
Ⅰ 一般会計                                                                                                                                             

事業 

区分 

拠点区分 収  入 
(  )は元年度比 

支  出 
(  )は元年度比 

当期資金 
収支差額 

前期末 
支払資金残高 

当期末 
支払資金残高 

主な内容 備考 
名称 対象事業 

１ 

社
会
福
祉
事
業
区
分 

(1)地域福祉活動推進事業拠点区分 法人全般、退職金積立、総務部、地

域福祉部、福祉部、福祉振興部、研

修室、住民参加型たすけあい活動部

会、保育部会、障害児福祉部会、更

生福祉部会、精神保健福祉連絡会、

介護保険居宅事業者連絡会、社会福

祉法人経営者協議会、福利厚生セン

ター、介護等体験、共同募金配分金 

971,860 千円 
(△21,506 千円) 

 
  

971,860 千円 
(△21,506 千円) 

 

0 15,251 千円 15,251 千円 

会費収入      

東京都補助金収入 

受託金収入  

共同募金配分金収入  

事業収入          

171,013 千円 

195,518 千円 

123,673 千円 

25,420 千円 

69,799 千円 

 

(2)出版事業拠点区分 出版事業、損害保険取扱事業、

委託研修事業 

283,747 千円 
(△39,771 千円) 

283,747 千円 
(△39,771 千円) 

0 △15,251 千円 △15,251 千円 出版事業収入     

保険手数料収入    

研修受託金収入    

30,000 千円 

33,300 千円 

220,447 千円 

 

(3)福祉基金拠点区分 福祉基金 15,680 千円 
（△1,200 千円) 

15,680 千円 
（△1,200 千円) 

0 0 0 
   

(4)ボランティア・市民活動総合基
金拠点区分 

ボランティア・市民活動総合基

金 

9,720 千円 
(△2,820 千円) 

8,250 千円 
(0 千円) 

1,470 千円 3,015 千円 4,485 千円 
給付金支出        7,500 千円  

(5)杉浦基金拠点区分 杉浦基金 4,050 千円 
(0 千円) 

2,145 千円 
(0 千円) 

1,905 千円 56,271 千円 58,176 千円 
給付金支出       2,000 千円  

(6)西脇基金拠点区分 西脇基金 91,500 千円 
(70,000 千円) 

48,080 千円 
(12,012 千円) 

31,408 千円 22,983 千円 54,391 千円 
給付金支出       60,000 千円  

(7)ヒカリ興業奨学資金拠点区分 ヒカリ興業奨学金資金 10,000 千円 
(0 千円) 

10,000 千円 
(0 千円) 

0 741 千円 741 千円 
給付金支出       4,900 千円 

 

(8)施設部会特別活動拠点区分 施設部会全般、高齢者施設福祉協議

会、児童部会、母子福祉部会、乳児

部会、医療部会、救護部会、婦人保

護部会、身体障害者福祉部会、知的

発達障害部会の特別活動 

118,307 千円 
(△24,264 千円) 

121,281 千円 
（△24,433 千円) 

△2,974 円 105,900 千円 102,926千円 
業種別会費収入    

事業収入（参加費等）   

事業費支出       

89,324 千円 

17,147 千円 

82,638 千円 

 

(9)東京ボランティア・市民活動セ
ンター拠点区分 

東京ボランティア・市民活動セ

ンター 

216,660 千円 
(△27,551 千円) 

216,660 千円 
(△27,551 千円) 

0 51,661 千円 51,661 千円 東京都補助金収入    

受託金収入        

事業収入         

186,255 千円 

2,000 千円 

10,680 千円 

 

(10)東京都福祉人材センター拠点区
分 

東京都福祉人材センター 2,018,924 千円 
(△147,957 千円) 

2,018,924 千円 
(△147,957 千円) 

0 0 0 受託金収入     

事業費 

助成金支出 

2,018,924 千円 

351,459 千円 

1,367,008 千円 

 

(11)権利擁護事業拠点区分 地域福祉権利擁護事業、成年後

見活用事業、福祉サービス運営

適正化委員会 

613,769 千円 
 (11,386 千円) 

