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浜島町迫子で月１回（第３土曜日）開催される『あるがまま市』えりはらのパンも大好評です♥

●志摩市役所でも毎週水曜日
12時過ぎから販売してい
ます。

●パンの予約注文・イベント
でのパン販売については
電話でご相談ください。

みんな大好き！ えりはらパン

〜 あるがまま市・完売御礼 〜

えりはらパンメニューの一例
つぶあんぱん 120円 くるみこしあんぱん 150円 ミルクぱん 140円

メロンぱん 120円 シュガードーナツ 120円 チョコチップメロンぱん 130円

さくチョコぱん 140円 カレーぱん 140円 お好み焼きぱん 130円

ロールぱん 80円 くるみボール 160円 食パン（半分） 200円

≪障がい者支援施設えりはら：就労継続支援Ｂ型、生活介護（多機能事業所）、日中一時支援≫

マスコットキャラクター
パンスキー
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令和３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、職
員の働き方の見直し等

●その他
サービス事業所の事業継続計画（BCP）策定
に向けた検討、地域福祉センター等の管理、感
染対策委員会及び虐待防止委員会の開催等

　令和３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。 令和３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 6,575 6,539 36 

寄附金収益 2,110 1,886 224 

経常経費補助金収益 53,184 56,746 −3,562 

受託金収益 83,137 83,885 −748 

事業収益 2,254 2,059 195 

負担金収益 10,422 9,969 453 

介護保険事業収益 544,157 525,824 18,333 

保育事業収益 6,886 7,049 −163 

就労支援事業収益 35,713 34,648 1,065 

障がい福祉サービス等事業収益 297,358 321,854 −24,496 

医療事業収益 778 0 778 

その他の収益 1,680 2,237 −557 

受取利息配当金収益 47 72 −25 

その他のサービス活動外収益 5,618 5,713 −95 

施設整備等補助金収益 3,847 2,949 2,949 

固定資産売却益 50 104 −54 

その他の特別収益 158 3,515 −3,357 

収益合計① 1,053,974 1,065,049 34,763 

人件費 802,046 796,576 5,470 

事業費 102,206 104,540 −2,334 

事務費 57,908 56,441 1,467 

就労支援事業費用 35,611 36,622 −1,011 

返還金費用 312 0 312 

利用者負担軽減額 62 40 22 

共同募金配分金事業費 142 44 98 

助成金費用 4,738 4,972 −234 

負担金費用 67 67 0 

基金組入額 44 64 −20 

減価償却費 11,869 11,050 819 

国庫補助金等特別積立金取崩額 −2,869 −2,381 −488 

徴収不能額 22 0 22 

徴収不能引当金繰入 36 26 10 

国庫補助金等特別積立金積立額 3,847 2,949 898 

費用合計② 1,016,041 1,011,010 5,031 
当期活動増減差額
③=①−② 37,933 54,039 −16,106 

前期繰越活動増減差額④ 245,013 190,974 54,039 
当期末繰越活動増減差額
⑤=③+④ 282,946 245,013 37,933 

次期繰越活動増減差額
⑥=③+④ 282,946 245,013 37,933 

Ⅱ 地域福祉活動推進事業
●第４次地域福祉（活動）計画の策定

計画策定委員会など会議の開催、地域座談会に
よるニーズ把握等

●小地域での福祉活動
地域支援コーディネーターによる地域活動の強
化、地域見守り事業、地域ふれあいサロン助成
事業、ふくし座談会の開催等

●ボランティア活動の支援
相談支援、事業費の助成、ガイドヘルプボラン
ティア養成講座の開催等

●福祉学習の支援
福祉体験学習の実施、小中学校へ事業費の助成等

●志摩市などからの受託事業
生活困窮者自立支援事業、地域生活拠点づくり
事業、救急医療情報キット配布事業、地域包括
支援センター事業、放課後児童クラブ事業、生
活福祉資金貸付事業等

