
美郷町社会福祉法人等連絡会とは　
美郷町社会福祉法人等連絡会は、島根県邑智郡美郷町の下記の 6 法
人からなる協議体です。
福祉サービス事業者の連携協調により、美郷町内における全ての方
の福祉向上を図ります。併せて、「誰もが安心して暮らすことができ
る福祉のまち」を目指し、地域福祉の向上と増進に寄与することを
目的に運営しています。

社会福祉法人 吾郷会
社会福祉法人 邑智会
社会福祉法人 敬愛福祉会
社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会
社会福祉法人 美郷町都賀保育園
社会福祉法人 わかば会

お問合せ先
美郷町社会福祉法人等連絡会
社会福祉法人　美郷町社会福祉協議会（担当：勝部）
〒 699-4621 島根県邑智郡美郷町粕渕 195-1
TEL：0855-75-1345
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発　行　者：美郷町社会福祉法人等連絡会
企画・編集：美郷町社会資源 MAP プロジェクト／株式会社エイデル研究所　

このパンフレットは、令和 3 年度島根県小規模法人のネットワーク化によ
る協働推進事業の一環として企画制作されたものです。

プロジェクトメンバー：
吾郷会 （池之平 秀利、石橋 英憲、岡田 和也、木川 詩織）
邑智会 （藤川 龍治）
敬愛福祉会 （南家 祐介、平谷 久美）
美郷町社会福祉協議会 （岡田 知子、勝部 祐樹、兒島 智和、西谷 こずえ、藤原 英樹）
美郷町都賀保育園 （櫻井 由香里）
わかば会 （河上 千恵美、平 考志、山田 大輔）



だいわ薬局大和小学校

大和診療所
比之宮出張所

君谷 診療所

邑智中学校

波多野診療所

邑智小学校
あなたらしく、
くらしやすく

邑智会

　❽ おおち保育園
美郷町子育て支援センター

美郷町都賀保育園

　❾ 美郷町都賀保育園
敬愛福祉会
　❿ デイサービスやすらぎの里別府

やすらぎの里別府居宅介護支援事業所
やすらぎの里放課後児童クラブ

美郷町社会福祉協議会
　⓫ 美郷町社会福祉協議会本部

美郷町社協訪問介護事業所

　⓬ 美郷町社協居宅介護支援事業所
美郷町デイサービスセンターつくし苑

吾郷会

　❶ 特別養護老人ホーム 双葉園
通所介護事業所　吾郷センター

　❷ 訪問看護ステーションおおち
吾郷会居宅介護支援事業所

　❸ 特別養護老人ホーム　ハートランド双葉園
グループホーム　マホロバの里
小規模多機能型居宅介護ふたばの里

　❹ 養護老人ホーム　まほろば大和
特定施設入所者生活介護事業所
ヘルパーステーションまほろば

わかば会

　❺ 障害者支援施設　邑智園

　❻ ジョイワークみさと

　❼ 地域活動支援センターあおぞら
サポートセンターおおち
サポートハウスわかば
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この社会資源ＭＡＰは美郷町にある
６つの社会福祉法人（児童・障がい・高齢）が連携して作成しました。
町内の福祉サービスをはじめ、教育、医療など、
身近にある「くらしの宝（社会資源）」をまとめています。
作成したメンバーは福祉の仕事でくらしを支えているプロフェッショナルです。
町民のみなさんが「あなたらしく、くらしやすく」なるための情報を持ち寄りました。
みなさんが困った時に

「この人を頼って、ここに連絡する、ここに相談に行く」がわかりますので、
ぜひご活用ください。

美郷町役場
　⓭ 多機能コミュニティセンター「みさと館」

美郷町立図書館「みさと本の森」
美郷町地域包括支援センター

公民館・隣保館

⑭ 君谷公民館

⑮ 別府公民館

⑯ 沢谷公民館／沢谷交流センター

⑰ 粕渕公民館（かすみの里）

⑱ 吾郷公民館

⑲ 都賀公民館

⑳ 都賀行公民館・潮分館

㉑ 比之宮公民館

㉒ 都賀行隣保館

㉓ 浜原隣保館

行政機関・公共施設社会福祉法人等連絡会
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大和中学校

大和診療所／大和事務所

秦クリニック

沢谷診療所
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総合相談窓口 高齢の方の相談窓口

⓭ 美郷町役場（健康福祉課）
美郷町粕渕 168
TEL　0855-75-1231
地域に暮らす皆さんを保健・福祉・医療など、
様々な面から総合的に支えます。 

⓭ 公共交通運賃助成
（美郷町企画推進課）
美郷町民を対象に、町内の区間を 200 円で乗
れる券を発行しています。小中学生には無料券
を配布しています。

⓭ 要介護者のタクシー運賃助成
（美郷町健康福祉課）
要介護認定を受けている方を対象に、美郷町内の
タクシー業者を利用した際の運賃を助成します。
利用回数： 片道を 1 回とし、
 1 カ月あたり 8 回以内
助 成 額： 運賃の 1 割（5,000 円まで）

