
日本赤十字社強化月間キャンペーン日本赤十字社強化月間キャンペーン日本赤十字社強化月間キャンペーン日本赤十字社強化月間キャンペーン

５月は、日本赤十字社強化月間です。
５月 18日、町内のスポーツ少年団３チームの６年生の皆さんに赤十字社強化月間キャンペーンに協力し

ていただきました。
今年は日本赤十字社の公式マスコットキャラクター「ハートラちゃん」と一緒に、のぼりや横断幕を持っ

て、大きな声で社費納入への協力を呼びかけたり、通行者に対して粗品を進呈しながら活動への協力をお
願いしていただききました。



法人運営事業 法人運営事業 
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4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：2,249,100円・寄付金等：2,107,650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：43名 
●週2回実施（月・木）　総食数：3,292食 

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） 
 2回 69名参加 
●お元気会（75歳以上交流事業） 2回 126名参加 
●コスモス会（在宅介護者の会） 2回 25名参加 
●ふれあいサロン　18会場 
●敬老祝い品贈呈事業　米寿　69名　長寿夫婦　18組 
●介護用品支給事業　支給者　39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 

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 あいサポーター養成研修 41名参加 
●研修会・交流会の実施 ユニバーサル交流会 44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 

広報等発行事業 広報等発行事業 
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 
●ホームページ運営 
●各種事業の情報発信 

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 40名 
●契約件数 369件 
●契約金額 3,248,471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　26名 
●ひとり親家庭入学卒業祝金贈呈事業 14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年生を対象とした「古き遊びの
ふれあい道場」に協力。 

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 287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 

平成27年度 美郷町社会福祉協議会 
事業報告及び決算 

各種団体福祉組織支援・助成事業推進事業 各種団体福祉組織支援・助成事業推進事業 
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 

平成28年６月 第59号みさと社協だよりこころ

2



ボランティア活動推進事業 ボランティア活動推進事業 
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ません。
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。 

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

専門的な相談窓口としてくらしの法律相談所
を新たに開設しました。ワンストップの総合
相談所としての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。 
●くらしの法律相談所　毎月第2火曜　12回 
●一般・介護相談：随時実施 
●法人後見人等受任事業　4件受任 
●日常生活自立支援事業　利用者17名 

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 905人 
介護保険予防給付 530人 

●認定調査委託 64件 

援護資金事業 援護資金事業 
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 1件・葬儀資金 1件 
●緊急現金貸付事業　1件 

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 317人 
・介護保険予防給付 369人 
・障害者自立支援費 29人 
・生活管理指導員派遣 228人 

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 4,870人 
・介護保険予防給付 1,198人 

弔慰金お供え事業 弔慰金お供え事業 
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。 

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 

生活困窮者自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 
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である「くら

しの相談所みさと」にて、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 16件　●フードバンク運動の推進　●地域福祉力アップ研修 5回 176名 

法人運営事業　12,728,904円 

広報等発行事業　578,880円 
配食サービス事業　2,344,400円 

シルバー人材センター事業　4,299,621円 

高齢者福祉推進事業　2,560,125円 

児童福祉推進事業　484,000円 

障がい児・者福祉推進事業　60,000円 

歳末たすけあい事業　795,540円 

福祉組織支援・助成推進事業　2,323,540円 

福祉相談と権利擁護推進事業　1,709,570円 

援護資金事業　984,442円 

ボランティア活動推進事業　37,000円 

生活困窮者自立促進支援事業　17,027,000円 

弔慰金お供え事業　316,800円 

居宅介護支援事業　27,199,341円 

訪問介護事業　48,882,514円 

通所介護事業　57,366,887円 

179,698,564円 

決算総額 
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平成28年度 美郷町社会福祉協議会 
事業計画及び予算 

基本方針 

法人運営事業 法人運営事業 
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
た交流会のやすらぎ会、75歳以上の方を対象とした交流会お元気会など高
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。 

児童福祉推進事業 児童福祉推進事業 
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。 

広報等発行事業 広報等発行事業 
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火・木・金に出
来たてホヤホヤのお弁当を配食し
ます。 