●福祉サービス利用支援事業
日常生活自立支援事業、成年後見制度の利用支
援等

●赤い羽根共同募金運動への協力
募金運動の実施、運営委員会・監査会の開催等

●関係団体の活動支援、協力
地区民生委員児童委員協議会との連携強化、市
老人クラブ連合会・市障がい者福祉会等当事者
団体の運営支援等

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、訪問看護事業、通所介護事
業〈４事業所〉、福祉用具貸与・販売事業
※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〈２事業〉、放課後等デイ
サービス事業、就労移行支援事業、就労継続支
援Ａ型事業、就労継続支援Ｂ型事業〈３事業所〉
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赤い羽根共同募金・　　　　　　　
助成団体が決まりました！

　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（４団体）

●地域ふれあいサロンへの助成（48団体）
●小・中学校・高等学校への助成（６校）
●ボランティア団体への助成（21団体 /５月末現在　※９月まで申請可能です）

団　体　名 事　業　内　容
アリス ひきこもりがちな障がいがある方の外出支援（日帰り旅行）

子育てクラブ志摩リズム 子育て世代の居場所づくりや育児用品のリユース事業

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

みえ防災コーディネーター 志摩の会 災害に強い安心・安全なまちづくり事業
（子ども防災、防災講話、救急救命講習会の開催等）

職正 員 募 集 令和５年４月１日採用

▪勤務時間／ 8：30 ～ 17：15（１時間休憩）
▪休日／土・日・祝日・年末年始
　　　　有給休暇　年23日（最大）
　　　　　　　　　採用後は６ヶ月後に13日
※シフト制の部署は、上記とは異なります。
▪基本給／大学卒　174,200 円
　　　　／短大卒　157,700 円
※職歴のある方は、経験などを考慮し初任給を決定します。

●基本となる勤務時間、給与など ●職種など

●職員募集の詳細　本会のホームページをご確認ください。
※社会福祉士、介護福祉士などの福祉に関する有資格者及び受験資格を有する方は、選考を優遇します。

令和３年度 受配団体 活動の様子

おりがみくらぶオンラインサークル楽縁 介護の会 なごみ会

令和３年度 受配団体 活動の様子

職　種 採　用
予定数 業務内容

総合職 2 名程度

①地域福祉事業
②介護保険サービス事業
③障がい福祉サービス事業
④法人運営事業
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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
★★★お気軽にご相談ください★★★

令和 4年 3月21日から令和 4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

丸定旅館他有志 様 廃食油回収還元資金　3,000 円
（故）下村一己 様 ご遺族 30,000 円
（故）西山　浩 様 ご遺族 100,000 円
阿児町女性の会連合会 様 2,056 円
令和４年六七厄祭行事有志の会 様 5,000 円

匿　　名 50,000 円
匿　　名 白砂糖 8 袋、お菓子 20 袋
匿　　名 CD-R 500 枚
匿　　名 CD 不織布ケース 500 枚

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。
※担当弁護士が１名のため、つながりにくい場合があります。

◆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12日（金）・８月26日（金）
　　　　　９月９日（金）
実施時間 ： 10：00～12：00
相談専用特設電話　059-228-3143

相 談 日 ： ７月14日（木）　さくら苑
　　　　　９月８日（木）　ゆうゆう苑
実施時間 ： 13：30～16：00

〈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）～

◆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。

相 談 日 ： ９月８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）

〈相談・問い合わせ先〉
くらしサポートセンターふんばり（磯部かがやき内）
☎0599-68-7130／FAX 0599-44-1103

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～

◆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。

★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。引き続きご協力をよろしくお願いします。

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 月　日 曜日 時　　　間 場　　　所 相　談　員

法 律 相 談 ８月25日 木
10：30〜12：00 阿児アリーナ

（第１会議室） 弁 護 士
13：30〜16：00 さ く ら 苑

登 記・ 訴 訟 相 談 ９月21日 水 13：30〜16：00 か が や き 司 法 書 士

※相談時間は30分です。７月１日（金）より受付開始します。人数には限りがありますのでお早めにご予約ください。


