
議案第１号 平成２８年度豊川市民生委員児童委員協議会事業報告について 

１ 諸会議の運営 

（１）総会  平成２８年５月１０日（火）豊川市勤労福祉会館 大研修ホール  

（２）理事会 月１回  ※豊川市民生委員児童委員協議会連絡会（臨時会）を１０月に開催 

（３）専門委員連絡会及び役員会 計８回 

（４）専門委員各部会 計１７回 

（５）主任児童委員連絡会 計１０回 

（６）チャリバの会 計２回 

 （７）民生委員制度１００周年、児童委員制度７０周年記念事業実行委員会 計２回 

    民生委員制度１００周年、児童委員制度７０周年記念事業検討委員会 計５回 

２ 研修会等の開催 

（１）視察研修 

実施日：平成２８年６月２３日（木）～２４日（金）（１泊２日） 

視察先：金沢福祉用具情報プラザ 

参加人数：７９名（豊川東・豊川南・中部・八幡・御油・音羽） 

※事務局職員２名及び豊川市福祉事務所職員随行２名の計４名を含む。 

 

 （２）全体研修 

実施日：平成２８年１１月２１日（月） 

会場：豊川市文化会館 中ホール 

講師：三浦 裕一郎（豊川市 防災対策課課長補佐） 

   蟻坂 隆（宮城県石巻市湊地区民生委員児童委員協議会会長） 

演題：「南海トラフ巨大地震に備える」 

   「被災地からお伝えしたいこと」 

参加人数：２９７名（内、新任民生委員予定者６４名を含む） 

 

（３）新任者研修 

実施日：平成２８年１２月１日（木） 

会場：豊川市文化会館 

講師：豊川市役所福祉部福祉課職員 

   豊川市役所福祉部介護高齢課職員 

   豊川市役所子ども健康部子育て支援課職員 

豊川市社会福祉協議会地域福祉課職員 

演題：「民生委員児童委員の職務について」（福祉課） 

「生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度について」（福祉課） 

「障害者福祉について」（福祉課） 

「高齢者福祉について」（介護高齢課） 

「児童福祉及び母子福祉について」（子育て支援課） 



 
 

「豊川市社会福祉協議会と民生委員児童委員について」（社会福祉協議会） 

参加人数：未集計 

 

実施日：平成２８年１２月２０日（火） 

会場：御津文化会館 文化ホール 

講師：小林 弘行（豊川市社会福祉協議会地域福祉課） 

演題：「豊川市民生委員児童委員協議会年間活動について」 

参加人数：１２９名 

 

実施日：平成２９年１月２６日（木） 

会場：ライフポートとよはし コンサートホール 

講師：愛知県健康福祉部地域福祉課職員 

   愛知県健康福祉部児童家庭課職員 

   渡辺 哲雄氏（日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員） 

演題：「民生委員の職務について」（地域福祉課） 

   「児童委員・主任児童委員の役割～児童虐待防止について～」（児童家庭課） 

   「住民の立場に立った民生委員活動」（渡辺哲雄氏） 

～守秘義務とネットワーク 個人情報の有効な活用のために～ 

参加人数：未集計 

 

実施日：平成２９年２月２３日（木） 

会場：御津文化会館 文化ホール 

講師：岡田 美子（前主任児童委員連絡会副代表） 

   鳥山 健司（前高齢者福祉専門委員部会部会長） 

   中尾 設子（前副会長） 

   高垣 太一（豊川市役所福祉課生活支援係） 

演題：「民生委員・児童委員経験者による講演」 

   「民生委員・児童委員活動記録の記入について」 

参加人数：１３０名 

 

（４）専門委員研修  

実施日：平成２８年９月２８日（水） 

会場：豊川市文化会館 大会議室 

講師：西本 全秀（豊川市民生委員児童委員協議会会長） 

演題：「生活福祉資金貸付制度における審査について」 

参加人数：５５名 

 



 
 

