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みさと社協だよりこころ

第64号

平成28年度 美郷町社会福祉協議会

事業報告及び決算
法人運営事業

広報等発行事業

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6回・評議員会：年4回
総務福祉委員会・事業委員会等開催
●住民会員制度の推進・寄付金等の受付
会費等：2,199,900円・寄付金等：3,044,140円

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
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
32名
●契約件数
446件
●契約金額 3,934,396円

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：27名、つくし会：44名
●週2回実施（月・木・金） 総食数：2,265食

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 56名参加
●お元気会（75歳以上交流事業）
2回 120名参加
●コスモス会（在宅介護者の会）
2回 30名参加
●ふれあいサロン 21会場
●敬老祝い品贈呈事業 米寿 70名 長寿夫婦 19組
●介護用品支給事業 支給者 36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・ゴルフ大会・ソフトテニス大会

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 16件
●小中学校入学卒業祝品贈呈事業
115名
●福祉学習推進事業
邑智小学校5年生を対象に行なわれた「古
き遊びのふれあい道場」に協力した。

障がい児・者福祉推進事業

歳末たすけあい事業

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 28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

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
300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 206名

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。
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。
●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 ●共同募金配分事業地域福祉活動推進助成事業
●テーマ型プラットフォーム推進モデル事業 ●ボランティア研修会の実施 ●ボランティア保険受付
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福祉相談所の運営と権利擁護事業の推進事業

援護資金事業

多様化する地域住民の抱える課題に対し、専門的な相談
窓口として司法書士によるくらしの法律相談所を開設して
います。
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、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15名

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
4件
●緊急現金貸付事業
14件

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。

生活困窮者自立促進支援事業
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 12件 ●フードバンク運動の推進 ●地域福祉力アップ研修 4回 77名

居宅介護支援事業

訪問介護事業

通所介護事業

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
759人
介護保険予防給付 402人

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
333人
・介護保険予防給付
239人
・障害者自立支援費
42人
・生活管理指導員派遣 267人

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
415人
・介護保険予防給付
141人

法人運営事業
35,717,370円
通所介護事業所事業
48,947,720円

広報等発行事業 575,964円
配食サービス事業 2,038,500円

決算総額
159,686,326 円

シルバー人材センター事業

4,957,410円

高齢者福祉推進事業 2,324,914円
児童福祉推進事業 490,000円
障がい児・者福祉推進事業 85,000円
歳末たすけあい事業

758,717円

福祉組織支援・助成推進事業 2,081,540円
福祉相談と権利擁護推進事業 1,048,440円
訪問介護事業所事業
30,136,766円

援護資金事業 1,026,463円
くらしの法律相談事業 241,067円
くらしの相談所みさと事業 9,750,000円
弔慰金事業 491,400円
居宅介護支援事業所 19,015,055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
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平成29年度 美郷町社会福祉協議会

事業計画及び予算
基本方針

〜 あなたのため、私のため、
みんなでつくろう福祉の輪 〜
法人運営事業

広報等発行事業

配食サービス事業

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
しなど寄付の受付をします。

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

高齢者の一人暮らしの方や高齢者
のみの世帯の方に、ボランティアの
協力で毎週火曜日・金曜日に出来た
てホヤホヤの弁当を配食します。

シルバー人材センター事業
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。

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。

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。

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。

児童福祉推進事業
児童生徒を対象とした福祉教育推
進を目的とした研修会の実施や出産、
小中学校入学卒業お祝い、ひとり親
家庭の支援などを行います。

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
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。
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くらしの法律相談事業

生活支援体制整備事業

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。

地域の方が住み慣れた地域で
いつまでも自分らしい生活を続
けていくために、地域の自主性、
主体性に基づき、地域にあった
支えあいの取り組みを支援を行
います。

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支援をし
ます。

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。
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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。

