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第１４回 チャリティ神楽大会を開催しました

ありがとうございました。
募金額 ５９８,０４３円（6月25日現在）
ご出演団体のみなさま

日和大元神楽団様・中野大元神楽団様
桜井神楽団様・高原神楽団様・
矢上大元神楽団様・
雪田神楽団様・
井原神楽団様
ありがとうございました！
vol.163

6月23日（土）、矢上「農村環境改善センター」にお
いて「第14回邑南町チャリテイ神楽大会」を開催しま
した。当日は町民の方に多数ご来場いただき、最後ま
でご声援いただき、盛大に開催することが出来ました。
この神楽大会を支えてくださっている町内16社中の
皆さん、バザー出店などしていただいた団体の皆さん、
会場であたたかい声援を送ってくださった町民のみな
さん、ご協力ありがとうございました。

平成30年7月4日発行

島根県邑智郡邑南町高見485番地1 Ｔel.0855-84-0332

発行 ● 社会福祉法人邑南町社会福祉協議会

IP電話：050-5207-5434 Fax.0855-84-0460
この広報は、町民の皆様にご協力いただいた平成29年度共同募金の配分金を財源に発行しています。
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邑南町社会福祉協議会事業報告

平成29年度に実施した事業について報告します。詳細について希望される方は、
「平成29年度事業報告書」の送付を行いますのでご連絡ください。（☎84-0332）(IP:050-5207-5434)
また、本部事務所（高原）にて閲覧して頂くことも可能です。

権利擁護センター事業

高齢者や障がい者の意思能力や生活能力に
応じて、成年後見制度や日常生活自立支援事
業を活用し、財産管理や身上監護を中心とす
る権利擁護サービスを提供し、住み慣れた地
域で安心して暮らせるよう支援することを目
的として事業を行った。
日常生活自立支援事業
新規契約件数
4件
年度末契約件数
12件
法人成年後見業務
法定後見受任件数
24件
〔内訳：後見13件･保佐10件･補助１件〕
制度に関する相談・手続き支援
延べ相談件数
1,775件
手続き支援件数
6件
法人後見従事者スキルアップ研修の開催 参加者 14名

（対象：小学５・６年生と中学生）
おおなんサマボラ・リーダー研修

（対象：小学４・５・６年生）
新生児誕生祝い品の贈呈事業

源に様々な地域福祉推進事業を実施。
一般会費		

2,841,600円

香典返し寄付金

5,713,000円

特別会費

一般寄付金

19件

125,000円

161件
13件

197,877円

新盆お供え配布事業

香典返し寄付金を財源に新盆を迎えられる

世帯にお供え（線香、ローソクセット）を配布。


192件

総合相談事業

各種専門相談会の開催
一般相談〔職員対応〕

103件

教育相談〔教育関係者〕
106人

相談件数
11件
ひとり一品運動の実施
寄付者（団体２、個人17名）
19名
寄贈物品
米、麺類、調味料ほか
提供回数
32件

2回
1回

主な相談内容

相続問題・後継者問題・家庭内問題・
金銭関係問題・土地境界問題・

66人

「邑南町ボランティアの日」の環境美化活動

参加者数 359人
ボランティア団体への活動資金の助成事業

16団体

12回

女性相談〔女性相談員〕

18人

ボランティアセンター事業

生活困窮者自立相談支援事業

皆さまのご協力による会費・寄付金等を財

法律相談〔弁護士〕〔司法書士〕

児童・青少年福祉推進事業
夏休み施設ボランティア体験

会費・寄付金事業

障がい者問題・教育問題・福祉機器 ほか

障がい者福祉推進事業
あいサポーター運動の推進

「障がいの特性を知り・理解を深めること」

を目的として、地域住民や障がい者施設の職
員・利用者を対象にあいサポーター研修会を
開催。


高齢者等外出支援事業

受講生 362名

提供回数 239回

知的障がい者当事者会支援事業


開催回数

4回
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生活支援ハウス運営事業

60歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者夫
婦世帯等で、独立して生活することに不安の
ある方に介護支援・居住・交流機能を総合的
に提供し、安心して健康で明るい生活が送ら
れるよう支援した。
Ｈ29年度入所５名
Ｈ29年度退所７名居住15室（17名）定員