613,769 千円 
 (11,386 千円) 

0 0 0 東京都補助金収入 

（地域福祉権利擁護事業）      

（運営適正化委員会）         

受託金収入 

（成年後見活用事業）           

業務委託費（区市町村社

協） 

603,880 千円 

593,774 千円 

10,106 千円 

 

9,389 千円 

563,352 千円 

 

(12)東京善意銀行拠点区分 東京善意銀行 69,398 千円 
(△500 千円) 

69,398 千円 
(△500 千円) 

0 9,545 千円 9,545 千円 寄付金収入  

補助金収入      

助成金支出       

35,500 千円 

25,817 千円 

29,700 千円 

 

(13)東京都民生児童委員連合会拠点
区分 

東京都民生児童委員連合会 150,023 千円 
(1,281 千円) 

149,812 千円 
(△1,562 千円) 

211 千円 71,979 千円 72,190 千円 民生委員会費収入    

受託金収入     

事業費支出 

56,160 千円 

52,116 千円 

49,610 千円 

 

(14)自立生活スタート支援事業拠点
区分 

自立生活スタート支援事業 38,886 千円 
(2,000 千円) 

38,886 千円 
(2,000 千円) 

0 102 千円 102 千円 
貸付金支出       25,153 千円 

 

(15)受験生チャレンジ支援貸付事業
等貸付事業拠点区分 

受験生チャレンジ支援貸付事業

等貸付事業 

1,210,447 千円 
 (88,192 千円) 

1,210,447 千円 
 (88,192 千円) 

0 0 0 
貸付金支出 1,096,387 千円 

 

(16)多重債務者生活再生資金管理拠
点区分 

多重債務者生活再生資金管理事

業 

72,788 千円 
(198 千円) 

72,788 千円 
(198 千円) 

0 0 0 
助成金支出 60,528 千円 

 

(17)地域公益活動推進協議会拠点区
分 

 

地域公益活動推進協議会 

 

19,217 千円 
 (560 千円) 

19,669 千円 
 (200 千円) 

△452 千円 17,901 千円 17,449 千円 協議会会費収入    

事業費支出     

助成金支出 

19,217 千円 

3,901 千円 

8,400 千円 

 

令和 3年度 資金収支予算書（概要版） 



事業 

区分 

拠点区分 収  入 
(  )は元年度比 

支  出 
(  )は元年度比 

当期資金 
収支差額 

前期末 
支払資金残高 

当期末 
支払資金残高 

主な内容 備考 
名称 対象事業 

小計 
5,915,006 千円 
(△86,312 千円) 

5,883,438 千円 
(△221,617 千円) 

31,568 千円 
 

340,098 千円 
 

371,666 円 
 

   

拠点区分間内部取引消去 
△93,164 千円 

 (△4,451 千円) 
△93,164 千円 

 (△4,451 千円) 
－ － － 

出版物の買い上げ 

拠点区分間繰入・繰出金 

10,000 千円 

75,714 千円 

 

社会福祉事業区分合計 5,821,842 千円 
(△81,861 千円) 

5,790,274 千円 
(△217,166 千円) 

31,568 千円 
 

340,098 千円 
 

371,666 円 
 

   

２ 

公
益
事
業
区
分 

(1)従事者共済会拠点区分 従事者共済会事業 13,168,102 千円 
 (109,856 千円) 

13,168,102 千円 
 (109,856 千円) 

0 611,966 千円 611,966 千円 退職共済事業収入    

退職共済事業支出     

退職共済預り金返還支

出 

217,206 千円 

71,174 千円 

4,937,520 千円 

 

(2)介護福祉士等修学資金貸付事業
拠点区分 

介護福祉士等修学資金貸付事業 117,300 千円 
 (9,100 千円) 

496,500 千円 
 (89,100 千円) 

△379,200 千円 4,062,610 千円 3,683,710 千円 
貸付金支出 469,000 千円 

 

(3)保育士修学資金貸付事業拠点区
分 

保育士修学資金貸付事業 86,100 千円 
(20,600 千円) 

