
平 成 23 年 度
一般会計
収入内訳 ( 単位 : 円 )

補助金収入 31 ,293 , 508

会費収入 6 ,325 , 000

共同募金配分金収入 4 ,903 , 800

積立預金取崩収入 2 ,500 , 000

寄付金収入 2 ,299 , 995

雑収入 1 ,107 , 538

経理区分間繰入金収入 1 ,000 , 000

事業収入 942 ,050

受託金収入 662 ,100

貸付事業等収入 672 ,000

前期末支払資金残高 169 ,039

受取利息配当金収入 9 ,942

負担金収入 4 ,900

合　　計 51,889,872

経理区分別支出内訳 ( 単位 : 円 )

法人運営事業 40 ,146 , 694

共同募金配分金事業 6 ,155 , 383

ボランティア・市民活動
センター事業

1 ,156 , 335

福祉サービス利用援助事業 555 ,699

家事援助サービス事業 431 ,550

配食サービス事業 374 ,479

福祉資金貸付事業 355 ,860

生活福祉資金貸付事業 208 ,717

心配ごと相談事業 144 ,000

合　　計 49,528,717

①在宅・地域福祉活動の推進

・ひとり暮らしお年寄り会食会 年２回

　（幸手ボランティアグループ）

・有愛通信事業 年２回

　（幸手ボランティアグループ）

・配食サービス事業 ２０回

　（ボランティアグループさくらの会）

・福祉機器・備品の貸出

介護用ベッド 利用者 ５７人

エアーマット 利用者 １人

車椅子　長期継続者 １６９人

　〃　　短期継続者 ６１人

テント（大）　利用団体 ５団体

テント（小）　利用団体 ５団体

・車椅子同乗車輌貸出事業

登録者数 ３２人

利用回数 ７５回

・福祉サービス利用援助事業

（あんしんサポートねっと）

相談件数 ２３件

契約件数 ３件

継続件数 ４件

・有償家事援助サービス事業

　（桜ふれあいサービス）

利用会員 延１５人

協力会員 延１５人

活動日数 ４９６日

活動時間 ６０１時間

・介護者慰労事業 ３６件

　（ギフト券5,000円分の配付） 

・団体への助成 １３団体

・近隣たすけあい「見守り活動」の推進

・「安心カード」配付事業

・歳末たすけあい配分事業

　福祉事業（大掃除サービス、図書カード） ３３件

　慰問事業 ６０件

・ふれあいいきいきサロン活動への助成 ２０団体

②ボランティア活動の推進

・「手話講習会」入門編の開催 受講者　２１人

・「音訳朗読講習会」

　　　　　　　　入門編の開催 受講者　１３人

　　　　　　　　上級編の開催 受講者　１２人

・「点字講習会」の開催 受講者　　４人

・「傾聴ボランティア養成講座」の開催 

 受講者　２０人

・「精神保健福祉ボランティア養成講習会」

 受講者　１４人

・はじめてのボランティア体験学習事業

　（18メニュー） 受講者　５３人

・災害ボランティアセンターの整備

・ボランティア団体への支援、協力

・ボランティア保険加入 ５７８人

・ボランティア相談事業 相談件数　５１件

・ボランティア団体への助成

⑧共同募金運動の受託

・赤い羽根共同募金運動

・歳末たすけあい募金運動

⑪組織体制の強化

・理事会、評議員会の開催

　　理事会の開催 ４回

　　評議員会の開催 ３回

・監事による監査の実施 １回

⑩推進基盤の強化

・財源の確保

　　社協会員加入の促進

　　加入状況と会費収入

　　合　計 ６,３２５,０００円

　　（内訳）一般会員 １０,４５４口

 ５,２２７,０００円

　　　　　　協力会員 ４２３口

 ４２３,０００円

　　　　　　特別会員 １０２口

 ６７５,０００円

・寄附の受入れ

　　寄附金 ４７件

 １,８６８,９９５円

　　寄附物品 車椅子　３件　８台

 ４３１,０００円

・共同募金配分金の受入れ

　　一般募金配分金 ２,９５６,０００円

　　歳末たすけあい募金配分金

 １,９４７,８００円

⑨広報、啓発活動の実施

・「社協さって市」の発行４回

・「ガイドブック２０１１」の発行

・ホームページの開設

・福祉ビデオの貸出

⑥資金の貸付事業

埼玉県社会福祉協議会受託事業

・総合支援資金の貸付

・福祉資金の貸付

・教育支援資金の貸付

・不動産担保型生活資金の貸付

・埼玉県障害者福祉資金の貸付

幸手市福祉資金の貸付　貸付件数　 １３件

⑤青少年・児童福祉対策の推進

・赤ちゃん用品券配付事業 １０１人

・「健康福祉まつり」の開催（市共催）

・「子育て応援まつり～遊＆愛～」への協力

・福祉協力校の推進（市内小中学校） ４校

・幼児と老人のふれあい事業への助成

・団体への助成 ３団体

・福祉教育の推進及び「総合的学習の時間」協力

④障がい者福祉対策の推進

・障がい者とボランティアの交流事業 ５団体

・障がい者団体への助成 ２団体

③高齢者福祉対策の推進

・敬老事業（市共催）

・金婚祝品の贈呈 ３５組

・「ふれあいバスの旅」の開催 ７９人

・団体への助成

⑦心配ごと相談事業

相談件数 ２２件

決算と事業報告

特別会計
　収入内訳 ( 単位 : 円 )

自立支援費収入 54 ,633 , 170

受託金収入 21 ,000 , 000

就労支援事業収入 2 ,812 , 830

利用料収入 608 ,450

雑収入 554 ,672

受取利息配当金収入 14

合　　計 79,609,136

経理区分別支出内訳 ( 単位 : 円 )

さくらの里 34 ,058 , 812

なのはなの里 33 ,780 , 735

合　　計 67,839,547

就労継続支援Ｂ型 利用者数　２２人

生活介護 利用者数　１０人

幸手市障害者自立支援施設の経営

（2）（3）


