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コロナに負けない！ 元気いっぱい！

　マスク姿の子どもたち。いろいろなストレスを抱えながらの生活で、まだまだ我慢が必要
なこともありますが、子どもたちは元気いっぱいです。
　磯部放課後児童クラブには小学１年生から６年生約60名の子どもたちが放課後の時間を
過ごしています。年齢や性別に関係なくみんな仲良く、遊びに集中している真剣な表情や
きらきらした笑顔があふれています。　

※感染対策を講じて、写真撮影のため集まってもらいました。

磯部放課後児童クラブにて

人気のレゴブロックで女子会開催。

個性派マスク集団がカードゲームで
リフレッシュ‼



令和元年度 事業報告・決算概要
令和元年度 決算概要

Ⅰ 法人運営事業
●組織経営基盤の充実強化
　理事会・評議員会・監査会等の開催、会員募集等
●次世代職員の育成及び組織の活性化

人事評価制度の運用、各種研修会への派遣、働
き方改革関連法施行による働き方の見直し等

●その他
事業継続計画（BCP）策定の取組、地域福祉
センター修繕等管理費の協議・調整

Ⅱ 地域福祉活動推進事業
●ボランティアセンター事業
　相談支援、団体助成、音声情報提供事業等
●福祉教育支援事業
　福祉協力校の指定、福祉学習等
●小地域での福祉活動

地域見守り事業、地区民児協事務局、ふれあい
サロン支援事業、ふくし座談会の開催、地域支
援コーディネーターによる地域活動の強化等

●志摩市などからの受託事業
地域生活拠点づくり事業、救急医療情報キット
配付事業、介護予防事業、地域包括支援センター
事業、放課後児童クラブ事業等

●福祉サービス利用援助事業
日常生活自立支援事業、成年後見制度の利用支
援、生活困窮者自立支援事業、生活福祉資金貸
付事業等

●赤い羽根共同募金運動への協力
共同募金運営委員会・監査会の開催、一般募金
及び歳末たすけあい募金の実施

●関係団体の活動支援、協力
市老人クラブ連合会及び市障がい者福祉会等当
事者団体の運営支援

Ⅲ 在宅福祉サービス事業 
●介護保険サービス事業

居宅介護支援事業〈２事業所〉、訪問介護事業、
訪問入浴介護事業、通所介護事業〈４事業所〉、
福祉用具貸与事業、福祉用具販売事業、訪問看
護事業
※介護予防事業を含む。

●障がい福祉サービス事業
障がい者相談支援事業、ヘルパーセンター事業、
生活介護センター事業、日中一時支援事業、放
課後等デイサービス事業、就労継続支援Ａ型事
業、就労継続支援Ｂ型事業〈３事業所〉、就労
移行支援事業

●ふくし移送サービス事業
公的介護サービスに伴う移送サービス事業、外
出支援サービス事業

令和元年度も多くの方々にご支援やご協力を
賜り、様々な福祉事業を推進いたしました。

（単位：千円）
勘　定　科　目 当年度決算 前年度決算 増減

会費収益 6,842 6,840 2
寄附金収益 4,477 2,845 1,632
経常経費補助金収益 57,518 58,304 −786
受託金収益 73,608 66,694 6,914
事業収益 2,051 1,952 99
負担金収益 16,722 22,724 −6,002
介護保険事業収益 503,581 507,801 −4,220
保育事業収益 7,210 7,111 99
就労支援事業収益 38,080 39,389 −1,309
障がい福祉サービス等事業収益 314,101 310,233 3,868
医療事業収益 258 824 −566
その他の収益 274 1 273
受取利息配当金収益 92 90 2
その他のサービス活動外収益 5,233 4,211 1,022
固定資産受贈額 0 989 −989
固定資産売却益 149 215 −66
その他の特別収益 90 309 −219
収益合計① 1,030,286 1,030,532 −246
人件費 808,205 790,610 17,595
事業費 100,301 101,236 −935
事務費 55,992 53,242 2,750
就労支援事業費用 38,929 40,165 −1,236
利用者負担軽減額 26 23 3
共同募金配分金事業費 1,537 0 1,537
助成金費用 5,497 5,472 25
負担金費用 67 87 −20
基金組入額 86 81 5
減価償却費 8,316 8,441 −125
国庫補助金等特別積立金取崩額 −2,614 −3,292 678
徴収不能額 46 0 46
徴収不能引当金繰入 18 44 −26
その他の費用 145 0 145
その他のサービス活動外費用 0 57 −57
基本金組入額 0 0 0
固定資産売却損・処分損 0 31 −31
その他の特別損失 0 39 −39
費用合計② 1,016,551 996,236 20,315

