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令和２年度  

明日香村社会福祉協議会  社会福祉事業会計  事業報告  

  

Ⅰ 概要 

  

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症が大きく社会を変貌させていく中で、本

会の福祉活動も介護事業を中心に多大な影響を受けました。結果、さまざまな事業が

自粛しなければならなくなり、令和３年度の事業計画においても事業内容の大幅な見

直しや事業の廃止を余儀なくされました。 

 このような状況の中で、新しい取り組みとして１１月に『明日香村フードパントリ

ー事業』を実施し、各方面から反響がありました。特に子育て世帯からの申込みが多

くあり、本会が困りごとの総合相談窓口であることの周知につながった事業であった

と思われます。 

 最後に、新型コロナウイルス感染症のため、例年にないことがたくさん起こった年

度でしたが、従前のさまざまな事業を展開するにあたり、多くの関係機関・団体との

連携と共働のもと、以下のとおり実施しました。 

  

  

Ⅱ 実施事業及びその内容 

  

 １．法人運営事業 

 （１）理事会・評議員会等の開催 

     定期的に理事会等を開催し、また同意書等で提案事項を協議、検討を図り 

    ました。 

  

  ＜理事会の開催状況＞ 

   【第１回】同意書並びに異議確認書にて 

    議決日 令和２年５月２９日 

    ・副会長の選任（案）について 

    ・令和元年度 社会福祉事業会計 事業報告について 

    ・令和元年度 社会福祉事業会計 収支決算について 

    ・定時評議員会への提案について 

    ・評議員選任候補者（案）の推薦について 

    ・評議員選任・解任委員会の開催日程及び場所（案）について 

  

   【第２回】同意書並びに異議確認書にて 

    議決日 令和２年７月９日 

    ・理事選任候補者（案）の推薦について 
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   【第３回】同意書並びに異議確認書にて 

    議決日 令和３年２月５日 

    ・短期運営資金借入金の借入（案）について 

    ・令和２年度 社会福祉事業会計 補正予算（第１号）（案）について 

    ・役員報酬等支給規程の一部改正（案）について 

    ・評議員会への提案について 

    ・評議員選任候補者（案）の推薦について 

    ・評議員選任・解任委員会の開催日程及び場所（案）について 

  

   【第４回】開催日 令和３年３月１６日 

    ・令和２年度 社会福祉事業会計 補正予算（第２号）（案）について 

    ・令和３年度 社会福祉事業会計 事業計画（案）について 

    ・令和３年度 社会福祉事業会計 収支予算（案）について 

    ・理事選任候補者（案）の推薦について 

    ・評議員会の開催日程、開催場所及び議題について 

  

  ＜評議員会の開催状況＞ 

   【第１回 定時評議員会】同意書にて 

    決議日 令和２年６月２２日 

    ・令和元年度 社会福祉事業会計 事業報告について 

    ・令和元年度 社会福祉事業会計 収支決算について 

  

   【第２回】同意書にて 

    決議日 令和２年７月２１日 

    ・理事の選任（案）について 

  

   【第３回】同意書にて 

    議決日 令和３年２月１９日 

    ・短期運営資金借入金の借入（案）について 

    ・令和２年度 社会福祉事業会計 補正予算（第１号）（案）について 

    ・役員報酬等支給規程の一部改正（案）について 

  

   【第４回】開催日 令和３年３月３０日 

    ・令和２年度 社会福祉事業会計 補正予算（第２号）（案）について 

    ・令和３年度 社会福祉事業会計 事業計画（案）について 

    ・令和３年度 社会福祉事業会計 収支予算（案）について 

    ・理事の選任（案）について 

  

  ＜三役会の開催状況＞ 

   【第１回】開催日 令和２年５月２６日 

    ・副会長の選任（案）について 
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    ・令和元年度 社会福祉事業会計 事業報告について 

    ・令和元年度 社会福祉事業会計 収支決算について 

    ・定時評議員会への提案について 

    ・評議員選任候補者（案）の推薦について 

    ・評議員選任・解任委員会の開催日程及び場所（案）について 

  

   【第２回】開催日 令和２年７月６日 

    ・理事選任候補者（案）の推薦について 

  

   【第３回】開催日 令和２年１０月２７日 

    ・令和２年度キャッシュフロー状況について 

    ・社協職員の労働環境について 

  

