第48号
伊勢市社会福祉協議会（☎⑳8610、
FAX⑳8617）
メールアドレス iseshakyo-honsyo@mie.email.ne.jp
ホームページ http://www.mmjp.or.jp/iseshakyo/

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会
本
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

伊勢市社会福祉協議会 平成24年度事業報告
▼▼
▼
▼

指定管理部門

▼▼▼▼▼
▼▼▼▼▼
Ⅲ

介護サービス事業部門

▼▼

▼

▼

▼

▼

介護保険事業の実施
居宅介護支援、通所介護、訪問介護、訪問入浴介護、
福祉用具貸与
障害者自立支援事業の実施
居宅介護、移動支援、障害者デイサービス
地域包括支援センターの運営
西地域包括支援センター（相談者述べ1,040人）
各種在宅福祉サービスの運営（市委託事業）
在宅介護支援センター事業
（相談者述べ200人、訪問者
述べ52人）
・転倒骨折予防教室の開催（９回・述べ157人参加）
・
障害者訪問入浴事業
生きがい活動支援通所事業
（19人参加・利用回数述べ
839回）
家族介護者交流事業
（２回・述べ51人参加）
男性介護者の集い
（９人参加）
その他
伊勢市地域包括支援センターへの職員派遣
介護保険認定審査会・障害者介護給付費などの審査会
への審査委員派遣
ふれあい有償サービス（訪問回数述べ22回）
実習受け入れ
（105人・述べ476日）
▼▼

▼▼▼▼▼
▼▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▼

Ⅱ

各種在宅支援サービスの提供
重度身体障害者デイサービスセンター
「くじら」の管理運営
放課後児童クラブの運営
児童館の運営
障がい者就労支援施設の運営
日中一時支援事業の運営
施設管理運営事業
福祉健康センター
老人福祉センター
身体障害者デイサービスセンター
デイサービスセンター
ハートプラザみその

▼▼

▼▼▼▼

総合相談支援機能の充実
相談事業
（無料法律相談、心配ごと相談、ふくし総合相談、総合相談）
貸付事業
福祉サービス利用者援助の実施
伊勢地域権利擁護センターの設置・事業実施
その他
不要入れ歯リサイクル活動事業

▼▼

法人運営・地域福祉推進事業部門

▼▼

Ⅰ

法人運営基盤強化の推進事業
役員会などの開催
伊勢市社会福祉大会の開催
社協だよりの発行（年６回）
ホームページの運営
社協会員の加入促進
（協力世帯３万4,456世帯、協力企
業182企業）
共同募金（総額2,100万4,302円）
日本赤十字社事業
・社資募金（総額1,480万3,971円）
・罹災者救護事業 など
社協への寄付・寄贈
（寄付金43件、寄贈87件）
地域福祉活動の推進
助成事業
・城田地区社協・大湊地区社協・厚生地区まちづくりの会
総合研修センター事業
小地域推進事業の実施
ふれあい・いきいきサロン
・事業助成
・
（高齢者サロン46カ所、
子育てサロン11カ所、
障がい児サロン２カ所）
・サロン世話人交流会
（175人参加）
・サロン音楽で健康づくり
（20回・463人参加）
・サロン健康体操
（20回・369人参加）
一人暮らし高齢者会食サービス（述べ312回・述べ7,644
人参加）
地域見守り活動助成
（58団体）
こども健全育成事業・啓発事業（福祉映画会、講演会）
福祉出前トーク（80回・述べ2,440人参加）
市民活動助成（２団体）
三世代交流事業助成
（９団体）
子ども会等行事助成（108団体）
児童公園遊具等整備補修助成
（10カ所）
福祉団体活動助成（43団体）
福祉施設等活動助成
（38団体）
宅老所助成
（２団体）
協賛金助成
（４団体）
貸出物品事業（778件）
ボランティアの支援と福祉教育の推進
ボランティアセンター設置
（登録ボランティア2,890人、
登録団体114団体）
ボランティア活動の周知啓発
（ケーブルテレビによる紹介）
ボランティア養成事業
（講座・講演会などの開催）
ボランティア活動者の支援と育成
福祉教育
・福祉協力校指定助成
・
（42校）
第21回全国ボランティアフェスティバルみえへの協力
災害ボランティアセンター運営訓練
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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
高向サロン・なごみ会
毎月第３木曜日に開催
しています。健康体操・
ゲーム・折り紙教室など
内容はさまざま。楽しい
サロンをみんな心待ちに
しています。