当期活動増減差額
③=①−② 13,735 34,296 −20,561

前期繰越活動増減差額④ 177,239 143,943 33,296
当期末繰越活動増減差額
⑤=③+④ 190,974 178,239 12,735

基金取崩額⑥ 0 0 0
その他の積立金取崩額⑦ 0 0 0
その他の積立金積立額⑧ 0 1,000 −1,000
次期繰越活動増減差額
⑨=⑤+⑥+⑦−⑧ 190,974 177,239 13,735
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訪 問

健康チェック

浴槽の準備

浴槽への移動

入 浴

着 替 え

健康チェック

日 誌 作 成

　ご自宅の浴槽では入浴が困難な方（要介護者）に対して、入浴車がご自宅まで
訪問し、看護師及び介護職員の介助による入浴を行なうサービスです。継続的
な医療処置を受けている方もご利用いただけます。

　利 用 料 金

１回の基準額（要介護１～５）
入浴を清拭または部分浴に変更した場合

1,348円
943円 問い合わせ先

阿児訪問入浴介護事業所
☎0599－44－1101　FAX：0599－44－1103

※上記料金には5.8％の処遇改善加算及び1.5％の特定処遇改善
　加算が含まれています。（端数は清算時に処理されます）
※要支援の方につきましては、別途お問い合わせください。

サービス提供の流れ～自宅でゆったりリラックス♪～

★訪問入浴サービスのご案内★★訪問入浴サービスのご案内★★訪問入浴サービスのご案内★

♨無料お試し
体験♨

始めます !! 訪問入浴を
体験されたい方
ぜひお気軽に
お問い合わせ
ください!!

共同募金助成団体が決まりました！
　共同募金助成に申請があったボランティア団体などへ、皆さまからご協力いただいた共同
募金の配分金を助成しました。福祉のまちづくりを目指した事業に活用いただきます。

団　体　名 事　業　内　容
阿児町心身障害児者育成会 自立支援に関わる障がい者への情報提供と地域交流
アリス 障がい者の居場所・仲間づくり支援と地域交流
えがお志摩保育園 地域における世代間交流の機会作り
しま子育て応援団 子育てに関する講座の開催と子育て広報誌の発行
志摩夢まちサポーターズ 助け合いの輪を広める活動（子育てサロン、海岸清掃）
大王地区夢まちづくり委員会 地域のつながりとボランティア参加、高齢者の社会参加を促進する地域交流事業
特定非営利活動法人 TEAM笑美S 避難所生活改善用品の製作と製作指導員の育成

NPO法人Peace Design ペット飼育者が互いに気を付けあい、清潔で住民同士のトラブルが
ない、安心のまちづくりを目指した講座の開催

みえ防災コーディネーター志摩の会 地域で学び合う防災活動（防災タウンウォッチング、子ども防災事業など）

●地域福祉活動助成（９団体）

●地域ふれあいサロンへの助成（49団体）
●福祉委員会への助成（９団体）
●小・中学校・高等学校への助成（11校）
●各自治会連合会への助成

活動助成を受けている団体から地域の皆さまへ「あり
がとうメッセージ」として感謝の気持ちが社協へ届け
られています。
社協 Facebook でも随時更新されていますのでご覧
ください。

助成金ありがとうございます。集まってく
ださる皆様の笑顔が一番の励みになってい
ます。いつまでも続けていけたらいいなぁ
と思っています。ありがとうございました。

ふれあいサロンすみれ▶
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「社協だより」はボランティア団体のご協力で、視覚障がいのある人に音訳（朗読）による広報をお届けしています。
ボランティアに興味のある方は、志摩市社協 地域支援課までご連絡ください。