（５）各専門委員部会研修内容 

  ①高齢者福祉専門委員部会 

   豊川市が作成する「高齢者・認知症の方などの見守りガイドブック」に関する意

見提言を行い、平成２８年１２月一斉改選に伴う新任者向けの研修を企画及び運

営を行いました。また、豊川市社会福祉協議会職員による介護保険法改正につい

ての研修会を開催し、主な変更点等について学びました。さらに、「住宅型有料

老人ホーム 花の樹」への見学を行い、地域での対象者からの相談について役立

てることができました。 

 

  ②障害者福祉専門委員部会 

   総会終了後、豊川市福祉課職員を招き、平成２８年４月１日から施行される「障

害者差別解消法」に関する研修会を実施しました。また、地域で見守りをする際

に、障害者の方についての対応を考えるため、愛知県立豊川特別支援学校の見学

学習を企画しました。見学する前に、事前学習として愛知県立豊川特別支援学校

の概要を学んだことで、見学をより有意義なものとすることができました。 

 

  ③児童福祉専門委員部会 

   外国籍の子どもに焦点を当て、地域で生活する当事者を講師として招き、外国籍

の子どもの現状について理解を深めました。また、社会福祉法人若竹荘への施設

見学を行い、「あけぼの作業所」、「豊川保育園」、「母子生活支援施設 若竹荘」

について学びました。それによって、地域の子どもたち、障害者を持つ方等につ

いての自立支援についての理解を深めました。 

 

  ④生活支援専門委員部会 

   主に生活困窮者に関する各種制度について学び、対象者からの相談があった際の

対応等について「生活福祉資金貸付制度」と「生活困窮者自立支援制度」の研修

会を開催しました。また、制度について学び具体的な事例検討を通して、地域で

対象者から相談を受けた際のポイントについて学び、生活支援専門委員としての

知識を深めました。 

 

（６）主任児童委員連絡会による児童委員研修 

実施日：平成２８年９月１６日（金）１３時３０分～  

会場：御津文化会館 文化ホール 

講師：太田 一平氏 

【社会福祉法人和敬会 理事長 児童養護施設 八楽児童寮（新城市）寮長】 

演題「児童福祉の現場からみた現代の家族風景～児童委員に求められているもの～」 

参加人数：２２９名 



 
 

（７）主任児童委員研修 

      ４つのグループに分かれて活動計画を立て、次の研修会を実施しました。５月は、

特定非営利活動法人とよかわ子育てネットの伊奈克美氏を講師として招き、「子

どもと子育てにやさしい街づくり」を目指す会の活動について学びました。また、

７月には各地区の主任児童委員による活動事例紹介を通じて、日々主任児童委員

として活動する中での悩み等を共有しました。９月には児童委員全体研修会の企

画及び運営を行いました。そこでは、民生委員は児童委員を兼務することについ

て啓発を行い、児童委員として活動する際に、今何が求められているのかについ

て学びました。１０月には、社会福祉法人豊橋市福祉事業会が運営する「豊橋ひ

かり乳児院」と「ワークス岩西」を見学し、事情により親と一緒に暮らすことが

できない子ども達や、障害を持つ子どもの現状について学び、地域での活動に役

立てることができました。 

３ 自主事業 

（１）卯月桜の会歓送迎会（４月） 

実施日：平成２８年４月７日（木）会場：豊川市民プラザ 

 

（２）福祉チャリティーバザーにより社会福祉協議会への資金的協力（８月） 

日時：平成２８年８月２７日（土）９時３０分から１２時まで 

会場：豊川市勤労福祉会館 

内容：市民から善意で寄贈された物品の展示即売し、売上から諸経費を除いた 

１，１８３，６０３円を豊川市社会福祉協議会へ寄付しました。 

 

（３）各種事業アンケート（９月） 

９月地区民協において、全民生委員を対象に豊川市民生委員児童委員協議会が

行う事業等に対するアンケートを実施しました。 

 

（４）新年懇親会（１月） 

実施日：平成２９年 1月１２日（木）会場：豊川市民プラザ 

４ 行政、社会福祉協議会等、他の組織の実施する事業への協力 

①ひとり暮らし高齢者実態把握調査への協力（行政、通年） 

②高齢者・認知症の方などの見守りガイドブック作成への協力（行政） 

③介護用品券・理美容券の配布の協力（行政、通年） 

④ふれあい電話訪問事業への協力（社協、通年） 

⑤生活福祉資金貸付制度への協力（社協、通年） 

⑥敬老金の配布の協力（愛知県、豊川市、９月） 

⑦高齢者福祉週間事業への協力（社協、９月） 

 長寿箸・茶葉セットの配付（数え 88 歳）・掛け布団の配付（満 100 歳以上） 



 
 

