
                      

平成２平成２平成２平成２４４４４年度年度年度年度    事事事事    業業業業    報報報報    告告告告    

    

 相互扶助の希薄化、市民生活意識の多様化により福祉ニーズが増大しており、それらに対す

る福祉サービスの充実が求められている中、黒部市社会福祉協議会では、地区社会福祉協議会

をはじめ社会福祉団体と連携・協働し、地域総合福祉活動推進事業や介護予防を中心とする各

種福祉教室の開催、ボランティア活動の推進に取り組んだ。 

 また、黒部市地域福祉活動計画に基づき、総合的な事業を計画的に実施すると共に、地域で

の支え合い助け合いを進めるケアネット活動の推進、地区社協の基盤整備を行うため地区への

職員の派遣を積極的に行い、情報の共有や地域ニーズの把握に努めた。 

更に、介護保険事業等要介護者や要援護者が増加するなか、利用者本位の在宅福祉サービス

の提供を行うなど、多様な事業を展開し、「市民一人ひとりが安心して暮らせる住みよいまちづ

くり」を目指し、次の重点施策の拡充に努めた。 

 

１１１１    重重重重    点点点点    施施施施    策策策策    

    ((((１１１１))))地域福祉活動の推進地域福祉活動の推進地域福祉活動の推進地域福祉活動の推進    

    地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、「住民の参加と協働」を基本

に配置した地区担当者は、見守り事業・ケアネット事業をはじめ充実した地区の福祉活

動を支援するために、職員が地区公民館や各種研修会等に出向き地区社協関係者や専門

職との連携をとった。 

    今年度１０月からは日常生活自立支援事業の業務が基幹社協から県内すべての市町村

社協に移管されるため、体制整備を行い、実際に相談から契約までを進めた。 

     

    ((((２２２２))))ボランティア活動の推進ボランティア活動の推進ボランティア活動の推進ボランティア活動の推進    

          ボランティア意識の高揚を図るため、福祉教育の推進やボランティア体験活動の実施

に取り組み、ボランティア活動の普及推進に努めた。また、災害救援ボランティア活動

支援研修会の中で、黒部市で災害が起きたことを想定し、災害ボランティアセンター立

ち上げ訓練を開催した。 

    また、新ボランティアイベントとして「スマイルフェスティバルくろべ」を開催し、

イベントを通じてボランティア団体や福祉団体と一般住民とのつながりを深め、お互い

を理解しあうことでボランティア活動へ興味・関心、意識を高めることができた。その

他、ボランティア連絡会等を通じて、市内ボランティア団体同士の交流・情報交換を行

い活動の活性化、意識の向上を図ることができた。 

 

 

    ((((３３３３))))在宅福祉サービスの推進在宅福祉サービスの推進在宅福祉サービスの推進在宅福祉サービスの推進    

    介護保険制度や障害者自立支援制度に伴う訪問介護と居宅介護支援サービスの提供を

行い、社協独自の事業としてファミリーサービスやぽっぽ送迎サービスなどを展開し、



                      