介護予防・生活支援事業

通所型介護予防事業〔交流型〕
羽須美地域
延べ利用者数
瑞穂地域
延べ利用者数
石見地域
延べ利用者数
訪問給食サービス事業
羽須美地域
配食数
瑞穂地域
配食数
石見地域
配食数

522人
1,488人
1,204人
2,805食
3,571食
4,224食

介護保険事業
居宅介護支援事業〔ケアマネージャー〕
東部サービスセンター 延べ利用者数 1,991人
西部サービスセンター 延べ利用者数 1,952人
訪問介護事業〔ヘルパー〕
東部サービスセンター 延べ利用者数 4,735人
西部サービスセンター 延べ利用者数 6,935人
通所介護事業〔デイサービス〕
東部サービスセンター 延べ利用者数 5,351人
西部サービスセンター 延べ利用者数 6,305人
訪問看護事業
西部サービスセンター 延べ利用者数 2,022人
福祉用具貸与事業
延べ利用者数 2,804人

いきいきサロン開催の状況

11地区社協を中心として「いきいきサロ
ン」開催。

開催回数193回 参加人数4,682人

シルバー人材センター事業
会員数
請負件数
請負金額

94人
723件
10,878,000円

高齢者福祉推進事業

敬老の日配分事業
85歳の方長寿祝
一人暮らし高齢者支援事業
交流会等の開催 延べ参加者数

153人
366人

地域福祉サポーター派遣活動（優友活動）
一人暮らし高齢者を対象として、地域福祉
サポーター養成講座修了生（優友サポーター）
の協力を得て支援活動を実施した。
活動内容
話し相手、軽易な家庭の修繕、日用品・食品
等買い物、掃除
派遣回数
延べ利用者数
81名

延べ支援者数
76名

延べ支援回数 246回

地域包括ケアシステムの推進

関係機関の情報交換等により情報共有を図
り、地域性に即した効率的・効果的な地域包
括ケアシステムの構築と新たな施策提言を目
的とした会議「地域部会」へ参画し検討協議
を行った。

地域部会 開催回数10回

協議体
開催回数  1回

生活支援事業

生活福祉資金事業
継続取扱件数
〔教育支援費16件・就学支援費16件・
福祉資金5件・緊急小口資金 1件〕
民生融金事業
新規貸付件数

38件

4件

子育て支援事業

（地域ボランティアグループでの取組み）

地域子育てサロン事業

24回 延べ利用者数374人

〔瑞穂12回182人･石見12回192人〕

おおなん奨学資金事業

新規採用奨学生
〔大学１人・短期大学１人〕
継続奨学生

2人
37人

平 成
29年度

決算

法人全体『収入』

おおなん社協

■償還金・その他の収入
内訳❶法人運営事業拠点区分
❷社協事業拠点区分
❹老人事業拠点区分
❺公益事業拠点区分

181,362,154
75,186
43,560,196
670,664
114,918,403
22,137,705
15,440,265
5,073,617
9,811,974
488,047
66,627

