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４月に福島支所と鷹島支所では高齢者食事サービスの一環で花見会を行いました。
踊りやビンゴゲームなどの余興もあり、終始にぎやかな一日となりました
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この広報紙は、赤い羽根共同募金の
配分金により発行しています。
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平成20年度

松浦市社会福祉協議会事業計画・収支予算
平成20年度事業計画

１.基本方針
昨年度に引き続き、行政からの補助金の削減が一段と厳しさを増し、介護事業関
係においても事業所の競合や介護予防の導入により社会福祉協議会の経営は厳しい
時期を迎えております。
役職員一丸となって健全経営を目指し地域福祉の中核である社会福祉協議会とい
う立場から介護事業やその他の福祉サービスを通して地域福祉の向上に努力をして
まいります。

２.事業等の推進
拭介護保険事業の推進

織指定管理事業の管理・経営

植介護予防事業の実施

職障害福祉サービス事業の推進

殖高齢者在宅サービスの推進

色ホームヘルプ事業の推進

燭高齢者支援事業（いきいきサロン）の推進

触その他の事業推進

平 成 2 0 年 度 収 支 予 算 〔単位：千円〕
自立支援費等収入 1,084
利用料収入 122
雑収入 803
受取利息配当金収入 32
前期末支払資金残高 5,775

経理区分間
繰入金収入
16,884

貸付事業支出 2,358
共同募金配分金事業費 4,905
積立預金積立支出 1,881
その他の支出 13
予備費 1,363

会費収入 1,418
寄付金収入 6,575

経常経費
補助金収入
36,300

収 入

助成金収入
340
受託金収入
7,372

経理区分間
繰入金支出
16,884

合計

187,683
介護保険収入
79,842

管理委託料
収入
19,011

事業費支出
24,038

支 出
合計

187,683
事務費支出
19,740

人件費支出
116,501

事業収入 4,862
貸付事業等収入 2,358
共同募金配分金収入 4,905
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平成19年度

松浦市社会福祉協議会事業報告・収支決算

５月29日斥に理事会・評議員会を開催し、平成19年度の事業報告及び各会計の
収支決算が審議され、いずれも原案のとおり承認されました。
ここで、平成19年度の主な事業報告と収支決算報告をお知らせします。

平成19年度に実施した主な事業
１.指定事業の実施

３.その他の事業

・介護保険事業

・社協会員の募集

・介護予防事業

・日本赤十字社社費募集

・障害福祉サービス

・赤い羽根共同募金運動の実施
・歳末たすけあい運動の実施

２.市受託事業の実施

・地域福祉権利擁護事業

・配食サービス事業

・福祉相談事業

・要介護認定調査業務委託

・県、市福祉資金貸付事業

・高齢者支援事業（いきいきサロン）

・ふれあい学習事業

・老人ホームヘルパー派遣事業

・福祉協力校の指定事業

・老人福祉センター指定管理事業

・福祉教育支援事業

・高齢者生活福祉センター（生活支援ハウス）

・福祉用具貸出事業

指定管理事業

・福祉団体助成事業

平 成 1 9 年 度 収 支 決 算 〔単位：円〕
自立支援費等収入 985,088
利用料収入 87,082
雑収入 1,773,432
受取利息配当金収入 271,610
その他の収入 2,100
会費収入 1,502,010
経理区分間
寄付金収入 7,686,001
繰入金収入
12,971,872
2
2
経常経費
補助金収入
40,300,000

貸付事業支出 2,254,000
共同募金配分金事業費 4,645,801
固定資産取得支出 1,061,410
積立預金積立支出 4,598,895
その他の支出 34,680
流動資産評価減 63,350

経理区分間
繰入金支出
12,971,872
2
2

収 入
合計
介護保険収入 194,306,543
87,549,823

事業費支出
25,029,837

管理委託料収入

19,011,000

助成金収入
300,000
受託金収入
7,956,389

事業収入
5,806,466
貸付事業等収入
2,904,000
共同募金配分金収入
5,199,670
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支 出
合計

179,233,598
事務費支出
18,593,664

人件費支出
109,980,089

平成20年度の社協会員を募集いたします
社会福祉協議会は、地域住民が主体となって

ます。

住民の福祉を高めることを目的とした民間の団

今年も７月１日から社協会員全戸加入を目標

体です。

に推進して参りますので、会員制をご理解いた

その財源は、寄付金、共同募金からの配分金、
公的補助金、委託金、介護保険事業収入などで

だき、地域福祉への参画にご協力くださいます
ようお願い申し上げます。

すが、さらに幅広い福祉活動を進めるためには、
皆様から納めていただいている会費が貴重な自

会

費

主財源として、大変重要な役割を果たしており

賛助会員 １,000円以上
一般会員
200円以上

松浦市社会福祉協議会本所では、高齢者（60歳
以上）を対象とした、介護・認知予防の支援事業を
行っています。
現在、職員２名が本所管内の公民館等に出向き、
健康体操・レクリェーションなどの生きがいづくり
や健康づくりのお手伝いをしております。
皆様のご参加をお待ちいたしております。
参加ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは：松浦市社会福祉協議会

本所

0956‐72‐0788

インフォメーション

◇平成20年度県北地区
障害者巡回歯科診療
のお知らせ

◇平成20年度介護支援専門員
実務研修受講試験のご案内
試

験…………………………………………………………

長崎県では障害をお持ちの方や、寝

○日

時：平成20年10月19日隻

たきりの方を対象に歯科診療車による

○会

場：長崎大学文教キャンパス、長崎国際大学 他

検診や治療を行っています。

○受験申込期間：平成20年７月1日惜

８月〜９月は平戸市【県北保健所】
にて隔週木・金曜日に歯科検診や治療
を行いますのでご希望の方は下記まで

10:00〜

〜７月31日斥当日消印有効
詳細は『受験の手引』をご確認ください。
『受験の手引』（出願書類等）………………………………

ご連絡下さい。

○販売期間：平成20年７月1日惜〜

問い合わせ先

○価

○申込に関して：

○入手方法：窓口購入もしくは郵送購入

松浦市福祉事務所
0956‐72‐1111
○診療内容に関して：
長崎口腔保健センター
095‐848‐5970
○総合的な内容に関して：
県北保健所健康対策班
0950‐57‐3933

格：１冊につき500円(税込)

受験申込期間にご注意ください
試験並びに『受験の手引』についての問い合わせ先
長崎県社会福祉協議会

福祉人材研修センター

住所：〒852-8555長崎市茂里町３番24号 長崎県総
合福祉センター２階

電話：095-846-8657

試験情報ホームページアドレス：
http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/cmexam/
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