
＜地域福祉推進事業＞
おむつ給付　給付件数 1,570件／年
緊急通報装置設置　設置件数 37件
ふれあい弁当配布　延べ配布件数 4,108件
ふれあいサロン
　実施回数 646回　延べ参加者数 26,250名
外出支援・移送サービス　延べ利用回数 30回
福祉用具貸与（車イス 167件、スロープ 3件）
独居老人ほのぼの交流会
　延べ参加者数 260名
あんしん電話　実施回数 21回
心配ごと相談所の開設・実績
　一般相談 12回・5件
　弁護士相談 20回・104件
　司法書士相談 8回・23件
ふれあいマップ　マップ提出 107地区
　情報提供 937件
ひきこもりに関する事業集いの場「まかろん」
障がい者スポーツ交流会の開催
　参加者数 244名
日常生活自立支援事業　契約者 30名
法人後見事業　受任件数 1件
＜委託事業＞
障がい者等生活訓練事業 前期 3名、後期 3名
　延べ訓練日数 154日
　延べ訓練者数 225名
障がい者就労支援事業　支援対象者 3名
　延べ支援回数 21回
敬老事業　実施地区 72地区
　助成人数 6,534名
　祝品贈呈　喜寿 416名　米寿 268名
生活困窮者自立支援事業（いなべ市くらしサポ
ートセンター縁）
　相談件数 89件（内プラン作成数 25件）
　就労支援対象者 17名
　家計相談支援事業 12件
＜共同募金事業＞
募金総額 5,900,192円
配分額 4,972,695円／ 25事業
＜いなべ市地域包括支援センター＞
総合相談支援事業　延べ相談件数 4,506件
おたすけ箱の設置数 1,430名
地域支援ケース会議 35回

ケアマネジャーの後方支援件数 423件
介護予防教室　延べ利用者数 80名
介護予防個別ケア会議等開催回数 37回
介護予防プラン作成契約者数 225件
（委託含む）
　延べ給付管理数 1,732件
介護者教室・集いの実施回数 5回
　延べ参加者数 119名
出前講座
　実施回数 47回
　延べ参加者数 1,579名
＜ボランティアセンター事業＞
相談件数 30件
コーディネート件数 20件
災害ボランティアコーディネーター定例会
　延べ参加者数 25名　開催回数 4回
はじめてのボランティア体験
　延べ参加者数 31名
ボランティアのつどい　参加者数 66名
福祉教育推進事業
　（福祉協力校の指定 20校）
＜介護予防事業＞
青空デイサービス　登録者数 139名
はつらつ教室　
　こころを元気にするコース
　　登録者数 21名
　園児交流会 3回開催
ハッスル教室
　足腰を鍛えるコース
　　週1コース　登録者数 22名
　　週2コース　登録者数 23名
いきいき教室
　脳を活性化するコース　登録者数 19名
はつらつ教室合同OB会 2回開催
　参加者 214名
＜団体事務局業務＞
いなべ市民生委員児童委員協議会連合会
いなべ市老人クラブ連合会
いなべ市身体障がい者福祉会
いなべ市母子寡婦福祉会

平成27年度 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 事業報告
地域福祉推進部門

◇居宅介護支援事業所（いなべ市社協ケアプランセンター）
介護給付　ケアプラン作成件数 4,035件
予防給付　予防ケアプラン作成件数 350件
◇通所介護事業所（デイサービスセンター）
大安デイサービスセンター
　（介護）契約者数 59名　（介護予防）契約者数 10名
ふじわらデイサービスセンター
　（介護）契約者数 42名　（介護予防）契約者数 6名
◇認知症対応型通所介護事業所（デイサービス悠庵）
（介護）契約者数 18名　（介護予防）契約者数 1名
◇訪問介護事業所（いなべ市ホームヘルパーステーション）
介護保険訪問介護
　（介護）契約者数 85名　（介護予防）契約者数 15名
◇福祉有償運送事業
登録者数107名
◇介護職員初任者研修の開催
25日間（132時間）20名修了

