第60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

▼▼▼▼▼

地域福祉活動の推進

▼▼

地域懇談会事業
地区社協・地区みらい会議の運営助成事業
福祉総合研修センター事業
共同募金運動の実施
（総額1,998万2,802円）
日本赤十字社事業の実施
・募金
・
（総額1,439万5,030円）
・災害罹災者救護事業
・各種講習会への派遣
・
助成事業の実施
第7回全国校区・福祉活動サミットin みえへの協力

・
・災害ボランティ
アセンター連絡会、
視察研修会、
養成講座、
運営訓練
▼

総合相談・生活支援システムの強化
▼

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事業の実施
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
Ⅲ 福祉サービス事業部門

各種在宅支援サービスの提供

施設管理運営事業

介護保険事業の実施

ボランティア・市民活動と福祉教育の充実
ボランティアセンター設置
（登録ボランティア3,533人、登録
団体122団体、運営委員会の開催2回）

その他

ボランティア活動の周知啓発
・社協だより掲載
・
（7団体）
・リーフレット作成
・
（1,000部）
・ボランティア団体活動助成
・
（助成団体25団体、助成額
185万2,000円）
・ボランティアまつり助成（助成額18万円、3,799人参加）
・

▼

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
Ⅳ 介護サービス事業部門
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

▼

障害者総合支援事業の実施
居宅介護、同行援護、移動支援、障害デイサービス

地域包括支援センターの運営
▼

西地域包括支援センター（相談者延べ910人）

各種在宅福祉サービスの運営

▼▼

▼ ▼▼

▼

在宅介護支援センター
（相談者延べ159人、訪問者延べ36人）
・転倒骨折予防教室の開催（8回、延べ135人参加）
・
障害者訪問入浴
生きがい活動支援通所事業
（22人参加、利用回数延べ940回）
家族介護者交流事業
（2回、延べ55人参加）

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に関する審査
会への職員派遣
ふれあい有償サービス（訪問回数延べ6回）
実習受け入れ（114人、延べ488日）

▼▼

▼

▼

ふれあい・いきいきサロン
・事業助成
・
（高齢者サロン54ヵ所、子育てサロン12ヵ所、
障がい児サロン2ヵ所）
・サロン世話人交流会（145人参加）
・
・一人暮らし高齢者会食サービス
・
（延べ334回、延べ8,128人参加）
・サロン音楽で健康づくり（28回、576人参加）
・
・サロン健康体操
・
（20回、349人参加）
こども会等活動助成（94団体）
地域見守り活動助成
（59団体）
こども健全育成・啓発（福祉映画会、講演会）
福祉出前トーク
（ 73回、延べ2,258人参加）
児童公園遊具等整備補修助成
（4ヵ所）
一人暮らし高齢者乳酸菌飲料等宅配サービス
宅老所助成（2団体）
三世代交流助成
（8団体）
福祉団体活動助成
（43団体）
福祉施設等活動助成（41団体）
市民活動助成
（2団体）
協賛金助成
（４団体）
貸出物品
（1,187件）
地域福祉活動補助

▼▼▼▼▼

▼

重度身体障害者デイサービスセンター
「くじら」の管理運営事業
放課後児童対策事業
児童館の運営
障がい者就労支援施設の受託運営
日中一時支援事業の運営

▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

小地域推進事業の実施

災害ボランティアセンター運営の強化

▼

▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼

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12回）
社協会員の加入促進
（協力世帯3万3,425世帯、
協力企業195企業）
社協への寄付・寄贈
（寄付44件、寄贈53件）
公式ホームページの運営
マイクロバスなどの運行
福祉サービスに関する苦情解決の促進
職員研修事業の実施
社会福祉法人新会計基準への移行
Ⅱ 地域福祉推進事業部門

ボランティア講座・講演会などの開催
ボランティア活動保険のあっせん
福祉教育の推進
・福祉協力校指定助成
・
（42校）
・ボランティア体験講座の開催
・
（25回、774人参加）
・夏休みちょこっと福祉体験の開催
・