新たに職員の増員を図り、在宅福祉サービスを推進した。 

    また、多様な福祉ニーズにきめ細かく対応するためベッド、車椅子等の日常生活用具

貸出により在宅生活の支援に努めた。 

    ((((４４４４))))社協活動の強化・充実社協活動の強化・充実社協活動の強化・充実社協活動の強化・充実 

    黒部市の補助金の他、市民の皆様の会費、企業の賛助会員、県社協や民間の助成金等

多様な財源を活用し運営を行い、法人運営の透明性の確保と適切な福祉サービス提供の

充実に努めた。 

また、地域福祉を推進する専門機関として黒部市をはじめ保健・医療・福祉関係機関・

団体とネットワークを構築し、専門機関としての機能を確立できるよう活動基盤や統一

した組織体制基盤の強化に取り組んだ。 

    更に、県内外への研修会等へ講師派遣や視察研修の受け入れなども積極的に行い、職

員自身の経験やスキルアップに努めた。 

２２２２    実実実実    施施施施    事事事事    業業業業    

 (１)地域福祉の推進 

   ア 地域総合福祉活動 

   （ア）ふれあい型事業の推進 

      ・１５地区社協実施（生地・石田・田家・村椿・大布施・三日市・前沢・荻生・ 

       若栗・東布施・宇奈月・内山・愛本・下立・浦山） 

（イ）ケアネット型事業の推進 

      ・１６地区社協実施（生地・石田・田家・村椿・大布施・三日市・前沢・荻生・ 

       若栗・東布施・宇奈月・音沢・内山・愛本・下立・浦山） 

      ・チーム数１５７チーム チーム参加実人数３１０名  

・延べ活動回数３７,３９２回（見守り、声かけ、話し相手、ゴミ出し、買い物代

行、草むしり、除雪、外出付添、薬の受取など） 

・説明会への職員派遣、ケース検討会の開催 １１地区他 ３２回 

   （ウ）小地域シルバー談話室設置事業  

      ・１１地区社協実施（生地・石田・田家・村椿・大布施・三日市・前沢・荻生・ 

       若栗・東布施・愛本） 

      ・実施回数８３回 設置箇所数５３箇所 延べ２，３０３名参加 

   （エ）ふれあいランチ事業 

      ・１０地区社協実施（生地・石田・田家・大布施・三日市・荻生・若栗・東布施・

内山・下立） 

・実施回数１７回 延べ６５４名参加 

   （オ）男性の料理教室事業 

      ・１０地区社協実施（生地・石田・田家・大布施・三日市・前沢・荻生・若栗・

東布施・下立） 

・実施回数１８回 延べ３５８名参加 

      （カ）テーマ別選択事業 



                      

                        ・２地区社協実施（三日市・音沢） 

・実施回数６回 延べ５５８名参加 

（キ）地区社協活動推進事業 

      ・三世代交流、地域伝承、食事サービス、施設訪問、花いっぱい運動、清掃活動､ 

       子育てサロン、みまもり活動 

   イ 介護予防や転倒骨折予防教室の開催 

   （ア）介護予防入門教室 

      ・１３地区社協（石田・田家・村椿・大布施・三日市・前沢・荻生・若栗・東布

施・愛本） 

・実施回数９７回 延べ１０５６名参加 

   （イ）介護予防事業への職員派遣 

      ・５０回 延べ２，０００名参加 

   ウ 高齢者の生きがいと健康づくり事業の推進 

   （ア）高齢者福祉啓発事業 

      ・福祉映画上映会 平成２４年  ７月２２日   ５００名参加 

      ・映画上映会   平成２４年１２月２２日     ６０名参加 

               平成２５年  ２月  ４日   ７０名参加 

   （イ）福祉サービス事業 

      ・ひとり暮らし高齢者ふれあいフェスティバル 

       平成２４年１０月２０日 ２３０名参加 

(一人暮らし 110 名、民生委員、ボランティア） 

   （ウ）高齢者の生きがいづくり事業 

      ・高齢者いきがいまつり（にこにこまつり） 

       平成２５年２月４日  ４００名参加 

       無料なんでも相談会 

      ・いきがい年越し祭り 

      平成２４年１２月２２日 ４００名参加 

      ・元気づくり教室           １,６００名参加 

        バスハイキング（５回）        131 名参加 

        囲碁・将棋クラブ（４５回）      715 名参加 

        おしゃれ講座（５回）         131 名参加 

        パークゴルフ大会（１回）        120 名参加 

        元気カラオケクラブ（２３回）     304 名参加 

        健康麻雀クラブ（２５回）       199 名参加 

      ・生きがいづくり事業 延べ参加人数 ３,２６０名参加    

   エ 介護予防活動普及員設置事業・元気はつらつ体操教室事業 

   （ア）臨時職員１名設置 

   （イ）元気はつらつ体操教室 

      ・利用者総数    ４,６７２名 登録者数 ３５５名 



                      

