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◆主要財務データ

◆市の財政的関与

0 千円 0 千円

0 千円 0 千円 0 千円

75.08 ％ 74.86 ％

13,909 千円 13,596 千円 13,192 千円

平成30年度 令和元年度

564,378 千円 592,965 千円 594,411 千円

667,697 千円 689,476 千円 724,078 千円

千円

956,500 千円 869,552 千円 896,428 千円

13,909 千円 13,596 千円 13,192 千円

千円

△ 729 千円 △ 101,426 千円 △ 3,322 千円

△ 246,234 千円 312,277 千円 337,724 千円

千円

平成29年度 平成30年度 令和元年度

△ 1,189 千円 △ 105,506 千円 △ 5,834 千円
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3,475 千円 3,506 千円 3,533 千円
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③当期一般正味財産増減額

http://www.shakyo-sendai.or.jp.n/ 　社会課

会長　山浦　正井 設立年月日 昭和34年12月18日

市の出捐額（割合） 0 千円 0.0 ％）

仙台市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び
社会福祉に関する活動の活性化により，地域福祉の推進を図る。

　・地域生活支援の推進  　・ボランティア活動の推進　         ・福祉総合相談
　・福祉学習の推進　      ・福祉サービス利用者支援　         ・福祉団体活動支援
　・福祉マンパワーの育成　・介護保険，障害者支援関連事業運営

平成31年4月1日　～　令和2年3月31日

平成29年度 平成30年度 令和元年度

3,833 千円 3,868

3,297 千円 △ 99,807 千円 △ 1,487

1,202,734 557,275 千円 558,704

②市からの委託料（指定管理料含む）

⑤市からの債務保証に係る債務残高

⑥市からの損失補償に係る債務残高

⑤指定正味財産期末残高

⑦長期借入金残高

⑤職員平均年齢

⑥職員平均年間給与 3,752 千円

平成29年度

73.57 ％

0 千円

②常勤役員平均年齢

③常勤役員平均年間報酬

④職員数

うち市派遣

①事業活動収支差額

　　市退職者

④市からの借入金

①市からの補助金

千円

②経常収支差額

③市に対する収入依存度

所在地

電話番号

4 種別

団体ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

社会福祉法人

022-223-2010

◆団体基本情報

団体名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

〒980-0022　仙台市青葉区五橋二丁目12-2

FAX番号  022-262-1948 所管
部局

　健康福祉局

代表者職氏名

千円

⑥正味財産期末残高

設立
目的

事業
概要

評価対象決算期

6,000資本金・基本財産

うち市派遣

　　市退職者

④一般正味財産期末残高

0

2

257
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◆主要事業一覧及び概要

◆経営評価の総括

４．今後の方向性
及び課題

・第４次地域福祉活動計画に掲げた目標達成に向け，引き続き地域で
活動する担い手の育成に重点的に取り組む。
・地域課題がますます多様化・複雑化するなかにあって，地域包括ケ
アシステムの構築や生活困窮者への支援等は，本会としてはその中核
を担うべき重要な課題として受け止め，関係機関・団体との連携のも
と，全ての人が地域で支え合いながら暮らしていける地域共生社会の
実現をめざす。
・社会福祉法人に求められているガバナンスの強化，事業の透明性の
確保，内部統制の徹底等に取り組むとともに，現「経営計画」の達成
状況及び経営環境等を踏まえた次期「経営計画」を策定し，人材育成
や広報活動の充実，事業財源の確保等に取り組み，安定した経営基盤
の確立に努める。

地域共生社会の実現に向け引き続き，
地域での福祉活動への伴走支援を行う
とともに，地域の関係機関相互のネッ
トワーク強化においても，コミュニ
ティソーシャルワーカーの一層の活用
を含め，地域課題解決に向けての取組
の強化に努めていただきたい。また，
経営計画策定にあたっては，安定した
経営基盤の確立のための事業財源の確
保や，積立金の使途に関する検討に加
え，市社協が担うべき事業の整理や人
材育成なども含め今後を見据えた検討
を行っていただきたい。

外郭団体による総括 所管局によるコメント

本会は，社会福祉法に規定された団体であり，住民主体の理念に基づ
き，誰もが安心して暮らせる地域社会実現のため，各事業の実施によ
り地域福祉を推進することを目的としている。地域福祉を取り巻く状
況の変化がさらに進んでおり，様々な地域課題への対応が求められて
いるなかで，地区社協による見守りやサロン等の小地域福祉ネット
ワーク活動の推進，ボランティア活動の推進，日常生活自立支援事業
及び支えあいセンターによる復興公営住宅入居者を中心とした被災者
支援など，社会福祉法の主旨や市が本会に期待する役割を十分認識し
たうえで，各種事業に取り組んできた。

