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法人運営 法人運営 
社協の法人基盤をより強固にするため、基盤整備を実
施し社協の管理、運営に努めました。また、会費や寄付
金など、社協を運営していく上で大きな基盤となっており、
多くの協力を得ることができました。 
●理事会：年4回・評議員会：年3回 
総務福祉委員会・事業委員会等開催 
●所内研修発表会：年1回・自主企画研修1回 
●住民会員制度の推進・寄付金等の受付 
会費等：2,257,700円・寄付金等：2,604,370円 

決算：39,234,189円 

配食サービス事業 配食サービス事業 
美郷町からの受託事業として、デイサービスセンターつく

し苑にて、食生活が隔たりがちな高齢者に対して、ボランティ
ア等の協力の下、週1から2回定期的にバランスのとれた
食事を提供し、食生活の支援を実施しました。 
●配食ボランティア　ほほえみ邑智：43名、つくし会：49名 
●週2回実施（月・木）　総食数：4,180食 

決算：2,926,000円 

高齢者福祉推進事業 高齢者福祉推進事業 
高齢者の生きがいを高め、心のふれあいとやすらぎを得

る場の提供を行い、仲間づくりの輪を広げ、社会参加の促進、
地域の拠点作りなど高齢者福祉の推進を地域と協働して推
進しました。 
●やすらぎ会（70歳以上ひとり暮らし者）交流事業 
3回　113名参加 
●コスモス会（在宅介護者の会）リフレッシュ事業 
2回　18名参加 
●ふれあいサロン　18会場 
●敬老祝い品贈呈事業　米寿　71名　　長寿夫婦　17組 
●介護用品支給事業　支給者　35名 
●生きがいづくり支援島根県健康福祉祭への参加助成 
グラウンド・ゴルフ助成事業 

決算：2,469,853円 

障がい児者福祉推進事業 障がい児者福祉推進事業 
障がいを持つ人々が、地域社会の中でいきいきとした生
活をおくることができるようサポートしました。 
●あいサポート運動の推進 
●研修会・交流会の実施 
ユニバーサル交流会　45名参加 
●石見養護進路相談会等への参加 
●身体障害者協会への参加 

決算：70,000円 

広報等発行 広報等発行 
地域住民の理解を得るため、広報活動の
充実強化に努め、社協活動を効果的に推進
しました。 
●社協広報誌：年5回発行 
●ホームページ開設・運営 
●各種事業の情報発信 

決算：1,015,200円 

シルバー人材センター事業 シルバー人材センター事業 
高齢者のライフスタイルに合わせて「臨時
的かつ短期的な就業」を提供するとともに、
社会参加を通じて、高齢者の健康で生きが
いのある生活の実現と、地域社会の福祉の
向上と活性化に努めました。 
●登録会員数　45名 
●契約件数　394件 
●契約金額　3,555,074円 

決算：4,557,794円 

児童福祉推進事業 児童福祉推進事業 
次世代を担う子の健全な育成の促進や、
児童・生徒の「福祉」の理解を深めること
を目標とし、「福祉」の心の成長を図ること
に努めました。 
●児童生徒福祉作文事業 
●新生児誕生祝事業　19名 
●ひとり親家庭入学卒業祝金贈呈事業　 
16件 
●小中学校入学卒業祝品贈呈事業　106名 
●福祉学習推進事業 
邑智小学校5年生を対象に「古き遊びのふ
れあい道場」をした。 

決算：510,000円 

歳末たすけあい事業 歳末たすけあい事業 
民間社会福祉事業の健全な発達・活性化

を目指し、地域福祉の推進を図るたすけあ
いの精神からなる歳末たすけあい募金を財
源とし以下の事業を実施しました。 
●75歳以上ひとり暮らし者歳末訪問　 
311名 
●町内施設入所者歳末激励訪問　5施設 
●よいこのクリスマスプレゼント事業　 
218名 

決算：833,450円 

平成26年度 美郷町社会福祉協議会 
事業報告及び決算 
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ボランティア活動推進 ボランティア活動推進 
社協事業を実施する上でボランティアとの協働は欠かせない。

そのため、ボランティア活動に対する住民の関心を高め、地
域のニーズを把握するとともに、活動にあたってボランティア
保険や情報提供など必要な援助を実施しました。 
広島県大雨災害など大規模災害における被災地支援活動