▼

法人運営事業部門

▼▼▼▼▼

Ⅰ

法人運営基盤強化の推進

▼▼▼

平成25年度事業報告
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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

五峰わかば会

一色いきいき会食会

月に１回開催していま
す。手芸や料理教室、健
康体操をしたり、寄せ植
えを楽しんだりと、多種
多 様 な 活 動をしていま
す。物作りの日は、難し
いところを協力し合って
完成させます。

月１回、みんなで集ま
り、地元行事のビデオを
見ながら、楽しいおしゃ
べりと笑いの絶えない会
食会を開催しています。
毎回、手作りの吸い物が
おいしいと好評です。

＜主な活動場所＞
山田原公民館

＜主な活動場所＞
一色町公民館

ボランティア 活動紹介

グループもんちゃん
＜活動内容＞
開所日の昼食作りをはじめ、
「宅老所もんちゃ
ん」の活動を全面的に支えています。
＜活動のきっかけ＞
高齢になっても自分の家や住み慣れた地域の
中で、心も体も健康に過ごせるように、みんな
で集う場所があったらいいなという思いや、地
域のために何かしたいという思いに賛同した人
たちが集まりスタートしました。
＜活動していて良かったこと＞
利用者の皆さんが生き生きとしている姿を見る
とうれしく、役に立てて良かったと思えること。
利用者やボランティアス
タッフからいろいろなこ
とを学べ、一人ではで
きないことでも皆と一
緒ならできることです。

平成25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）
【収入】
（円）
会費収入
7,303,705 人件費支出
689,205,841 授産事業収入
5,351,050
寄附金収入
2,037,227 事務費支出
94,113,323 共同募金配分金収入
38,500
経常経費補助金収入
796,000 事業費支出
120,470,264 指定管理料
19,400,000
助成金収入
458,508 貸付事業等支出
480,000 寄附金収入
64,320
受託金収入
63,688,235
共同募金配分金事業費
17,137,467
指定管理料
164,705,000
自立支援費等収入
58,872,090
5,919,533
事業収入
17,638,550 助成金支出
265,179
1,043,476 雑収入
貸付事業等収入
643,730 負担金支出
受取利息配当金収入
299
共同募金配分金収入
17,095,373 経理区分間繰入金支出
1,440,538
40,638,691
負担金収入
97,071,547 本所 ･ 支所間繰入金支出
196,996,757 前期繰越金
居宅介護料収入
356,668,483 固定資産取得支出及び繰入支出
合計
124,630,129
16,566,805
居宅介護支援介護料収入 131,289,440
積立預金積立支出
119,994,501
利用者等利用料収入
16,393,498
2,878,452 【支出】
（円）
その他の事業収入
11,247,277 その他の支出
流動資産評価減等による資金減少額等
-584,043 授産事業支出
5,276,226
自立支援費等収入
87,922,668
328,013,937 人件費支出
利用料収入
226,650 次期繰越金
53,105,282
補助事業等収入
2,722,220
合計
1,593,676,851 事務費支出
1,683,355
私的契約利用料収入
5,600
事業費支出
6,108,138
雑収入
3,860,903
受取利息配当金収入
1,610,516
会計単位間繰入金支出
2,593,000
経理区分間繰入金収入
1,440,538
固定資産取得支出及び繰入支出
914,328
本所・支所間繰入金収入 196,996,757
その他の支出
191,520
会計単位間繰入金収入
2,593,000
次期繰越金
54,758,280
車輌運搬具売却益
10,000
前期繰越金
409,251,426
合計
124,630,129
げんきくん こころちゃん
合計
1,593,676,851

【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26年４月15日〜５月15日〕
三重グリーンクラブ…3,200円、厚生小学
校児童会…一輪車3台、長島重子…布地
蔵30体、ラッキープラザ伊勢玉城店…お
菓子3ケース、匿名…毛糸、匿名…2万円
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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 26 年度予算額〕 １億 13 万４千円（運営・福祉ボランティア育成負担金）