■介護保険収入
内訳❹老人事業拠点区分
❺公益事業拠点区分

228,153,033
202,818,482
25,334,551

■補助・委託金収入
内訳❶法人運営事業拠点区分
❷社協事業拠点区分
❸障がい者支援事業拠点区分
❹老人事業拠点区分
❺公益事業拠点区分

115,793,698
24,560,000
79,908,568
1,120,272
5,928,858
4,276,000

繰越金収入
181,362,154

事業・
負担金収入
38,326,960

法人全体収入

593,164,913円
償還金・
その他の収入
15,440,265

介護保険収入
228,153,033

■共同募金配分金収入
内訳❷社協事業拠点区分

共同募金
配分金収入
5,107,126

5,107,126
5,107,126

■事業・負担金収入
内訳❷社協事業拠点区分
❸障がい者支援事業拠点区分
❹老人事業拠点区分
❺公益事業拠点区分

■人件費
内訳❶法人運営事業拠点区分
❷社協事業拠点区分
❸障がい者支援事業拠点区分
❹老人事業拠点区分
❺公益事業拠点区分

法人全体支出

593,164,913円

人件費
299,895,208

事業費
102,617,629

事務費

6,281,407

■繰越金支出
180,051,179
内訳❷社協事業拠点区分
49,622,751
❸障がい者支援事業拠点区分
670,664
❹老人事業拠点区分
105,314,875
❺公益事業拠点区分
24,442,889
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社会福祉事業
❶ 法人運営事業拠点区分
・ 法人運営サービス区分
❷
・
・
・
・
・
・

補助・
委託金収入
115,793,698

38,326,960
9,747,629
10,126,680
4,997,444
13,455,207

593,164,913円

繰越金支出
180,051,179

その他の
支出
4,319,490

会費・寄付金収入
8,981,677

8,981,677
8,877,477
104,200

■繰越金収入
内訳❶法人運営事業拠点区分
❷社協事業拠点区分
❸障がい者支援事業拠点区分
❹老人事業拠点区分
❺公益事業拠点区分

（4）

（単位：円）

593,164,913円

■会費・寄付金収入
内訳❷社協事業拠点区分
❺公益事業拠点区分

法人全体『支出』

2018.7 No.163

社協事業拠点区分
地域福祉推進サービス区分
高齢者支援事業サービス区分
ボランティアセンターサービス事業区分
介護予防生活支援事業サービス区分
共同募金配分金事業サービス区分
権利擁護事業サービス区分

・
・
・
・

■事務費
内訳❶法人運営事業拠点区分
❷社協事業拠点区分
❹老人事業拠点区分
❺公益事業拠点区分
■事業費
内訳❷社協事業拠点区分
❸障がい者支援事業拠点区分
❹老人事業拠点区分
❺公益事業拠点区分
■その他の支出
内訳❶法人運営事業拠点区分
❷社協事業拠点区分
❺公益事業拠点区分

軽度生活支援ハウス事業サービス区分
資金貸与事業サービス区分
生活福祉資金貸与事業サービス区分
福祉基金事業サービス区分

299,895,208
29,909,219
57,575,215
11,044,980
189,414,731
11,951,063
6,281,407
3,656,169
1,081,656
1,477,285
66,297
102,617,629
44,751,189
201,972
30,574,343
27,090,125
4,319,490
693,314
3,512,260
113,916

❹ 老人事業拠点区分
・ 居宅介護等事業サービス区分
・ デイサービス事業サービス区分
・ 訪問看護事業サービス区分
・ 居宅介護支援事業サービス区分
（2）
公益事業
❸ 障がい者支援事業拠点区分
・ 障がい者デイサービス事業サービス区分
❺ 公益事業拠点区分
・ 障がい者訪問介護事業サービス区分
・ 福祉用具貸与事業サービス区分
・ 障がい者移送サービス事業サービス区分
・ シルバー人材センター事業サービス区分
・ 祭壇運営事業サービス区分

（5）
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邑南町ひとり暮らし高齢者の会の愛称が「むくのき会」に決定！
6月14日（木）、いこいの村しまねを会場に113名の参加者が集い、邑南町ひとり暮ら
し高齢者の会総会・研修交流会が開催されました。
研修会では、川本警察署・町内駐在所の皆様のご協力により、詳細で丁寧な『生活安全
講座』と還付金詐欺被害の場面をコミカルな『寸劇』で表現していただき、防犯意識を高
めることができました。今回の総会では「邑南町ひとり暮らし高齢者の会」に、各地域会
“ほたる会”“いなほ会”“さつき会”のような愛称を付けようとアンケートを採り、標
題の『むくのき会』に決定しました。「むくのき」は根が深く、丈夫に育つ木としての意
味と、むりなく･くらしを･のんびり･きらくに、の頭文字を取ったものです。
むくのき会日野國人会長は「樹木直径1ｍにもなる立派な木であり、とても良い。有意
義な総会になった。」と言っておられました。

