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　介護予防はつらつは、人生100年時代を
豊かに暮らし続けられるよう健康寿命を延ばすための取り組みを行っています。

健康寿命の３つの柱�������������������������������

①運　　動　理学療法士・作業療法士が考えた、転ばない体
づくりと認知症予防のために無理なく楽しみな
がらできる運動やレクリエーションに取り組ん
でいます。

②栄　　養　栄養士・歯科衛生士・言語聴覚士により、美味
しく食べて健康で暮らせるよう栄養のバランス
や歯磨き、食事にむせないための取り組みを
行っています。

③社会参加　いつまでも健康で社会に参加できるよう、看護
師による健康観察や医師との対話をとおして病
気を予防できるよう取り組んでいます。

　
スタッフ一同、皆様の健康な暮らしを応援しています。

　見学だけでも大丈夫です。出かけてみませんか。

相談先　雲南市社会福祉協議会在宅福祉部・各支所
申請先　雲南市地域包括支援センター

大 東大 東
栄養指導
栄養指導

加 茂加 茂
元気はつらつ元気はつらつ

体操体操

吉田・掛合
吉田・掛合手芸・工作
手芸・工作

三刀屋三刀屋
笹巻作り笹巻作り

みんなで　元気　はつらつ

木 次木 次
地域交流地域交流
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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るために、一人ひとりの暮らしに寄り添う高品質な
在宅ケア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 感染症や災害への対応強化
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

組織を継続し成長させていくために、法人の全体最適に向けたマネジメントを戦略的に推
進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（統治）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 労働管理に関する業務

◦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２期中期経営計画の推進
◦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）
◦苦情解決体制の整備
◦災害時対応体制の整備（雲南市災害救援ボランティアセンターの

開設・運営）
◦指定管理施設の管理運営

７ 式典及び行事に関する業務
◦雲南市や各関係機関等との共催による式典及び行事の開催

８ 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
◦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
９ 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

誰もが安心して暮らし続けられる地域をつくるために、地域を基盤としたソーシャル
ワークを包括的に実践しました地域福祉事業

１ 総合相談体制の充実
◦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【地域生活支援】
◦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 ( 共育 ) 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 

▲郵便による見守り・声がけの様子

▲理学療法士（右）と言語療法士によるリハビリの様子
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令和３年度令和３年度令和３年度令和３年度
一人ひとりの心安らぐ住まいであるために、その人らしい生き方・生活を尊重した施設
ケア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
◦広報等の発行及び YouTube 作成による情報提供

６ 人材確保・育成・定着 
◦職場体験など小中学校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
◦エルダー制度により職員が安心して働くことのできる職場環境づ

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

地域でその人らしく安心して生活できるために、一人ひとりに必要な包括的な支
援を多職種連携で実施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・継続的ケアマネジメント体制の構築
◦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育成支援
◦各種関係会議等への参画

地域とともに健やかに育つ子どもを支えていくために一人ひとりの最善の利益を
尊重し、地域を活かした保育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 職員同士の質の向上　
◦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　
◦小学校等関係機関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を推進
◦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

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

▲いつもお世話になっております

▲ 「ちょうだい」「どうぞ」お友だちとの
関わりで優しい心を育んでいきます
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令和３年度 決算概要令和３年度 決算概要
貸　借　対　照　表