⑧ふれ愛・みんなのフェスティバル２０１６への参加 

準備日：平成２８年１０月２２日（土）１３時３０分から１４時３０分まで 

実施日：平成２８年１０月２３日（日）９時から１５時まで 

会場：豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」 

内容：模擬店（だんご販売）・福祉チャリティーバザー 

参加地区：中部地区・御油地区・御津地区 

売上から諸経費を除いた６６，８２０円をふれ愛・みんなのフェスティバル２０１

６実行委員会を通じて、豊川市社会福祉協議会へ寄付しました。 

 

⑨赤い羽根共同募金運動（事業所募金）への協力（１０月～１１月） 

協力事業所数 ９２７件 実績額（寄付額）：２，３２５，７３９円 

 

⑩赤い羽根共同募金運動（街頭募金）の協力（１０月） 

日時：平成２８年１０月１日（土）１０時から１４時まで（桜木地区） 

平成２８年１０月９日（日）１０時から１５時まで（小坂井地区） 

平成２８年１１月６日（日）９時から１５時３０分まで（一宮地区） 

場所：豊川稲荷総門前（桜木地区） 

小坂井生涯学習会館前駐車場【葵まつり会場内】（小坂井地区） 

いかまい館【本宮まつり会場内】（一宮地区） 

実績総額（寄付総額）：８３，９４０円 

 

⑪歳末たすけあい募金運動（街頭募金）の協力（１２月） 

日時：平成２８年１２月３日・４日 １０時から１１時まで（音羽地区） 

平成２８年１２月４日 １３時から１７時まで（八幡地区） 

平成２８年１２月１０日 １０時から１４時まで（豊地区） 

場所：グリーンセンター音羽前（音羽地区）フィール豊川西店（八幡地区） 

豊川稲荷総門前（豊地区） 

実績総額（寄付総額）：１３６，７５８円 

 

⑫歳末ひとり暮らし高齢者や障害者等への見守り訪問の協力（社協、１２月） 

一人暮らし高齢者（４，７６８名）、障害者（５６０名）、母子・父子家庭児童（５

名）へのカレンダー配布 

５ 連合組織への協力 

全国民生委員児童委員連合会、愛知県民生委員児童委員連盟、 

愛知県社会福祉協議会民生児童委員会愛知委員会への協力 



 

平成２８年度豊川市民生委員児童委員協議会月別行事一覧表 

 事  業 

平成２８年 

４月 

監事会（４日） 

理事会（７日） 

卯月桜の会歓送迎会（７日） 

専門委員連絡会役員会（１５日） 

主任児童委員連絡会（１５日） 

児童福祉専門委員部会（１８日） 

役員会（２５日） 

５月 

理事会（２日） 

総会（１０日） 

生活支援専門委員部会（１９日） 

主任児童委員連絡会（２０日） 

高齢者福祉専門委員部会（２４日） 

専門委員連絡会役員会（２６日） 

役員会（３０日） 

チャリバの会（３１日） 

６月 

理事会（２日） 

児童福祉専門委員部会（２０日） 

視察研修（２３日から２４日まで） 

チャリバの会（２７日） 

７月 

役員会（４日） 

理事会（７日） 

民生委員制度１００周年、児童委員制度７０周年記念事業検討委員会（７日） 

高齢者福祉専門委員部会（１９日） 

生活支援専門委員部会（２１日） 

専門委員連絡会役員会（２５日） 

障害者福祉専門委員部会（２９日） 

８月 

役員会（１日） 

理事会（３日） 

民生委員制度１００周年、児童委員制度７０周年記念事業検討委員会（３日） 

専門委員連絡会役員会（１８日） 

福祉チャリティーバザー（２７日） 

チャリバの会反省会（３１日） 

９月 

役員会（５日） 

理事会（８日） 

民生委員制度１００周年、児童委員制度７０周年記念事業検討委員会（８日） 

児童委員全体研修会（１６日） 

障害者福祉専門委員部会（２９日） 

 