      ・開催日数     １４１回（火、水、木、金コース） 

      ・開催場所     黒部市福祉センター、宇奈月老人福祉センター 

      ・各種教室等    音楽療法教室 １６回 運動会     ４回 

                運動教室   ２０回 習字教室    ４回 

                体操教室   １２回 自力整体   １２回 

クリスマス会  ４回 バスハイキング ４回 

ストレッチ  １６回 宇奈月教室   ４回 

アロマ・ヨガ １２回 食事指導    ４回 

      ・健康相談 教室時間中開催（看護師対応） 

   オ 総合相談センター事業の推進 

            （ア）総合相談センター運営事業 

                        ・法律相談、心配ごと相談、行政相談などを実施 相談件数５５５件 

       法 律 相 談 ４４件 心配ごと相談  １８件 行 政 相 談  １件、 

       生活福祉資金２８５件 一 般 相 談   ６０件  

   （イ）総合相談センター相談員研修会 

      ・平成２５年１月２１日開催 ２９名参加 

      ・講演（講師佐伯康博弁護士）、事例研修 

   （ウ）にこにこまつり一日出張無料相談（平成２５年２月４日）３２件 

      ・法律相談４件、税金相談３件、年金相談１件、住宅相談０件、一般相談０件、 

        健康相談２４件、行政相談０件 

   カ 高齢者等みまもり体制・みまもりネットワーク事業の推進 

            （ア）高齢者見守り体制事業 

                     ・みまもり員感謝の集い開催 ２００名参加（平成２５年３月２日）    

                     ・黒部市における“みまもり体制”の実施 

       （みまもり員１,０７７名、要みまもり者５３９名） 

            （イ）見守りネットワーク事業 

      ・１０５企業･団体等と個人１６３名が参加協力 

      ・見守りネットワーク説明会・研修会開催(平成２５年１月２８日)１１０名参加 

   キ 生きがい活動支援通所事業「いきいき倶楽部」 

   （ア）嘱託職員１名設置 

            （イ）生きがい活動支援通所事業    

      ・利用者総数    ３,２４０名 登録者数 １５８名 

・開催日数       ２１５日 

・開催場所     黒部市宇奈月老人福祉センター等 

      ・各種教室等 

       健康相談会２４回（342 名）、趣味講座 74 回（678 名）､介護教室８回（112 名） 

       化粧教室４回（ 54 名）、X’mas 会  ４回（ 72 名）、書道教室４回( 46 名) 

       体操教室８回（111 名）、新川荘 ４８回（628 名）、絵手紙教室４回（ 55 名） 

 



                      

       茶道教室４回（57 名）、花道教室４回( 59 名)、バスハイキング１８回（339 名） 

       黒部教室６回（123 名） 

   ク 来て見てヤンバイ映画館事業 

（ア）来て見てヤンバイ映画館 

   ・市内１７公民館等での巡回映画開催回数３８回、参加者総数６９１名 

（イ）生きがいヤンバイ映画館 

・黒部市宇奈月老人福祉センターを会場にした映画上映会 

                        ・開催回数 44 回、参加者総数 610 名 

ケ 生活福祉資金貸付事業の推進 

   （ア）生活福祉資金貸付事業の推進 

      ・貸し付け件数３０件（内２件新規） 

   コ 日常生活自立支援事業 

   （ア）日常生活自立支援事業 

      ・利用者数５名、生活支援員６名登録 

（イ）日常生活自立支援事業活性化モデル事業（平成２２年度～平成２４年度） 

    ・研修会 １回 個別相談会１回・事業説明会 １７回 

 （ウ）相談件数 ３１０件 

   サ 敬老会の開催 

                  ・黒部市内１６地区にて敬老会を開催（６月～１０月） 

      ・黒部市内特別養護老人ホーム３施設（越之湖、越野荘、おらはうす宇奈月）に

て敬老事業を実施 

      ・対象者６,３８２名 

   シ 福祉団体の育成 

   （ア）福祉団体の活動支援及び連絡調整 

                     ・各種団体の事務及び活動や事業の推進 

   ス 地区社協事務担当者の研修 

   （ア）地区社協・地域福祉活動推進事業 

      ・地区社協事務担当者研修会・会議 

      ・自治振興会及び地区社協合同会議の開催 平成２４年４月１１日 ５０名参加 

・富山県社会福祉協議会 平成２４年１１月１７日「福祉フォーラム」の開催に

参加 ７名参加 

・ケアネット活動研修会（地区社協長、地区社協事務担当者・事務局長、地区民

生委員児童委員協議会長、地区リーダー対象） 

       平成２５年 ２月１８日 ７５名参加 

       ・富山県社会福祉協議会 平成２５年２月１６日 富山県ケアネット活動研修会

に地区社協等５名参加 

・地区社協事務局長・事務担当者会議の開催 平成２４年３月２２日 ３０名参加 

（イ） 富山県福祉カレッジ地域巡回研修 

   平成２４年８月２２日  ６１名  （宇奈月国際会館「セレネ」） 



                      

