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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

月
2021

No.66No.66

デイサービス・特別養護老人ホーム
に理学療法士・作業療法士を配置し、
一人ひとりに合った運動プログラム
を提供しています。

関節の動きを
保つための運動

筋力をつけるための運動

歩く力を保つ
ための運動

リハビリして体が楽になりました。
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事 業 報 告事 業 報 告事 業 報 告事 業 報 告

その人らしいふだんの暮らしを支え続ける 一人ひとりを見つめた 介護サービスを実践
しました在宅福祉事業

１ 独立採算性を基本とした経営基盤の強化　
◦管理職会議等の開催や事業実施状況の把握と分析
２ 高品質な介護サービスの実践と法令遵守の徹底　

◦部内事業所間及び医療と介護の連携強化　
◦重要事項等の説明の徹底
３ 人材の確保・育成・定着に向けた取り組み　

◦介護職員処遇改善の実施
◦研修の実施及び外部研修の受講　
◦事業所評価、利用者アンケートの実施
４ 地域貢献事業の推進　

◦出前講座など専門性を活かした地域貢献の実施
５ 新型コロナウイルス拡大防止対策の実施
６ 介護予防はつらつ事業の実施
７ 福祉人材育成事業の実施
　◦介護職員初任者研修（雲南広域連合補助事業）　
　◦介護の入門的研修（県社協主催）

８ 介護保険事業の実施
◦訪問介護事業・通所介護事業・居宅介護支援事業・地域密着型サー

ビス事業・訪問入浴介護事業・小規模多機能型居宅介護事業

住民主体を地域と育む 共に考え 悩み 喜ぶ 地域と基盤としたソーシャルワークを実践
しました地域福祉事業

１ 総合相談支援の充実
◦生活困窮者自立支援事業・生活困窮者家計改善支援事業（市受

託事業）
◦くらしの相談等
２ 生活支援の充実

◦生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業） 
◦民生融金貸付事業
◦制度の狭間の支援ニーズへの対応策の研究・開発等

３ 社会的包摂の実現
◦緊急現金の貸付　
◦フードバンク事業　
◦ひきこもり等支援
◦生活備品貸出
４ 住民参加による地域生活支援

◦相談・支援のネットワークの充実
◦福祉サービスの融合、開発、確保

◆生活支援・相談センター◆生活支援・相談センター

１ 権利擁護体制の構築　
◦日常生活自立支援事業（県社協受託事業）　
◦法人後見事業

２ 当事者組織活動の推進　
◦当事者組織の事務局運営支援　
◦活動財源の支援

◆権利擁護センター ◆権利擁護センター 

１ 福祉教育の推進
　◦支え合う福祉のまちづくり講座（出前講座）の開催等
２ 小地域福祉活動の推進　

◦地域自主組織福祉部活動及び活動財源の支援等
３ ボランティア活動の推進　

◦ボランティアセンター運営　
◦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の実施　

◦見守りに資する配食サービス事業　
◦音訳広報事業　
◦郵便による見守り事業等
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の運営
７ 第４期雲南市地域福祉活動計画の進行管理

◆福祉のまちづくり促進センター ◆福祉のまちづくり促進センター 

社協らしさを発揮できる 全体最適化に向けた 経営マネジメントを実践しました法人運営事業
１ 法人運営に関する業務

◦法令に基づくガバナンス体制（理事会・評議員会・監事監査等）の構築
◦法人運営（財務諸表・現況報告書等）に関する情報公開の実施（広

報紙、Web 等）
２ 社協会員に関する業務

◦会員の募集、弔電お供え等
３ 人事管理に関する業務

◦役員研修、人材の確保、職員の育成及び定着に向けた取り組みの実施
４ 労務管理に関する業務

◦労働基準法、労働安全衛生法の遵守及び働き方改革関連法等に対
応した労務管理の実施

５ 経理・財務管理に関する業務
◦関係法令等に基づく会計処理の徹底と経営分析による健全経営
６ 総務に関する業務

◦第１期中期経営計画の推進及び第２期中期経営計画の策定
◦広報・啓発事業（広報紙：社協だより・地域の福祉　ホームページ）
７ 地域における公益的な取り組みの推進に関する業務