971,208 千円 
(68,000 千円) 

△885,108 千円 5,027,035 千円 4,141,927 千円 
貸付金支出 947,000 千円  

(4)ひとり親家庭高等職業訓練促進
資金貸付事業拠点区分 

ひとり親家庭高等職業訓練促進

資金貸付事業 

4,999 千円 
 (1,899 千円) 

86,999 千円 
 (1 千円) 

△82,000 千円 503,928 千円 421,928 千円 入学準備金貸付金支

出 

就職準備金貸付金支

出 

65,000 千円 

12,000 千円 
 

(5)児童養護施設退所者等自立支援
資金貸付事業拠点区分 

児童養護施設退所者等自立支援

資金貸付事業 

2,000 千円 
 (0 千円) 

95,000 千円 
 (△14,407 千円) 

△93,000 千円 614,143 千円 521,143 千円 家賃貸付金支出 

生活費貸付金支出 

資格取得費貸付金支

出 

38,664 千円 

36,000 千円 

15,000 千円 

 

(6)ゴールドマン・サックス市民活
動協働事業拠点区分 

ゴールドマン・サックス市民活

動協働事業 

23,420 千円 
(△6,680 千円) 

23,420 千円 
(△6,680 千円) 

0 0 0 
助成金支出 10,219 千円 

 

小計 
13,401,921 千円 
(134,775 千円) 

14,841,229 千円 
(245,868 千円) 

△1,439,308 千円 10,819,982 千円 9,380,674 千円    

拠点区分間内部取引消去 0 0 － － － 
   

公益事業区分合計 
13,401,921 千円 
(134,775 千円) 

14,841,229 千円 
(245,868 千円) 

△1,439,308 千円 10,819,982 千円 9,380,674 千円    

事業区分間内部取引消去 
△8,788 千円 

(38 千円) 
△8,788 千円 

(38 千円) 
－ － － 

   

一般会計合計 19,214,975 千円 
(52,876 千円) 

20,622,715 千円 
(28,664 千円) 

△1,407,740 千円 

 

11,160,080 千円 
 

9,752,340 千円 
 

   

 
Ⅱ 生活福祉資金会計                                                                                          

拠点区分 収  入 
(  )は 30年度比 

支  出 
(  )は 30年度比 

当期資金 
収支差額 

前期末 
支払資金残高 

当期末 
支払資金残高 

主な内容 備考 
名称 対象事業 

(1)生活福祉資金拠点区分 生活福祉資金貸付事業貸付資金 2,185,489 
千円 

(381,049 千円) 

102,338,850 千円 

(90,419,862千円) 

△100,153,361千円 100,153,361 千円 0 貸付事業支出 

国庫補助金等返還金支

出 

99,327,636 千円 

1,121,136 千円 

 

(2)生活福祉資金貸付事務費拠点区分 (1)(3)(5)にかかる貸付事務費 2,025,979 千円 
(1,363,561 千円) 

2,025,979 千円 
(1,363,561 千円) 

0 0 0 東京都補助金収入 

事務費繰入 

区市町村社協事務費支出 

213,576 千円 

1,812,403 千円 

942,676 千円 

 

(3)要保護世帯向け不動産担保型生活資金
拠点区分 

要保護世帯向け不動産担保型資

金貸事業貸付資金 

145,650 千円 
(26,550 千円) 

169,050 千円 
 (△21,050 千円) 

△23,400 千円 1,319,694 千円 1,296,294 千円 
貸付金支出 161,010 千円 

 

(4)臨時特例つなぎ資金拠点区分  臨時特例つなぎ資金貸付事業 600 千円 
 (0 千円) 

27,464 千円 
 (△8,077 千円) 

△26,864 千円 220,769 千円 193,905 千円 
区市町村社協事務費支出 14,160 千円 

 

(5)離職者支援資金拠点区分 離職者支援資金貸付事業貸付資

金 

4,190 千円 
(1,270 千円) 

4,190 千円 
(420 千円) 

0 2,253 千円 2,253 千円 
貸付金償還金収入 4,190 千円 

 

 


