
事業名 支出額 事業内容

 本部

法人運営事業 252,766

● 理事会、評議員会等の開催 ● 役員研修会の開催 ● 広報啓発活動（広報紙、ホームページ開設など）
● 保健福祉情報提供システム（ふくしねっととよなか）● 子育て支援事業（サークルマップなど）
● 各種相談事業（心配ごと、年金・保険、精神障害者生活）● 賛助会員募集
● コミュニティソーシャルワーカー配置事業 ● 地域福祉活動支援センター

福祉サービス利用援助事業 69,370 ● 地域福祉権利擁護センター運営　● 日常生活自立支援事業　● 財産保全管理サービス事業

小地域福祉ネットワーク活動事業 76,658 ● 校区福祉委員会活動の支援（38校区）●「ひとり暮らし老人の会」の助成（37会）● サマー給食サービ
ス（27校区　利用者延べ1,287名）● 敬老の集い（38校区　来場者39,333名）● 個別援助活動（見守り
声かけなど）● ふれあいサロン ● 子育てサロン ● ミニデイサービス 　● 世代間交流事業校区福祉委員会活動事業 37,689

ボランティア活動事業 6,093
● ボランティアセンター運営 ● ボランティア登録、派遣事業（登録382名：1,452回）
● ボランティアスクール ● ユゥーあい移送サービス（派遣91回）● ボランティア研修

生活福祉資金貸付事業 6,294 ● 生活福祉資金貸付 ● 総合支援資金 ● 臨時特例つなぎ資金 ● 小口生活資金

善意銀行事業 1,052 ● 火災の罹災世帯見舞金 ● 生活困窮者貸付金 ● ひとり暮らし高齢者への年賀状送付

市受託金事業 55,117
● 安心生活創造事業 ● ファミリー・サポート・センター事業 ● 福祉なんでも相談窓口の設置（36か所：相
談435件） ● 家族介護者交流事業 ● 介護相談員派遣事業 ● 住宅支援給付事業 ● 市民後見人養成事業 
● とよなか地域ささえ愛ポイント事業 ● 生活困窮者自立促進支援モデル事業

共同募金配分金事業 9,296
● 当事者組織の支援（ひとり暮らし老人の会連絡会、老人介護者＜家族＞の会） ● 広報啓発活動
● 民間福祉活動助成事業（障害者事業所、登録ボランティアグループなど） ● 障害者週間啓発キャンペ
ーン ● ボランティアセンター運営（情報提供、災害支援訓練など）