◦社会福祉士等専門職養成施設としての登録及び実習生受入の実施
◦雲南市社会福祉法人連絡会の事務局業務の担当及び連絡会事業へ

の参画
８ 日本赤十字社島根県支部雲南市地区の運営に関する業務

▲助け合いゲームで楽しく学び合い

▲ゲームで楽しく身体機能の維持
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令和２年度令和２年度令和２年度令和２年度
地域に暮らす住まいとして その人らしい生き方・生活を尊重する 施設サービスを実践
しました施設福祉事業

１ 安定した経営基盤の確立
◦目標稼働率の達成
◦異常の早期発見・治療による空床日の減少
◦関係機関と連携した利用申込者の定期的な状態把握による利用開

始までの期間短縮化
◦加算の算定要件を遵守した収入の確保
◦職員の収益確保・経費節減への意識熟成
２ 安全対策（環境整備）

◦避難・消火訓練の実施
◦不審者への対応
◦危険個所の発見・修理
◦生活事故の予防
３ 質の高いサービスの提供

◦施設サービス計画書の充実
◦不適切ケア防止への取り組み
◦専門知識の習得と実践
◦家族会との連携

４ 地域との交流・連携・貢献
◦学生やボランティア等の協力による地域交流の促進
◦施設が有する能力や機能を活かした地域貢献の実施
５ 情報提供・相談・苦情への対応

◦相談・要望・苦情への迅速かつ丁寧な対応
◦広報等の発行による情報提供
６ 人材確保・育成・定着

◦職場体験など小中学生の福祉教育への協力
◦高校への授業協力を通じた福祉の職場への理解促進
◦エルダー制度による職員が安心して働くことができる職場環境づ

くり
◦腰痛対策など職場環境の改善による人材の確保と定着
◦算定要件を遵守した処遇改善の実施

「地域とともに健やかに」を保育理念とした保育サービスを実践しました保育所受託運営事業
１ 保育所保育業務

◦保育理念に基づいた保育サービスの実施
２ 健康及び安全

◦看護師等の専門性を活かした児童の健康増進
◦安全に対する取組み（所内点検、避難訓練等）の実施
３ 子育て支援

◦子育て講演会や保育所一般開放日の個人面談・育児相談の実施
◦広報等における情報発信
◦延長保育事業の実施　

【三刀屋保育所】
 ◦病児保育事業の実施

【掛合保育所】
 ◦子育て支援センター・ファミリーサポートセンターの運営
 ◦一時預かり事業・病児保育事業の実施
４ 保護者との連携

◦保護者との連携による行事等の実施及び信頼関係の構築

５ 職員の質の向上
◦研修計画に基づく研修の実施及び機会の確保
６ 小・中・高との連携

◦小学校等との情報交換や連携活動の実
施

◦就学への支援
７ 地域との連携　

◦地域の方との交流や支援を得た活動の
推進

◦実習生や高校生ボランティアの受入れ
８ 保育に関する評価

◦職員の自己評価及び面談の実施
◦保育所運営協議会による保護者アン

ケートの実施
◦全職員による保育所評価の実施

雲南市との協働により、地域住民の保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援
しました地域包括支援センター事業

１ 総合相談支援業務　
◦高齢者の心身の状況や家庭環境等の実態把握
◦様々なニーズへの改善・解決に向けた総合相談の実施
◦関係機関とのネットワーク構築
２ 権利擁護業務
　◦成年後見制度への対応
　◦高齢者虐待（疑い含む）への対応　
３ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

◦包括的・継続的ケアマネジント体制の構築
◦介護支援専門員等に対する支援
４ 介護予防ケアマネジメント業務・指定介護予防支援業務

◦介護予防ケアマネジメント業務及び指定介護予防支援業務の実施
◦雲南広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の実施
５ 地域ケア会議の開催及び参画