障がい児・者福祉事業 障がい児・者福祉事業 歳末たすけあい事業 歳末たすけあい事業 
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。 援護資金事業 援護資金事業 

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。 

各種団体福祉組織支援事業 各種団体福祉組織支援事業 
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、
ボランティア保険加入手続き等も行い
ます。 

くらしの法律相談事業 くらしの法律相談事業 弔慰金お供え事業 弔慰金お供え事業 
町民の方でご不幸があっ
た場合、弔慰金をお供え
します。 

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。 

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。 
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くらしの相談所みさと（生活困窮者自立相談支援事業） 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。 

居宅介護支援事業 居宅介護支援事業 
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。 

訪問介護事業 訪問介護事業 
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。 

通所介護事業 通所介護事業 
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。 

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！ 

美郷町社会福祉協議会　組織体制 

事務局長　藤原　茂樹 

事務局 
〒699-4621 邑智郡美郷町粕渕195-1　TEL：75-1345　FAX：75-1439　夜間・休日 080-2890-8683

兒島　智和　　　勝部　祐樹　　　馬堀かおり　　　戸田　慶子　　　小　　良子 
難波　可奈　　　森川　　亮 

居宅介護支援 
事業所 〒699-4621 邑智郡美郷町粕渕195-1　TEL：75-8010　FAX：75-8023　※24時間電話での相談連絡体制をとっています。 

住吉ひろみ　　　今岡　　孝　　　菅沼　宏樹 

訪問介護事業所 
〒699-4621 邑智郡美郷町粕渕195-1　TEL：75-1353　FAX：74-6310

伊竹千鶴子　　　林　　和恵　　　西谷こずえ　　　山田　明美　　　岡田　知子 
柳幸佐代子　　　小林　聡大 

通所介護事業所 
（つくし苑） 

〒699-4621 邑智郡美郷町潮村300-1　TEL：82-2841　FAX：82-2842　夜間休日 080-2942-5525

坪内　隆志　　　大畠　律子　　　三上美紀子　　　藤原　英樹　　　熊谷　崇智 
上田　千加　　　宇山真由美　　　寺本　幸恵　　　藤原　孝子　　　中田孔美子 
 

172,957,000円 

予算総額 

法人運営事業　15,702,000円 

広報等発行事業　652,000円 配食サービス事業　3,060,000円 

シルバー人材センター事業　4,890,000円 

高齢者福祉推進事業　3,309,000円 

児童福祉推進事業　590,000円 

障がい児・者福祉推進事業　90,000円 

歳末たすけあい事業　1,000,000円 

福祉組織支援・助成推進事業　1,890,000円 

権利擁護事業　1,111,000円 

援護資金事業　2,885,000円 

くらしの法律相談事業　266,000円 

くらしの相談所みさと　10,657,000円 

弔慰金お供え事業　550,000円 

居宅介護支援事業　34,597,000円 

訪問介護事業　35,893,000円 

通所介護事業　55,815,000円 
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平成28年3月19日（火）みさと館
にてユニバーサル交流会を開催しました。
ユニバーサル交流会は障がいのある方、
高齢の方、子供の方、大人の方どなた
でも参加して頂ける交流会です。 
5つのグループに分かれ、カップケー

キと蒸しパンを作りました。カップケー
キが焼きあがるまでの時間はペタンク
で盛り上がりました。 
和気あいあいとした雰囲気の中、交流会を行う事が出来ました。 

この事業は、町民の皆様からお寄せいただく共同募金
助成事業により行っているものです。 
新緑の美しい5月19日、出雲の層雲峡立久恵温泉 御所

覧場へ行きました。 
初めて参加された方が4名もあり、美郷町地域包括支

援センター保健師、ボランティア、社協職員の計15名と
なりました。 

自己紹介のあと、松嶋保健師に
認知症について話していただ
きました。昼食前には、館内
の岩風呂や野外の露天風呂に入ったり、保健師さんに、血圧測定や健康
相談・介護相談をしてもらったりしました。美味しい昼食をいただきな
がら、日頃の悩みを打ち明けあったり、カラオケで歌ったりとリフレッ
シュされている様子でした。 
食後は、部屋から雄大な立久恵峡と新緑の美しい景観を楽しみながら、