 

１０月 

役員会（３日） 

理事会（６日） 

民生委員制度１００周年、児童委員制度７０周年記念事業実検討委員会（６日） 

赤い羽根街頭募金の実施（８日・９日） 

専門委員連絡会役員会（１７日） 

主任児童委員連絡会（２１日） 

ふれ愛・みんなのフェスティバル２０１６への参加（２３日） 

臨時新会長連絡会（２４日） 

仮専門委員連絡会（２６日） 

役員会（３１日） 

赤い羽根共同募金（事業所募金）への協力 

１１月 

理事会（４日） 

民生委員制度１００周年、児童委員制度７０周年記念事業実検討委員会（４日） 

赤い羽根共同募金（街頭募金）への協力（６日） 

児童福祉専門委員部会（１７日） 

障害者福祉専門委員部会（１８日） 

全体研修（２１日） 

役員会（２８日） 

１２月 

委嘱状伝達式（１日） 

理事会（１日） 

新任者研修（１日） 

歳末たすけあい街頭募金の実施（３日・４日・１０日） 

主任児童委員連絡会（１６日） 

専門委員連絡会（１９日） 

新任者研修（２０日） 

歳末見守り訪問活動推進事業への協力 

平成２９年 

１月 

役員会（６日） 

障害者福祉専門委員部会（１０日） 

理事会（１２日） 

新年懇親会（１２日） 

高齢者福祉専門委員部会（１４日） 

児童福祉専門委員部会（１６日） 

生活支援専門委員部会（１８日） 

主任児童委員連絡会（２０日） 

専門委員連絡会役員会（２４日） 

役員会（３０日） 

民生委員制度１００周年、児童委員制度７０周年記念事業実行委員会（３０日） 

２月 

理事会（２日） 

主任児童委員連絡会（１７日） 

児童福祉専門委員部会（２０日） 

専門委員連絡会役員会（２１日） 

役員会（２７日） 

民生委員制度１００周年、児童委員制度７０周年記念事業実行委員会（２７日） 

３月 

理事会（２日） 

主任児童委員連絡会（１７日） 

高齢者福祉専門委員部会（２１日） 

生活支援専門委員部会（２８日） 



議案第２号 平成２８年度豊川市民生委員児童委員協議会決算について 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

平 成 ２８ 年 度 

 

豊川市民生委員児童委員協議会 

収 支 決 算 書 

 

 

 