◦個別支援型地域ケア会議の開催
◦自立支援型及び日常生活圏域型地域ケア会議への参画

６ その他　関係機関との連携等
◦運営推進会議への参画
◦職員の資質向上を目的とした各種研修会の受講
◦実習生の受け入れによる専門職人材の育成支援
◦各種関係会議等への参画

詳しくはホームページをご覧ください。 http://unnanshakyo.jp

▲�保護者さんの手作り
遊具で笑顔いっぱい

▲４月から新事務所でスタート
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令和２年度 決算概要令和２年度 決算概要

18億5,114万円決算
総額

収　入
（単位：千円）

支　出
（単位：千円）

貸　借　対　照　表
令和３年３月31日現在 � 　（単位 ： 円）

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 447,160,586 393,167,075 53,993,511 流動負債 91,302,048 87,496,915 3,805,133
 現金預金 300,985,416 248,086,108 52,899,308  事業未払金 48,284,944 46,493,159 1,791,785
 事業未収金 142,784,551 140,952,117 1,832,434  その他の未払金 1,210,000 0 1,210,000
 未収金 469,810 864,825 △ 395,015  預り金 79,020 26,535 52,485
 未収補助金 2,768,584 3,216,754 △ 448,170  職員預り金 3,906,078 3,885,887 20,191
 前払費用 152,225 153,080 △ 855  仮受金 454,680 334,564 120,116
 徴収不能引当金 0 △ 105,809 105,809  賞与引当金 37,367,326 36,756,770 610,556
固定資産 620,156,847 624,791,454 △ 4,634,607 固定負債 27,063,654 27,812,859 △ 749,205
基本財産 6,000,000 6,000,000 0  退職給付引当金 27,063,654 27,812,859 △ 749,205
 定期預金 6,000,000 6,000,000 0 負債の部合計 118,365,702 115,309,774 3,055,928
その他の固定資産 614,156,847 618,791,454 △ 4,634,607 純 資 産 の 部
 建物 1,248,452 1,627,852 △ 379,400 基本金 6,000,000 6,000,000 0
 構築物 6,084,164 7,138,294 △ 1,054,130  基本金 6,000,000 6,000,000 0
 機械及び装置 433,004 608,095 △ 175,091 基金 60,000,000 60,000,000 0
 車輌運搬具 4,829,707 5,158,844 △ 329,137  福祉基金 60,000,000 60,000,000 0
 器具及び備品 21,018,194 14,992,530 6,025,664 国庫補助金等特別積立金 5,859,215 3,468,905 2,390,310
 ソフトウェア 495,600 695,580 △ 199,980  国庫補助金等特別積立金 5,859,215 3,468,905 2,390,310
 長期貸付金 374,000 422,000 △ 48,000 その他の積立金 492,697,072 500,427,400 △ 7,730,328
 徴収不能引当金 △ 87,000 △ 92,000 5,000  財政調整積立金 5,500,000 4,000,000 1,500,000
 退職給付引当資産 27,063,654 27,812,859 △ 749,205  地域福祉事業積立金 24,882,110 29,112,438 △ 4,230,328
 福祉基金積立資産 60,000,000 60,000,000 0  備品等購入積立金 93,162,078 93,162,078 0
 財政調整積立資産 5,500,000 4,000,000 1,500,000  備品等購入準備積立金 115,456,000 120,456,000 △ 5,000,000
 地域福祉事業積立資産 24,882,110 29,112,438 △ 4,230,328  人件費積立金 173,696,884 173,696,884 0
 備品等購入積立資産 93,162,078 93,162,078 0  修繕費積立金 80,000,000 80,000,000 0
 備品等購入準備積立資産 115,456,000 120,456,000 △ 5,000,000 次期繰越活動増減差額 384,395,444 332,752,450 51,642,994
 人件費積立資産 173,696,884 173,696,884 0   次期繰越活動増減差額 384,395,444 332,752,450 51,642,994
 修繕費積立資産 80,000,000 80,000,000 0   （うち当期活動増減差額） 43,912,666 23,760,850 20,151,816