         講師  富山県福祉カレッジ学長 大橋 謙策 氏 

   （ウ） 県内市町村社協視察研修受け入れ 

       ・立山町五百石地区社会福祉協議会   平成２４年７月１８日 ２０名 

          見守り体制・ケアネット活動について 

       ・射水市放生津校区社会福祉協議会、三日市地区社協との交流研修 

          平成２４年１１月２２日  １７名 

          地区社協事業・見守り体制・ケアネット活動について  

 （２）ボランティア活動の推進 

   ア ボランティア団体の育成と組織化の推進 

   （ア）市民ボランティア活動推進事業 

      ・ボランティア連絡会開催（平成２４年７月２５日）２９団体参加 

                  （平成２５年３月１３日）３９団体参加 

      ・２４時間ＴＶ募金活動 

      ・赤い羽根共同募金活動 

   （イ）一声かけ運動、お便りネット事業 

      ・書き損じハガキ回収と募集 

      ・ひとり暮らし高齢者等へのお便り見守り活動 

   （ウ）ボランティア活動保険推進事業 

      ・加入者 2,270 名 

   イ 児童・生徒のボランティア活動の普及と福祉教育の推進 

   （ア）福祉教育用具貸出事業 

      ・貸出件数 車椅子１件、高齢者擬似体験用具３件、点字０件、アイマスク０件 

            白杖２件 レクリエーション用具９件 

   （イ）ボランティア、福祉教育講師派遣事業 

      ・市内学校、企業などへの講師派遣７回（２３０名） 

   （ウ）児童・生徒のボランティア活動体験普及事業 市内１７校指定 

      ・学校での福祉教育、ボランティア体験の事業費助成 

   ウ 災害ボランティア活動の推進 

   （ア）災害救援ボランティア活動支援研修会開催（３月１６日 大布施公民館） 

      参加者９７名 

      ・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練 

   エ ボランティアセンターの機能充実 

(ア)ユニバーサルデザイン推進事業 

      ・ユニバーサルデザイングッズの展示貸出 

   （イ）ボランティアセンター運営事業 

・相談・登録斡旋（相談件数 225 件 ボランティア登録者 2,270 名） 

      ・ボランティアサポーター設置（市内１１名） 

   オ ボランティア活動啓発事業の推進 

   （ア）２４時間テレビ募金活動の協力 



                      

      ・約１００名のボランティア参加 

       募金活動場所：黒部市総合体育センター、黒部市福祉センター 

              メルシー、アピタ、黒部市国際文化センターコラーレ 

       黒部市募金総額：７４７,７９３円 

（イ） スマイルフェスティバルくろべ 

多くのボランティア団体や福祉団体と一般市民のつながりをつくるため、一体

感をつくりだすイベントとして実施 

・平成２４年８月２６日  黒部市福祉センター、黒部市大布施公民館 

                  中央児童センター 

      ・参加団体（１０団体・参加者 165 名） 

 （３）在宅福祉サービスの推進 

   ア 高齢者、障害者等要介護者ホームヘルプ事業 

   （ア）ホームヘルパー派遣事業 

      ・介護保険の対象とならない概ね６５歳以上の高齢者、障害者のいる世帯へ訪問 

       介護員の派遣 

      ・自立支援 １５６名（月平均 13.0 名）  ５９６回   ６１２．０時間 

      ・外出介護   ４名（月平均  03 名）    ４回   １２．７５時間 

   （イ）介護保険事業 

     ○ア指定居宅介護支援事業 

      ・居宅介護サービス計画作成認定調査（介護支援専門員３名）・認定調査１名 

      ・延べ利用者数    ８６８名（月平均 72.3 名） 

     ○イ指定居宅訪問介護事業 

      ・介護保険対象者に訪問介護員を派遣 

      ・訪問介護員 常勤 8 名、事務員 2 名、登録 28 名 

      ・延べ利用者数 １３，８４６名（月平均 1153.8 名） 

      ・利用種別年間延べ派遣回数・時間 

       身体介護  ６，４６８回  ４，１４４．５時間 

       生活援助  ４，１９５回  ３，５８０．７時間 

       身体生活  ３，１８３回  ３，２４９．２時間 

      ・指定居宅介護予防訪問介護事業 

       ４，５２６名（月平均 377.1 名）４，５２６回  ３，７８７．２時間 

   イ 高齢者、障害者等外出支援サービス事業 

   （ア）送迎サービス事業 

      ・車椅子移送車の運行（利用回数９３０回） 

       （ぽっぽサービス 50 回、高齢者外出支援 691 回、重度身体障害者 189 回） 

   ウ 障害者自立支援事業 

   （ア）居宅生活支援事業等（身体障害者・知的障害者・精神障害者等） 

      ・延べ派遣回数・時間 

       ２，４８８名（月平均 207.3 名）２，４８８回  ２，６５７．４時間 



                      