 
収 入 合 計  5,724,455 円 

支 出 合 計  4,220,686 円 

収入支出差引残額  1,503,769 円 

次 年 度 繰 越 額  1,503,769 円 



1,043,000 1,043,000 0

1 会費 1,043,000 1,043,000 0 3,500円×298名

2 補助金 2,330,000 2,330,000 0

1 社協助成金 1,800,000 1,800,000 0 研修費補助金

2 市補助金 530,000 530,000 0 視察研修バス借用料補助金

3 受託金 1,117,500 1,117,500 0

1
全民児連等
負担金

1,117,500 1,117,500 0

4 繰越金 1,197,940 1,197,940 0

1 繰越金 1,197,940 1,197,940 0 前年度繰越金

5 雑入 26,200 36,015 9,815

1 雑入 26,200 36,015 9,815
視察研修市職員負担金
寄附金
決算利息

5,714,640 5,724,455 9,815

当  初
予算額

差異 説　       　明

（単位：円）

3,750円×298名

合 　　   　　計

平成２８年度　豊川市民生委員児童委員協議会収支決算書

収入の部

項 目

会  費1

決算額



（単位：円）

391,000 266,176 124,824

1 会議費 271,000 146,176 124,824

2
使用料及び
賃借料

120,000 120,000 0 社会福祉協議会所有高機能印刷機借用代

2 事務費 1,738,200 1,566,431 171,769

1 旅費 13,000 0 13,000

2 需用費 326,500 232,083 94,417

3 慶弔費 80,000 33,000 47,000

4 負担金 1,306,700 1,299,500 7,200

5 手数料 10,000 1,728 8,272

6 通信運搬費 2,000 120 1,880

3 事業費 3,075,000 2,388,079 686,921

1 活動費 585,000 610,693 ▲ 25,693

2 研修費 2,490,000 1,777,386 712,614

4 予備費 510,440 0 510,440

1 予備費 510,440 0 510,440

5,714,640 4,220,686 1,493,954

平成２８年度　豊川市民生委員児童委員協議会収支決算書

支出の部

項 目 決算額 差額 説      　　明
当　初
予算額

弔慰金（30,000円）
傷病見舞金（3,000円）

全民連等会費（1,117,500円）
ボランティア保険加入料（182,000円）

振込手数料（1,728円）

次年度繰越金
　収入　5,724,455円・・①
　支出　4,220,686円・・②　　①－②＝1,503,769円

合  　　　        　計

理事会等開催費（91,800円）
総会開催費（54,376円）

1 会議費

一斉改選後退任慰労品申請書郵送代

視察研修費（1,370,572円）
全体研修費（137,560円）
専門委員連絡会研修費（27,498円）
児童委員全体研修費（88,450円）
主任児童委員連絡会研修費（11,722円）
一般研修費（141,584円）

チャリバの会活動費（115,415円）
視察研修懇親会費（255,960円）
児童委員・主任児童委員紹介パンフレット印刷代
（81,918円）
熊本地震　民生委員・児童委員支援募金
（150,000円）
民生委員・児童委員ＰＲカード購入費（7,400円）

事務消耗品費（77,933円）
民生委員手帳購入費（129,850円）
民生委員制度創設100周年ＰＲ物品（24,300円）



議案第３号 平成２９年度豊川市民生委員児童委員協議会事業計画（案） 
について 

 
平成 29 年度 

会長方針 
民生委員制度 100 周年・児童委員制度 70 周年 

 

今年は民生委員制度 100 周年、児童委員制度 70周年にあたります。記念事業を通じて、民

生委員・児童委員を社会にＰＲするとともに、自らいかにあるべきか、振り返りの機会と

したいと思います。 

民生委員・児童委員の任期 3 年に合わせて、民児協役員や専門委員の任期も 3 年となりま

した。じっくりと腰を落ち着けて、各種問題に取り組んでいきましょう。 

 

民生委員制度 100 周年・児童委員制度 70 周年への取り組み 

8 月 11 日に鎌田實講演会を中心に記念事業を実施することを含め、すべての行事は記念の

年であることを踏まえた取り組みをしてまいります。また、全民連、県民連等の取り組み

にも協力してまいります。 

 

専門委員連絡会（各部会）、各種研修について 

民生委員・児童委員にはその専門的な能力の向上がますます求められています。専門委員

は各分野を担当し、民生委員・児童委員全体をリードしていただきたく思います。 

専門委員連絡会には、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、生活支援の 4 つの専門部会を

設けました。それぞれの部会には専門的な取り組みにより、豊川市民児協、各地区民児協、

また一人ひとりの民生委員・児童委員活動を活性化していただきたく存じます。 

児童福祉専門部会には、子供の貧困の連鎖の問題に取り組んでいただきます。１年では難

しいかも知れませんが、３年の任期の中で具体的な成果を期待しています。 
障害者福祉専門部会では、障害者差別解消法にもとづいて、チャリティバザーの見直しを

チャリバの会と協力して取り組んで下さい。 
外部で行われる各種研修の参加費交通費等の民児協による負担を２年前から導入し、一定

の評価をいただきました。本年度も同様の方針でまいりますので、研修等に積極的な参加

をお勧めします。 

視察研修だけは自己負担費用の増加を予定しています。負担していただくにふさわしい研

修内容となるよう、また他地区の方々との交流のきっかけとなるよう企画立案するととも

に、皆様のご協力もよろしくお願い申し上げます。 

 