地域の福祉力向上の必要性が高まる
中，住民や各種団体，関係機関等と連
携し，地域の福祉課題解決に向けた取
り組みを組織的・計画的に推進してい
る。超高齢社会を迎え，地域の福祉課
題はますます複雑化・多様化してお
り，今後も地域の福祉ニーズに即した
事業を展開していただきたい。

平成27年４月に各区（支部）社会福祉協議会と組織統合したことを踏
まえ，5年目の令和元年度は，組織一体となり，より効果的・効率的な
事業の推進に努めた。また，国が進める「地域包括ケアシステムの構
築」「地域共生社会の実現」に向け，地域福祉を推進する中核的な団
体として住民の期待に応えるための組織改正について検討し，令和2年
度から総務部と地域福祉部を設置した。さらに，平成30年度に引き続
き，監査法人による「財務会計に関する内部統制の向上に対する支
援」を受け，法人に求められる経営組織のガバナンスの強化に取り組
んだ。

法人経営のガバナンス強化及び効果
的・効率的な事業の推進に努めていた
だくとともに，地域福祉を推進する中
核的な団体としての組織体制の整備に
より，住民ニーズや社会情勢の変化に
迅速に対応できる事業運営に取り組ん
でいただきたい。

３．財務状況

　資金収支計算書では，収入が1,827,056千円，支出が1,763,386千円
となり，収支差額は63,669千円（予算比44,983千円の増）となった。
　収入・支出の構成比を資金収支計算書の「事業活動による収入・支
出」でみると，収入1,761,969千円のうち，仙台市や宮城県等からの補
助金及び受託金が1,427,705千円と8割超を占め，主な自主財源として
は介護保険事業収入が193,749千円（前年度比10,369千円の増），会費
収入が85,543千円（同△985千円），寄附金が29,160千円（同17,170千
円の増）などであり，補助金のうち共同募金配分金収入は30,953千円
（同△1,785千円）であった。
　支出1,711,109千円については，人件費が約7割を占め，次いで事務
費，事業費，助成金支出となっている。
　事業活動計算書において，当期活動増減差額が△3,322千円（前年度
比98,103千円の増）となったのは，前年度から賞与引当金を計上した
ことによる影響が解消化されたことなどによる。

寄付金が増加したものの，会費収入は
減少していることから，社協活動の理
解に資する周知啓発の強化等により，
安定した自主財源の確保に一層努めて
いただきたい。また介護保険事業も含
め，次期経営計画策定に向けた検討を
行う中で，事業運営の分析を行い，財
政状況の改善に努めていただきたい。

千円

・通所介護（デイサービスセンター）の運営（指定管理）
・その他介護保険事業等の運営
・障害者通所施設である泉ひまわりの家（指定管理），泉ふれあいの家（指定
管理）の運営，障害者福祉ｾﾝﾀｰにおける自立訓練事業の実施

299,928 千円

・仙台市福祉プラザ，大野田・台原・高砂・郡山老人福祉センター，宮城・泉
社会福祉センター，泉障害者福祉センターの管理運営 387,288 千円

・仙台市民生委員児童委員協議会，仙台市共同募金委員会，日赤仙台市地区本
部，仙台市老人福祉施設協議会，仙台市ほほえみの会（里親会），仙台市地域
包括支援センター連絡協議会，仙台市遺族会の団体事務受託

10,065 千円

220,376

事業概要 令和元年度事業費

・地区社会福祉協議会への活動支援及び活動助成等
・小地域福祉ネットワーク活動の推進
・ＮＰＯ等との協働活動への取組み
・東日本大震災被災者への支援事業等（地域支えあいセンター事業等）

373,328 千円

・ボランティアの登録，相談及び紹介
・子どもの居場所づくり支援事業
・障害理解促進事業

96,330 千円

･日常生活自立支援事業の実施，仙台市成年後見総合センターの運営，市民後見
人養成・支援事業の実施 147,204 千円

事業名

１．公益的使命・
市が期待する役割
への対応

２．業務・組織管
理

項目

地域福祉活動推進事
業

ボランティア活動振
興事業

福祉サービス利用者
支援

福祉総合相談事業

介護保険・障害者総
合支援法関連事業等
の運営

指定管理施設の管理
運営

福祉団体の活動支援

・障害者相談支援事業所，地域包括支援センターの運営
・生活福祉資金等の各種貸付事業の実施