当日配布した、火災予防対策パンフレット

邑南町ひとり暮らし高齢者の会は、お一人暮
らしで65歳以上の方はどなたでも参加できま
す。全町の総会・交流会のほかに、羽須美地域
『ほたる会』、瑞穂地域『いなほ会』石見地域
『さつき会』が各活動を企画しています。
○羽須美ほたる会研修会
○瑞穂いなほ会研修会
○石見さつき会研修会

10／17日㈬
地域交流会・介護美容研究会
9月下旬
広島・日帰り温泉買物旅行
7／26日㈭
地域交流会・健康のツボ講演会
9／20日㈭
湯谷温泉・日帰り温泉旅行
上記のような年間予定を立てています。地域で耳にし、気になっている方がおられました
ら各地域の世話人さん又は事務局：邑南町社会福祉協議会までお気軽にお問合せ下さい。

社会福祉協議会

電話84-0332/050-5207-5434

おおなん社協
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石見養護学校の生徒が

草刈ボランティアを実施しました!
石見養護学校高等部では学習の一環として草
刈り等の環境整備活動に取り組まれています。
このボランティア活動を通じて、児童生徒た
ちの地域に貢献する気持ちを育て、自己啓発を
図り、達成感と次回への意欲を高めていく等の
ねらいで年４回程度実施されています。
今年度も中野地区の絆ロード付近を高等部園
芸班の生徒と教職員で草刈り、集草作業を５月
と７月に実施されました。

ふれあいの会で

アクアスに出かけました!

5/20（日）邑智郡知的障がい者の会「ふれあいの会」
の総会を中野公民館で行いました。
年間行事を決める際には、会員のみなさんから活発な意見
が出て、とても盛り上がりました。
午後からは浜田のアクアスへ外出。中には、初めて行く方
もおられ、会員さん同士楽しく会話されながら見学してい
たのが印象的でした。シロイルカのショーも見られ、みな
さん夢中になって楽しまれていました。

「手をつなぐ育成会」の総会を開催しました
「邑南町手をつなぐ育成会」では毎年１回
総会を行い、昨年度の事業報告と今年度の事
業計画について協議しています。今回の総会
では、災害が起きた際でも子どもの状態や注
意しなければならないことを記入した連絡
ノートを自宅に置いておき、親が近くにいな
かった場合でも、誰もが安心して対応しても
らえるのではないか等具体的な対策について話し合いがされました。
「邑南町手をつなぐ育成会」は障がいのあるわが子の幸せを求めて、共に手をつなぎ活
動しています。大切なお子さんの将来や心配なことを相談し合える仲間がここにいます。
育成会の会員（親）も高齢化が進む中で、親亡き後の問題や苦しいことや楽しいことを分
かち合える新たな仲間が一人でも増えたらと考えています。

おおなん社協
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難病の方やそのご家族のよき理解者とな
り、患者・家族の集いの運営を支援くださる
難病ボランティアの方を養成するための講座
を開催します。（全2回）
開催日時：平成30年8月29日（水）
13:30～15:30
開催場所：県央保健所 集団指導室
（大田市長久町長久ハ7-1）
※第2回目の講座は、9～10月頃開催予定で
す。参加者の方に別途ご案内します。
【申込・問合せ】
県央保健所 医事・難病支援課
０８５５-８４-９８２５
【申込締切日】
平成30年８月22日（水）

平成 年４月に発生した熊
本地震の際、邑南町から「邑
南町熊本地震復興を願う有志
の会」として、７名の方が、
炊き出しボランティアとして
活動されました。
発生から２年の節目を迎え
るにあたり、協力団体として
活 動 を 支 援 し た、「 よ ろ ず や
瑞穂」様に熊本市長様より感
謝状が贈呈されました。

難病支援ボランティア講座
開催のご案内
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『よろずや瑞穂』様に感謝状贈呈