⓭ 福祉タクシー運賃助成
（美郷町健康福祉課）
車いすまたはストレッチャーを利用している方
を対象に、医療機関への通院等で、美郷町内の
福祉タクシーを利用した際の運賃を助成します。
利用回数： 片道を 1 回とし、
 1 カ月あたり 8 回以内
助 成 額： 運賃の 1/2（5,000 円まで）

⓫ 高齢の方のお出かけ支援
（美郷町社会福祉協議会）
70 歳以上の方（条件有）を対象に、事前の申し
込みで、指定日に自宅から限られた目的地まで
の送迎を行っています。
利用料金：1 回 400 円
利用時間：1 日 4 時間程度で完結

美郷町では以下の 4 つの事業所が配食サービスを
提供しています。季節に合わせて、栄養価の高い、
バランスの良い食事をお届けしています。お問い合
わせは、美郷町健康福祉課並びに各事業所へご連絡
ください。

❶ 吾郷センター
対応日時：日曜日、祝日以外　昼食、夕食対応
対応形態：常食、刻み食、ミキサー食、病態食等
実施地域： 昼食　粕淵、浜原地域限定
 夕食　送迎地域に応じて対応
　　　　　　　　（要相談）
TEL　0855-75-0974

⓬ 美郷町デイサービスセンター　つくし苑
対応日時：火、金曜日　夕食対応
対応形態：常食
実施地域：大和地域全域限定
TEL　0855-82-2841

❻ ジョイワークみさと
対応日時：火、金曜日　夕食対応
対応形態：常食
実施地域：粕淵、浜原地域限定
TEL　0855-74-6033

❿ やすらぎの里
対応日時：日曜日以外　夕食対応
対応形態：常食、刻み食等対応
実施地域：美郷町全域、大田市一部地域
TEL　0855-75-8185

❷ 吾郷会居宅介護支援事業所
美郷町滝原 174-2
TEL　0855-75-0324
４名のケアマネジャーが、
介護サービスの様々なご相談に応じます。

❼ サポートセンターおおち
美郷町粕渕 117-1
TEL　0855-75-8013
地域での生活や、そのご家族の生活を支援します。

各法人、事業所への苦情等については、直接言い
にくい面もあると思われますので、その場合は、
どの相談窓口にご連絡いただいても結構です。
当連絡会において、責任を持って対象法人、事業所
へお伝えします。

❽ おおち保育園・美郷町子育て支援センター
美郷町粕渕 37-4
TEL　0855-75-0054（おおち保育園）
TEL　0855-74-2270（美郷町子育て支援センター）

❾ 美郷町都賀保育園
美郷町都賀西 596-4
TEL　0855-82-2217

日頃の子育ての中、発育・発達についての心配や疑
問、悩みなどのご相談に応じます。

❿ やすらぎの里別府居宅介護支援事業所
美郷町別府８-５
TEL　0855-75-8185
ご本人の心身の状態やご家族の要望に応じて、
介護サービスを利用できるよう支援します。

⓬ 美郷町社協居宅介護支援事業所
美郷町潮村 300-1
TEL　0855-74-6333
ご本人やそのご家族の要望を取り入れ、
自宅での生活を継続できるように
介護サービスなどを調整します。

⓫ くらしの相談所みさと
（美郷町社会福祉協議会）
美郷町粕渕 195-1
TEL　0855-75-1300
何をどこに尋ねたらいいのかわからない、
そんな「困った！」をご相談ください。

障がいについての相談窓口

子育ての相談窓口

移動をサポート 食事をサポート
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くらしに身近な福祉の
相談窓口

くらしやすさを支える
様々なサービス
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福 祉 で 暮 ら し を 支 え る  社 会 福 祉 法 人 等 連 絡 会
美郷町内で児童・障がい・高齢の福祉サービスを提供する 6 つの法人について、暮らしのどのような場面で
皆さんを支えているのかをご紹介します。QR コードから各法人の WEB サイトもご覧になれます。
事業については、変更することがありますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

