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法人運営事業・地域福祉推進事業 法人運営事業・地域福祉推進事業 
�会　費：2,015,400円 
�寄付金：2,139,000円 
�理事会・評議員会・各種委員会の開催 
�広報誌「こころ」年６回発行 
�ホームページ運営 
�社会福祉法人等連絡会の運営 など 

�新生児誕生祝事業 
�小中学校入学卒業祝品贈呈事業 
�ひとり親家庭入学 
�卒業準備金支援事業 

各種団体支援・助成事業推進 各種団体支援・助成事業推進 

高齢者福祉推進事業 高齢者福祉推進事業 

児童福祉推進事業 児童福祉推進事業 

�75歳以上ひとり暮らし者歳末訪問 
�おでかけ支援事業 
�敬老祝い品贈呈事業 など 

地域の「臨時的、短期的な作業の請け負い 
�除草作業　�除雪作業 
�障子の張替作業 など 

シルバー人材センター事業 シルバー人材センター事業 

�総合相談窓口「くらしの相談所みさと」
の運営 

�生活困窮者自立支援事業 
�フードバンクの推進 
�生活福祉資金・民生融金等の貸付事業 
�法人後見人等受任事業 
�日常生活自立支援事業 など 

福祉相談や権利擁護事業 福祉相談や権利擁護事業 

令和2年度 
美郷町社会福祉協議会 

■法人本部事業 

居宅介護支援事業 居宅介護支援事業 

通所介護事業 通所介護事業 

訪問介護事業 訪問介護事業 

■介護保険事業 

�あいサポート運動の推進 

障がい児者福祉推進事業 障がい児者福祉推進事業 �連合自治会や地域社協の活動支援 
�民生児童委員協議会や老人クラブ連合会
の活動支援 

�新たな支え合いファンド事業 

事業報告及び決算 

利用者が住み慣れた地域で生活が継続できるよう、介護保険サービス
を計画し、日常生活を支援しました。 
�介護保険事業　�介護保険予防事業　�総合事業 

利用者の在宅生活を支える主要な事業として、信頼と安心を届けられるよう、
利用者の立場を尊重したサービス提供に努めました。 
�介護保険事業　�介護予防、日常生活支援総合事業　�障害福祉サービス事業　 
�訪問型サービスＡ事業 

住み慣れた地域で利用者、家族の意向に沿った暮らしを実現するために、新
型コロナウイスル感染症対策にも留意しながら、潜在的ニーズを把握し、必要とされるサービス
の提供に努めました。 
�介護保険事業　�介護予防、日常生活支援総合事業　�「食」の自立支援事業 
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■令和2年度決算額 収入総額  212,461,191円 
法人本部事業 
77,580,086円 

居宅介護支援事業 12,557,178

訪問介護事業 
42,026,717円 

通所介護事業 
80,297,210円 

支出総額  151,185,272円 
法人本部事業 
57,833,461円 

居宅介護支援事業 11,713,449

訪問介護事業 
31,175,216円 

通所介護事業 
50,463,146円 

収支差額 
法人本部事業 居宅介護支援事業 訪問介護事業 通所介護事業 計 

19,746,625円 843,729円 10,851,501円 29,834,064円 61,275,919円 
※前期末支払資金残高含む 

自由な活動応援事業 自由な活動応援事業 自由な活動応援事業 

社協まちあい室のご案内 社協まちあい室のご案内 社協まちあい室のご案内 
美郷町内では新型コロナウイルス感染症予防のため、居住地域の児童クラブの利用が原則となっています。
また、スポーツクラブや習い事などの理由で放課後、学校に残ることも禁止されています。そのため、児
童クラブを利用できない児童のみなさんを対象に、保護者のお迎えまでの間、安心安全に過ごすことがで
きるよう、社協の部屋を社協まちあい室として開放しています。宿題、屋内で出来る遊びを中心に活動し
ます。 
利用に関しては申請書による事前登録制です。利用料はかかりませんが、保険料（800円／年）
が必要です。 
お迎えは保護者の方、もしくは代表保護者の方でお願いします。 
詳しい内容、登録は事務局（0855-75-1345）までご連絡ください。 

1．目的 
美郷町の住民が主体となって行う小地域グループ・
サロン・団体が参画し、身近な居場所として気軽
に参加・交流出来ることには、仲間づくり、見守り、
役割づくり等の効果がある。 
この事業は、以上のような目的・効果のある活
動に給付することにより、団体等の活性化（増員）・
地域づくりの向上に資することを目的とする。 
2．応援対象の要件 
美郷町の住民5名以上の民間グループ・民間団
体で、年間6回以上の活動を計画実施すること。 
3．応援金額 
応援金額は、5千円とする。（使途については限

定しない） 

4．事業実施期間 
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 

5．応援金の応募方法他 
所定の「申請書」に記入して社協に令和3年9
月30日迄に提出、精査の後、翌月に交付。 
事業実施期間後、所定の「報告書」を提出。 
※所定の「申請書」「報告書」はホームページから
ダウンロードいただ
くか、各交流セン
ター、社協に備えて
います。 