令和４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 465,503,862 447,160,586 18,343,276 流動負債 109,270,876 91,302,048 17,968,828
 現金預金 326,337,783 300,985,416 25,352,367  事業未払金 48,958,227 48,284,944 673,283
 事業未収金 136,220,734 142,784,551 △ 6,563,817  その他の未払金 265,936 1,210,000 △ 944,064
 未収金 489,925 469,810 20,115  預り金 58,615 79,020 △ 20,405
 未収補助金 2,449,260 2,768,584 △ 319,324  職員預り金 3,984,313 3,906,078 78,235
 前払費用 6,160 152,225 △ 146,065  仮受金 730,835 454,680 276,155
固定資産 627,665,426 620,156,847 7,508,579  賞与引当金 55,272,950 37,367,326 17,905,624
基本財産 6,000,000 6,000,000 0 固定負債 23,842,566 27,063,654 △ 3,221,088
 定期預金 6,000,000 6,000,000 0  退職給付引当金 23,842,566 27,063,654 △ 3,221,088
その他の固定資産 621,665,426 614,156,847 7,508,579 負債の部合計 133,113,442 118,365,702 14,747,740
 建物 345,800 1,248,452 △ 902,652 純  資  産  の  部
 構築物 5,030,034 6,084,164 △ 1,054,130 基本金 6,000,000 6,000,000 0
 機械及び装置 284,056 433,004 △ 148,948  基本金 6,000,000 6,000,000 0
 車輌運搬具 2,927,220 4,829,707 △ 1,902,487 基金 60,000,000 60,000,000 0
 器具及び備品 18,011,986 21,018,194 △ 3,006,208  福祉基金 60,000,000 60,000,000 0
 ソフトウェア 1,459,361 495,600 963,761 国庫補助金等特別積立金 4,029,898 5,859,215 △ 1,829,317
 長期貸付金 162,000 374,000 △ 212,000  国庫補助金等特別積立金 4,029,898 5,859,215 △ 1,829,317
 徴収不能引当金 △ 93,000 △ 87,000 △ 6,000 その他の積立金 509,695,403 492,697,072 16,998,331
 退職給付引当資産 23,842,566 27,063,654 △ 3,221,088  財政調整積立金 7,500,000 5,500,000 2,000,000
 福祉基金積立資産 60,000,000 60,000,000 0  地域福祉事業積立金 29,841,441 24,882,110 4,959,331
 財政調整積立資産 7,500,000 5,500,000 2,000,000  備品等購入積立金 94,701,078 93,162,078 1,539,000
 地域福祉事業積立資産 29,841,441 24,882,110 4,959,331  備品等購入準備積立金 113,956,000 115,456,000 △ 1,500,000
 備品等購入積立資産 94,701,078 93,162,078 1,539,000  人件費積立金 173,696,884 173,696,884 0
 備品等購入準備積立資産 113,956,000 115,456,000 △ 1,500,000  修繕費積立金 90,000,000 80,000,000 10,000,000
 人件費積立資産 173,696,884 173,696,884 0 次期繰越活動増減差額 380,330,545 384,395,444 △ 4,064,899
 修繕費積立資産 90,000,000 80,000,000 10,000,000  次期繰越活動増減差額 380,330,545 384,395,444 △ 4,064,899

 （うち当期活動増減差額） 12,933,432 43,912,666 △ 30,979,234
純資産の部合計 960,055,846 948,951,731 11,104,115

資産の部合計 1,093,169,288 1,067,317,433 25,851,855 負債及び純資産の部合計 1,093,169,288 1,067,317,433 25,851,855

18億9,848万1千円決算
総額

収　入
（単位：千円）

支　出
（単位：千円）

※令和３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３年度決算】

会費収入
10,766（0.57%） 寄付金収入

11,407（0.60%）
経常経費補助金収入
143,119（7.54%）

受託金収入受託金収入
377,638377,638

（19.89%）（19.89%）

貸付事業収入
572（0.03%）

事業収入
62,271（3.28%）

負担金収入
104（0.01%）

介護保険事業収入介護保険事業収入
846,965（44.61%）846,965（44.61%）

障害福祉サービス等
事業収入
30,077（1.58%）

受取利息
配当金収入
39（0.01%）

その他の収入
6,192（0.32%） 前期末支払資金残高前期末支払資金残高

393,226（20.71%）393,226（20.71%）

積立資産取崩収入
16,105（0.85%）

人件費支出人件費支出
1,111,3831,111,383
（58.54%）（58.54%）

事業費支出
234,837（12.37%）

当期末支払資金残高当期末支払資金残高
411,506（21.68%）411,506（21.68%）

積立資産支出
29,882（1.57%）

固定資産取得支出
4,099（0.22%）

利用者負担軽減額
607（0.03%）

その他の支出
11（0.01%）

負担金支出
3,901（0.20%）

助成金支出
15,373（0.81%）

貸付事業支出
360（0.02%）

事務費支出
86,522（4.55%）
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　今回の地域のお宝は、加茂町「ふれあいの丘」でグラウンドゴルフを楽しむ
グループにお話しを伺いましたので紹介します。
　『一昨年の新型コロナウイルス感染症拡大により地域住民が集まる機会が
減ったことから、＂つながる場＂ をつくりたいとの思いで、同じ自治会の方に
声掛けをして、週一回のグラウンドゴルフを始めました。
　この場が「健康づくり」や「ストレス解消」などの場となっており、誰もが楽
しみにしています。プレーの途中では、ティータイムをとっており「情報交換の

場」にもなっていま
す。中止や欠席の連
絡は、グループＬＩＮＥで連絡を取り合っていま
す。「自分が楽しくないと長続きしない！」ことだ
と思います。』
　この活動を、皆さんと確認し合ったところ、図
に示したようにたくさんの意義がありました。一
人ひとりが＂楽しさ＂ を実感されているから、続
いていると思います。
　まさに、継続は力なりですね。

　５月20日に三刀屋健康福祉センターで、市内５つのライオンズクラブ（大東、木次、三刀屋、加茂島根、
掛合）と雲南市社協による「災害時におけるボランティア支援に関する協定」の調印式が行われました。
　調印式では、ライオンズクラブを代表して木次ライオンズクラブ足野隆二会長が「私たちの思いを一つに