に努めました。 

決算：120,800円 

各種団体福祉組織支援・助成事業推進 各種団体福祉組織支援・助成事業推進 
福祉のまちづくりを進めるため民生児童委員協議会や地区社協など様々な福祉活動を実践している団体等へ
活動支援を行いました。 
地域住民が自ら地域の多様な課題を解決するために自主的に取り組む活動や中高年齢者が行う健康・生きが

いづくり活動等に助成を行い、誰もが安心していきいきと暮らせる地域づくりの促進を図りました。 
●地域の社会福祉協議会や連合自治会による各地域敬老会等の助成支援。 
●民生児童委員協議会・老人クラブ連合会への活動支援 
●しまねいきいきファンド事業窓口 
●共同募金配分事業地域福祉活動推進助成事業 
●しまね流自治会区福祉活動推進補助事業 

福祉相談所の運営と 
権利擁護事業の推進 
福祉相談所の運営と 
権利擁護事業の推進 
多様化する地域住民の抱える課題に対し、

相談窓口として心配ごと相談所を中心に福
祉相談所機能を充実させるとともに、相談
員の知識向上、関係機関との連携強化な
ど運営強化に努めました。 
また、認知症や知的障がい、精神障がい
等で判断能力が十分でない方の権利を擁
護し、住み慣れた地域で安心して暮らせる
よう「相談」から「援助」まで実施しました。 
●心配ごと相談所開設 
保健福祉センター 
まほろば福祉センター 
●一般・介護相談：随時実施 
●法人後見人等受任事業　3件受任 
●日常生活自立支援事業　利用者18名 

決算：1,069,280円 

利用者が住み慣れた地域で
生活が継続できるよう、介護
保険等のサービスを計画し日
常生活を支援しました。 
●居宅介護支援利用者数 
・介護保険給付 1,064人 
・介護保険予防給付 687人 
●認定調査委託 59件 

援護資金 援護資金 
社会経済情勢の複雑化に伴い、低所得者や障がい者世帯
等の生活は不安定な状況にあり、これら世帯の生活意欲の
助長促進と自立更生を目的として資金貸付事務を行いました。 
●生活福祉資金の相談・受付 
●民生融金貸付事業　生活資金　3件 
●緊急現金貸付事業　6件 

決算：904,791円 

決算：25,298,989円 

訪問介護事業 訪問介護事業 
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。 
●訪問人数 
・介護保険給付 458人 
・介護保険予防給付 365人 
・障害者自立支援費 47人 
・生活管理指導員派遣 182人 
決算：44,928,569円 

通所介護事業 通所介護事業 
在宅で生活している利用者に
通所してもらい、入浴・食事・
機能訓練・レクリエーションなど
を提供することに努めました。 
●利用者延人数 
・介護保険給付 4,757人 
・介護保険予防給付 1,277人 

決算：52,382,654円 

弔慰金お供え 弔慰金お供え 
町内で多くのご不幸

がありました。ご冥福
をお祈り申し上げます。 

決算：560,000円 

決算総額　184,695,548円 
その他民生児童委員協議会、日赤、共同募金、老人クラブなど団体事務を運営 

居宅介護支援事業 居宅介護支援事業 

生活困窮者自立促進支援モデル事業 生活困窮者自立促進支援モデル事業 
社会的孤立・経済的困窮など様々な問題を抱える住民の総合相談窓口として「く

らしの相談所みさと」を開設し、一人ひとりに寄り添う伴走型支援に努めました。 
●相談件数　30件　●フードバンク運動の推進 
●地域福祉力アップ研修　3回　168名 

決算：2,067,920円 

決算：5,816,000円 
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平成27年度 美郷町社会福祉協議会 
事業計画及び予算 

