基本目標Ⅰ 多様な主体の参加に

２ 自立した生活を地

地域福祉活動の推進

推進項目Ⅰ

ら滞納者世帯の状況把握・償還指導

市区町村社協とより一層連携しなが

者に対する滞納調査の対象を広げ︑

基本目標 Ⅱ

安心して生活で

推進項目Ⅱ

２ 権利擁護と生活支

援の取り組みの推進

◆福祉サービス運営適正化委員会で

は︑利用者からの苦情相談について︑

利用者・事業者間の調整を行うとと

もに︑日常生活自立支援事業の適正

な運営の確保が図られるよう︑調査・

助言を行いました︒また︑事業者が

利用者の苦情に適切な対応が図られ

るよう研修会を開催しました︒

ローアップ研修を３回︑さらに福祉

ための研修を実施するとともに︑フォ

な知識の習得及び技術の向上を図る

実施しました︒業務を行う上で必要

研修を県から受託し︑県内３カ所で

向上への取り組みの促進と︑ホーム

とにより︑事業者のサービスの質の

として第三者評価事業を推進するこ

◆福祉サービス第三者評価推進機構

展に向けた法人・施設の活動の支援

推進項目Ⅱ １ 社会福祉事業の発

福祉士等有資格者の﹁届出﹂制度の

◆改正社会福祉法の施行により介護

確保に向けた取り組みの強化

推進項目Ⅲ １ 福祉・介護人材の

福祉サービスの

関係者︑地域住民を対象とした﹁地

ページ等での評価結果の公表を通し

受付を開始しました︒また︑潜在介

基本目標 Ⅲ

域支え合いフォーラム﹂を開催し︑

て︑福祉サービス利用者のサービス

定着・育成の取り組みの強化

質の向上に向けた人材の確保・

実態調査の結果をもとにした現状報

護福祉士等再就労支援セミナーを県

−

2

推進項目Ⅰ
域で支える取り組みの支援

◆認知症に対する理解促進や認知症

に取り組んだことで︑償還につなが

◆生活福祉資金貸付事業では︑借受

サポーターの資質向上及び活動促進

るケースが出てくるなど償還強化促

よる支え合いの地域づくりの推進

を図るため︑養成研修を県内７会場

進の拡充につなげました︒

１ 多様な主体による

で実施し︑修了した５２７名をオレ
ンジパートナーとして登録しました︒
電子メールの配信等による情報提供
を通じて︑各地域でのより積極的な
活動も促しました︒

◆地域包括ケアシステムの構築に向

種別を超えた共通の課題を学ぶ
選択の支援に取り組みました︒

きるための福祉サービスの充実

−

−

県内の市区町村社協、地域包括支援セ
ンター等を対象に、成年後見制度利用の
現状把握と課題の整理を行うための調査
を行い、今後の具体的な
事業展開への資とするた
め調査結果を報告書にま
とめました。
（本紙５月号「特集」に関
連記事掲載、 URL http://
www.knsyk.jp/s/kenri/
pdf/30kenrityousa.pdf）

告や実践紹介を行いました︒

けて生活支援コーディネーター養成

成年後見制度に関する
実態把握調査を実施

−

本紙５面の連載、民生委員
児童委員応援マーク（右下図）
の活用等を通じて、同制度と
民生委員児童委員の役割、活
動等を県
民や関係
者へより
広く周知
しました。

経営者部会と施設部会との共催で教育分
野の実践報告の場を設け、
「若手職員」の確
保・育成・定着のヒントを学びました。ま
た、災害時の
対応で必要と
なる知識や技
術、平時から
の備え、ネッ
トワークづくりを学ぶため「社会福祉法
人・施設職員災害対応研修会」を県受託事
業と一体的に実施しました。
（本紙３月号
「特集」に関連記事掲載）

−
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民生委員制度創設100周年
を契機に一層の広報強化

特

集

住民参加と様々な主体の協働による
誰もが安心して生活できる地域づくりの推進
−平成29年度事業報告・決算−

平成29年度は「神奈川県社会福祉協議会活動推進計画」
（平成28年度から平成31年度）の２年次として計画

目標の達成に留意しつつ、今般の国・県の福祉制度・施策動向に対応した取り組みや、喫緊の課題である福
祉・介護人材の確保・育成・定着に向けた取り組みをより一層進めました。
主要事業を中心に、平成29年度の取り組みの概要を報告します。
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◆人材確保︑資格取得から従事定着