社協と連携し、力を合わせて支援体制を築
いていきたい。」と思いを述べられました。
秦和夫社協会長は「皆様との協定により支
援体制を充実できることを心強く思う。本
日を契機に一層連携を密にして福祉向上を
図りたい。」と決意を述べました。
　この協定では、災害時に雲南市社協が災
害ボランティアセンターを設置した場合
に、その運営が効果的に実施できるよう、
ライオンズクラブがその運営を支援するこ
となどが盛り込まれています。

加茂町で

宝宝
地地域域のの
おお

 地域のお宝とは 　地域の中には「普段の暮らしの中で気にかけ合う関係」があり、
また「見守り活動」「サロン活動」とは呼ばれていないけど、皆が無意識に行ってい
る大切な「支え合い活動（つながり）＝＂お宝＂」を言います。そして、この ＂お宝＂
には、大きな意味と価値が含まれています。

ライオンズクラブと災害時の支援に関する協定を締結しましたライオンズクラブと災害時の支援に関する協定を締結しました

「日頃の暮らしに大切なつながり」

地域のお宝の情報がありましたら、地域福祉部（担当：藤原）または右記QRコード（二次元コード）
までご連絡をお待ちしています。

（図）

居場所
つどいの場

見守り 交流

健康づくり

困りごとの
相談

情報交換

見守られ

活動の意義

認知症予防

安否確認

調印式に参加された皆さん

▲グラウンドゴルフの様子



ボランティアセンター通信

6雲南市社協だより

　６月14日、三刀屋高校掛合分校３年生を対象に「ボランティア活動の素晴らしさ」について学び合いました。
　当日は、三刀屋絵手紙ボランティアの会 小林和子さんと山陰絵手紙の会 貞岡妙子さんを講師にお招きしました。
　小林さんから「ボランティアの＂やりがい＂」についてお話をいただきその後、貞岡さんから絵手紙の心得
や筆の持ち方などを教えてもらい、生徒の皆さんは、実際に絵手紙に挑戦されました。
　講師のお二人は、「自分の好きなこと・得意なことを通して誰かに喜んでもらっていることが嬉しい」「自身
の物忘れ予防になっている」「仲間づくりやつながりの輪が広がった」と話されました。
　生徒さんからは、「難しかったけど、楽しかった」「絵手紙を通じて喜んでもらえるとわかった」「また、やっ
てみたい」等多くの感想をいただきました。
　作成された絵手紙は、雲南市社会福祉協議会を通じ掛合町の一人暮らし高齢者にお届けします。

　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

ご寄贈ありがとうございましたご寄贈ありがとうございました
（令和４年６月受付分まで）

「介護予防はつらつ大東」へ　ラジカセ本体・CD� � 岩田　英俊 様
「大東介護事業所」へ　シルバーカー2台������� 上代　町子 様
「大東介護事業所」へ　古布������������ 清田婦人部 様
「えがおの里」へ　アルミ自走車椅子�������� 渡部　伸広 様

雲南市ボランティアセンターでは、「あなたのやってみたい！」を応援します。ぜひ、地域福祉部までご連絡をお待ちしています。

新評議員の紹介新評議員の紹介
この度、選出機関の役員交代に伴い、下記のとおり
評議員に就任されました。（敬称略）

【任 期】　令和７年６月定時評議員会の終結時まで

小　林　　　功　社会福祉法人雲南広域福祉会　事務局長
杉　原　律　雄　雲南市商工会　事務局長

その2 ボランティアの素晴らしさ
～三刀屋高等学校 掛合分校 ボランティア研修～

　令和３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。

10,816,61310,816,613 円円令和３年度の
ご寄附の額

（物品寄附・指定寄付を除く）

令和3年度事業　寄附金の使途
【令和２年度寄附金充当額　8,674千円】

多くの皆様からのご寄附を
ありがとうございました

法人運営事業法人運営事業
3,010（34.70%）3,010（34.70%）

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（54.97%）4,768（54.97%）

広報発行啓発事業
490（5.65%）

団体等助成事業
209（2.41%）

福祉教育推進事業 7（0.08%）

ボランティアセンター事業 94（1.08%）
地域福祉情報発信事業 23（0.27%）

生活支援活動
強化方針推進事業
13（0.15%）

地区福祉委員会
活動サポート事業
60（0.69%）

　ご協力をいただきました皆様に御礼を申し上げます。
ウクライナ人道危機救援金へのお礼ウクライナ人道危機救援金へのお礼

　なお、集まった救援金
は日本赤十字社の指定の
口座に送金し、日本赤十
字社において、ウクライ
ナ国内および周辺国の救
援活動の支援に活用させ
ていただきます。 三刀屋高校ＪＲＣ部三刀屋高校ＪＲＣ部

※このボランティア研修会は、日本郵政の「手紙ワークショップ事業」により絵手紙セットを借用し、実施しました。※このボランティア研修会は、日本郵政の「手紙ワークショップ事業」により絵手紙セットを借用し、実施しました。
小林和子さん 貞岡妙子さん

（単位：千円）

絵手紙に挑戦する生徒さん


