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“認知症になってもだいじょうぶ！ そんなご近所・地域づくり” を目指し、地域住民の認知症
への理解を広げ、認知症の方やそのご家族を地域で見守り、支えようとする地域づくりを進めて
います。

斐伊地区中組自治会で開催された
「認知症サポーター養成講座」の様子

～認知症になってもだいじょうぶ！
 そんなご近所・地域づくりを目指して～
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【平成28年度事業報告】
経営理念　“市民誰もが自分らしく輝き支え合う福祉のふるさとづくり”

１. 社会福祉法人制度改正への対応［組織、定款等諸規程の見直しについて協議］
２. 各種会議の開催［理事会・評議員会、理事事業担当部会、監査会、経営計画策定委員会、地域福祉委員会等］
３. 雲南市地域包括支援センターへの職員出向　４. 役員職員研修会の開催及び各種研修会への参加
５. 共催による総合的福祉事業の実施［雲南市戦没者追悼式、雲南市総合社会福祉大会、雲南市民歳末余芸大会］
６. ストレスチェック制度への対応［ストレスチェック・研修会等の実施］
７. 広報・啓発事業の実施［社協だより・地域の福祉の発行、ホームページのリニューアル］　８. 日本赤十字社への協力

１. 通所型介護予防事業の実施［はつらつデイサービス・二次予防事業対象（市委託事業）］
２. 福祉人材育成事業の実施［介護職員初任者研修（雲南広域連合委託事業）］
３. 生活支援ハウス事業の実施［掛合高齢者生活福祉センター］
４. 介護保険事業の推進［訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護支援事業、訪問入浴介護事業、小規模多機能型居宅介護事業］

１. 介護老人福祉施設事業の実施［特別養護老人ホームえがおの里、えがおの里ユニット］
２. 短期入所生活介護事業の実施　3．地域貢献事業の実施［介護予防教室、出前講座等］　４. 実習生等の受入

１. 保育所受託運営事業の実施［雲南市立三刀屋保育所、雲南市立掛合保育所］
２. 子育て支援事業受託業務の実施［雲南市掛合子育て支援センター、雲南市ファミリーサポートセンター等］

１. 総合相談と生活支援の実施［生活困窮者自立支援事業・家計相談支援事業（市委託事業）、くらしの相談］
２. 生活資金の融資［生活福祉資金貸付事業（県社協委託事業）、民生融金貸付事業］
３. 窮迫課題への対応［緊急現金の貸付け、フードバンク事業、制度の狭間の支援ニーズへの対応策の研究・開発等］

１. 権利擁護による生活支援の実施［日常生活自立支援事業（県社協委託事業）、法人後見事業］
２. 当事者組織等の支援［当事者組織の事務局支援・活動財源の支援］

１. 福祉教育の推進［学校における福祉教育の実践支援、地域自主組織を推進主体とした福祉教育の推進等］
２. 小地域福祉活動の推進［地域自主組織福祉部の活動実践の支援、活動財源の支援］
３. ボランティア活動の推進［ボランティアセンターの運営、研修会の開催などボランティア活動実践の支援等］
４. 住民参加による地域生活支援事業［食の自立支援給食・配食サービス事業（市委託事業）、地域子育て支援

事業、音訳広報事業、郵便による見守り事業の実施］
５. 民生児童委員協議会の活動支援　 6. 雲南市共同募金委員会運営事業

◇◇ 生活支援・相談センター ◇◇

◇◇ 権利擁護センター ◇◇

◇◇ 福祉のまちづくり促進センター ◇◇

※詳しくは、本会ホームページをご覧ください。

法人運営部門

保育所運営事業部門

施設福祉事業部門

在宅福祉事業部門

地域福祉事業部門
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貸 借 対 照 表
平成29年３月31日現在