居宅介護支援事業

訪問介護事業

通所介護事業

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。

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。

デイサービスセンターつく
し苑において、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。

法人運営事業
35,277,000円

通所介護事業所事業
43,048,000円

広報等発行事業 675,000円
配食サービス事業 1,980,000円

予算総額

5,139,000円

シルバー人材センター事業

高齢者福祉推進事業 2,812,000円
児童福祉推進事業 380,000円

148,071,000 円

障がい児者福祉推進事業
歳末たすけあい事業

85,000円

950,000円

福祉組織支援・助成推進事業 1,825,000円
権利擁護推進事業 1,309,000円

訪問介護事業所事業
27,591,000円

援護資金事業 2,610,000円
くらしの法律相談事業 243,000円
くらしの相談所みさと事業 14,515,000円
生活支援体制整備事業 600,000円
弔慰金事業 492,000円
居宅介護支援事業所事業 8,540,000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！

美郷町社会福祉協議会
事務局長 藤原

組織体制

茂樹

事務局

兒島
小

智和
良子

住吉ひろみ
小林 聡大

勝部
難波

祐樹
可奈

馬堀かおり
森川
亮

戸田

慶子

〒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

居宅介護支援
事業所

訪問介護事業所

今岡

孝

菅沼

宏樹

〒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。

伊竹千鶴子
柳幸佐代子

林
和恵
宇山真由美

西谷こずえ

山田

明美

岡田

知子

〒699-4621 邑智郡美郷町粕渕195-1 TEL：75-1353 FAX：75-1353 ※24時間電話での相談連絡体制をとっています。

通所介護事業所
（つくし苑）

坪内
上田

隆志
千加

大畠
寺本

律子
幸恵

三上美紀子
藤原 孝子

藤原 英樹
中田孔美子

熊谷

崇智

〒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
※24時間電話での相談連絡体制をとっています。
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美郷町社協新体制
平成29年４月１日より改正社会福祉法が施行され、社会福祉法人のこれまで以上の公共性・公
益性が求められることとなりました。それに伴い体制の見直しを行い、理事・評議員が次のよう
に決まりました。

会 長あいさつ

美郷町社会福祉協議会 会長

田

邊

康

文

町民の皆様方には平素から社会福祉協議会に対して格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、改正社会福祉法の施行に伴い、役員等の改選が行われ、美郷町社会福祉協議会会長として
就任いたしました。
今日、少子高齢化や地域・家庭のつながりの希薄化が進むとともに、近年多発する災害への備えや
社会的孤立、子どもの貧困等が社会問題になるなど、地域社会を取り巻く環境は大きく変化しており、
これまでの社会福祉の枠組みでは対応しきれない様々な課題が広がっています。
また、改正社会福祉法が本格施行され、経営組織のガバナンス強化、事業運営の透明性の向上、財
務規律の強化、地域における公益的な取り組みを実施する責務など、社会福祉法人を取り巻く環境も
大きく変わろうとしています。
その中にあって、新たな課題解決に向けた取り組みが求められるなど、本会を取り巻く環境は、大
きく変化してきており、会長という重責を痛感しているところでありますが、役職員一丸となって努
力して参りますので、一層のご支援、ご協力をお願い申し上げまして就任の挨拶と致します。

新理事・監事
会
長
副 会 長
常務理事
理
事
監
事
顧
問

新評議員

任期：平成29年6月22日から平成31年定時評議員会終結の時まで

田邊
上田
旭林
安田
中原
樋ケ

康文
賢逸
修範
兼子
忍
司

任

岩根 和博 （別府）
漆谷
武 （長藤）
原
修 （別府）
山田 裕志 （別府）

上田 修一 （粕渕）
岡
鋼厚 （上野）
平井 淑仁 （内田）
山本 普史 （浜原）

理事・評議員を退任されました皆様には、在任中、大変お世話になりました。
深くお礼申し上げます。今後のご活躍をお祈り申し上げます。

木川 士朗 （行政）
磯竹 洋邦 （粕渕）
山下
学 （酒谷）
藤田 温之 （浜原）
下寺 誠一 （粕渕）
井川 定雄 （簗瀬）
田丸 初女 （地頭所）
大畠 良子 （宮内）
井上 清實 （上野）
難波 豊典 （長藤）
石田 照子 （潮村）
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茂樹
稔