   エ  ベッド、車椅子等日常生活用具貸出事業（５６件） 

      ・貸出件数 ベッド６件、ケアマット０件、車椅子４１件、歩行補助器９件 

   オ ファミリーサービス事業 

      ・社協単独事業のヘルパー派遣（利用回数１,６４５回、１,３１９.５時間） 

 （４）社協活動の強化、充実 

 ア 広報紙「福祉くろべ」「ふくし災害マニュアル」の発行 

      （ア）企画広報活動 

      ・広報紙の発行｢福祉くろべ｣毎月（年１２回）発行 

      ・「ふくし災害マニュアル」（２月１日付）発行 

   イ 黒部市社会福祉大会の開催 

   （ア）社会福祉大会 

      ・黒部市社会福祉協議会第７回黒部市社会福祉大会 

       （７月２２日、コラーレ）開催 参加者約 500 名 

      ・黒部市社会福祉協議会長表彰（社会福祉事業功労）個人１２名、３団体 

      ・黒部市社会福祉協議会長感謝状の贈呈 １０個人、２団体 

      ・映画上映会 「劔岳 点の記」 

   ウ 理事会、評議員会、運営部会、苦情解決第三者委員会の開催 

   （ア）正副会長会議     ４回開催 

   （イ）理事会        ４回開催（内１回文書審議） 

   （ウ）評議員会       ４回開催（内１回文書審議） 

   （エ）運営部会       １回開催 

   エ 黒部市地域福祉活動計画の推進 

      ・黒部市の福祉活動や事業を計画的に推進 

       住民座談会の開催 平成２５年３月２１日 石田地区 ６０名参加 

       住民座談会開催のための地区打合せ １６地区 ３２回 

   オ 黒部市福祉センターの運営 

                        ・開館日数２９９日 

      ・利用者数３２，７６１名 

       高齢者・身障者３２，３４０名、一般１２６名、小学生７名、団体２８８名 

・演芸ボランティア回数７９回 

                     ・福祉バス運行 

       マイクロバス、マイクロ①  (火～土コース他)稼働日２６０日 

運行回数６７１回  走行キロ数 13,089ｋｍ  利用人員 10,409 名 

       マイクロバス、マイクロ②(火～土、ひまわりコース他)稼働日２５４日 

 運行回数６８１回  走行キロ数 11,689ｋｍ  利用人員 11,185 名 

    ○新  ・大広間蛍光灯安定器取替工事 平成２５年３月１８日 

    ○新  ・緊急通報装置改修工事    平成２５年４月１８日 

   カ 黒部市共同募金委員会及び黒部善意銀行との連携事業 

   （ア）黒部市共同募金委員会の運営 



                      

