SPECIAL

震災による県内避難者に対する緊急

交通遺児世帯を激励するとともに︑

■福祉サービスの質の向上に向け︑

き継ぐとともに︑障害者グループホ

かながわ子ども福祉基金︑萬谷児童

小口資金貸付︵特例︶等を実施しま

ーム・ケアホーム第三者評価実施の

福祉基金により︑児童福祉施設入所

事業者による自己評価活動を支援し

基盤を整備しました︒

児童や里親に養育されている児童の

した︒

■無料職業紹介事業として︑福祉・

就学を奨励しました︒

ま し た︒ ま た︑
﹁かながわ福祉サー

介護分野の求人・求職活動を支援し

■だれもが理解し︑受け取りやすい

■かながわ交通遺児援護基金を通じ

たほか︑福祉・介護人材を確保する

情報発信を目指し︑情報アクセシビ

ビス第三者評価推進機構﹂事業を引

た め︑
﹁福祉の仕事を知る懇談会﹂

■ 重 点 項 目 別 推 進 委 員 会︵﹁ 参 加 と

リティに配慮しながら︑本会ホーム

協働推進委員会﹂
﹁地域福祉の基盤

の地域開催や職場体験事業を実施し

相談会やセミナー等を開催しました︒

づくり推進委員会﹂
﹁福祉サービス・

ページをリニューアルしました︒

■福祉従事者が業務に反映すること

人材育成推進委員会﹂
﹁経営体制改

ました︒また︑キャリア支援専門員

のできる研修を主に︑各種研修事業

善 推 進 委 員 会 ﹂︶ に よ り︑ 幅 広 い 関

による事業所訪問やハローワークで

を実施しました︒また︑職場内研修

係者と本会理事が意見を交わすとと

神奈川県社協の経営体
制及び財政基盤の強化

担当者研修の実施や情報提供を行っ

もに︑理事会において︑本会の事業

の出張相談の実施や︑福祉系以外の

たほか︑法人自主管理型研修受講履

や経営体制などについて総合的に検

大学︑ホームヘルパー事業所等での

歴管理システム﹁けんたろう﹂を配

討を行いました︒

布し︑法人・施設内における現任者

研修が活発に行われるよう支援しま

■国・県等の施策動向を踏まえた︑

員会・部会協議会︑県民からのご意

した︒

見等を反映させながら局内全体で作

新たな課題への取り組みを計画的に

正︑雇用者支援制度の廃止等の社会

業を進め︑平成二十三年度から五年

■生活福祉資金貸付事業では︑厳し

的動向を踏まえながら︑適正な事業

間を展望した活動推進計画を策定し

推進していくため︑役員会・各種委

実施に努めました︒また︑民生委員

ました︒

い雇用・経済情勢や︑貸金業法の改

児童委員向けの事務取扱ガイドブッ

︵企画調整・情報提供担当︶

クの作成や︑特例措置としての高校

生の授業料滞納分の貸付︑東日本大

（生活福祉資金関連5会計貸借対照表）
平成23年3月31日現在（単位:円）
自:平成22年4月1日 至:平成23年3月31日（単位:円）
資産の部
負債の部
会計区分
収入合計額
支出合計額
差引残額
流動資産
9,497,485,387 流動負債
1,284,886,004
一般会計
9,269,376,194 8,340,242,130
929,134,064
預金
8,212,946,390 未払金
1,263,321,906
未収金
1,264,996,951 預り金
705,498
公益事業特別会計
510,269,290
405,091,961
105,177,329
前払費用
6,046 仮受金
1,322,600
収益事業特別会計（事業収支）
44,650,798
22,596,546
22,054,252
要保護世帯向生活資金貸付金
19,536,000 生活福祉資金特別会計借入金
19,536,000
生活福祉資金特別会計
9,754,580,210 9,754,580,210
0
県単生活福祉資金特別会計
6,834,084
5,297,507
1,536,577 固定資産
5,855,911,862 固定負債
13,951,810,291
生活福祉資金貸付事務費特別会計
306,151,484
255,043,129
51,108,355
運用財産
5,850,386,246 交付金
14,194,382,994
他固定資産
5,525,616 県単修学資金免除金 △ 242,358,870
要保護世帯向け長期生活支援資金特別会計
27,245,687
11,952,687
15,293,000
△県単交付金
△ 213,833
臨時特例つなぎ資金特別会計
137,847,772
137,847,772
0
合
計
20,056,955,519 18,932,651,942 1,124,303,577
基金
5,830,372,345
運用財産基金
5,830,372,345
平成22年度収支計算書

総合貸借対照表

（一般・公益・収益会計貸借対照表）

積立金
平成23年3月31日現在（単位:円）

資産の部
負債の部
流動資産
1,185,391,484 流動負債
現金
55,012 未払金
預貯金
1,126,439,803 預り金
未収金
57,057,474 前受金
前払金
1,835,415 賞与引当金
貯蔵品
3,780
固定負債
固定資産
10,085,879,577 長期借入金
基本財産
2,125,290 退職給与引当金
他固定資産 10,083,754,287 長期預り金
基本金
基本金
基金
ともしび基金
民間社会福祉事業従事者福利厚生基金
萬谷児童福祉基金
国庫補助金等特別積立金
他の積立金
次期繰越活動収支差額
資産合計

3

11,271,271,061

負債・純資産合計

159,123,524
109,259,463
19,021,271
596,790
30,246,000
6,070,180,001
5,674,330,000
394,099,001
1,751,000
2,125,290
2,125,290
2,630,114,471
2,261,844,353
100,000,000
268,270,118
7,723,352
2,237,664,301
164,340,122
11,271,271,061

△12,669,847,369

繰越金
資産合計

15,353,397,249

財産目録

資産の部
流動資産
10,682,876,871
現金
55,012
預貯金
9,339,386,193
前払金
1,841,461
未収金
1,322,054,425
貯蔵品
3,780
要保護世帯向け長期生活
19,536,000
支援資金特別会計貸付金
固定資産
15,941,791,439
基本財産
2,125,290
他固定資産
15,939,666,149
資産合計
26,624,668,310
負債の部
流動負債
1,444,009,528
仮受金
1,322,600
未払金
1,372,581,369

6,956,175,978

負債・純資産合計

15,353,397,249

平成23年3月31日現在（単位:円）

負債の部
預り金
19,726,769
前受金
596,790
賞与引当金
30,246,000
生活福祉資金特別会計借入金
19,536,000
固定負債
20,021,990,292
生活福祉資金交付金 13,739,079,000
県単生活福祉資金交付金

353,103,994

県単修学資金免除金 △ 242,358,870
△県単交付金
△ 213,833
臨時特例つなぎ資金交付金
102,200,000
銀行借入金
5,674,330,000
退職給与引当金
394,099,001
長期預り金
1,751,000
負債合計
21,465,999,820
差引純資産
5,158,668,490
※監事監査報告等は10面に掲載
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