任期：平成29年4月1日から平成33年3月31日まで

有井 昌晃 （宮内）
牛尾 輝夫 （石原）
浜田 明美 （村之郷）
安田 勝司 （乙原）

退

藤原
木村

日
学 （都賀本郷）
竹下 良人 （小谷）
梅原 富雄 （上川戸）
柳川 敏子 （浜原）
深井
崇 （粕渕）
三宅 博章 （簗瀬）
倉橋 敏江 （惣森）
福田美津枝 （村之郷）
高田 登子 （都賀西）
野村 祥子 （都賀本郷）
岡先恵美子 （都賀行）

吉迫喜久子 （潮村）
難波 隆一 （九日市）
中岡
忠 （信喜）
大草 房雄 （湯抱）
山本 幹雄 （高畑）
澤井 武重 （港）
高松 俊明 （別府）
渡邊 勝之 （比敷）
永妻 邦博 （長藤）
安部
彰 （潮村）
佐藤 静人 （都賀行）
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みさと社協だよりこころ

平成29年 ７月

6/13（火）にみさと館町民ホールで、対象者62名、ボランティア・役職員10名の参加で、70歳以
上一人暮らし者交流会やすらぎ会と、75歳以上高齢者交流会お元気会の合同交流会を開催しました。
お笑い理学療法士の日向亭葵さんによる、落語とリハビリで学ぶ転倒予防の極意「笑涯現役の健康
術」を聞きました。開始早々から終了まで笑いが絶えない会場でした。オードブルの昼食後、地域包
括支援センター松嶋保健師さんの熱中症の話があり、ふれあいゲームでを会を終了しました。

6月29日（木）にシルバー人材センター会員を対象とした庭木の
剪定講習会を行いました。講師の山内良行先生のご指導の下、木々
の特性に応じた剪定のし方から、脚立に乗るときの安全な方法、道
具を選ぶときの心得など多岐に渡り学びました。講師の山内先生が
行った剪定は、ただ単に枝を短く切るというだけでなく、仕上がっ
た木の姿はまるで芸術作品のように美しいものになりました。
またシルバー人材センターでは、60歳以上の方で草刈や剪定等を
行うことが出来る会員を随時募集しております。

5月30日（水）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。
今年度から、秋に郡大会が開催され、予選会も兼ねた大会としました。この大会で、上位24名が
出場出来ます。皆さん、郡大会を目指して暑さの中プレーを楽しんでおられました。
上位10名とホールインワン賞12名を表彰しました。

5月15日（月）〜19日（金）にみさと館ロビーで救援物資や赤十字
活動・熊本地震救援活動紹介パネルを展示しました。
日本赤十字社のキャラクターハートラちゃんがデイサービスつく
し苑とやすらぎの里別府をキャンペーンの為訪問しました。利用者
さんの笑顔とハートラちゃんのかわいさでとても和やかな場になり
ました。
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第64号

お問い合わせは、社協 ( 75 -1345までお電話ください。

6 月 8 日（木
木）にみさと館において行わ
れた、アジア
アンプロレスリング主催のチャ
リティプロレスの収益の一部を本会にご寄
リティプロ
付いただきました。社会福祉事業の推進の
ために活用させていただきます。
めに活用させてい

やってみよう !

■ 今回の問題

あなたはいくつ読めますか？

・馬酔木

・梔子

・翌檜

・辛夷

・含羞草

・満点星

・万年青

・玉蜀黍

・合歓木

・木賊

・木瓜

・木槿

■ 前回の答え

間違い探し。7つの間違いを探してみよう！

白い米粒、また白米の飯。「しゃり」は「舎利」で、火葬した後に残る骨のこと。もとは仏語で、
聖者の遺骨、特に仏陀の遺骨（仏舎利）をいう。その遺骨の色や形に似ていることからの隠語で、
鮨職人などが用いる。

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