   【第４回】開催日 令和３年１月２６日 

    ・短期運営資金借入金の借入（案）について 

    ・令和２年度 社会福祉事業会計 補正予算（第１号）（案）について 

    ・役員報酬等支給規程の一部改正（案）について 

    ・評議員会への提案について 

    ・評議員選任候補者（案）の推薦について 

    ・評議員選任・解任委員会の開催日程及び場所（案）について 

  

   【第５回】開催日 令和３年３月１２日 

    ・令和２年度 社会福祉事業会計 補正予算（第２号）（案）について 

    ・令和３年度 社会福祉事業会計 事業計画（案）について 

    ・令和３年度 社会福祉事業会計 収支予算（案）について 

    ・理事選任候補者（案）の推薦について 

    ・評議員会の開催日程、開催場所及び議題について 

  

  ＜評議員選任・解任委員会の開催状況＞ 

   ・評議員の選任について 

    【第１回】開催日 令和２年６月１２日 

    【第２回】開催日 令和３年２月８日 

  

  ＜監事会の開催状況＞ 

   開催日 令和２年５月２０日 

   ・令和元年度 事業報告並びに社会福祉事業会計の収支決算における監査 

  

 （２）福祉の広報活動 

     村内の福祉に関する情報や社協の活動、また各地域におけるサロン活動等 

    を掲載した広報紙「社協だより あすか」を発行しました。 
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    ＜広報紙の発行部数＞ １４,４００部 

    ＜広報紙の発行回数＞ 年間 ６回 
  

 （３）社協会員の募集 

     各自治会総代のご協力のもと、個人会費 

    を納入していただきました。また、賛助会 

    費は社協の地域福祉活動について、ご理解 

    とご賛同をいただきました村内外の各事業 

    者等から、広く賛助会員を募りました。 
  

    ＜個人会員の状況＞ ・１,７５３世帯  ・総額 ８７６,５００円 

    ＜賛助会員の状況＞ ・６２会員     ・総額 ６２８,０００円 
  

 （４）寄附金等の募集 

  ＜寄附状況＞ ・寄附件数 ９件  ・寄附金総額 １,０８１,７８１円 
  

  寄附者一覧 

寄附年月日 寄附者（住所・氏名） 金 額 備 考 

令和２年 ４月１５日 明日香村婦人会    １０,０００円 文化祭バザーの売上

より 

令和２年 ６月２５日 匿名   １００,０００円 介護事業のために 

令和２年１１月２５日 匿名    ５０,０００円 地域福祉のために 

令和２年１２月１７日 匿名   １００,０００円 介護事業のために 

令和２年１２月２２日 

 

明日香村仏教団様 

 

  ５００,０００円 

 

歳末助け合い運動 

托鉢行脚の浄財より 

令和２年１２月２４日 橿原市・ 

特定非営利活動法人 飛鳥様 

   １０,０００円 地域福祉のために 

令和２年１２月２５日 匿名    １０,０００円 地域福祉のために 

令和３年 ２月１０日 匿名   ３００,０００円 地域福祉のために 

令和３年 ３月 ２日 明日香村身体障害者 

福祉協会 

    １,７８１円 地域福祉のために 

寄 附 金 合 計 １,０８１,７８１円  

  

  

 ２．地域福祉活動事業 

 （１）見守り配食事業 

     ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯等の見守りを目的に、民 

    生児童委員、配食ボランティアの協力のもと、手づくりお弁当を配りました。 
  

    ＜配食状況＞ 

     ・対象者 １１名／年間平均 

     ・配食日数 ２３日 

     ・配食総数 ２１３食 
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    ＜配食ボランティア＞ 

     ・実働のべ人数 ５７名／年間 

  

 （２）明日香村福祉タクシー基本料助成事業 

     重度の障がい者や通院及び買い物等での移動手 

    段に困窮している方々に社会参加への支援として、 

    福祉タクシーチケットを２４枚交付し、タクシー 

    の基本料金を助成しました。 
  

    ＜対象者＞ 

     ・身体障害者手帳１級・２級所持者（免許非保持者・返納者に限る） 

     ・療育手帳Ａ所持者 

     ・過去５年以内に運転免許証の自主返納等をした方（１年間に限る） 
  

    ＜チケット交付者数＞ 年間  ２４名 

    ＜チケット利用枚数＞ 年間 １５７枚 

  