基金運営事業 1,009
● 福祉基金、障害者児福祉基金、ライオンズクラブ福祉基金（福祉の店「なかま」の支援）
● 若林エンゼル基金（就学助成事業など）

地域包括支援センター事業 56,700 ● 介護保険法に基づく介護予防等の総合相談 ● 介護予防ケアプランの作成
市受託金事業／
認知症支援強化事業 8,479

● 地域へ認知症の理解の啓発や医療につなげるためのネットワーク構築を目的とした事業（若年性認知
症本人・家族の集い「ももの会」など）

合　計 580,523

原田

老人デイサービスセンター事業 84,699 ● 介護保険法に基づく市立老人デイサービスセンターの運営

居宅介護支援事業 34,651 ● 介護保険法に基づくケアプランの作成・認定調査

訪問介護事業 78,535 ● 介護保険法に基づく訪問介護（ホームヘルパー）の派遣

障害者総合支援事業 16,453 ● 障害者総合支援法に基づく訪問介護員（ホームヘルパー）の派遣

障害者等移動支援事業 14,979 ● 障害者等の地域における自立生活及び社会生活促進のためのガイドヘルパー派遣

合　計 229,317

桜井谷

市受託金事業／
障害者認定調査事業 931 ● 障害者総合支援法に基づく障害者支援区分認定にかかる調査

老人デイサービスセンター事業 85,360 ● 介護保険法に基づく市立老人デイサービスセンターの運営

居宅介護支援事業 35,233 ● 介護保険法に基づくケアプランの作成・認定調査

訪問介護事業 36,981 ● 介護保険法に基づく訪問介護（ホームヘルパー）の派遣

障害者総合支援事業 6,423 ● 障害者総合支援法に基づく訪問介護員（ホームヘルパー）の派遣

訪問看護事業（公益事業） 38,406 ● 医療保険、介護保険に基づく看護師の派遣

合　計 203,334

庄本
市受託金事業／
併設集会室等管理受託事業 13,886 ● 併設集会室等管理受託事業

老人デイサービスセンター事業 88,996 ● 介護保険法に基づく市立老人デイサービスセンターの運営

合　計 102,882

東豊中 市受託金事業／
東豊中老人憩の家管理受託事業 8,262 ● 東豊中老人憩の家管理受託事業

合　計 8,262

服部 老人デイサービスセンター事業 90,953 ● 介護保険法に基づく市立老人デイサービスセンターの運営

合　計 90,953

高川

老人デイサービスセンター事業 93,861 ● 介護保険法に基づく市立老人デイサービスセンターの運営

居宅介護支援事業 34,719 ● 介護保険法に基づくケアプランの作成・認定調査

訪問介護事業 54,784 ● 介護保険法に基づく訪問介護（ホームヘルパー）の派遣

障害者総合支援事業 9,991 ● 障害者総合支援法に基づく訪問介護員（ホームヘルパー）の派遣

合　計 193,355

総 合 計 1,408,626

（金額：千円） （金額：千円）

（金額：千円）

（金額：千円）●事業名と支出額 ●収入の部

●貸借対照表

●支出の部
勘定科目 収入額

会費収入 32,916

寄付金収入 2,334

経常経費補助金収入 364,577

助成金収入 508

受託金収入 142,637

事業収入 3,310

負担金収入 1,946

介護保険事業収入 751,009

障害福祉サービス等
事業収入 69,055

医療事業収入 12,424

受取利息配当金収入 1,146

その他の収入 763

積立資産取崩収入 13,289

前期末支払資金残高 282,991

合　計 1,678,905

資産の部 負債の部

流動資産 394,611 流動負債 274,331
現金預金 249,787 事業未払金 13,065
事業未収金 128,444 1年以内返済予定市借入金 150,000
未収金 5 未払費用 74,754
未収補助金 14,751 未払消費税 3,385
立替金 78 預り金 11,185
前払金 1,546 前受金 21,942
固定資産 890,565 固定負債 255,109
基本財産 3,000 退職給付引当金 108,947
その他の固定資産 887,565 市町村退職給付引当金 146,162
車輌運搬具 1,141 負債の部合計 529,440

器具及び備品 3,642 純資産の部

権利 195 基本金 3,000
ソフトウェア 3,284 その他の積立金 641,874
敷金・保証金等預け金 88 福祉基金積立金 130,737
退職手当積立基金預け金 91,179 福祉基金財産調整金積立金 62,821
市町村退職給付積立資産 146,162 障害者児福祉基金積立金 15,129
福祉基金財産積立資産 130,737 ライオンズクラブ福祉基金積立金 3,062
福祉基金財政調整金積立資産 62,821 若林エンゼル基金積立金 280,125
障害者児福祉基金財産積立資産 15,129 介護保険事業経営安定化基金積立金 150,000
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産 3,062
若林エンゼル基金財産積立資産 280,125 次期繰越活動増減差額 110,862
介護保険経営安定化基金財産積立資産 150,000 純資産の部合計 755,736

資産の部合計 1,285,176 負債及び純資産の部合計 1,285,176

勘定科目 支出額

人件費支出 1,042,810

事業費支出 257,676

事務費支出 15,652

助成金支出 49,818

負担金支出 1,689

その他の支出 17,642

流動資産評価損等による
資産減少額 52

固定資産取得支出 2,294

基金積立資産支出 260

積立資産支出 14,606

その他の活動による支出 6,127

合　計 1,408,626

当期末支払資金残高（次年度への繰越金）
270,279千円　