                     ・黒部市共同募金委員会の事務及び活動や事業の推進 

       平成２４年度 募金実績  ７,１４１,６９４円 

・東日本大震災義援金受付及び送金事務 H24.4.1～H25.3.31  265,239 円 

                    累計      19,033,377 円 

・東日本大震災サポート募金受付及び送金事務 

      ・新川圏域赤い羽根共同募金プロジェクトチーム会議（3 市 2 町協働事業） 

       委員 7 名、年間会議７回（平成２４年度県共募助成事業） 

      ・「第２回赤い羽根全国ミーティング in 小浜」の開催 

H24.6.14～6.15 ２日間開催 アプロディール華双寿 ３名参加 

      ・赤い羽根こどもたちの募金箱コンクール、出展作品 全 889（内 黒部市 153） 

      ・各種委員 

       中央共同募金会主催 共同募金改革プロジェクト会議 委員 年 4 回 １名 

       第３回赤い羽根全国ミーティング実行委員会委員 １名 

      ・事例発表 

       中央共同募金会モデル事業連絡会 3 回（東京・広島・山口） 1 名 

       福井県共同募金会 市町研修会    １名 

       宮崎県都城市共同募金会・職員研修会 １名 

      ・モデル事業 

       中央共同募金会 期間延長にともなうファンドレイジング実践モデル事業 

       「あったか雪募金」（期間延長：1 月 1 日～3 月 31 日） 

        募金実績 ３２０，２３７円 

   （イ）黒部善意銀行の運営 

                     ・黒部善意銀行の事務及び活動や事業の推進 

   キ 職員の資質の向上（資格の取得、研修） 

      ・職員の資格取得への支援 

      ・職員内部研修の開催（年 3 回） 

   ク 寄付金品 

（ア） 現金 ３６件 １，２１３，５９８円 

（イ） 物品  ７件 ベット２台 マッサージイス２台  

ヘルストロンソファー１台 麻雀パイ１台 巾着袋１６枚  



（単位：円）

１　資産の部１　資産の部１　資産の部１　資産の部

⑴⑴⑴⑴　流動資産　流動資産　流動資産　流動資産

預貯金 18,414,329

普通預貯金 北陸銀行黒部支店 普通 10,911,285

黒部農業協同組合北部支店 普通 7,503,044

未収金 24,272,008

仮払金 福祉サービス総合補償掛金 268,128

42,954,46542,954,46542,954,46542,954,465

⑵⑵⑵⑵　固定資産　固定資産　固定資産　固定資産

①基本財産 10,000,000

　基本財産特定預金 黒部農協北部支店 定期 10,000,000

建物 黒部市金屋464番地の1所在の 44,063,262

鉄筋コンクリート造り平屋建 1,781.97㎡

54,063,26254,063,26254,063,26254,063,262

②その他の固定資産

　建物 大浴場設備等 61,348,100

　建物付属設備 3

　構築物 黒部市福祉センター駐車場 2,320,501

　車輌運搬具 7,985,724

　器具及び備品 事務用機器等・ヘルストロン 2,060,182

　権利 110,000

　ソフトウェア 支援費システムソフト 1,918,147

　自動車リサイクル 自動車リサイクル料金 94,530

　退職共済預け金 31,762,030

31,762,030

　介護保険積立預金 76,696,876

北陸銀行黒部支店 普通 46,696,876

黒部農協北部支店 定期 20,000,000

黒部市信用農協三日市支店 定期 10,000,000

　基金積立預金 120,905,494

黒部農業協同組合北部支店 普通 5,585,494

黒部農業協同組合北部支店 定期 10,000,000

にいかわ信用金庫桜井支店 定期 37,500,000

宇奈月郵便局事業基金 定期 9,500,000

宇奈月郵便局事業基金 普通 4,900,000

北陸労働金庫 定期 10,000,000

黒部市信用農協新三島支店 定期 11,500,000

黒部市信用農協三日市支店 定期 31,920,000

305,201,587305,201,587305,201,587305,201,587

359,264,849359,264,849359,264,849359,264,849

402,219,314402,219,314402,219,314402,219,314

２　負債の部２　負債の部２　負債の部２　負債の部

⑴⑴⑴⑴　流動負債　流動負債　流動負債　流動負債 16,424,179

未払金 15,058,170

預り金 社会保険料等 1,366,009

16,424,17916,424,17916,424,17916,424,179

⑵⑵⑵⑵　固定負債　固定負債　固定負債　固定負債 30,780,120

退職給与引当金 30,780,120

　 全国社会福祉協議会退職共済手当積立金 30,780,120

30,780,12030,780,12030,780,12030,780,120

47,204,29947,204,29947,204,29947,204,299

355,015,015355,015,015355,015,015355,015,015

負債合計②負債合計②負債合計②負債合計②

差引純資産（①－②）差引純資産（①－②）差引純資産（①－②）差引純資産（①－②）

その他の固定資産合計その他の固定資産合計その他の固定資産合計その他の固定資産合計

固定資産合計固定資産合計固定資産合計固定資産合計

魚津社会保険事務所　他３３件

流動負債合計流動負債合計流動負債合計流動負債合計

　資産合計①　資産合計①　資産合計①　資産合計①

基本財産合計基本財産合計基本財産合計基本財産合計

空調設備等

固定負債合計固定負債合計固定負債合計固定負債合計

車輌１３台

電話加入権(３回線)

全国社会福祉協議会退職共済手当積立金

富山県国民健康保険団体連合会他 ２５件

平成２４年度 黒部市社会福祉協議会財産目録（総括）

平成２５年３月３１日現在

資産・負債の内訳資産・負債の内訳資産・負債の内訳資産・負債の内訳 金　　額

流動資産合計流動資産合計流動資産合計流動資産合計






