在宅福祉サービス部門

◇福祉サービス苦情・要望改善事業
苦情・要望件数 20件
第三者委員会の開催 2回
◇実習・体験等の受け入れ
保育実習、職場体験等　受入人数 119名
◇職員健康管理事業
健康診断（年1回）
職員健康相談（月1回）
安全衛生委員会（年2回）
安全推進会（月1回）
◇広報活動
社協だより　発行回数 6回
Facebook投稿件数 110件
twitter投稿件数 94件
プレスリリース発信件数 11件
◇第2次いなべ市地域福祉活動計画の推進
地域福祉活動計画推進委員会の開催 7回
◇会務の運営
理事会の開催（理事8名、監事2名）4回
評議員会の開催（評議員18名）3回
月次会計監査、決算監査
◇職員研修事業
いなべ市社会福祉協議会研修基本方針に基づ
き、部門別に専門性の向上を目的とした研修
を、また階層別に組織人、社会人としての資
質の向上を目的とした研修を実施

＜社協会費・日赤社資＞
会費総額 5,935,000円
　個人 10,260世帯
　賛助会員（個人）223名
　賛助会員（法人）89事業所
社資総額 5,434,500円

法人運営部門

◇石榑保育園（0歳児～5歳児）　入所園児数 153名
◇三里保育園（2歳児～5歳児）　入所園児数 92名
◇丹生川保育園（2歳児～5歳児）入所園児数 57名
◇山郷保育所（2歳児～5歳児）　入所園児数 122名
◇地域子育て支援拠点事業
　（大安子育て支援センター はっぴい・はあと）
開所日数 256日、延べ利用者数 6,343名
　（北勢子育て支援センターすこやかランド）
開所日数 255日、延べ利用者数 9,617名

保育事業部門

◇訪問介護事業
自立支援居宅介護　契約者数 33名
自立支援同行援護　契約者数 12名
障害者移動支援　　契約者数 20名
日中一時支援　　　契約者数 2名
◇計画相談・障がい児相談支援
　（いなべ市社協相談支援事業所）
プラン作成件数　計画相談支援 335件
　　　　　　　　障がい児相談支援 101件

◇就労移行・就労継続Ｂ型・生活介護多機能型（たんぽぽ作業所）
　就労継続Ｂ型・生活介護多機能型（ふじわら作業所）
たんぽぽ作業所　契約者数 24名
ふじわら作業所　契約者数 18名
作業品目（下請作業、リサイクル作業、買い物カゴ洗浄作業、
自主製品製造・販売、ジュース販売）
日中一時支援　契約者数 9名

障がい者福祉サービス部門



介護保険事業・保育所事業支出、ふれ
あい弁当サービスの材料費、弁護士相
談・司法書士相談の費用、障がい者ス
ポーツ交流会、ボランティアセンター
運営費をはじめとする社協が実施する
事業の費用です。

平成27年度 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会 収支決算
5月24日に開催した理事会、評議員会にて平成27年度の事業報告および社会福祉事業会計・公益事業会計の収支決算が承認されましたので、ご報告いたします。

収入の部

1,065,973,807円
皆さんからご協力いただいた「善意の
寄附金」です。地域福祉推進事業を実
施するための財源です。福祉有償運送
事業費の財源の一部となります。

皆さんからご協力いただいた「社協会
費」です。地域福祉推進事業を実施す
るための財源です。

会費収入：5,935,000円 

寄附金収入：13,033,414円

地域包括支援センター事業：66,277,534円（いなべ市受託）
いなべ市地域包括支援センターの運営受託金収入、予防給付ケアプラ
ン作成費の収入、人件費、事業費等
障害児等保育事業：99,588,547円（いなべ市受託）
公立保育所の障がい児等保育事業受託金収入、人件費、事業費等
地域子育て支援拠点事業：20,636,364円
大安・北勢地域子育て支援事業受託金収入、人件費、事業費等
青空デイサービス事業：10,365,943円
青空デイサービス事業受託金収入、人件費、事業費等
はつらつ教室事業：28,554,348円
通所型介護予防事業受託金収入、人件費、事業費等
生活困窮者自立支援事業：17,102,053円
生活困窮者自立支援事業受託金収入、人件費、事業費等

