福祉団体の事務局 

 ●福祉関連事業の事務局機能 

事 業 計 画 

＊配食・会食ボランティア検便費用助成 

＊あおば社協だより（年４回） 

  ※「音声訳版」発行 

＊会員団体ページの更新 

＊新規会員＝９団体 

＊あんしんセンター＝２１件 

＊市民後見人実習＝１５名 

＊送迎サービス＝１，７２７件 

＊法人後見履行補助＝８件 
＊福祉教育助成金 

  ＝区内２２校 

＊ふれい交流スペース／温水洗浄便座の設置 

＊１００歳以上の方への 

 敬老訪問 
＊『復興応援プロジェクト』 

  ＝８月・岩手県釜石市／２月・福島県郡山市他 

＊青葉ふれあい農園／青葉ふれあい運動会 
＊日本赤十字社（青葉区地区） 

＊共同募金会（青葉区支部） 

＊保護司会 

＊更生保護女性会 

＊薬物乱用防止指導員協議会 

＊更生保護協会 

＊戦没者遺族会 

＊第１９回青葉区社会福祉大会（１月２９日） 

＊生活福祉資金 年間相談件数＝３，０１１件 

＊障害者の日キャンペーンの実施（１２月３日～９日） 

＊法人向け「賛助会費」の実施 

地区社協活動の支援 

地域福祉活動の推進 

地区社協 

会議資料 
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