季節の和菓子をいただき、参加者のカラオケで「また逢う日まで」を合唱
して帰路に就きました。 

第1回地域福祉力アップ研修会を5月29日（日）にみさと館にて開催しました。 
講師にいんしゅう鹿野まちづくり協議会 副理事長兼事務局長の小林清氏をお迎えし、鳥取市鹿野

町で行われているまちづくり活動や自治会、NPO、企業や法人等の連携について講演頂きました。 
鹿野町も人口減少や少子高齢化が止まらない現状

があり、空き家も多く存在するそうです。その空き
家を活用した出店等、様々な取り組みを行われてい
ます。また、地域連携プロジェクトを立ち上げられ、
地域資源を活かした住民主体のまちづくりとして、
地域の各団体のネットワーク化や地域づくり、子供
達への支援等を行われています。 
参加者の方からは、活動を美郷町へ活かしていく

ためには何が必要であるか等、積極的な意見が聞か
れました。 

平成28年６月 第59号みさと社協だよりこころ

6



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16日（月）、美郷町教育委員会 田邊教育長に、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、美郷町役場付近で、
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。 

5月31日（火）美郷町防災公園で、会員67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、8ホール2ラウンドでプレーを開始しました。参加者が、昨年よ
り20名程度多く、1組8名～9名で回りました。 
昨年より草や小石も少なくとてもきれいなグラウンドでした。ホールインワンを多数期待しました
が、昨年より少なく6名でした。 
参加者の中には、防災公園に初めて来られ、高台の見晴の良さに「ええとこだぁな」と言っておら
れました。暑い中みなさん元気にプレーを楽しまれました。 
会場には、平成28年熊本地震の義援金箱を設置しました。 

地域福祉推進助成事業について、8団体よ
り申請があり、3月の審査会において全団体
が採択されました。4月13日（水）に保健福
祉センターにて助成金交付式が行われ、共同
募金委員会松本会長より助成団体へ交付され
ました。交付式では、松本会長より町民の皆様
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
様に周知していただき、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。 

美郷町ライオンクラブより飲料を頂きました。有難うございました。 お礼 
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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。 

生活困窮者自立支援事業（町委託事業） 

ご相談 

ひとりで悩まず、 
まず相談 

ひとりで悩まないで…生活のこと・仕事のこと・家計のこと、困りごとで悩んでいませんか？ 

あなたと 
あなたの悩みに寄り添って 
あなたにあった支援を 
一緒に考えていきます。 

あなたと 
あなたの悩みに寄り添って 
あなたにあった支援を 
一緒に考えていきます。 

月曜日～金曜日　8:30～17:00相談日 

0855-75-1300（直通）／080-2890-8683（携帯） 電話 

都賀行の漆谷 武様より肌着等を、高畑の山中トシ子様からは布団を頂きました。
介護保険事業や地域福祉のため使用させていただきます。ありがとうございました。 

職員紹介 
■退職 

■新任（平成 28年4月1日） 

理事・評議員 
理事・評議員が新たに選任されました。 

理　事　山　本　　普　史（浜原） 

　　　　安　田　　勝　司（乙原） 

評議員　木　村　　　　稔（吾郷） 

　　　　三　宅　　博　章（簗瀬） 

居宅介護支援係長　中　岡　美恵子（信喜） 

訪問介護員　　　　熊　谷　久美子（熊見） 

訪問介護員　　　　田　中　由美子（別府） 

介護員　　　　　　原　見　由　雄（信喜） 

森　川　　　亮 
（都賀本郷） 

事務職員 やってみよ
う!

やってみよ
う!

1から9までの数字をひとつづ
つ使って、縦横斜めに足した合計
が15になるようにしてください!! 

答えは社協にお問い合わせいただくか、
60号に掲載します。 

2

5

8
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