宮前子育てサロン
「おひさま」

なごみの会

いきいき会

毎月第３木曜日に、親
子で一緒に体を動かした
り、絵本を読んだり、親
同士・子ども同士の交流
があったりと、楽しく活
動をしています。

今年度から毎月第３水
曜日の開催に変更となり
ました。月１回、主にカ
ラオケを楽しんでいます。
年に１回、講師の先生を
招き、歌に合わせて楽し
く体操をしています。

主に毎月第３土曜日に
活動し、カラオケや唱歌
を歌ったり、脳トレーニ
ングなどを行ったりして
います。その後は、本格
的に抹茶を立て、おやつ
の時間を楽しんでいます。

＜主な活動場所＞
宮前保健福祉会館

＜主な活動場所＞
江コミュニティセンター

＜主な活動場所＞
昭和苑会館

＜主な活動場所＞
なごみの館、高向公民館

伊勢市社会福祉協議会

平成24年度決算報告

一般会計
小規模授産施設特別会計
【支出】
（円）【収入】
（円）
（円）
648,873,478 授産事業収入
7,381,800 人件費支出
4,855,734
91,115,183 共同募金配分金収入
1,657,358 事務費支出
40,000
120,462,859
1,903,582 事業費支出
指定管理料
20,590,000
725,000
60,560,013 貸付事業等支出
140,000
16,647,000 寄附金収入
169,568,000 共同募金配分金事業費
52,315,890
5,222,713 自立支援費等収入
16,186,440 助成金支出
1,023,746 補助事業等収入
757,000 負担金支出
529,100
5,069,022 雑収入
17,422,693 経理区分間繰入金支出
250,000
47,866,941
113,718,263 本所 ･ 支所間繰入金支出
受取利息配当金収入
253
20,762,030
393,235,391 固定資産取得支出及び繰入支出
前期繰越金
22,094,844
414,034,350
131,853,300 積立預金積立支出
合計
100,815,821
2,757,874
17,931,753 その他の支出
1,165,720
11,270,607 流動資産評価減等による資金減少額等
409,251,426 【支出】
83,125,028 次期繰越金
（円）
合計
1,784,977,342 授産事業支出
361,875
4,933,796

【収入】
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
指定管理料
事業収入
貸付事業等収入
共同募金配分金収入
負担金収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
自立支援費等収入
利用料収入
補助事業等収入
4,921,773
私的契約利用料収入
66,271
雑収入
2,604,231
受取利息配当金収入
1,684,854
経理区分間繰入金収入
5,069,022
本所・支所間繰入金収入
47,866,941
会計単位間繰入金収入
1,828,000
積立預金取崩収入
414,000,000
前年度繰越金
280,003,147
合計
1,784,977,342

【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４月15日〜５月15日〕

長島重子…布地蔵30体
匿名…2万1,000円
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人件費支出
事務費支出
事業費支出
会計単位間繰入金支出
固定資産取得支出及び繰入支出
その他の支出
次期繰越金

げんきくん

こころちゃん

合計

45,239,466
2,473,686
5,355,904
1,828,000
177,450
168,828
40,638,691
100,815,821

社会福祉協議会会費のお願い
社会福祉協議会では、市民一人一人が支え合い、地域と地域の交流を深め、
地域と関係機関などが一体となり、福祉課題を解決できるよう、地域福祉の推
進に取り組んでいます。
地域福祉の推進に賛同していただき、一緒に活動していただく人や、財源的
に支えていただく人を「社協会員」と言います。
「みんなの絆と地域の力で育む
心豊かなまち」を推進していくため、地域を支える柱ともいえる社協会費にご
協力をお願いします。
〜個人会費のお願い〜 １世帯当たり １口２００円
※その他、
団体会費・賛助会費について、
企業や団体の皆さまのご協力をお願いします。

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）