 （３）生活福祉資金貸付事業 

     経済的な支援を必要とする方に生活資金を低金利で貸し付けを行うこと 

    により、生計を立て直すきっかけを促し、生活の再建へと導くための相談 

    支援を実施しました。また、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影 

    響による生活困窮者への緊急の特例貸付が多数ありました。 
  

    ＜貸付状況＞ 

     【特例貸付】（すべて令和２年度の新規の貸付：のべ４２件） 

     ・緊急小口資金       １５件 

     ・総合支援資金（初回貸付） １５件 

     ・総合支援資金（延長貸付）  ８件 

     ・総合支援資金（再貸付）   ４件 
  

     【その他】 

     ・緊急小口資金     １件（うち令和２年度の新規の貸付：１件） 

     ・教育支援資金     ２件（うち令和２年度の新規の貸付：０件） 

  

 （４）日常生活自立支援事業 

     軽度の知的障害や認知症により、自己判断能力に不安のある方に日常的 

    な金銭管理の支援として、金融機関への同行や自宅に届く郵便物の整理を 

    お手伝いする等の生活支援を行いました。 
  

    ＜契約状況＞ 

     ・利用者 ６名（うち令和２年度の新規利用者：０名） 

  

 （５）生活支援体制整備事業 

     誰もが住み慣れた地域で、いきいきと安心して暮らし続けるため、明日 
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    香村の風土にあった「地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。 

     令和２年度は、コロナ禍の中でサロン活動の継続が極めて困難な１年であ 

    ったため、３月末現在ではサロン活動実施地域は１３大字になりました。村 

    内住民のワクチンの接種が完了し、新型コロナウイルス感染症が収束するま 

    では、まだまだサロン活動の実施が困難であると思われます。 

     このような状況において、サロン活動を実施していくことの思いや悩みを 

    共有する場として、ネットワーク会議を開催し、令和３年度に向けての話し 

    合いを行いました。 

  

 （６）明日香村フードパントリー事業 

     新型コロナウイルス感染症拡大により、収入の減少や子育ての負担増加な 

    ど様々な影響を受けている世帯を支援するために、ご寄附いただいた野菜や 

    果物などの食料品を無償で提供しました。 

  

    ＜実施状況＞ 

     ・実施日 令和２年１１月２１日 

     ・申請件数 ６７世帯 
  

    ＜寄附協力団体＞ 

     ・明日香村農林商工祭実行委員会 【野菜・果物】 

     ・長谷工グループ総合地所（株） 【野菜】 
  

    ＜助成協力団体＞ 

     ・中央共同募金会（第２回フードバンク活動等応援助成より） 

      【米・調味料・備品の購入費用】 
  

    ＜活動協力団体＞ 

     ・ボランティア明日香 

     ・赤十字奉仕団（高市郡明日香村地区）【食料品の仕分け】 

  

 （７）買い物支援事業（プレ実施） 

     明日香村においても高齢化にともない、運転免許証の返納者、要介護者が 

    増加しています。このような買い物に出掛けることが困難な状況にある方を 

    支援するため、買い物支援事業を検討し、事業化に向けて実証実験を実施し 

    ました。令和２年度は『金かめ乗合交通』を活用して、総合政策課と連携を 

    とりながら、目的地のひとつであった吉野ストアを買い物支援場所に設定し 

    て実施しました。 

     

 日 時 参加人数 

第１回 １２／１７ 午後 １時３０分 ～ ３人 

第２回  ２／２５ 午後 １時３０分 ～ ３人 

第３回  ３／２５ 午前１０時００分 ～ ２人 
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 ３．居宅介護サービス等事業 

 （１）介護保険法によるサービス 

    ①訪問介護事業の実績 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 ９,６５５,０００円 １１,５４７,７７６円 

利用者数（年度末現在） ２１人 １８人 

新規契約者数 １３人 ８人 

のべ訪問日数 ２,０２０日 ２,４９１日 

のべ訪問時間 ２,１６４時間 ２,７７０時間 

  

    ②介護予防・日常生活支援総合事業【訪問型サービス】の実績 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 ２,７２７,７８８円 ３,１３３,７５０円 

利用者数（年度末現在） １０人 １４人 

新規契約者数 ３人 ３人 

のべ訪問日数 ８９８日 １,１４０日 

のべ訪問時間 ６７３時間 ８５８時間 

  

    ③地域密着型通所介護事業の実績 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 ５,３８０,２３１円 ５,６９２,４９７円 

利用者数（年度末現在） ８人 １４人 

新規契約者数 ３人 ２人 

年間のべ利用者数 １,０７７人 １,１３２人 

開所日数 ２５７日 ２５５日 

  