純資産の部合計 948,951,731 902,648,755 46,302,976
資産の部合計 1,067,317,433 1,017,958,529 49,358,904 負債及び純資産の部合計 1,067,317,433 1,017,958,529 49,358,904

※令和２年度決算・計算書類は、本会ホームページをご覧ください。

【令和２年度決算】

会費収入
10,867（0.59%）
寄付金収入
11,895（0.64%）

経常経費補助金収入
141,698（7.65%）

受託金収入受託金収入
369,523369,523

（19.96%）（19.96%）

貸付事業収入
338（0.02%）

事業収入
60,736（3.27%）

介護保険事業収入介護保険事業収入
845,454（45.67%）845,454（45.67%）

障害福祉サービス
等事業収入
33,999（1.84%）

受取利息
配当金収入
61（0.01%）

その他の収入
8,497（0.46%） 前期末支払資金残高前期末支払資金残高

342,533（18.50%）342,533（18.50%）

積立資産取崩収入
21,973（1.19%）

施設整備等
補助金収入
3,563（0.19%）

人件費支出人件費支出
1,091,4801,091,480
（58.96%）（58.96%）

事業費支出
233,037（12.59%）

当期末支払資金残高当期末支払資金残高
393,226（21.24%）393,226（21.24%）

積立資産支出
13,494（0.73%）

固定資産取得支出
11,839（0.64%）

利用者負担軽減額
639（0.03%）

徴収不能額
106（0.01%）

負担金支出
3,277（0.18%）

助成金支出
15,583（0.84%）

貸付事業支出
290（0.02%）

事務費支出
88,166（4.76%）
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新役員の紹介新役員の紹介

理事14名
と

監事３名
【敬称略】

【任 期】�令和３年６月の定時評議員会の終結の時～令和５年６月に
開催される定時評議員会の終結の時まで

この度、任期満了による役員改選で次の皆様が役員に就任、
会長には秦 和夫理事が再任されました。

渡部 弘明
（加茂町）

副会長

大場 　篤
（吉田町）

副会長

片寄 　功
（社会福祉事業の経営に
関する識見を有する者）

常務理事

井田 幸子
（大東町）

理　事

驗馬 重弘
（木次町）

理　事

多田納 崇道
（かも福祉会常務理事）

理　事

錦織 君子
（ボランティア団体

の代表者）

理　事

若林 万里子
（えがおの里施設長）

理　事

朝山 　哲
（社会福祉事業について

識見を有する者）

代表監事

山根 彰夫
（財務管理に識見を

有する者）

監　事

勝部 一朗
（社会福祉事業について

識見を有する者）

監　事

石田 礼子
（三刀屋町）

理　事

松村 千弘
（掛合町）

理　事

朝日 照男
（市民児協会長）

理　事

狩野 明芳
（市健康福祉部長）

理　事

加藤 一郎
（市地域自主組織
連絡協議会会長）

理　事

就任の挨拶　会 長　秦　 和 夫   
　この度任期満了に伴う本会役員の改選におきまして、
理事の皆様のご推挙とご賛同を賜り、引き続き雲南市社
会福祉協議会会長という要職をお受けすることになりま
した。微力ではございますが、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。
　令和３年度においては、まず「雲南市地域包括支援セ
ンター」事務所を市役所本庁舎内から本会事務所が入る
三刀屋健康福祉センターへ移転いたしました。これまで
の本会地域福祉事業の三本柱である「福祉のまちづくり
促進センター」、「権利擁護センター」、「生活支援・相談
センター」とは特に密接な連携のもとに、より効果的な
事業展開を図ります。

　次に、雲南市における「生活支援体制整備事業」の
見直しにより、「市」と「社協」それぞれに第１層の生活
支援コーディネーターを専任職員として配置し、車の両輪
としての機能が発揮できるよう新たにスタートいたしまし
た。これは「地域自主組織福祉部」と連携した地域福
祉活動をはじめ雲南市における地域包括ケアシステム構
築に関わる一連の流れの中では大きな役割を担うものと
認識しております。
　本会の経営理念“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”のもと、役職員が一丸となって
皆様の信頼と期待に応えるべく努力をいたして参ります。
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。