継続事業について 

チャリティバザーは、かつてあった婦人部が中心となって行われてきましたが、男性もか

かわろうということで、現在では全体事業となって今年で 37 回を迎えます。男性がかかわ

るようになってからも、やはり女性中心に運営されてきたことは否めません。今年はチャ



リバの会のトップを男性に担っていただき、新しいチャリティバザーに挑戦することとな

りました。昨年までのチャリバの会の方々の創意工夫や献身的な努力を基礎に、より一層

の進展に期待します。 

ひとり暮らし高齢者の年齢の引上げ等、民生委員児童委員からの発言によって行政等の施

策も改善されていきます。継続事業といえども日々改善の思いを持ちながら実施していた

だきたく存じます。 

共同募金等の事業も立候補地区を優先的に取り上げ、いろいろな工夫と取り組みを進めま

す。新たな福祉ニーズを感じた方々は積極的に取り組んでいただきたく存じます。 

 

広報について 

ホームページを一昨年から開設しました。新しい任期に臨み、内容の拡充と刷新をお願い

致します。特に本年度は制度 100 周年 70 周年の年でもあります。ホームページと対記者ク

ラブの活動にとどまることなく、対外的な感覚を常に研ぎ澄ませて、広報活動の発信をお

願い致します。 

 

アンケートについて 

本年度も（10 月に）民児協の各種事業に対する皆様へのアンケートを実施致します。過去

3年のアンケート実施を踏まえ、委員各位にあまり負担にならず、次年度以降に役に立つア

ンケートを模索してまいります。 

 

地区民協の合同開催について 

一昨年来、地区民協を合同で開催してみてはどうかと、ご提案申し上げています。新たな

刺激もあるでしょうし、困難や不都合も見つかるかと思います。今年もそれをお勧めし、

地区ごとの研修旅行などが合同で行われることも、いい交流になるのではないかと期待し

ております。 

 

児童委員について 

歴史的な事情により、民生委員は同時に児童委員でもあります。児童委員でもある自覚を

再度確認し、主任児童委員を中心に、児童委員としての務めをしっかり果たしたいと思い

ます。主任児童委員は子育て支援課、児童委員は福祉課という行政の所管の問題もありま

すので、見直しも検討提言してまいります。 

 

今年は任期１年目の年です。新しいことにチャレンジし、種をまき、３年の任期の中で少

しでも成果が上がるように企画を進めていっていただきたく存じます。 

民生委員・児童委員各位と各地区民児協のご活躍をご祈念申し上げますとともに、豊川市

民生委員・児童委員協議会にも大いなるお力を発揮していただけます様、宜しくお願い申

し上げます。 



事業内容 
諸会議の運営 

総会の開催   年 1 回 
理事会の開催  月 1 回 
専門委員連絡会及び役員会 随時 
 専門委員各部会  随時 
主任児童委員連絡会  月 1 回 

研修会等の開催 
視察研修（6 月） 
全体研修（7 月） 
専門委員研修（6 月） 
主任児童委員研修 

 自主事業 
福祉事務所及び社会福祉協議会職員に対する歓送迎会（4 月） 
チャリティバザーにより社会福祉協議会への資金的協力（8 月） 
各種事業アンケート（10 月） 
民生委員制度１００周年児童委員制度 70 周年記念事業（8 月） 
新年懇親会（1 月） 

 行政、社会福祉協議会等、他の組織の実施する事業への協力 
ひとり暮らし高齢者世帯把握調査への協力（行政、通年） 
介護用品券・理美容券の配布の協力（行政、通年） 
ひとり暮らし高齢者を対象としたふれあい電話訪問事業への協力（社協、通年） 
生活福祉資金貸付制度への協力（社協、通年） 
敬老金の配布の協力（愛知県、豊川市、9 月） 
高齢者週間事業への協力（社協、9 月） 
ふれ愛・みんなのフェスティバルへの協力（11 月） 
共同募金運動（事業所募金）への協力（10 月） 
赤い羽根街頭募金の協力（10 月） 
歳末たすけあい街頭募金の協力（12 月） 
歳末にひとり暮らし高齢者や障害者等への見守り訪問の協力（社協、12 月） 