地域における福祉課題は多様化しており、生活保護も昨年をさらに上回り過去最高の160万
世帯を超えるなど、今なお多く生活課題を抱えている世帯が増加していることが窺えます。しか
し、その一方では生活保護制度に繋がらないケースも多く見られます。 
こうした背景から、平成25年度国会において「生活困窮者自立支援法」が可決され、平成
26年度には本会にて「生活困窮者自立促進支援モデル事業」を美郷町より受託し、総合相談窓
口として「くらしの相談所みさと」を開設いたしました。今年度は本格的な事業実施にあたり、
自立相談支援事業等を受託し、様々な課題を抱える地域住民の自立及び就労支援に向け、行政や
関係機関及び地域の関係者と連携を図りながら実施してまいります。 
また、今年度より身近にある難しい法律的な問題に対して司法書士が相談を受ける「くらしの
法律相談」を実施いたします。 
今後更に、地域住民やボランティアグループとの繋がりを強め、地域支援事業を強化し、在宅
福祉サービス事業と連携させながら、民間団体としての社会福祉協議会の特性を活かし、地域に
密着した地域福祉サービスを提供することで「誰もが安心して暮らせる地域社会の実現」を目指
してまいります。 

基本方針 基本方針 

法人運営 法人運営 
社会福祉法人としての社協
の管理、運営をします。予算や
決算、財産、人事管理、また、
住民会員制度の推進や香典返
しなど寄付金の受付します。 

シルバー人材センター事業 シルバー人材センター事業 
60歳以上の方を会員として、簡易な修理修繕、草刈り作業、剪定作業などを請け負います。 

高齢者福祉推進事業 高齢者福祉推進事業 
敬老お祝い・自宅で介護しておられる方を対象として、介護者同士の交
流等を目的に行うコスモス会や、70歳以上のひとり暮らしの方を対象とし
て、日帰りをして交流を行うやすらぎ会など高齢者交流事業を実施します。 
ボランティア、地区社協や自治会、地域住民グループ等が開催するふれ

あいサロンの支援を行います。 

児童福祉推進 児童福祉推進 
小中学校へ福祉教育推
進を目的とした助成や出産、
小中学校入学卒業お祝い、
福祉作文募集、ひとり親
家庭の支援などを行います。 

広報等発行 広報等発行 
住民の理解を得るため、様々

な情報提供・事業報告などの
広報活動を実施します。 
社協広報誌：年5回発行 
ホームページ運営 

配食サービス事業 配食サービス事業 
高齢者のお一人暮らしの方や高
齢者のみの世帯の方に、ボランティ
アさんの協力で毎週月曜日・木曜
日に出来たてホヤホヤのお弁当を
配食します。 

～あなたのため、私のため、みんなでつくろう福祉の輪～ 

予算：18,999,000円 予算：503,000円 予算：3,472,000円 

予算：4,949,000円 

予算：532,000円 予算：3,009,000円 
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予算総額　177,781,000円 
その他、歳末たすけあいチャリティーショー等様々な事業を実施していきます！ 

障がい者福祉事業 障がい者福祉事業 
障がいをもつ人々が、
地域の中でいきいきと
した生活をおくれるよ
うサポートを行います。 

各種団体 
福祉組織支援 
各種団体 
福祉組織支援 
地域の社会福祉協議会や
連合自治会へ住民自らが担っ
て実施する住民参加の地域
活動等を支援します。 
また、福祉団体への助成
や情報提供も行います。 

くらしの法律相談 くらしの法律相談 

歳末たすけあい 歳末たすけあい 
歳末たすけあい共

同募金配分金事業で
す。 
75歳以上のひと

り暮らしの方や町内
施設への歳末訪問、
よいこのクリスマス
プレゼントを行いま
す。 

援護資金 援護資金 
生活福祉資金、民生融金、葬儀資金、高額療

養費等の融資の利用支援します。 

権利擁護事業 権利擁護事業 
判断能力の十分でない方の権利を擁護すると
ともに、住み慣れた地域で安心して暮らし続け
られるよう「相談」から「援助」を実施します。 

予算：691,000円 

弔慰金お供え 弔慰金お供え 
町民の方でご不幸があった場合、

弔慰金をお供えします。 

ボランティア活動推進 ボランティア活動推進 
ボランティア保険等、団体活動の支
援やボランティアの相談、紹介。 

予算：61,000円 

相続や債務、遺言や土地境
界など法律的な問題について、
司法書士が助言します。 
開設日は、毎月第２火曜日

美郷町保健福祉センターです。 

くらしの相談所みさと（生活困窮者自立支援事業自立相談支援事業） くらしの相談所みさと（生活困窮者自立支援事業自立相談支援事業） 
生活の中で困っていること、知りたいことの相談を受ける“総合相談窓口”です。何をどこに相談して
いいかわからない。そんな『困った』に対して、働くための支援や活動の場づくり、フードバンク事業に
よる食の支援など解決に向かうよう一人ひとりに寄り添いながら支援を行います。 