　令和２年度も多くの皆様から「香典（玉串料）返し」「見
舞返し」「一般寄附」等のご寄附をお寄せいただきました。
　皆様からの温かいご支援に役職員一同心より感謝申し
上げます。
　お寄せいただいたご寄附は、地域の皆様とともに育む
福祉事業に大切に使わせていただきます。
　今後とも“福祉のふるさとづくり”へのご理解ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

10,920,16510,920,165 円円令和２年度の
ご寄附の額

（物品寄附・指定寄付を除く）

令和２年度事業　寄附金の使途
【令和元年度寄附金充当額：11,972千円】

多くの皆様からご寄附をいただき
　　　　 　ありがとうございました

法人運営事業法人運営事業
5,499（45.93％）5,499（45.93％）地区福祉委員会地区福祉委員会

活動助成事業活動助成事業
4,768（39.83％）4,768（39.83％）

広報発行啓発事業
456（3.80％）

団体等助成事業 209（1.75％）
地域福祉活動計画策定事業 324（2.70％）福祉教育推進事業

20（0.17％）

地域福祉情報発信事業 40（0.33％）
ボランティアセンター事業 65（0.54％）住民参加型福祉事業 500（4.18％）

配食サービス事業
3（0.03％）

地区福祉委員会
活動サポート事業
88（0.74％）

秦　 和夫
（学識経験者）

会　長
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社会福祉法人雲南市社会福祉協議会　評議員名簿

　市外局番（0854）
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

　市外局番（0854）
小規模多機能型居宅介護事業ふれあいセンター ��TEL 62-1061
特別養護老人ホーム えがおの里 ��������TEL 62-1811
三刀屋保育所 ����������������� TEL 45-2651
認定こども園掛合保育所 ������������ TEL 62-9900
地域包括支援センター�������������TEL 47-7799

選出区分 氏　　名 役　職　等

社会福祉事業を経営する団
体の役職員

梅　木　郁　夫 社会福祉法人有隣会　苑長　

高　橋　邦　明 社会福祉法人仁寿会　施設長

曽　田　誠　二 社会福祉法人雲南広域福祉会　事務局長

白　根　康　久 社会福祉法人愛耕福祉会　理事長

ボランティア団体代表者
曽　田　隆　教 生活支援互助ネットけあきの会　会長

田　中　節　子 コープおたがいさま雲南　代表

地域の代表者
津和野　基　己 島根県農業協同組合雲南地区本部　統括部長

小　林　健　治 雲南市商工会　事務局長

舟　木　　　清 雲南市地域自主組織連絡協議会　副会長

社会福祉事業について学識
経験を有する者

多　賀　静　香 雲南市民生児童委員協議会　副会長

河　瀬　　　強 司法書士河瀬事務所

坂　本　武　男 雲南市人権センター　所長

利用者の家族の代表者及び
福祉団体代表者

影　山　忠　夫 雲南市老人クラブ連合会　会長

松　本　廣　志 雲南市身障者協会　会長

藤　崎　幹　夫 雲南市手をつなぐ育成会　会長

広　野　正　生 雲南市母子会　会長

岡　田　康　弘 えがおの里家族会　会長

地域の福祉関係者

錦　織　　　忍 海潮地区振興会　会長

高　木　千　織 加茂まちづくり協議会　地域福祉推進員

吉　岡　政　夫 新市いきいき会　福祉部員

高　尾　枝　理 雲見の里いいし　地域福祉推進員

柳　楽　俊　史 田井地区振興協議会　地域福祉部長

石　飛　由美子 掛合地区民生児童委員協議会　主任児童委員代表

関係の行政機関
中　村　辰　眞 雲南市議会教育民生常任委員長

太　田　多美子 雲南市教育委員会教育長職務代理者

新評議員の紹介新評議員の紹介
この度、任期満了による評議員の改選で次の25名の
皆様が新評議員に就任されました。【敬称略】

【任 期】
令和３年６月の定時評議員会の終結の時～令和７年
６月に開催される定時評議員会の終結の時まで


