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勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
助成金収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
共同募金配分金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計①

施設整備収入計②
積立資産取崩収入

その他の活動収入計③
前期末支払資金残高④
収入計①＋②＋③＋④

4,527,111
765,980

43,021,000
198,964,170

21,000
3,536,142
130,000

28,528,332
768,000
6,627,494
64,345,056
3,776,000
733,637
426,834

356,170,756

0
2,145,970

2,145,970
47,225,018
405,541,744

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出

事業活動支出計①
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務
施設設備支出計②
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計③
当期末支払資金残高④
支出計①＋②＋③＋④

267,307,218
52,944,733
17,412,000
6,836,472
21,000

4,155,066
852,800

349,529,289
2,169,842
2,507,760
4,677,602
3,620,000
8,386,536
12,006,536
39,328,317
405,541,744

《法人合計》資金収支計算書 （単位：円）
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資産の部 負債の部
流動資産
固定資産
（基本財産）
（その他の固定資産）

　　　　　計

65,797,850
412,491,032
92,430,808
320,060,224

478,288,882

流動負債
固定負債
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
　　　　　計

26,469,533
161,002,175
1,200,000

101,496,606
6,250,897
49,675,078
132,194,593
478,288,882

《法人合計》貸借対照表 （単位：円）

資産の部 負債の部
流動資産 
固定資産 
資産合計①
　　　　　　　　　　　差引正味財産①－②

65,797,850
412,491,032
478,288,882

流動負債
固定負債
負債合計②

26,469,533
161,002,175
187,471,708
290,817,174

《法人合計》財産目録 （単位：円）

注記）社会福祉法人会計基準第１章７により、法人全体の正確な
　　　収支状況を把握するため法人内部におけるサービス区分間
　　　及び拠点区分間繰入金収支の内部取引については、相殺消
　　　去しています。

令和２年度 事業及び収支決算等の報告
黒石市社会福祉協議会定款の定めにより、次のとおり報告します

Ⅰ．住民の心が通い合う地域づくり

•ふれあい昼食会【３地区､計４回､参加者延べ 99人】
•地域活動支援事業【10地区、22団体】
　①ふれあいサロン：９団体 ②ふれあい除雪：２団体
　③誕生日訪問：３団体 ④福祉懇談会：１団体
　⑤福祉講座：２団体 ⑥災害時ネットワーク：１団体 
　⑦子育てサロン：３団体 ⑧住民交流会：１団体
•防災用品配布事業に係る配布物品回収の実施
•サロン活動のてびき配布
•黒石市民生委員児童委員協議会との連携、研修、
　事業の参加・実施

１．住民による地域支援体制の構築

Ⅱ．安心できる未来に向けての人づくり

•ほのぼの交流協力員への活動支援
•高齢者世帯一斉訪問の実施【約1,668世帯】
•広報ふれあいNo.87､交流協力員ミニ広報発行
•見守り活動のてびき作成・配布
•子どもほのぼの交流事業の実施　メッセージカード配布
　一人暮らし高齢者・高齢者世帯545人
　民生委員・ほのぼの協力員・地区住民他103人
　児童196人　　合計844人
•高齢者安否確認事業（ふれあいテレフォン）の実施
　【42世帯延べ147日2,009回安否確認】

２．在宅高齢者の見守りと支援活動の推進

•高齢者生活支援コーディネーター設置事業の実施
　モデル地区に集いの場の設置
　市民向け講演会の実施、活動情報紙の作成
•黒石市老人福祉センターの管理・運営　利用者【延べ12,476人】
•生きがい対策事業（教養講座）【会員数58人】
　（茶道、華道、川柳、書道、陶芸、着付け）
•介護予防講座支援事業【登録者611人延べ1,818人】
　（健康教室、趣味講座、お楽しみ講座他）
•黒石市老人クラブ連合会との協働事業の実施
　（長寿福祉大会 ※式典は中止､90歳顕彰のみ実施、
　  グラウンドゴルフ大会、軽スポーツ大会）

３．高齢者の生きがい高揚と社会参加の促進

•広報の発行【社協だより「ふれあい」５回発行】
•ホームページ・Facebook等のSNSによる情報発信
•第60回黒石市民福祉大会【参加者約50人】
※新型コロナ感染拡大防止のため大会規模を縮小し、参加者を表彰関係者のみに限定し開催

４．住民への福祉情報の提供

•ボランティアの斡旋【老人、障害者施設イベント手伝い他延べ33人】
•ボランティア講座修了生によるボランティア活動【延べ90人】
•ボランティアセンター情報誌の発行（No.28）
•ボランティア連絡協議会との連携【計16団体1,369人】
　【クリーン作戦、サンタボランティア活動他】

１．ボランティア活動の普及・促進と福祉人材の育成

•ボランティア推進校指定【市内小・中学校、養護学校７校】
•学校での福祉体験活動の支援
　（４校５回：視覚障害者理解、高齢者理解）
•第19回ふくしの作文コンクール【応募総数30作品】
•ボランティア推進校「壁新聞」展示

２．福祉教育の推進

•ファミリーサポートセンターの運営
　（平川市・藤崎町・田舎館村協働事業）
　【４地区延べ860日2,626時間利用】
•保育サポーター養成講座の実施【５人参加】

４．子育て支援事業の推進

•りんごクラブ（放課後児童健全育成事業）の実施状況
　（東、山形、上十川、西部、北、六郷、牡丹平、追子野木）
　【登録児童数８か所386人　延べ61,817人】
•児童館、児童センターの利用状況【４館延べ40,288人】
　（西部児童館、上十川児童館、東児童センター、北地区児童センター）
•黒石市母親クラブ連絡協議会との連携

