
＜地域福祉推進事業＞
おむつ給付　給付件数1,489件／年
緊急通報装置設置　設置件数39件
ふれあい弁当配布　延べ配布件数3,827件
ふれあいサロン
　実施回数621回　延べ参加者数25,165名
外出支援・移送サービス
　延べ利用回数　36回
福祉用具貸与（車イス196件、スロープ7件）
独居老人ほのぼの交流会
　延べ参加者数　248名
あんしん電話　実施回数51回
心配ごと相談所の開設・実績
　一般相談　12回・8件
　弁護士相談　20回・116件
　司法書士相談　8回・30件
ふれあいマップ　マップ提出103地区
　情報提供571件
＜権利擁護・相談支援事業＞
地域福祉権利擁護事業　契約者28名
＜委託事業＞
障がい者等生活訓練事業 前期4名、後期4名
　延べ訓練日数　155日
　延べ訓練者数　235名
　法人後見事業　受任件数1件
障がい者就労支援事業　支援対象者数6名
　延べ支援回数　82回
　延べ支援者数　82名
敬老事業　実施地区72地区
　助成人数6,342名
　祝品贈呈　喜寿383名　米寿256名
＜共同募金事業＞
募金総額　6,007,658円
配分額4,612,204円／ 22事業
＜いなべ市地域包括支援センター＞
介護予防支援　契約者169名
　延べ給付管理件数　2,003件
総合相談支援事業
　延べ相談件数　3,877件
出前講座　実施回数　75回
お助け箱設置者数　1,403名
ケアマネジャーの後方支援件数　469件
介護者教室・介護者のつどい　実施回数　5回

＜ボランティアセンター事業＞
相談件数　25件
コーディネート件数　19件
災害ボランティアコーディネーター研修
　参加者数37名
はじめてのボランティア体験
　協力7団体　参加者数10名
ボランティアのつどい　参加者数43名
福祉教育推進事業
　（福祉協力校の指定　20校）
＜地域支援事業＞
青空デイサービス　登録者数142名
はつらつ教室
　外出促進・もの忘れ予防プログラム
　　登録者数90名
ハッスル教室
　脳を活性化するコース　登録者数13名
　足腰を鍛えるコース　登録者数29名
四季の家4ヵ所開催
　四季の家ふじわら　実施回数23回
　四季の家いなべ　　実施回数22回
　四季の家だいあん　実施回数20回
　四季の家ほくせい　実施回数24回
四季の家スタッフ養成講座　3回開催
　参加者数58名
四季の家ステップアップ講座
　参加者数30名
はつらつ教室合同OB会　2回開催
　参加者数243名
生活・介護支援サポーター養成講座
　全6回（内公開講座2回）開催
　延べ参加者数　444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
いなべ市身体障害者福祉会
いなべ市母子寡婦福祉会
障がい者スポーツ交流会の開催
　参加者数228名
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◇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　4,545件
予防給付　予防ケアプラン作成件数　527件
◇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　379件
　　　　　　　　障がい児相談支援　103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　64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　46名　（介護予防）契約者数　5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　12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　95名　（介護予防）契約者数　18名
◇福祉有償運送事業
登録者数　99名

◇介護職員初任者研修の開催
25日間（132時間）　13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　27件
第三者委員会の開催　2回
◇実習・体験等の受け入れ
ホームヘルパー 2級、保育実習、職場体験等
受入者数　120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　214件
twitter投稿件数　95件
プレスリリース発信件数　19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　11回
◇会務の運営
理事会の開催（理事8名、監事2名）3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　6,070,000円
　個人　10,281世帯
　賛助会員（個人）280名
　賛助会員（法人）93事業所
社資総額　5,384,300円

法人運営部門

◇石榑保育園（定員140名　0歳児～ 5歳児）
入所園児数　153名
◇三里保育園（定員90名　2歳児～ 5歳児）
入所園児数　81名
◇丹生川保育園（定員60名　2歳児～ 5歳児）
入所園児数　49名
◇山郷保育所（定員120名　2歳児～ 5歳児）
入所園児数　137名
◇地域子育て支援拠点事業
　（子育て支援センター はっぴい・はあと）
開所日数　257日、延べ利用者数　8,481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　34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　19名
日中一時支援　契約者数　1名

◇就労継続Ｂ型・生活介護多機能型（たんぽぽ作業所、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　17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



平成26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26日に開催した理事会、評議員会にて平成26年度の事業報告および一般会計・特別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。

支出の部

907,014,161円

収入の部

901,680,531円
皆さんからご協力いただいた「善意
の寄付金」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：6,070,000円

寄付金収入：12,495,157円

地域包括支援センター事業：63,884,241円
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：109,817,741円
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：10,084,947円
青空デイサービス事業：9,475,995円　青空デイサービス事業受託金収入
はつらつ教室事業、健康ハッスル教室事業：35,361,509円
通所型介護予防事業受託金収入、人件費、事業費等

たんぽぽ作業所・ふじわら作業所
　就労支援事業収入　　17,005,888円　就労における収入
　福祉事業活動等収入　77,766,846円
　　善意の寄付金、生活介護、就労型事業における支援費利用料収入等です。
　就労支援事業支出　　16,546,850円　就労における工賃、必要経費
　福祉事業活動等支出　86,602,456円　人件費、事業費等です。

介護職員初任者研修事業　収入：669,800円　支出：583,180円

特別会計の部

一般会計の部

介護給付費収入
254,025,829円
介護給付費収入
254,025,829円

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。 事業費支出

130,687,356円
事業費支出

130,687,356円

助成金支出
46,184,300円
助成金支出
46,184,300円

人件費支出
（介護保険事業）
247,497,595円

人件費支出
（介護保険事業）
247,497,595円

人件費支出
（保育所）

284,368,567円

人件費支出
（保育所）

284,368,567円

人件費支出
（地域福祉推進事業等）
146,613,430円

人件費支出
（地域福祉推進事業等）
146,613,430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：912,850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。

共同募金配分金支出：4,612,204円

主に保育所運営にかかる遊具等の固
定資産取得費用です。

固定資産取得支出：1,727,352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：8,730,794円

権利擁護事業等にかかる収入等です。
助成金収入：935,770円

退職手当預け金、職員給食費等の収
入です。

その他収入：8,236,722円

固定資産売却収入：276,130円

施設整備等補助金収入：281,000円

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。

支援費収入：20,091,279円

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

平成25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26年度事業に配分されま
した。

共同募金配分金収入：4,612,204円

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。

事務費支出：33,566,723円

保育所施設設備整備のための積立額
です。

積立預金積立支出：11,000,000円

貸付事業、負担金等の支出です。
その他支出：756,634円

いなべ市より委託を受けている事業
の収入です。（敬老事業、障がい者
日常訓練事業、介護予防プラン作成
費等）

受託金収入：26,906,134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。

運営費収入
228,303,730円
運営費収入

228,303,730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。

補助金収入
329,802,932円
補助金収入

329,802,932円

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。