の貸付相談も行いました︒

は有資格者が再就労するための資金

保育所支援センターの出張相談会で

福祉・介護の就職相談会や保育士・

内６カ所で開催したことに加えて︑

加え︑新たにサービス管理責任者研

修では介護支援専門員の各種研修に

の自主研修の実施とともに︑法定研

研修を基軸にすえ︑階層別・職種別

◆キャリアパス対応生涯研修課程の

者等の育成・定着の取り組みの充実

推進項目Ⅲ

を共有しました︒

自ら主体的に課題に取り組む必要性

意見をいただく場を設け︑次年度事

修センター事業の展開方策について

する現状・課題の共有化や︑福祉研

力を得て︑福祉現場の職員育成に関

者研修実施機関︑学識経験者等の協

源づくりを︵福︶県共同募金会と協働

地域福祉推進の取り組みのための財

る組織基盤の強化を図るとともに︑

◆会員加入の積極的な働きかけによ

基盤の整備

推進項目Ⅳ

した︒

２ 県社協組織・活動

2018.7.15

福祉タイムズ

２ 福祉・介護事業従事

年度より開始

までを目的に︑平成

業へつなげました︒

で検討を進め︑企業の社会貢献活動

修の実施機関として県より指定を受

◆県内施設・事業所の職員育成に関

していた介護福祉士修学資金等貸付

する現状・課題をアンケート等で把

とのタイアップによる寄附の受け入

け︑介護分野の研修を実施しました︒

握するとともに︑各施設・事業所の

れの仕組みづくりを進めました︒

◆県内の福祉施設関係者や福祉従事

職場内研修の実施に向けて︑プログ

◆事務局体制の強化に向けて新規職

事業・保育士修学資金等貸付事業の

ラムの企画に対する助言や講師情報

員採用を実施したほか︑入職３年目

７資金を１年を通して本格実施しま

の提供等の支援を行いました︒

未満の職員等を対象に︑資質向上や
業務の相互理解の促進を図るための
推進項目Ⅳ

取り組みを進めました︒

接介護事業の関係者だけではなく︑

向けた情報発信機能の発揮

年 次 と な り ま す︒ 事 業 の 実 施 に あ

基 本 目 標 Ⅳ 県 社 協 組 織・
活動基盤の整備

教育や労働︑保健医療など地域の関

◆分野・種別を越えた課題として﹁福

たっては︑これまで以上に本会会員

︵企画調整・情報提供担当︶

30

１ 共通課題の解決に

係領域の機関・団体まで含め一堂に

祉・介護人材﹂
﹁地域移行支援﹂を共

各位︑関係者の皆様からのご協力・

年度は︑活動推進計画の３

会する﹁神奈川県介護人材確保対策

通テーマに位置付け︑重点的に現場

ご参画をいただきながら取り組んで
ポジウム等を通じて︑福祉関係者が

平成

年度

からの声を集約のうえ提言集にまと

いく所存です︒

推進会議﹂の運営事業に平成

より取り組み︑今後の福祉・介護の

め︑広く発信しました︒また︑シン

◆自治体や民間介護事業者などの直

会員相互の課題共有を促進
し、福祉課題を共に考える場
とするため、生活困窮、ひき
こもり支援等の政策動向を踏
まえた幅広いテーマで研修会
を開催しました。（本紙３月
号「県社協
のひろば」
に関連記事
掲載）

人材の確保・育成・定着のあり方に
ついて協議しました︒

−

第800号

3

〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川２−８−８ 第一川島ビル
（045）461−0101 代表 FAX（045）441−1528

社

本

−

第２種・第３種正会員連絡会
公開研修会開催
−

28

県立高校での出張介護授業では、複数の
高齢福祉施設への就職に結びつく等の成果
がみられました。また、公立中学校、県立
高校の各１年生を対象に福祉の理解・啓発
に向けたリーフレットの配布を行ったほ
か、高校生の介護技術コンテストの関東ブ
ロック大会への協力
等、生徒・学生の学
びや将来の職業選択
の一助となるよう取
り組みました。

29

岡 本 誠 一 郎

代表取締役社長

生徒・学生の職業選択や学びの支援

一
般 家 庭 から大 型ビルまで
一般家庭から大型ビルまで最新の
最
新 の エレクトロ 技 術 によ
エレクトロ技術により皆様の安心
り安心と安全を提供します。
と安全を提供致します。防犯カメ
防
犯 カメラや 新 型 ＡＥＤも
ラや新型【ＡＥＤ】も取扱ってお
取
扱っており
ます 。
ります。

京浜警備保障株式会社
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総合資金収支計算書

総合貸借対照表

（自）平成29年４月31日（至）平成30年３月31日
収入合計額
会計及び事業区分、拠点区分
（Ａ）
総合計（法人全体）
18,064,017,991
１ 一般会計
8,752,181,773
（１）社会福祉事業区分
6,214,503,945
社会福祉事業拠点区分
6,214,503,945
（２）公益事業区分
2,530,471,231
公益事業拠点区分
2,530,471,231
（３）収益事業区分
50,671,946
収益事業拠点区分
50,671,946
２ 生活福祉資金会計
9,311,836,218
生活福祉資金特別会計
8,735,701,145
県単生活福祉資金特別会計
4,121,734
生活福祉資金貸付事務費特別会計
283,496,318
要保護世帯向け不動産担保型生活
265,959,075
資金特別会計
臨時特例つなぎ資金特別会計
22,557,946