資    産    の    部 負    債    の    部
当年度末 前年度末 増    減 当年度末 前年度末 増    減

流動資産 433,368,028 357,008,753 76,359,275 流動負債 83,852,061 80,404,954 3,447,107
　現金預金 308,753,589 228,543,121 80,210,468 　事業未払金 42,869,551 43,200,755 △331,204
　事業未収金 120,631,415 126,284,165 △5,652,750 　その他の未払金 0 671,652 △671,652
　未収金 684,248 495,966 188,282 　預り金 387,235 386,800 435
　未収補助金 3,255,602 1,624,900 1,630,702 　職員預り金 3,892,379 3,555,222 337,157
　前払費用 148,983 172,410 △23,427 　仮受金 4,958,091 3,946,638 1,011,453
　徴収不能引当金 △105,809 △111,809 6,000 　賞与引当金 31,744,805 28,643,887 3,100,918
固定資産 491,405,691 492,992,792 △1,587,101 固定負債 30,059,669 32,660,053 △2,600,384
基本財産 6,000,000 6,000,000 0 　退職給付引当金 30,059,669 32,660,053 △2,600,384
　定期預金 6,000,000 6,000,000 0 負債の部合計 113,911,730 113,065,007 846,723
その他の固定資産 485,405,691 486,992,792 △1,587,101
　建物 3,876,376 4,835,076 △958,700 純  資  産  の  部
　構築物 6,605,949 7,435,753 △829,804 基本金 6,000,000 6,000,000 0
　機械及び装置 965,281 1,351,736 △386,455 　基本金 6,000,000 6,000,000 0
　車輌運搬具 5,395,093 1,238,039 4,157,054 基金 60,000,000 60,000,000 0
　器具及び備品 4,740,193 5,774,231 △1,034,038 　福祉基金 60,000,000 60,000,000 0
　ソフトウェア 863,213 1,487,945 △624,732 国庫補助金等特別積立金 3,544,121 2,269,095 1,275,026
　長期貸付金 823,000 794,000 29,000 　国庫補助金等特別積立金 3,544,121 2,269,095 1,275,026
　徴収不能引当金 △67,000 △82,000 15,000 その他の積立金 372,143,917 371,497,959 645,958
　退職給付引当資産 30,059,669 32,660,053 △2,600,384 　財政調整積立金 7,008,404 7,008,404 0
　福祉基金積立資産 60,000,000 60,000,000 0 　地域福祉事業積立金 22,665,363 21,671,605 993,758
　財政調整積立資産 7,008,404 7,008,404 0 　備品等購入積立金 95,423,735 100,023,710 △4,599,975
　地域福祉事業積立資産 22,665,363 21,671,605 993,758 　備品等購入準備積立金 160,024,240 160,024,240 0
　備品等購入積立資産 95,423,735 100,023,710 △4,599,975 　人件費積立金 87,022,175 82,770,000 4,252,175
　備品等購入準備積立資産 160,024,240 160,024,240 0 次期繰越活動増減差額 369,173,951 297,169,484 72,004,467
　人件費積立資産 87,022,175 82,770,000 4,252,175 　次期繰越活動増減差額 369,173,951 297,169,484 72,004,467

　 （うち当期活動増減差額） 72,650,425 30,328,033 42,322,392
純資産の部合計 810,861,989 736,936,538 73,925,451

資産の部合計 924,773,719 850,001,545 74,772,174 負債及び純資産の部合計 924,773,719 850,001,545 74,772,174

