
滉輔さんにインタビュー！
★陸上を始めたきっかけは?
　中学の部活で始めました。
★はばたきは滉輔さんにとっ
てどんなところ?
はばたきは夢を実現すると
ころです。はばたきを卒業
して、一般の会社で働きな
がら好きな陸上を続けてメ
ダルをとって家族に感謝を
伝えたいです。味処はばたきにて農園にて 菓子工房エスパスにて

　障がい者支援施設はばたきの利用者、小川滉
こう

輔
すけ

さんが、三重とこわか大会に三重県代表と
して出場することになりました。はばたきで働き始めて３年目になります。花・野菜の栽培、
クッキー等のお菓子作り、更には市役所にてお弁当作りと月曜日～金曜日までフル回転で働
いています。地元の陸上クラブに所属し、短距離走を中心に大会に出場しています。応援よ
ろしくお願いします。

障がい者支援施設はばたきにて
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祝　三重とこわか大会出場！
～はばたきからアスリート誕生～



令和２年度 事業報告・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、各種研修会への参加、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

　令和２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。

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〈２事業所〉、ヘルパー
センター事業、生活介護センター事業〈３事業
所〉、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２年度 決算概要
（単位：千円）

勘　定　科　目 当年度決算 前年度決算 増　減

会費収益 6,539 6,842 −303

寄附金収益 1,886 4,477 −2,591

経常経費補助金収益 56,746 57,518 −772

受託金収益 83,885 73,608 10,277

事業収益 2,059 2,051 8

負担金収益 9,969 16,722 −6,753

介護保険事業収益 525,824 503,581 22,243

保育事業収益 7,049 7,210 −161

就労支援事業収益 34,648 38,080 −3,432

障がい福祉サービス等事業収益 321,854 314,101 7,753

医療事業収益 0 258 −258

その他の収益 2,237 274 1,963

受取利息配当金収益 72 92 −20

その他のサービス活動外収益 5,713 5,233 480

施設整備等補助金収益 2,949 0 2,949

固定資産売却益 104 149 −45

その他の特別収益 3,515 90 3,425

収益合計① 1,065,049 1,030,286 34,763

人件費 796,576 808,205 −11,629

事業費 104,540 100,301 4,239

事務費 56,441 55,992 449

就労支援事業費用 36,622 38,929 −2,307

利用者負担軽減額 40 26 14

共同募金配分金事業費 44 1,537 −1,493

助成金費用 4,972 5,497 −525

負担金費用 67 67 0

基金組入額 64 86 −22

減価償却費 11,050 8,316 2,734

国庫補助金等特別積立金取崩額 −2,381 −2,614 233

徴収不能額 0 46 −46

徴収不能引当金繰入 26 18 8

その他の費用 0 145 −145

国庫補助金等特別積立金積立額 2,949 0 2,949

費用合計② 1,011,010 1,016,551 −5,541
当期活動増減差額
③＝①−② 54,039 13,735 40,304

前期繰越活動増減差額④ 190,974 177,239 13,735
当期末繰越活動増減差額
⑤＝③＋④ 245,013 190,974 54,039

次期繰越活動増減差額
⑥＝③＋④ 245,013 190,974 54,039
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　志摩市社会福祉協議会は、各町へ担当職員を配置し、地域のみなさまと「顔の見える関係
づくり」を進めます。顔の見える関係から、困りごとが相談しやすく、ボランティア等の福祉
活動へ参加しやすい環境を作っていきます。

＊地域のみなさまが地域づくりや地域の活動に参加しやすくなるように支援をします。
＊地域のみなさまが集える場所や機会づくりを支援します。
＊生活上の困りごとの解決に向けて、地域のみなさまと一緒に取り組み、必要な提案や関係機関との
調整などを通して地域を支援します。

　ボランティア団体、サロン、移動販売等市内の情報を“見える化”し、社協ホームページに掲載して
いますのでご覧ください。

健康づくり活動、趣味活動やふれあいサロン、
ミニデイサービス、世代間交流、子ども食堂、
交流拠点づくり…など

地域支援コーディネーターが
みなさまの地域へ訪問します
地域支援コーディネーターが
みなさまの地域へ訪問します
地域支援コーディネーターが
みなさまの地域へ訪問します

地域支援コーディネーターは、例えばこんな役割を持っています

地区 担　当　者
浜島町
大王町
志摩町
阿児町
磯部町

青 木 裕 貴
宮　本　ちおり
天 白 慶 太
市 川 真 弓
山 本 湧 介

立ち上げや参加促進を
お手伝いします。地域
支援コーディネーター
へお声かけください。

こんなことに興味はありませんか？

赤い羽根共同募金　　　　　　　　
ボランティア団体へ助成しました！

　各助成事業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。

●地域福祉活動助成（７団体）

　●地域ふれあいサロンへの助成（49団体）
　●小・中学校・高等学校への助成（７校）
　●ボランティア団体への助成（17 団体 / ５月末現在　９月末まで申請可能です！）

団　体　名 事　業　内　容

アリス ひきこもりがちな障がいのある方の過ごし場の提供や外出機会
の確保（日帰りバス旅行）

磯部町朗読奉仕会 さくらんぼ 視覚に障がいのある方に向けた地域情報の音訳活動

大王地区 夢まちづくり委員会 地域のつながり、高齢者の社会参加を促進する地域交流事業

大王町音訳ボランティア 夕凪 視覚に障がいのある方に向けた地域情報の音訳活動

地域しあわせ支援ボランティア おひさま 子どもの居場所づくりや世代間交流を目的とした子ども食堂

特定非営利活動法人 Peace Design 障がいのある方等を対象としたカルチャー教室（書道・デッサン等）

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（タウンウォッチング・子ども防災等）
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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

〈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）
☎0599-68-7130／FAX 0599-44-1103

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９日（木）　13：00～16：00
　　　　阿児健康福祉センターサンライフあご

〈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）

★★★お気軽にご相談ください★★★

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 3年 3月21日から令和 3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。

相　　　　談 月　日 曜日 時　　　間 場　　　所 相　談　員
法 律 相 談 ８月26日 木 13：30～16：00 か が や き 弁 護 士

登 記・ 訴 訟 相 談
８月18日

水 13：00～16：00 サンライフあご 司 法 書 士
９月15日

ご寄付をありがとうございました

お米文化を楽しむつどい 様 5,000円
近鉄浜島カンツリークラブ 様 78,500円
JA伊勢 女性部 様 7,000円
 精米 10㎏
JA伊勢 わかばの会 様 10,000円
 マスク 10箱、手袋 10箱、消毒液 10本

西村美恵子 様 2,473円
丸定旅館他有志 様 廃食油回収還元資金　3,000円
賢島別荘地自治会 様 30,000円
安達　誠 様 文具
匿　　名 30,000円
 浴槽台、浴槽用グリップ、バスマット、オムツ、尿とりパット多数

★UMOUプロジェクト　２枚の羽毛ふとんをご寄付いただきました。

ありがとうメッセ
ージの紹介

　赤い羽根共同募金による助成を受けて
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に
届けられています。

　コロナ禍の１年でしたが、おかげさまで
19回開催することができました。感染対
策としていただいた助成金で消毒液等消耗
品を購入いたしました。ありがとうござい
ました。

サロンひまわり（磯部地区）の活動の様子

★社協Facebookにて随時紹介していますので
　ご覧ください。
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