連合組織への協力 
全国民生委員児童委員連合会、愛知県民生委員児童委員連盟、 
愛知県社会福祉協議会民生児童委員会愛知委員会への協力 

その他、理事会の認める事業 



議案第４号 平成２９年度豊川市民生委員児童委員協議会予算（案）について 

 

 

 
 
 
 
 

平 成 ２９ 年 度 

 

豊川市民生委員児童委員協議会 

収 支 予 算 書 

 
 

 

 

 

 

 



1 会  費 1,764,100 1,043,000 721,100

1 会費 1,764,100 1,043,000 721,100 5,900円×299名分

2 補助金 1,630,000 2,330,000 ▲ 700,000

1 社協助成金 1,100,000 1,800,000 ▲ 700,000 研修費補助金

2 市補助金 530,000 530,000 0 視察研修バス借用料補助金

3 受託金 1,121,250 1,117,500 3,750

1
全民児連等
負担金

1,121,250 1,117,500 3,750

4 繰越金 1,503,769 1,197,940 305,829

1 繰越金 1,503,769 1,197,940 305,829 前年度繰越金

5 雑入 26,200 26,200 0

1 雑入 26,200 26,200 0

6,045,319 5,714,640 330,679

平成２９年度　豊川市民生委員児童委員協議会収支予算（案）

収入の部

項 目 説　       　明

決算利息
視察研修随行市職員負担金

（単位：円）

全民児連等負担金
3,750円×299名分

合 　　   　　計

本年度
予算額

前年度
予算額

差額



（単位：円）

164,000 391,000 ▲ 227,000

1 会議費 44,000 271,000 ▲ 227,000
会費

44,000円

2
使用料及び
賃借料

120,000 120,000 0
会費

120,000円
社会福祉協議会所有高機能印刷機借用代

2 事務費 1,508,350 1,738,200 ▲ 229,850

1 旅費 13,000 13,000 0
会費

13,000円
一般旅費

2 需用費 156,400 326,500 ▲ 170,100
会費

156,400円

3 慶弔費 80,000 80,000 0
会費

80,000円

4 負担金 1,244,850 1,306,700 ▲ 61,850

会費
123,600円

全民児連等負担金
1,121,250円

5 手数料 10,000 10,000 0
会費

10,000円

6 通信運搬費 4,100 2,000 2,100
会費

4,100円

3 事業費 4,040,080 3,075,000 965,080

1 活動費 265,480 585,000 ▲ 319,520

会費
46,400円
繰越金

219,080円

2 研修費 3,774,600 2,490,000 1,284,600

会費
1,016,600円
社協助成金
1,100,000円
市補助金
530,000円
繰越金

1,102,000円
雑入

26,000円

4 予備費 332,889 510,440 ▲ 177,551

1 予備費 332,889 510,440 ▲ 177,551

会費
150,000円
繰越金

182,689円
雑入
200円

6,045,319 5,714,640 330,679

(備考)　予算執行に関する補正及び流用増減については、会長の専決とする。

1 会議費

平成２９年度　豊川市民生委員児童委員協議会収支予算（案）

支出の部

項 目
前年度
予算額

差額 説      　　明
本年度
予算額

財源

総会開催費（14,000円）
会議開催費（30,000円）

合  　　　        　計

事務消耗品費（61,000円）
民生委員・児童委員手帳購入費（95,400円）

民児協慶弔費（80,000円）

全民連等会費（1,121,250円）
ボランティア保険加入料（123,600円）

振込手数料

専門委員部会通知文等郵送代

視察研修費（1,872,600円）
全体研修費（25,000円）
専門委員連絡会研修費（100,000円）
専門委員研修費（25,000円）
児童委員全体研修費（100,000円）
主任児童委員連絡会研修費（50,000円）
一般研修費（300,000円）
豊川市民児協主催民生委員制度創設100周年
　児童委員制度創設70周年記念講演会開催費
（1,000,000円）
愛知県民児連主催民生委員制度創設100周年
記念講演会参加旅費（302,000円）

チャリバの会会議費（137,200円）
児童委員・主任児童委員紹介
　パンフレット印刷費（98,280円）
民生委員・児童委員ＰＲカード（10,000円）
主任児童委員連絡会活動費（20,000円）

予備費