居宅介護支援 居宅介護支援 
介護サービスが適切に利用で
きるように、本人、家族の希望
を受けながらケアマネージャー
が計画を立てます。 

予算：24,084,000円 

訪問介護 訪問介護 
ホームヘルパーが家庭を訪

問し、食事介助、入浴、排泄
などの身体介護や調理、掃除
などの生活支援を行います。 

予算：47,304,000円 

通所介護 通所介護 
デイサービスセンターつく

し苑にて、入浴や食事の提供、
日常生活動作訓練、レクリエー
ションなどを行います。 

予算：55,538,000円 

予算：70,000円 予算：1,000,000円 予算：2,938,000円 

予算：2,032,000円 予算：260,000円 予算：550,000円 

予算：11,789,000円 
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シルバー人材センターを利用してみませんか シルバー人材センターを利用してみませんか シルバー人材センターを利用してみませんか 
依頼をしたい 
屋内外の一般作業 
草刈りや草取り、庭木の手入れや室内の掃除や窓拭

きなど屋内外での軽作業に応じます。※機械等を使用
すると別途損料がかかります。 

【１時間／700円～1,100円】 

障子張り作業 
障子の張替えに応じます。ただし、材料代は別とな

ります。 
【１枚／700円】 

簡易な修理修繕作業 
まとまった仕事でないため、引き受け手が無いもの
に応じます。ただし、高所等危険なところはお断りし
ます。 

【１時間／1,000円】 

その他 
施設の管理や宛名書き・賞状書き、蜂の巣の除去な
ど様々な作業に応じます。 

【利用料はその都度決定します】 

仕事をしたい 
登録できる方は、60歳以上の方で健康で、社会参加を目的として働く意欲のある方です。登録には年会費1,000円が
必要になります。会費は、保険料の一部になります。 
仕事は、家庭、企業、公共団体等から依頼された仕事を、センターが請け負います。必ず仕事があるとは限りませ

んし、希望の仕事があるとも限りませんが、「何でもやってみよう」という方のご登録をお待ちしております。 

※利用や登録についてのお問い合わせは、社協�75-1345までご連絡ください。 

5月26日（火）にまほろば福祉センターで、つくし会・5月27日（水）保健福祉センターでほほえ
み邑智の総会を行いました。 
つくし会は、11名・ほほえみ邑智は、15名出席をして頂き、配食時の利用者さんとの対応や、お弁
当の管理等について意見交換をして頂きました。 
美郷町では、高齢者世帯へ『食』の支援が必要な方に対して夕食のお弁当を提供しています。 
このお弁当の配食を、邑智地域は、ほほえみ邑智・大和地域は、つくし会
のボランティアの方に、週2回（月・木）お願いしております。 
現在、ほほえみ邑智42名・つくし会43名で、配食当番が毎回の方や3ケ
月に1回の方、地域のボランティア会員数によって異なります。 
現在、ボランティアをしていただける方を募集しております。 
ボランティアにご協力頂ける方は、美郷町社会福祉協議会　電話75-1345
までご連絡下さいませ。 

3月27日（金）粕渕にある「地域活動支援センターあおぞら」にて、ユニ
バーサル交流会を開催しました。 
今回は、「ペタンク」や手作り卓球台での「ピンポン」、お菓子を魚に見立

てた「釣りゲーム」。また、針や糸を使わず作る「フェルトバックづくり」
を行いました。 
障がいのある方だけではなく、子どもから高齢の方まで、たくさんの方々

に参加していただき、和やかで楽しい時
間を過ごしていただけたと思います。こ
れからも、この交流会は継続して行い、
たくさんの方に参加していただける事業
にしていきたいと思います。 
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5月12日は民生委員・児童委員の日、12日～18日は活動強化週間でした。美郷町民生児童委員協議
会では5月15日（金）、美郷町連合婦人会の安田兼子会長さんに一日民生児童委員をしていただきま
した。定例のあいさつ運動にあわせて、美郷町民生児童委員協議会役員と一緒に、粕渕地域で美郷町
民生児童委員ＰＲポケットティッシュの配布をしていただきました。 