（7）

平成30年度福祉教育セミナーが開催されます
福祉教育の新たな課題である「社会的包摂」を学び、すべての人がそれぞれのライフ
ステージや生活場面に応じた
「ふくしの学び合い = 福祉教育」を積極的に推進し、すべての人を包摂できる地域
づくりを進めていくための『ふくしの学び合い』の機会として開催されます。
開催日時：平成30年8月6日（月）13:00～16:30
開催場所：田所公民館
主
催：社会福祉法人島根県社会福祉協議会
共
催：社会福祉法人邑南町社会福祉協議会
参加対象者：市町村社会福祉協議会、公民館、学校
地域における福祉教育推進者（自治会、民生児童委員、ボランティアティア団体、地区社協等）
日
程：13:30 開会
13:40 事業説明
             13:50 「福祉の学び合い」推進助成事業実践報告
吉賀町社会福祉協議会 益 成
匡 氏
出雲市社会福祉協議会 大 迫 慎二郎 氏
森 崎
亮 氏
邑南町社会福祉協議会
15:00 講演「“自分”から始まる地域の支え合い
～社会的包摂と福祉教育～」
首都大学東京
室 田 信 一 准教授
参加申し込み・問合せ先
社会福祉法人島根県社会福祉協議会 地域福祉部 0852-32-5997

（8）

多くの方から、心温まる

寄付金をいただきました。

この寄付金につきまして

は、高齢者福祉、障がい者

福祉、児童福祉推進事業を

谷

森 脇
   谷
    鉄森
町 中
   央
    日高
大阪府（断魚） 猪股
青木

横


岩崎

健二
秀憲
俊郎
治

勝男

【一般寄付金】

大田市（中野）

様
様
様
様

様

須々井 武 電話88-0717 又は
社協 電話87-0843（担当／坂之上）

6

月

「ねんりん工房」（阿須那：賀茂神社の隣）と
「知恵工房」（口羽：ほたる館付近）において、
陶芸グループによる茶碗や人形等の創作活動を通
じて、会員同士の交流を深めておられます。経験
のない方も大歓迎です。興味のある方は下記まで
お問い合わせください。

年

「ねんりん工房」
と
「知恵工房」
で
一緒に創作活動しませんか。

平成

様
様
様
様
様
様
様
様
様

様

【香典返し寄付金】

郷

平成30年度社協会費
２，
７０４，０００円（平成30年6月末現在）
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絵手紙の紹介

ありがとう
ございました

平成30年度邑南町社会福祉協議会の
会費についてご協力いただきありがとうございま
した。また、地域の福祉委員の皆さま方にはお世
話になりました。この会費は、地域福祉推進やボ
ランティア活動支援などの事業を進めるための大
切な財源とさせていただきます。今後ともご理解、
ご協力を頂きますようよろしくお願いいたします。

はじめとし、地域福祉推進

（地区社協への助成等）の

組織化及び活動の貴重な財

〔一般福祉事業へ〕
大 庭
   上
    黒田 秀昭
三
坂  洲濱 淳洋
下亀谷下  迫田 正樹
生
家
横田 安夫

広島市（出店口） 大畑
真志

流
田  兼崎 博輝
小 河
   内
    上川ヒデ子
安
田  富永 良二
獺
越  服部百合男
〔奨学資金事業へ〕
 寺本 典明
上

様
たくさん）

【一般寄付物品】

高海冠寿会
 （タオル

社協会費のお礼

お問合せ先

源として活用させていただ

様
様
様
様
様
様
様
様

きます。心よりお礼申し上



年５月

30

げます。

平成

〔一般福祉事業へ〕
三次市（江平） 柴岡みほ子

広島市（鱒渕下） 田中
泰治

福山市（高見町） 伊藤
剛

鱒 渕
   上
    松一 末十
出
羽  三上栄実子
朝
原  土佐房之助
下 伏
   谷
    南 カズエ
池尻 郁士
愛知県（横引）

【香典返し寄付金】

おおなん社協

社協では、ボランティアさんの協力を得
て、配食サービスのお弁当に月に一度、絵
手紙を添えてお届けしています。季節を感
じられる絵とメッセージが添えられていま
す。４月から６月分をご紹介します。
協力ボランティアグループ 「高原絵手紙文通サークル」
4月

5月

6月