民生委員・児童委員活動強化週間に訪問活動を行いました 民生委員・児童委員活動強化週間に訪問活動を行いました 民生委員・児童委員活動強化週間に訪問活動を行いました 
5月12～18日は民生委員・児童委員活動強化週間でした。
主任児童委員はおおち保育園を訪問し、年長組のお子さんひ
とりひとりにＰＲカード入りのポケットティシュを手渡しま
した。 
民生委員・児童委員の活動を小さいお子さんから高齢の方
まで、多くの町民のみなさんに知っていただき、地域がより
良くなるよう今後も努めていきます。 
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老連グランドゴルフ交流会 老連グランドゴルフ交流会 老連グランドゴルフ交流会 
5月26日（水）防災公園で会員29名が参加して
グラウンドゴルフ交流会を行いました。 
昨年は、新型コロナの為、中止にしました。 
今年は、感染防止の為、開会式・閉会式を中止し
て競技中もマスクを着用して行いました。 
2年ぶりの交流会で、前回より半数程度少ない参
加でしたが、久しぶりの再会に喜んでおられました。 
この交流会の上位12名は、県大会に、上位24名は、
郡大会に出場していただきます。今回の優勝者は、
都賀西ときわ会の藤原英明さんでした。 

老連ペタンク交流会 老連ペタンク交流会 老連ペタンク交流会 
6月23日（水）都賀行交流センター研修室と体育
館で会員42名が参加してペタンク交流会を行いま
した。 
新型コロナ対策の為、会場を通常の半数の人数と
しして、2会場で行い、開閉会式も中止として開催
しました。 
久しぶりの再会に、喜んでおられ、近況報告やコ
ロナやワクチンの話題で話が弾んでいました。 
マスクを着用しての競技は、暑くさと息苦しさで、
大変だったと思いますが、とても楽しんでおられま
した。 
この交流会の優勝は、ときわ会赤チーム（都賀西）
で、準優勝は、粕渕チーム、第3位は、明老会青チー
ム（都賀行）でした。 

美郷町内で撮影された写真を募集します。ご応募いただいた写真は『こころ』にて掲載させて頂きます。 
撮影対象や時代、テーマは自由です。ご応募をお待ちしております。 

福祉・保育の就職フェアしまねにお越しください！ 福祉・保育の就職フェアしまねにお越しください！ 福祉・保育の就職フェアしまねにお越しください！ 

浜田会場 
場所：いわみーる 体育館・101・102研修室 
日時：令和3年8月12日（木） 

13:30～15:30（受付13:00～） 

期日・会場 

�事業所PRコーナー（動画配信） 
�事業所による就職面談コーナー 
�就職支援機関等による個別相談コーナー 
�福祉の仕事説明（福祉人材センターブースにて） 
※参加無料、事前申込必要。 

内　容 

令和3年7月1日に島根県福祉人材センターホームページに掲載します。 申込方法 

問い合わせ先 
社会福祉法人 島根県社会福祉協議会（島根県福祉人材センター石見分室） 
電話：0855-24-9340　ホームページ https://www.shimane-fjc.com/
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敬老週間にあわせ、米寿（数え88歳）の方、ご夫婦で80歳をお迎えになられた方に対し、お祝い品を贈
呈しています。社協が商品券や生活用品などを独自でセレクトしたカタログを作成し、お好きな物をお選
び頂いています。中にはご夫婦でのデート企画もあり、ご夫婦で久々のデートをしたと、ご好評いただい
ています。
皆様のご長寿を心からお祝いし、今後のご健康をお祈り申し上げます。 

敬老お祝い事業 シリーズ シリーズ シリーズ 第10回 

【賞味期限の目安】 
お茶やジュース缶は1年。ペットボトルは9カ月。ペットボトルには微妙に空気が入るので短い。 

【CDの最長録音時間】 
74分42秒以下。ベートベンの第九が録音できる長さ。

【打ち合わせの語源】 
楽器を打って音を合わせる。前もって意見を合わせる。 

社協って何しとるん？ 社協って何しとるん？ 社協って何しとるん？ 

前回の 
解答 

問題 
マッチ棒8本を使って、 
二つの椅子を作りました。 
では、マッチ棒を2本動かして 
椅子を重ねてください。 

やってみよう!やってみよう! 次の漢字の読み方を 
答えてください。 

①弁える 
②託ける 
③論う 
④捌く 
⑤扱く 

わきま える 
かこつ ける 
あげつら う 
さば く 
しご く 

（答） 
........ 

........ 

............. 

............. 

.............

毎年、12月の第1日曜日に開催しておりました、歳末チャリティーショーについて、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止いたします。
何卒、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。 

歳末チャリティーショー中止のお知らせ 

■8・9月の予定 
行　事 日にち 

8月 

くらしの法律相談（保健福祉センター） 8月10日（火） 

おでかけ支援事業（粕渕・沢谷・都賀本郷・長藤） 8月16日（月） 

おでかけ支援事業（浜原・地頭所・港・小谷・都賀西・上野） 8月17日（火） 

おでかけ支援事業（潮・曲利・都賀行） 8月19日（木） 

行　事 日にち 

9月 

くらしの法律相談（保健福祉センター） 9月14日（火） 

おでかけ支援事業（都賀西・上野） 9月14日（火） 

おでかけ支援事業（粕渕） 9月15日（水） 

おでかけ支援事業（沢谷・地頭所・港・小谷・都賀本郷・長藤） 9月16日（木） 

おでかけ支援事業（浜原・潮・曲利・都賀行） 9月17日（金） 
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