    ④介護予防・日常生活支援総合事業【通所型サービス】の実績 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 １,４８１,９４４円 １,９８９,９９４円 

利用者数（年度末現在） ６人 １６人 

新規契約者数 １人 ７人 

年間のべ利用者数 ４９２人 ６９０人 

開所日数 ２５７日 ２５５日 

  

    ⑤居宅介護支援事業の実績 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 ６,５５０,６８７円 ５,９７０,４６９円 

利用者数（年度末現在） ４６人 ４２人 

新規契約者数 １５人 １０人 

のべケアプラン作成件数 ５４７件 ５０４件 
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    ⑥予防介護支援事業の実績 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 １,２０３,０４０円 １,３６８,６５０円 

利用者数（年度末現在） ２１人 ２４人 

新規契約者数 ６人 ２人 

のべケアプラン作成件数 ２８４件 ３２５件 

  

 （２）障害者総合支援法によるサービス 

    ①障害者居宅介護事業の実績 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 ４,０６１,１０９円 ５,１６２,６４４円 

利用者数（年度末現在） １０人 １３人 

新規契約者数 １人 ０人 

のべ訪問日数 １,１９６日 １,４９７日 

のべ訪問時間 １,６０６時間 １,９６２時間 

  

    ②特定相談支援事業の実績 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 ３５４,２５１円 ２４４,０１７円 

利用者数（年度末現在） １１人 １０人 

新規契約者数 １人 ０人 

のべサービス等利用計画作成件数 ２２件 １０件 

  

    ③障害者移動支援事業の実績 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 ２５１,２００円 ２１８,７９０円 

利用者数（年度末現在） ８人 ６人 

新規契約者数 ３人 ０人 

のべ訪問日数 ９６日 ９３日 

のべ訪問時間 １３８時間 １１７時間 

  

 （３）移送サービス事業 【利用者＝要支援】 

    ※移送範囲は ①村内の医療機関、②近隣への買いもの 

項 目 令和２年度 令和元年度 

総収入 ２１６,４００円 ２７７,４００円 

契約者数（年度末現在） ３人 １４人 

新規契約者数 １件 ４件 

のべ送迎件数 １１３件 １４３件 
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 （４）一般介護予防事業 

     高齢者ができる限り介護状態にならないようにするため、介護予防にか 

    かる各種サービスを提供しました。 

  

    ①脳元気会 

      脳元気会は、認知症予防を目的として活動している自主グループで、 

     クロスワードパズルや短い文章を声に出して読み上げる教材と足し算、 

     引き算などの計算を行う教材を組み合わせて活用して、脳の活性化のト 

     レーニングをする活動支援をしました。 
  

    ②にこにこクッキング 

      栄養バランスをはじめ、骨粗しょう症、高血圧症、糖尿病等の生活習 

     慣病予防のための講座等をとおして、交流を図る活動を行っている自主 

     サークルに対して支援をしました。新型コロナウイルス感染症の影響で 

     調理実習は実施できませんでした。 

  

    自主活動支援  

内 容 開催期間 回数 のべ参加者数 

脳元気会  ６月～３月 ２０回 ２３７人 

にこにこクッキング ９月～１２月  ２回  １８人 

  

 （５）車椅子レンタル事業 

     外出時や在宅での介護等を行うため、車椅子を貸与しました。 

  

    ＜のべ貸与日数＞ ９日 

  

 （６）介護職員の育成 

     介護職員のスキル向上のための研修のほか、社会福祉士、介護福祉士、 

    介護支援専門員（ケアマネジャー）などの資格取得のための講座に積極的 

    に参加し、居宅介護・障害福祉事業の充実を図りました。 
  

    ＜資格取得の状況＞ 

     ・社会福祉士 １名  ・介護福祉士 １名 

  
  

 ４．募金配分金事業 

 （１）赤い羽根の共同募金運動事業 

     令和２年度の募金運動は、新型コロナウイ 

    ルス感染症の影響により、さまざまな制限の 

    中で実施しましたので、街頭募金については、 

    １０月１日に共同募金委員会の運営委員並び 

    に審査委員の少数にて密にならないように一 

    人ひとりが距離を保って行いました。その他、共同募金委員会が中心とな 
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    り、募金運動を村内で展開しました。 

