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伊勢市社会福祉協議会

平成 年度事業計画
日 の 理 事 会・ 評 議 員 会 に お い て ︑ 平 成

25

年度の

25

・・地域福祉権利擁護事業

業

⑦福祉サービス利用援助事

地域福祉金庫︶

②障害者自立支援事業

・・福祉用具貸与事業

・・訪問入浴介護事業

・・訪問介護事業

・・居宅介護事業

・・移動支援事業

・・三世代交流

・・重度身体障害者デイサー

・・中央児童センター

・・身体障害者福祉センター

・・老人福祉センター

・・福祉健康センター

①施設管理運営事業など

業︵３施設︶

・・在宅介護支援センター事

受託運営

④各種在宅福祉サービスの

・・西地域包括支援センター

受託運営

③地域包括支援センターの

・・障害者デイサービス事業

①法人運営基盤強化の推進

・・レクリエーション物品や

ビスセンター﹁くじら﹂

・・障害者訪問入浴事業

Ⅱ 福祉サービス事業

・・第９回伊勢市社会福祉大

福祉体験グッズの貸し出し

・・ 放 課 後 児 童 ク ラ ブ︵ ３ 施

・・生きがい活動支援通所事

サービス

勢市共同募金委員会と共催︶ ・・福祉映画会の開催

会の開催︵伊勢市および伊

④ボランティア・市民活動

設︶

業

・・日本赤十字社事業

・・共同募金事業

・・ホームページの運営

⑤災害ボランティアセンタ ︵２施設︶

を対象とした福祉教育支援

・・市内の小・中学校と高校 ︵４施設︶

会の開催

ターへの職員派遣

・・福祉出前トーク

・・社協だよりの発行
︵
﹁広報

支援と福祉教育の充実

・・児童館︵４施設︶

・・生活管理指導員派遣事業

②地域福祉活動の推進

・・ハートプラザみその

・・介護保険認定審査会およ

福祉施設等活動︑福祉団体

児童公園遊具等整備補修︑

等行事︑地域見守り活動︑

・・ 各 種 助 成 事 業
︵こども会

・・高齢者会食サービス

・ふれあい・いきいきサロン

律相談︑心配ごと相談︶

・・ 相 談 事 業︵ 総 合 相 談︑ 法

テムの充実

⑥総合相談・生活支援シス

・・各種防災訓練への協力

などの開催

・・居宅介護支援事業

①介護保険事業

・・実習受け入れ

・・ふれあい有償サービス

審査会への審査委員派遣

・・伊勢市地域包括支援セン

⑤その他

・・家族介護者交流事業

・・地域福祉活動計画の推進

ーの運営強化

・・障がい児放課後支援事業

び障害者介護給付費などの

活動︑市民活動など︶

・・貸付事業︵生活福祉資金︑ ・・通所介護事業

Ⅲ 介護サービス事業

・・高齢者乳酸菌飲料等宅配

・・ デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー

③小地域推進事業

・・災害ボランティア研修会

︵２施設︶

Ⅰ 総務・地域福祉事業

いせ﹂に毎月掲載︶

・・ボランティア講座や研修

・・ 障 が い 者 就 労 支 援 施 設

事業の概要は次のとおりです︒

事業計画と一般会計・特別会計予算が承認されました︒

３月
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地域福祉活動計画推進事業（社協会費）

赤い羽根共同募金配分金事業

ふれあい・いきいきサロン 会食会 活動紹介
新高いきいきサロン
月１回のサロンを、皆
さんとても楽しみにして
います。ゲームやカロー
リング、天気の良い日は
グラウンドゴルフなど、
活発に活動している元気
なサロンです！

＜主な活動場所＞
新高公民館、児童公園

下小俣明睦会
ふれあい歌サロン

高城いきいきサロン 倉田山地区民生委員児
童委員協議会有緝支部
毎月第４水曜日に開催

毎月第２・４金曜日に、
カラオケの練習をしてい
ます。自分の好きな歌を
歌っている時は、皆さん
すてきな顔をしています。
それにしても、皆さん歌
がお上手なんです !!

し、
カラオケや料理教室、
レクリエーションなどを
しています。参加者も多
く、とてもにぎやかなサ
ロンです。

主に毎月第４水曜日に
活動しています。食後に
は、皆さんお楽しみのカ
ラオケや体操も行ってい
ます。

＜主な活動場所＞
下小俣公民館

＜主な活動場所＞
今一色公民館

＜主な活動場所＞
船江会館

伊勢市社会福祉協議会

平成25年度当初予算

一般会計収支予算
小規模授産施設特別会計収支予算
（千円）【収入】
（千円）
【収入】
（千円）【支出】
732,301 授産事業収入
会費収入
7,418 人件費支出
4,061
107,730 共同募金配分金収入
寄附金収入
1,001 事務費支出
42
135,704
経常経費補助金収入
3 事業費支出
指定管理料
19,400
800
受託金収入
61,559 貸付事業等支出
19,428 寄附金収入
60
指定管理料
161,321 共同募金配分金事業費
7,536 自立支援費等収入
事業収入
17,791 助成金支出
51,209
1,048
貸付事業等収入
766 負担金支出
60
6,372 雑収入
共同募金配分金収入
17,077 経理区分間繰入金支出
35,932
208,817 前期繰越金
負担金収入
97,268 本所 ･ 支所間繰入金支出
12,038
居宅介護料収入
391,795 固定資産取得支出及び繰入支出
合計
110,764
120,034
居宅介護支援介護料収入
134,754 積立預金積立支出
2,834
利用者等利用料収入
19,551 その他の支出
（千円）
237,751 【支出】
その他の事業収入
10,760 予備費
授産事業支出
4,815
合計
1,592,393
自立支援費等収入
89,258
人件費支出
50,133
利用料収入
282
補助事業等収入
2,085
事務費支出
2,143
私的契約利用料収入
24
事業費支出
7,801
雑収入
2,087
会計単位繰入金支出
2,593
受取利息配当金収入
1,594
経理区分間繰入金収入
6,372
固定資産取得支出及び繰入支出
942
本所・支所間繰入金収入
208,817
その他の支出
198
会計単位間繰入金収入
2,593
予備費
42,139
前年度繰越金
358,217
合計
110,764
合計
1,592,393
げんきくん こころちゃん
社会福祉法人
伊勢市社会福祉協議会

問い合わせ先

所 御薗町長屋2767
（☎⑳8610、
FAX ⑳8617）
・伊勢支所 八日市場町13-1
（☎㉗2425、
FAX ㉗2412）
・二見支所 二見町茶屋456-2
（☎㊸5551、
FAX ㊸4427）
・小俣支所 小俣町元町536
（☎㉗0509、
FAX ㉗0570）
・御薗支所 御薗町長屋2767
（☎㉒6617、
FAX ㉒6604）
・本
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【寄附をいただいた皆さま】
（敬称略、順不同）
ありがとうございました 平成25年３月15日〜４月15日
ユニー㈱ 小さな善意が大きな愛の輪 運動 ピアゴ上地店店長・
辻下暢禎…3万3,937円、明野母親クラブ…アニメ DVD4本、瞳…
1万円、福祉の店スマイル…10万円、小俣小学校児童会…密封パ
ック器、金曜あみもの同好会…2万円、厚生小学校児童会…踏み
切り板・マット・バランスボール

市負担金〔平成 25 年度予算額〕 9,518 万 3 千円（運営・福祉ボランティア育成負担金）