３．地域児童の健全育成と見守り体制の構築
　　（児童館・児童センター・りんごクラブの運営）

Ⅲ．自分らしく生きるためのしくみづくり

•介護保険事業の推進
　指定居宅介護支援事業【介護計画作成件数1,143件】
　指定訪問介護事業【サービス回数4,757回】
•障害福祉サービス事業【サービス回数674回】
•地域包括支援センターとの連携強化
　【ブランチ運営事業、転倒骨折予防・認知症予防教室事業】

１．良質な介護サービスの提供
　　（介護保険事業所まごころ福祉センターの管理運営）

•黒石市児童デイサービスセンター「天使の森」管理運営
　契約児童【黒石市12人､他市町村９人 計21人】
　利用者数【延べ3,180人】
　主な行事【外出活動､地域交流､季節行事、体育的活動他】
•就労継続支援Ｂ型事業所「せせらぎの園」管理運営
　利用者【黒石市23人､他市町村14人 計37人】
　作業種目【木工品製作作業､下請け作業等】
　主な行事【地域清掃ボランティア、
　　　　　　農福連携事業カシス収穫・菊芋収穫他】

２．障害児・者の社会的自立の支援

•ふれあい相談所の運営【相談件数1,003件】
•生活福祉資金貸付事業の実施【150件】
•たすけあい資金貸付事業の実施【１件】
•貸付調査委員会の開催
•生活困窮者自立支援事業の実施
　新規相談受付件数【188件、相談支援実績1,922回】
　住居確保給付金利用世帯数【11世帯】

３．自立支援に向けた包括的な相談支援体制の構築

•日常生活自立支援事業の実施
　【生活支援員7人、契約件数66件】
•第三者委員による事業所訪問の実施
•利用者アンケートの実施
•車椅子貸出事業の実施

４．安心してサービスを活用できる環境づくり

Ⅳ．市民のニーズに応える社協づくり

•会費制の推進【148町内8,955世帯】
•毎戸会員（会費）に伴う説明会の実施 ※コロナ感染拡大防止のため開催せず
•理事・監事・評議員・地区社協関係者合同研修会 ※コロナ感染拡大防止のため開催せず
•地区社協推進部会の開催【２回】

１．社協の組織及び財政基盤の強化

•職員会議、社協職員研修会の開催
　【新任職員研修会、交通安全指導講習会、全員研修会】
•自己評価の実施（対象職員73名）

２．法人管理体制の強化及び役職員の意識改革・資質向上

•黒石市社会福祉センター“きずな”管理運営
•社会福祉法人との連携（青森しあわせネットワークへの参加【利用件数８件】）

３．関係機関・福祉団体との連携・協働

《児童館・児童センター・りんごクラブの様子》

ふれあいサロンふれあいサロンふれあいサロン

ふれあい除雪ふれあい除雪ふれあい除雪

介護予防講座介護予防講座
交流研修会交流研修会
介護予防講座
交流研修会

黒石市民福祉大会黒石市民福祉大会
特別表彰特別表彰

黒石市民福祉大会
特別表彰

クリーン作戦クリーン作戦クリーン作戦

サンタボランティア活動サンタボランティア活動サンタボランティア活動

福祉出前講座福祉出前講座福祉出前講座

保育サポーター養成講座保育サポーター養成講座保育サポーター養成講座

勘定科目 決算額 勘定科目 決算額
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
助成金収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
共同募金配分金収益
その他の収益
サービス活動外収益計①
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等取崩額
サービス活動費用計②
サービス活動増減差額
③＝①－②

4,527,111
765,980

43,021,000
198,964,170
3,536,142
130,000

28,528,332
768,000
6,627,494
64,345,056
3,776,000
342,204

355,331,489
267,307,218
52,944,733
17,412,000
6,988,289
4,155,066
852,800
6,667,924
△ 615,713
355,712,317

△ 380,828

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計④
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計⑤
サービス活動外増減差額
⑥＝④－⑤

その他の特別収益
特別収益計⑧
その他の特別損失
特別費用計⑨

当期活動増減差額
⑪＝⑦＋⑩
前期繰越活動増減差額⑫
当期末繰越活動増減差額
⑬＝⑪＋⑫
その他の積立金取崩額
⑭
その他の積立金積立額
⑮
次期繰越活動増減差額
⑯＝⑬＋⑭－⑮

733,637
84,630
818,267
8,386,536
8,386,536

△ 7,568,269

△ 7,949,097
0
0

720,000
720,000

△ 720,000

△ 8,669,097

142,337,720

133,668,623

2,145,970

△ 3,620,000

132,194,593

《法人合計》事業活動計算書 （単位：円）
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経常増減差額⑦＝③＋⑥

特別増減差額⑩＝⑧－⑨

転倒骨折予防・転倒骨折予防・
認知症予防教室認知症予防教室
転倒骨折予防・
認知症予防教室

天使の森天使の森
勤労感謝 社協訪問勤労感謝 社協訪問

天使の森
勤労感謝 社協訪問

天使の森 クリスマス会天使の森 クリスマス会天使の森 クリスマス会

農福連携事業 カシス収穫農福連携事業 カシス収穫農福連携事業 カシス収穫

農福連携事業 菊芋収穫農福連携事業 菊芋収穫農福連携事業 菊芋収穫

こけスクラブこけスクラブこけスクラブ
つくるっ子くらぶつくるっ子くらぶ
ひな飾り作りひな飾り作り
つくるっ子くらぶ
ひな飾り作り

てづくりらんどてづくりらんど
（トントン相撲）（トントン相撲）
てづくりらんど
（トントン相撲）