4月15日（水）保健福祉センターにて、共同募金美郷町委
員会が行います地域福祉推進補助事業の交付式が行われまし
た。美郷町共同募金委員会松本愼二会長より、平成27年度「地
域福祉推進補助事業」について、10団体より申請があり、3
月の審査委員会において10団体が採択されました。町民の
皆様から頂いた貴重な浄財が、地域福祉活動に有効的に活用
されていることを、広く町民の皆様に周知され、美郷町の共
同募金活動が活性化することへの期待を話されました。 
交付式の終了後、意見交換会が開かれ、今年度初めての申請で採択された歓びの声や、共同募金が
地域と密接につながっていることがわかったとの声がありました。 
 
助成団体：都賀西老人クラブときわ会（都賀西）・美郷町立大和中学校（長藤）・サロンつむぎ（都賀本郷）・都賀

地域婦人会（都賀西）・美郷町古文書を読む会（吾郷）・滝原すずめ会（滝原）・都賀本郷下組自治会
（都賀本郷）・吾郷青吾会（吾郷）・美郷町連合婦人会（乙原）・「子供公園」整備実行委員会（別府） 

5月29日（金）美郷町防災公園で、会員47名でグラウ
ンド・ゴルフ交流会を行いました。早朝から、大変良い
天気に恵まれ、8時50分スタートで、8ホール2ラウンド
でプレーを開始しました。 
今年度は、会場を芝グラウンドからグラウンドに変え
て実施致しました。グラウンドは、小石や草が多くボー

ルが小石に弾かれ
たりで、会場は歓
声が飛びかってい
ました。会場の感想を、高台で見晴らしが良く、とても気持ち
がいい所だと言っておられました。 
10時過ぎには、気温も30度近くなっていましたが、暑い中
みなさん元気にプレーを楽しまれました。 

第54号 平成27年６月みさと社協だよりこころ

7



困った時は、お電話下さい。  社協事業・介護保険・相談・苦情 … �75-1345  夜間・休日 … 080-2890-8683

お問い合わせは、社協�75-1345までお電話ください。 

就職フェアしまね・ふくしの就職フェアしまね（浜田会場）を 
同時開催します。 
就職フェアしまね・ふくしの就職フェアしまね（浜田会場）を 
同時開催します。 
就職フェアしまね・ふくしの就職フェアしまね（浜田会場）を 
同時開催します。 

採用を予定している企業や福祉サービス事業所などとの就職面談会を開催します。 
浜田市・江津市での就職を希望する人は、参加してみませんか。 

対 象 2016年３月に大学、短期大学、高等専門学校、専修学校卒業予定者、大学などを 

卒業後３年以内の未就職者、Ｕ・Ｉターン希望者、県内への就職を希望される方 

日 時 平成 27年８月９日（日）10:30～ 15:30

場 所 いわみーる（浜田市野原町 1826-1） 

内 容 ●直前セミナー「自分に合った仕事の選び方」 10:30～ 11:30

●福祉人材センターからの情報提供 11:30～ 12:00

●プレゼンテーションコーナー 12:45～ 13:30

●事業所ＰＲ動画コーナー 12:15～ 15:30

●個別就職面談 13:30～ 15:30

問い合わせ先 就職フェアしまね（浜田会場）について 
浜田・江津地区雇用推進協議会（浜田市産業政策課内）TEL 0855-25-9501 
担当者　田本（内線418） 

ふくしの就職フェアしまねについて 
島根県福祉人材センター石見分室　TEL 0855-24-9340 
http//www.Shimane-fjc.com/

大和センター閉所のお知らせ 
都賀本郷のまほろば福祉センター（美郷町役場大和事務所）

にありました社協大和センターを4月1日より閉所いたしました。
ご不便をおかけいたしますが、集金や相談などご連絡いただけ
ればお伺いします。 
また、社協会費・日赤社費・共同募金につきましては島根県

農協邑智支店・大和支店にて納入していただくことも可能です。 

理事 

勝 部 美智子 
（久保） 

理 事 が新たに 
選任されました。 
理 事 が新たに 
選任されました。 
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