（単位：円）

支出合計額
（Ｂ）
8,504,389,475
6,271,993,220
5,779,670,297
5,779,670,297
505,812,692
505,812,692
29,975,580
29,975,580
2,232,396,255
1,958,745,764
2,968,282
220,463,852

差引増減
（Ａ−Ｂ）
9,559,628,516
2,480,188,553
434,833,648
434,833,648
2,024,658,539
2,024,658,539
20,696,366
20,696,366
7,079,439,963
6,776,955,381
1,153,452
63,032,466

43,095,426

222,863,649

7,122,931

15,435,015

平成30年３月31日現在

（単位：円）

資産の部
負債の部
流動資産
9,982,927,791 流動負債
3,526,537,098
固定資産
14,593,162,863 固定負債
684,982,240
基本財産
2,125,290
その他の固定資産 14,591,037,573
負債の部合計
4,211,519,338
純資産の部
基本金
2,125,290
基金
2,693,539,131
国庫補助金等特
16,335,348,149
別積立金
その他の積立金 2,732,126,011
次期繰越活動収
△1,398,567,265
支差額
純資産の部合計 20,364,571,316
負債及び純資産
資産合計
24,576,090,654
24,576,090,654
の部合計

※「一般会計」では、事業区分間の内部取引分
（43,465,349円）を消去した額を計上して
いるため、「
（１）〜（３）
」の合計額とは一致しない。

財産目録（平成30年３月31日現在）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
預貯金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

場所・物量等

取得年度

現金手許有高
横浜銀行横浜駅前支店他

減価償却累計額 貸借対照表価額

2,879,716,139
192,103
2,502,702,909
40,442,765
3,709,844
9,000
5,619,840
435,068
95,610
326,509,000
8,622,988,324
駐車場収益（社会福祉事業への供与）
2,125,290
0
2,125,290
寄附者指定（ともに生きる社会づくり）他 98,791,600 67,292,610 8,620,863,034
合
計
11,502,704,463

事業活動費用未払分他
法人税計上分
横浜銀行横浜駅前支店
消費税預り金他
賞与引当金計上額
退職給付引当金計上額
負
差

（単位：円）
取得価額

経常経費管理
経常経費管理
事業活動収益未収分他
一般会計における県補助金未収額
未使用消耗品（謝礼用購入図書カード）
雇用保険料立替金他
労災保険料前払額他
事業費前払額
社会福祉事業振興資金貸付金

横浜市神奈川区桐畑（土地）
積立資産他
資
産

Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定振興資金借入金
預り金等
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

使用目的等

債
合
引
純
資

計
産

3,485,142,586
50,950,508
2,402,100
3,396,013,000
19,665,978
16,111,000
361,141,591
361,141,591
3,846,284,177
7,656,420,286

※法人単位（一般会計のみ）を表示。
※取得価額及び減価償却累計額は、該当する額がある試算の合計額を表示。
本会定款第44条第３項の規定による平成29年度事業・決算に関する監事監査意見書等の公告
監 査 報 告 書
平成30年５月15日
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会
会 長
篠 原 正 治 様
監事 萩原 敬三 ㊞
監事 金子 直勝 ㊞
監事 小野田正幸 ㊞
私たち監事は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの平成29年度の理事の職務の執行に
ついて監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。
１ 監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。
以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類
及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。
２ 監査の結果
神奈川県社会福祉センター（仮称）の整備について、県や会員等との連携及び協力のもと引き続き
取り組むとともに、事業、活動の安定的な運営を図るため神奈川県社会福祉会館の継続利用につい
て県と十分な協議・調整を進める等、本県の社会福祉の推進に取り組んでいただきたい。
（１）事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているもの
と認めます。
②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。
（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての
重要な点において適正に表示しているものと認めます。
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独立監査人の監査報告書（抜粋）
平成30年５月14日
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会
会 長
篠 原 正 治 様
監査法人 ＭＭＰＧエーマック
代表社員 業務執行社員 公認会計士 川原 丈貴 ㊞
代表社員 業務執行社員 公認会計士 髙倉 隆
㊞
〈計算関係書類監査〉
監査意見
当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般
に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会の当該計算関係書類に係
る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
〈財産目録に対する意見〉
財産目録に対する監査意見
当監査法人は、上記の財産目録が、すべての重要な点におい
て、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人
会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作
成されているものと認める。
※全文は本会ホームページにて掲載
（http://www.knsyk.jp/s/global̲
syakyou/houkoku̲ketusan̲top.html）
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