収　入
（単位：千円）

支　出
（単位：千円）

会費収入 11,199（0.65%）
寄付金収入 12,688（0.73%）

経常経費補助金収入
124,783（7.2%）

人件費支出
998,155

（57.57%）

事業費支出
214,820

（12.39%）

受託金収入
378,632

（21.84%）

貸付事業収入
432（0.02%）

事務費支出
94,988（5.48%）

貸付事業
支出 461

（0.03%）

助成金支出
15,462

（0.89%）

負担金支出
4,002

（0.23%）

利用者負担
軽減額 1,261

（0.07%）

その他の
支出 39

固定資産取得支出 5,207（0.3%）
積立資産支出 18,226（1.05%）

当期末支払資金
残高 381,366

（21.99%）

事業収入
55,163（3.18%）
負担金収入
28,373（1.64%）

障害福祉
サービス等
事業収入
25,511

（1.47%）

受取利息
配当金収入
276

（0.02%）

その他の収入
5,272（0.3%）

施設整備等補助金収入
1,954（0.11%）

積立資産取崩収入
20,181（1.16%）

前期末支払資金残高
305,359（17.61%）

介護保険事業収入
764,164

（44.07%）

※平成28年度決算　計算書類は、本会ホームページをご覧ください。

17億3,398万7千円

平成28年度決算概要
（単位：円）

【平成28年度決算】 決算
総額



【新役員が決まりました】 この度任期満了に伴い、役員（理事・監事）の改選
が行われ、会長に山本重明氏が再任されました。顔
ぶれは次のとおりです。

渡部 弘明
（加茂町）

驗馬 重弘
（木次町）

坪倉 要輔
（掛合町）

吾郷 勇二
（えがおの里施設長）

朝日 照男
（市民児協会長）

藤原 一永
（財務管理に

識見を有する者）

金山 寿忠
（市地域自主組織

連絡協議会長）

山根 彰夫
（財務管理に

識見を有する者）

梅木 郁夫
（市健康福祉部長）

朝山 　哲
（社会福祉事業について

識見を有する者）

片寄 　功
（社会福祉事業の経営に

関する識見を有する者）

大場 　篤
（吉田町）

錦織 君子
（ボランティア代表者）

山本 　昇
（大東町）

石田 礼子
（三刀屋町）

多田納 崇道
（かも福祉会

常務理事）

副会長 理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

常務理事

理　事

理　事

理　事

監　事

副会長

理　事

理　事

理　事

監　事

みなさまからの寄附金は地域福祉事業の推進財源として
　有効に活用させていただいております
　社会福祉協議会では、市民一人ひとりの「この地域で
安心して暮らし続けたい」という願いを支えていくため
に、本年度も地域の様々な生活課題の解決に向け、関係
機関・団体の皆様との協働により様々な事業に取り組ん
でおります。
　この事業の財源は行政からの補助金や受託金をはじめ、
皆様のご協力による社協会費や寄附金、また赤い羽根共
同募金配分金などから構成されております。特に香典返
しや見舞返しなどの寄附金については、支え合う福祉の
町づくりや、地域で自分らしく安心して暮らし続けられ
る生活支援のために実施する事業の貴重な財源として活
用させていただいております。
　市民の皆様のご協力に対しまして、役職員一同心より
感謝申し上げます。今後とも、地域福祉活動の推進のため、
一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げま
す。

平成29年度事業　寄附金の使途

平成28年度寄附金充当額　11,117千円

法人運営
5,202千円

（46.8％） 

ボランティア活動の振興 178千円（1.6％）

住民参加による地域
生活支援事業の推進
359千円（3.2％）

福祉教育の推進
100千円（0.9％）

当事者団体等の支援 209千円（1.9％） 
赤い羽根情報発信事業
50千円（0.5％）

生活支援活動強化方針
推進事業 127千円（1.1％） 　

小地域福祉
活動の振興
4,892千円（44％）
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会長就任のごあいさつ
　 この度の任期満了に伴う本会役員の改選に

おきまして、不肖わたくし雲南市社会福祉
協議会会長という要職を再びお受けするこ
とになりました。微力ではございますが、
役員、評議員会と一体となって雲南市の福
祉向上を図るとともに、本会の組織基盤の
確立に向けて先頭にたってその任に当たる
所存でございます。
　国では、「ニッポン一億総活躍プラン」が

示され、大きな目標は全ての人々が地域、暮らし、生きがいを
共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目

理事14名
と

監事３名
［敬称略］

［任期］
平成29年６月20日
～平成31年６月に
開催される定時評議
員会の終結の時まで

会 長
山本 重明

（学識経験者）

指すこととしています。雲南市におきましても人口の減少、少
子高齢化が急速に進み、生活のしづらさを感じる様々な福祉課
題の広がりを感じる中で、これまで以上に社会福祉協議会の役
割の重要性を認識するところであります。
　このような中で、本会におきましては平成 32 年度までの中
期経営計画を策定いたしました。先ずはこの計画の実践に役員
と職員が思いを一つに使命感をもって取り組んで参ります。
　いま社会福祉協議会は、市民のみなさまの信頼とご期待に応
えるべく、子どもからお年寄りまでの幅広い社会福祉事業を展
開しております。どうか積極的なご参加と、ご協力を賜ります
よう改めてお願い申しあげ、就任の挨拶とさせていただきます。



赤い羽根うんなん手のひら募金にたくさんの応援と
ご協力ありがとうございました。

【平成28年度事業報告】

朗読ボランティア ひばりの会

要約筆記サークル みとやだんだん

ボランティアサークル わらべ会

雲南市三刀屋地区民生児童委員協議会

　毎月、市報うんなん等の音訳CDを作成し、文字が
見え難く情報を得ることが困難な方等にご利用いただ
きました。また、子育て支援として、貸出し用の童話音
訳CDを作成し、加茂子育て支援センターに配布する
とともに、たちばら保育園の園児たちに絵本の読み聞
かせをしました。今後も、視覚に障がいのある方等の
お役に立ちたいという強い信念
のもと、活動していきたいと思
います。
ありがとうございました。

【事業費総額：38,824円】

　聴覚に障がいのある方等へ筆記で情報を伝える道具
として、「携帯用ホワイトボード」を手作りし、市役所や
社会福祉協議会へ贈呈しました。毎月、勉強会を開催
し、要約筆記の向上も図りました。また、全国統一要
約筆記者認定に向けた研修等にも取り組み、要約筆記
者の増員につながりました。
今後も、聴覚に障がいのあ
る方に寄り添える活動をし
ていきます。
ありがとうございました。

【事業費総額：121,219円】

　84歳以上の一人暮らし高齢者の方へ、季節に応じた
折り紙を貼付したハガキ等を年3回お届けしました。ま
た、木次町内の小学生を対象に仏教日曜学校と合同で
開催した「夏休み子ども広場」や障がい者福祉施設の
利用者の方と交流活動なども行いました。徐々にでは
ありますが、当会の活動も評価をいただいており、これ
も偏に募金をいただいた皆さ
まのお蔭と感謝し、さらに活
動を続けていきます。
ありがとうございました。