介護職員初任者研修事業
収入額：1,053,000円
支出額：723,222円

公益事業会計の部

社会福祉事業会計の部

介護保険事業収入
244,252,065円
介護保険事業収入
244,252,065円

支出の部

1,034,142,164円

事業費支出
117,802,588円
事業費支出

117,802,588円

事務費支出
56,665,089円
事務費支出
56,665,089円

人件費支出
（介護保険事業）
243,017,321円

人件費支出
（介護保険事業）
243,017,321円

人件費支出
（保育所事業）
297,446,155円

人件費支出
（保育所事業）
297,446,155円

人件費支出
（地域福祉推進事業等）
163,631,292円

人件費支出
（地域福祉推進事業等）
163,631,292円

人件費支出
（障がい者サービス支援事業）

69,598,801円

人件費支出
（障がい者サービス支援事業）

69,598,801円

助成金支出
47,048,989円
助成金支出
47,048,989円

障害福祉サービス等
事業収入

89,837,813円

障害福祉サービス等
事業収入

89,837,813円

身体障がい者、要介護者の方々を移送
する事業による収入です。

福祉有償運送事業収入：1,458,650円
三重県共同募金からの配分金を地域福
祉事業や歳末ふれあい事業、市内の各
種福祉団体へ配分した費用です。

共同募金配分金事業費：4,972,695円

保育所施設修繕積立・作業所の通所者
の工賃変動積立の額です。

積立預金積立支出：7,772,000円保育所の看板・音響設備・遊具、シス
テム用サーバー、福祉車両、ソフト等
の固定資産取得費用です。

固定資産取得支出：9,741,448円

貸付事業、退職手当預け金差損です。
その他支出：1,532,010円

就労支援事業における通所者の工賃を
含めた必要経費です。

就労支援事業支出：14,599,600円

障がい者のケアプラン作成、介護保険
自費利用者負担金等の収入です。

事業収入：5,033,552円

退職手当預け金差益、職員給食費等の
収入等です。

その他の収入等：9,102,999円

固定資産売却収入：2,681,325円

施設整備等補助金収入：430,000円

受取利息配当金収入：33,000円

民生委員児童委員協議会、老人クラブ、
母子寡婦福祉会、身体障がい者福祉会
をはじめとする各種福祉団体への活動
助成金です。

作業所事業収入、障がい者の方へのホ
ームヘルプサービスにおける収入です。

一般管理費用（消耗品費、水道光熱費、
電話代、印刷製本費、修繕費、研修費
等）です。

たんぽぽ作業所、ふじわら作業所の就
労支援事業における収入です。

就労支援事業収入：14,572,708円

退職手当預け金取崩しによる収入等で
す。

その他の活動による収入：
25,859,836円

介護保険事業システムリース料です。

ファイナンスリース債務の返済支出：
364,176円

いなべ市より受託を受けている事業の
収入です。（敬老事業、障がい者日常
生活訓練事業、就労準備支援事業、介
護予防プラン作成費等）

受託金収入：27,992,599円

デイサービス事業、ホームヘルプサー
ビス事業、ケアプラン作成事業等のサ
ービスにおける収入です。

保育事業収入
418,787,568円
保育事業収入
418,787,568円

石榑保育園、三里保育園、丹生川保育
園、山郷保育所の運営による収入です。

経常経費補助金収入
207,013,278円

（共同募金配分金収入
4,972,695円含む）

経常経費補助金収入
207,013,278円

（共同募金配分金収入
4,972,695円含む）

地域福祉推進や各種福祉団体への助成、
社協を運営するための費用です。平成
26年度に皆さんにご協力いただいた
「赤い羽根共同募金」をもとに、平成
27年度事業に配分された収入です。

※内部取引金額含む