あなたのため、わたしのため、みんなでつくろう福祉の輪　 「基本的人権」「個」を重視した福祉サービスの提供｜積極的な情報開示による信頼の確立
地域における新たな福祉サービスの創造｜健全な財政基盤による組織の活性化　

わかば会

子ども一人ひとりを大切にし、地域に根ざした保育園を目指す　

美郷町都賀保育園

顧客満足の追求　

吾郷会

邑智会　おおち保育園

子どもの最善の利益｜子どもの福祉の増進 みんなちがってみんないい環境づくり

敬愛福祉会

〒 699 - 4621
島根県邑智郡美郷町粕渕195 -1
TEL　0855-75-1345
対応しやすい時間帯
8時30分～17時30分

〒 696-1144
島根県邑智郡美郷町小谷 361
TEL：0855-77-0041
対応しやすい時間帯：9時～17時

〒 696 - 0703
島根県邑智郡美郷町都賀西 596 - 4
TEL：0855-82-2217
対応しやすい時間帯 : 午前中

〒 699-4706
島根県邑智郡美郷町滝原 167-1
TEL：0855-75-1870
対応しやすい時間帯：9時～17時

〒 699-4621
島根県邑智郡美郷町粕渕 37- 4
TEL：0855-75-0054
対応しやすい時間帯 : 午前中

〒 696-1131
島根県邑智郡美郷町別府 8-5
TEL：0855-75-8185
対応しやすい時間帯：9時～17時

児童・障がい・高齢それ
ぞれでニーズに沿った
事業を展開する地域福
祉の推進役です。

障がいをお持ちの方の「は
たらく」「くらす」を実現
できるよう応援します。

美郷町・大田市で高齢者
福祉サービスの拠点と
して幅広く事業展開し
ています。

能力や心身の特性に寄
り添い、口腔機能と個別
の機能訓練にも力を入
れたデイサービスです。

里帰り出産でも一時保
育が利用できて妊産婦
の安心につながってい
ます。

子育て支援センターを
併設し、美郷町での子
育てを幅広く支援して
います。

「くらしの相談所みさ
と」では暮らしの「困っ
た」を相談できる総合相
談を行っています（訪問
相談もあり）。

地域で暮らし続けるた
めに社会参加の場を広
げ、地域の皆様の理解
につなげています。

介護に関する悩み、問題
等の相談を受け付け、暮
らしをトータルサポー
トします。

放課後児童クラブはデ
イの一室のため、児童の
活気ある声が響いてい
ます。

毎月 25 日の園の開放日
には子育て相談も行っ
ています。

病気等の回復期にある
在園児を専用スペース
で預かる「病後児保育」
に取組んでいます。

サービスの相談からホー
ムヘルパーやデイサービ
スの利用までもをつなぐ、
高齢者や障がい者の在宅
生活をサポートします。

ご家族の方の生活も応
援し、様々な相談や情
報提供を行っています。

「なぜ」の追求より、ご
利用者お一人おひとり
に合わせた最善のケア
を追求します。

高齢者の在宅生活の食
を支える配食サービス
は「刻み食」にも対応し
ています。

郷土芸能である神楽の
伝承や園内行事を通じ
た地域との交流があり
ます。

畑づくりを通し、近隣
小学校との交流機会も
豊かです。

主な事業
地域福祉事業／総合相談／貸付事業／権利
擁護事業／シルバー人材センター／居宅介
護支援事業所／ホームヘルパー（高齢・障
がい）／デイサービス

主な事業
生活介護（入所・ショートステイ）／ホーム
ヘルパー（障がい）／就労継続支援（B 型）
／グループホーム／相談支援／地域活動支援
／放課後等デイサービス

主な事業
保育事業／一時保育／延長保育（18：15～・
30分毎・有料）／子育て相談（毎月25日・1回）
／ボランティア・見学

主な事業
特養（入所・ショートステイ／3か所）／デイサー
ビス（2か所）／養護（入所）／グループホーム／
高齢者支援ハウス／居宅介護支援事業所／小規
模多機能型居宅介護支援事業所／訪問看護

主な事業
保育事業／病後児保育／一時預かり保育／
延長保育（18：15 ～・30 分毎・有料）／
子育て相談（子育て支援センターが併設）
／ボランティア・見学

主な事業
デイサービス／居宅介護支援事業／配食サー
ビス／買い物代行／放課後児童クラブ

美郷町社会福祉協議会
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