無料専門相談のご案内

予約・問い合わせ先：志摩市社協　地域支援課　☎ 0599-55-3885（受付：月〜金 8：30〜17：15）
※相談時間は 30 分です。人数には限りがありますのでお早めにご予約ください。

　令和２年３月21日から令和２年５月20日までに、次
のみなさまから心温かい善意が寄せられました。これら
は、地域福祉事業の推進に役立てさせていただきます。

ご寄付をありがとうございました

★★★お気軽にご相談ください★★★
相　　　　談 月　日 曜日 時　　　間 場　　　所 相　談　員

法 律 相 談 ８月20日 木 13：30〜16：00 か が や き 弁 護 士

登 記・ 訴 訟 相 談
８月28日 金

13：00〜16：00 サンライフあご 司 法 書 士
９月25日 金

〈相談・問い合わせ先〉
くらしサポートセンターふんばり（サンライフあご２階）
☎0599-65-7130／FAX 0599-65-7131

高齢者の法律に関する電話相談
～三重弁護士会 高齢者・障害者支援センター（弁護士）～

成年後見・相続に関する相談
～志摩成年後見サポート（行政書士）～

◆65歳以上の高齢者本人、その親族を対象。
◆相談内容は、65歳以上の高齢者本人の問題

に限ります。

◆成年後見・相続・遺言などのご相談をお受け
します。

◆事前予約制（前日までにご予約ください。）

相 談 日 ： ８月28日（金）
　　　　　９月11日（金）・９月25日（金）
実施時間 ： 10：00～12：00
相談専用特設電話　059-228-3143

相 談 日 ： ９月10日（木）　志摩文化会館
実施時間 ： 13：00～16：00

〈問い合わせ先〉
三重弁護士会事務局　☎059-228-2232

http://mieben.info/archives/center/89/

〈予約・問い合わせ先〉志摩市社協　地域支援課
☎0599-55-3885（受付 : 月～金 8：30～17：15）

法律に関する相談
～法テラス三重 （弁護士）～

生活困窮者の相談窓口
～くらしサポートセンターふんばり～

◆経済的にお困りの方で法律相談の必要のあ
る方を対象としています。

◆事前予約制・先着６名（１か月前より受付）
　※ 予約時、収入等についてお伺いし、資力

基準の確認を行ないます。

◆さまざまな要因により経済的に困窮した方
に、生活の見通しがもてるよう相談支援を
行ない、解決に向けてのお手伝いをします。

◆相談は随時行なっております。

相 談 日 ： ９月10日（木）
実施時間 ： 13：00～16：00
　　　　磯部健康福祉センターかがやき

〈予約・問い合わせ先〉
法テラス三重（日本司法支援センター三重地方事務所）

☎050-3383-5470（受付 9：00～17：00）

　新型コロナウイルス感染症の発生による休業
や失業等により、一時的又は継続的に収入が
減少した世帯等を対象として、緊急小口資金等
の特例貸付相談を実施しています。詳しくは、
志摩市社会福祉協議会（サンライフあご）まで
お問い合わせください。

【相談窓口開設時間】平日の 9：00 ～ 17：00
【貸 付 相 談 場 所】阿児健康福祉センター
　　　　　　　　　　サンライフあご ２Ｆ
【お問合せ電話番号】0599−65−7130
※特例貸付の概要につきましては、志摩市社会
福祉協議会のホームページをご確認ください。

※郵便局、東海ろうきんでも窓口が開設されています。

森　和夫 様 7,000円
賢島別荘地自治会 様 30,000円
㈱セブン‐イレブン・ジャパン 様 食品29箱・雑貨58箱
丸定旅館他有志 様 廃食油回収還元資金 3,000円
西岡悠太 様 手作りマスク 122枚
小林夕佳里 様 布マスク 250枚
鳥羽市議会議員有志　山本哲也 様
　　　　　　　　　　瀬﨑伸一 様 米 30㎏
　グルメペンション青い海 様
　ガイドツアー遊ばんせ 様 手作りマスク 70枚
番条　毅 様 あおさ ５㎏
　匿　名 紙パンツ、紙オムツ等多数

〔

生活福祉資金 緊急小口資金等の
特例貸付について
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