平成 23 年度
（第 1 期）
事業計画書及び予算書
自 2011 年 ９月

１日

至 2011 年 12 月 31 日

一般財団法人 杉浦地域医療振興財団
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平成２３年度事業計画書
平成 23 年度は本財団設立の初年度で、事業期間は９月１日から１２月３１日の４ヶ月
の変則的な事業年度となります。
短期の事業年度ではありますが、今後の財団としての活動の方向性を決める重要な
年度でありますので、着実に実行でき、かつ、平成２４年度以降も継続して実施できる
ことを展望した事業計画を策定することに注力しました。
また、初年度の特殊事情として、創立時特有の基盤的支出を見込んでおります。
１. 基本的考え方
事業計画は、定款の目的並びに事業の条項に定める内容に従って具体化しま
す。公益目的事業を主たる業とする財団の性格から、収入予算の許す限り幅広く
事業を展開することを目指して、事業計画を策定します。
収支予算の策定に関しては、収入、支出の内容を具体的且つ適正に見込むこと
に注力します。
２. 事業の柱
平成 23 年度の事業の柱としましては、上記の基本的考え方に留意しつつも、定
款の目的事項に掲げる事業分野を網羅的に実施することは、予算規模や職員の
業務への習熟度等の問題もあり、困難を伴うものと考えます。
そこで、今年度は今後とも事業の中核となると思われる下記の 2 つの分野に的を
絞って事業計画を策定することとしました。
(１) 地域医療の振興に関わる活動等に対する褒賞（定款第 4 条第 1 項第１号）
(２) 地域医療の振興に関わる活動等に対する助成（定款第 4 条第 1 項第１号）
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３.

事業計画の詳細
(１) 地域医療の振興に関わる活動等に対する褒賞
褒賞対象

地域医療振興の分野で、顕著な業績をあげ、継続して活躍中
の個人・団体

褒賞の内容

「杉浦地域医療振興賞」（以下「杉浦賞」という。）として個人・団
体を褒賞
正賞 楯（予算 10 万円以内）、副賞 金 300 万円を上限として、
総額 1,500 万円（但し、予算の執行は来年度）

募集、選考等

学会、特定団体及び一般紙を利用して候補を募集し、選考委
員会で決定。
募集期間 平成 23 年 12 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日

その他

平成 24 年 9 月 5 日（水）に表彰式を実施

募集費用、選考委員経費、表彰式、内容の公表等の費用は広告費等として別
途計上。
(２) 地域医療の振興に関わる活動等に対する助成
助成の対象

地域医療振興の分野で、優れた活動や研究を行っている個
人・団体に対して、今後より有意義な活動や研究の成果を期
待して助成金を付与する

助成の内容

「杉浦地域医療振興助成金」（以下「杉浦助成金」という。）とし
て個人・団体に対して各 500 万円を上限として助成
総額 1,500 万円（但し、予算の執行は来年度）
助成金交付時期 平成 24 年 9 月

募集、選考等

学会、特定団体及び一般紙を利用して候補を募集し、選考委
員会で決定。
募集期間 平成 23 年 12 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日

その他

「杉浦賞」の授与式と同時に、選定先を発表し助成金を交付
1 年後の「杉浦賞」授与式に、1 年間の活動や研究成果を発表
することを予定。

募集費用、選考委員経費、表彰式、内容の公表等の費用は広告費等として別
途計上。
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(３) その他財団の目的を達成するために必要な事業（定款第 4 条第 1 項第 6 号）
A. 財団紹介のパンフレットの作成
財団の概要を紹介するパンフレット（４頁程度）を約１,500 部程度製作
予算 357,000 円
B. 財団ホームページの作成
財団の概要を紹介するホームページを製作する。
「杉浦賞・助成金」の募集や公告掲載のホームページとしても利用。
予算 制作費 500,500 円（消費税別）、
月額運営費 134,000 円（月額 33,500 円×4 月）
C. スギピンクリボン基金の設立
基金の目的

地域の生活者向けに、乳がんの早期発見・早期診
断・早期治療を目指した運動を行うための基金を設
立し、寄附金を募って活動資金とする。

寄附金募集の方法

ホームページにて呼びかけ

活動内容

一般公開の講演会の開催
啓発リーフレットの作成・配布
予算は来年度予算で計上

その他

ピンクリボン運動に賛同する行政や団体の協力を要
請し、より多くの方の啓発に努める

D.広告費
「杉浦賞」「杉浦助成金」募集費用
予算 2,800,000 円
内訳 ポスター制作費 300,000 円
一般紙掲載費 2,500,000 円
E.「杉浦賞」「杉浦助成金」授与式
予算 来年度予算に計上
F.「杉浦賞」「杉浦助成金」の選定内容等をまとめた小冊子を発刊
予算 来年度予算に計上
G.その他
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事業計画概要一覧
平成 23 年度
(自平成 23 年９月 1 日至 12 月 31 日)

前年度計画

事業計画
地域医療の振興に関わる 「杉浦賞」正賞 10 万円、副賞上限
活動等に対する褒賞（定 300 万円とし、総予算 1,500 万
款第 4 条第 1 項第１号）

円。

－

但し、募集は当年度から行うが、執
行は次年度
地域医療の振興に関わる 「杉浦助成金」
活動等に対する助成（定 上限 500 万円とし、総予算 1,500
款第 4 条第 1 項第１号）

万円

－

但し、募集は当年度から行うが、執
行は次年度
その他財団の目的を達成 A. 財団紹介のパンフレットの作成
するために必要な事業

予算 357,000 円

（定款第 4 条第 1 項第 4 B. 財団ホームページの作成
号）
予算 634,500 円
C. スギピンクリボン基金の設立
D. 「杉浦賞」「杉浦助成金」募集
費用

－

予算 2,800,000 円
E. その他、役員報酬、評議員報
酬、電話敷設、事務用品の購
入等
予算 3,755,000 円
総予算 7,546,500 円
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