     令和２年度は、総額１,１８７,０９８円の募金が集まりました。 
  

    共同募金一覧 

区 分 金 額 備 考 

戸別募金   ７９３,２３９円 各家庭より 

街頭募金    ３１,４８８円 飛鳥駅前、夢販売所前 

法人募金   １４８,０００円 １７事業所 

学校募金    ４９,５７０円 
明日香幼稚園、明日香小学校、聖徳中学校、

明日香養護学校 

職域募金   １０４,０００円 ８団体 

そ の 他    ６０,８０１円 募金箱、イベント募金、自動販売機 

合 計  １,１８７,０９８円  

  

 （２）募金配分金事業 

     令和２年度募金配分金として、総額１,２１１,５４７円が奈良県共同募 

    金会から配分され、地域福祉のために活用しました。 
  

    募金配分金一覧 

内 容 配 分 額 備 考 

老人福祉活動費   ２０６,９６２円 ふれあい訪問事業 

福祉育成援助活動費   ８５４,２８０円 防災対策援助事業 

ボランティア活動育成事業費    ５０,０００円 ボランティア活動支援事業 

次年度繰越金   １００,３０５円 令和３年度事業への繰越金 

合 計  １,２１１,５４７円  

  

    ①ふれあい訪問事業 

      ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯等のご自宅へ「声かけ」 

     と｢見守り」を目的として､担当区域の民生児童委員がマスクを届けました。 
  

     ＜実施期間・対象者＞ 

      ・令和２年１０月８日 ～ １０月３１日  ２９５名 

      ・令和３年 ３月４日 ～  ３月３１日  ２９４名 

  

    ②防災対策援助事業 

      村内の自主防災意識向上のため、１４ 

     大字に『折りたたみリヤカー』を配布し 

     ました。 

  

     ＜配布大字＞ 

      御園 檜前緑ヶ丘 檜前緑台 檜前いおり野 下平田 南平田 越 

      岡 島庄 橘 川原 飛鳥 豊浦 奥山 
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    ③ボランティア活動支援事業 

      地域福祉活動の担い手であるボランテ 

     ィアの活動を支援しました。 
  

     ＜ボランティア活動の内容＞ 

      ・社会福祉施設等の清掃活動 

      ・見守り配食事業への協力 

  

 （４）歳末たすけあい募金事業 

     歳末たすけあい募金を実施し、令和２年度は、総額５３３,５３７円の 

    募金が集まりました。 

  

    歳末たすけあい募金一覧 

区 分 金 額 備 考 

戸別募金 ５１８,５３７円 各家庭より 

職域募金  １５,０００円 明日香村三役会 

合 計 ５３３,５３７円  

  

 （５）歳末たすけあい募金配分金事業 

     歳末たすけあい配分金として、総額５７６,９４７円が奈良県共同募金会 

    から配分され、地域福祉のために活用しました。 

  

    歳末たすけあい募金配分金一覧 

内 容 配 分 額 備 考 

福祉映画上映会事業 １３２,８８０円 福祉映画『湯を沸かすほどの熱い愛』

を上映 

年末大掃除事業 １９１,５７６円 ひとり暮らしの高齢者等のご自宅で大

掃除の支援（１３名） 

次年度繰越金 ２５２,４９１円 令和３年度事業への繰越金 

合 計 ５７６,９４７円  

  

    ①福祉映画上映会事業 

     福祉映画『湯を沸かすほどの熱い愛』を上映 

    しました。 

  

     ＜上映日時・参加者＞ 

      ・令和２年８月１７日 

       【第１回目上映】午前９時 ～ 午前１１時  ２４名 

       【第２回目上映】午後１時 ～ 午後 ３時  ２８名 
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    ②年末大掃除事業 

      村内在住の要保護世帯、または６５歳以上の単身及び高齢者世帯で、 

     自ら年末の大掃除を行うことが困難である家庭に対して、草刈りや窓ふ 

     き等の清掃のニーズを聞き取りした上で、剪定や草刈りについてはシル 

     バー人材センターに業務委託し、家事全般については社会福祉協議会の 

     「生活支援サービス」で実施しました。 

  

     ＜実施状況＞ １３件 

  
  

 ５．善意銀行運営事業 

 （１）善意銀行の運営 

  ＜預託状況＞ ・預託件数 １件  ・預託金総額 １６,９５０円 
  

  預託者一覧 

預託年月日 預 託 者 金 額 備 考 

令和２年 ８月 ７日 一般財団法人 明日香

村地域振興公社様 

 １６,９５０円 アグリステーション飛

鳥イベント時売上代金

の一部 

預 託 金 合 計  １６,９５０円  

 