【事業費総額：49,400円】

　民生児童委員が６月に笹まき、12月におせち料理を
手作りし、三刀屋町内の一人暮らし高齢者の方へ、声
掛けと安否確認を兼ねて配達しました。昭和55年から
続くこの活動は、毎年皆様が楽しみにしておられます。
今後も、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる
地域づくりを目指し、委員
一同力を合わせて頑張りま
す。
ありがとうございました。

【事業費総額：205,525円】

手のひら募金を活用し、平成28年度の各団体が実施
した事業は次のとおりです。
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『募金百貨店プロジェクト』パートナー企業等をご紹介します！
　「募金百貨店プロジェクト」とは、企業の特色を生かした寄付つき商品の輪を広げ、
募金でつながる百貨店になろうという社会貢献のプロジェクトです。
　今回は、３社のパートナー企業を紹介します。

このマークがパートナー
企業の目印です。

吉田自動車

地域とみんなの安心点検プロジェクト

株式会社 吉田ふるさと村

TATALOVERより地域へ愛をプロジェクト

大嶋鮮魚店

地域を笑顔に“ばら寿司” ・“どんぶり”プロジェクト

※詳しくは、雲南市共同募金委員会ホームページをご覧ください。http://unnanshakyo.jp/akaihane

１年定期点検・半年定期点検１件につき
100 円を寄付。

ソフトクリームを１個売り上げるごとに
１円を寄付。

道の駅「たたらば壱番地」で販売する【焼き鯖
寿司】を１個売り上げるごとに５円。【焼肉ビ
ビンバ丼】を１個売り上げるごとに８円寄付。
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 掛合町　板垣 登吉 様
　　電動ベッド一式 

…（好老センター通所介護事業所へ）

 大東町　長澤 覚 様
紙オムツ …（通所介護事業所おおぎへ）

ご寄贈ありがとう
ございました

大東支所……………TEL 43-5610
加茂支所……………TEL 49-7306
木次支所……………TEL 42-9080
吉田支所……………TEL 74-0078
掛合支所……………TEL 62-1121
小規模多機能型居宅介護事業
ふれあいセンター…TEL 62-1061
特別擁護老人ホーム
えがおの里…………TEL 62-1811
三刀屋保育所………TEL 45-2651
掛合保育所…………TEL 62-9900

市外局番（0854）

「雲南市社会福祉法人連絡会」が発足しました
～雲南市内の社会福祉法人が連携による地域貢献活動をめざして～

　雲南市内全ての社会福祉法人が相互連携を深めて、
地域貢献活動に積極的に取り組むために「雲南市社会
福祉法人連絡会」が３月５日設立されました。
　各社会福祉法人の代表者による設立総会では、社会
貢献事業を実施することなどを盛り込んだ会則を承認
し、同連絡会の初代会長に仁寿会の竹下三郎理事長、
副会長に、かも福祉会久我卓央理事長、愛耕福祉会白
根廣久理事長が選出されました。竹下会長が「福祉に
携わる者として課題を出し合い、地域貢献という連絡
会の役割をはたしていきます」とあいさつされました。

福＊祉＊情＊報＊ひ＊ろ＊ば

ボランティア活動の様子 活動後に集合写真！

【訂　正】
社協だより４月号の６ページ目に
掲載しました本会の職員紹介につ
いて、次のとおり訂正します。

三刀屋保育所

（誤）横木仁美→ （正）細木仁美

大東高校野球部の

皆さん

雲南市社会福祉法人連絡会参加法人【順不同】

・あおぞら福祉会　　　   ・愛耕福祉会
・島根県社会福祉事業団   ・たんぽぽ
・かも福祉会　　　　　  ・きすき福祉会
・雲南ひまわり福祉会　  ・四ツ葉学園
・雲南広域福祉会　　　  ・有隣会
・萌友福祉会　　　　　  ・よしだ福祉会 
・仁寿会 　　　　　　     ・雲南市社会福祉協議会

　雲南市社会福祉協議会大東支所で建物管理をしている雲南市大東町地域福祉センター（通称：おおぎ）で
は、今年の３月から、毎週月曜日の夕方、島根県立大東高等学校野球部の皆さんが交代で、環境整備ボラン
ティアとして活動をしてくださっています。
　活動の内容は、おおぎの玄関周りやトイレの掃除、花壇整備など環境美化活動や、通所介護事業所の利用
者様との交流などです。施設来場者の方から「おおぎがきれいになって気持ちがいいわ」といった声なども
寄せられており、野球部員の皆さんの協力に大変感謝しています。
　ありがとうございます。

環境整備ボランティアへのご協力
ありがとうございます


