
令和元年６月１日発行
【天草市社会福祉協議会】

社協だより

○平成31年度 事業計画・予算
○子ども民生委員 活動紹介
○生活に関すること
○社協からのお知らせコーナー
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【写真】平成31年４月28日（日）大矢崎
緑地公園にてあまくさ子ども
フェスティバルを開催しました。
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平成31年度（2019年度）

天草市社会福祉協議会 事業計画・予算

会長　中村 五木

•組織体制及び組織運営の充実
　理事会・評議員会・三役会の充実
　評議員選任・解任委員会の適切な開催
　監事・委員会（事業調整・総務）の役割と強化
•人材育成のための計画的な職員教育
　基礎・実務者研修の実施
　職員の主張の開催
　資格取得研修会の実施
　OJT（日常業務を通じた教育）

•財政基盤の強化
•人事・労務管理
　人事管理（人事配置・採用関係）
　労務管理（リスクマネジメント・安全衛生）の徹底
•勤務評定の実施
　目標管理制度の充実
　勤務評定に基づく職員教育の実施（育成面接の充実）
•その他
　天草市社会福祉協議会発展強化計画の進捗管理と検証

•地域福祉活動の推進
　地域福祉ネットワーク事業
　ふれあいいきいきサロン活動支援事業
　墓地清掃管理サービス事業
　地域福祉活動計画（第3期）の進捗管理
　天草いきいき夢大学・終活セミナー
　あまくさシルバーファッションショー
　認知症に対する理解の深いまちづくりの推進
　認知症カフェの設置・運営
•ボランティア・市民活動支援センターの
　充実と機能強化
　中高生と天草市長とのボランティアトーク
•大規模災害と防災への対応強化
•高齢者福祉事業の推進
　介護支援ボランティア事業
　おばあちゃんのひな祭り事業
　百歳長寿お祝い事業
　ダイヤモンド婚表彰事業
•障がい者福祉事業の推進
　障がい者等サロン事業
　身体障がい者ふれあい事業

•児童福祉事業の推進
　子どもデイサービス事業・放課後児童クラブ
　新入生お祝い事業
　あまくさ子どもフェスティバル
　子育てサロン事業
　天草市子ども民生委員の委嘱と活動支援
•住民参加型生活支援サービスの推進
　ファミリーサポートセンター事業
　ほっと安心サポート事業
•ひとり親事業の推進
　親子ふれあい事業
•共同募金・日本赤十字社事業の推進
•全住民幸福量調査（牛深地区）
•各種関係機関との連携・協働
　民生委員児童委員協議会との連携
　ボランティア連絡協議会との連携
　各種関係団体の活動支援
•福祉課題に対応する公益活動
•当事者組織の充実支援
　認知症家族の会の支援
　KMS（家族みんな幸せ）家族の会の支援

１ 法人経営部門

•日常生活課題の対応
　在宅医療・介護連携推進事業の充実
　家族介護者交流事業
　家族介護教室
　外出支援サービス事業
　ひとり親家庭等日常生活支援事業
　妊産婦日常生活支援事業
•介護保険事業等の推進
　介護保険事業
　地域密着型サービス事業
　介護予防・日常生活支援総合事業
•障がい福祉サービスの実施
　障がい者福祉サービスの充実
　児童発達支援センターを中核とした
　　　　　地域療育支援体制の充実

•その他の受託事業の実施
　重度心身障がい者訪問入浴車派遣サービス事業
　移動支援事業
　水俣病発生地域リハビリテーション強化等支援事業
•地域包括支援センター事業の推進
•地域包括ケアシステムの推進
　生活支援体制整備事業の充実
•指定管理施設の経営
　老人福祉センターの経営
　在宅介護支援サテライト施設おにき及びふたうらの経営
　高齢者生活福祉センターの経営
　生活支援ハウスの経営
•福祉人材の育成・確保
　熊本県指定介護職員初任者研修事業
　有償ボランティアの活動支援

４ 生活支援サービス部門

•あまくさ福祉まつりの充実
•社協だより・ボランティア情報誌の充実
•天草市社会福祉協議会ホームページの充実

•あまくさシティエフエム（みつばちラジオ）の活用
•福祉副読本の活用
•マスメディアへの情報提供

５ 広報啓発活動の強化
２ 地域福祉活動推進部門

•各種相談機能の充実強化
　あまくさ生活相談支援センター設置
　ふれあい総合相談・心配ごと相談窓口の充実
　水俣病相談
•高齢者等の権利擁護の充実強化
　成年後見制度の利用促進
　地域福祉権利擁護事業の推進
　金銭管理サポート事業の推進

•貸付事業の有効活用
　生活福祉資金貸付事業
　福祉金庫貸付事業
　行旅人援護事業

３ 福祉サービス利用援助部門

　市民の皆様には、日頃から天草市社会福祉協議会の事業推進にご協力いただき、
心から感謝申し上げます。
　平成31年度（2019年度）は、地域福祉の充実と生活支援対策の強化を図りな
がら、市民の皆様や行政並びに関係団体と連携し、役職員一丸となって天草市の
福祉向上に努めてまいります。市民に寄り添い、市民から信頼され必要とされる
社会福祉協議会を目指してまいりますので、今後とも皆様のご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

（単位：千円） （単位：千円）

事務費支出
37,547

予備費支出
4,013

固定資産取得支出
 1,061 その他の活動による支出

26,901

基金積立資産支出
7,665

ファイナンス・リース
 債務の返済支出  2,068

助成金支出
13,051

その他の支出
320

貸付事業支出
6,500

事業・貸付
事業等収入
21,981

事業区分間
繰入金収入
13,257

事業区分間繰入金支出
13,257

拠点区分間
繰入金収入
78,911

拠点区分間繰入金支出
78,911

サービス区分間
繰入金収入
39,273

サービス区分間繰入金支出
39,273前期末支払資金残高

124,015
会費・寄附金収入
30,340

雑収入他
2,097

受託金収入
237,086

介護保険事業収入
803,648

経常経費補助金収入
188,087

人件費支出
1,051,037

事業費支出
257,091

支出合計
1,538,695

収入合計
1,538,695
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天草市に新たな 子ども民生委員が誕生～自覚と思いやりの
心を持ち

自ら進んで行動を～

子ども民生委員はこんな活動をしています

●敬老の日メッセージカードの配布 ●福祉マップ作り

　天草市社会福祉協議会では平成27年
度から、天草市の各小学校の児童を子ど
も民生委員として委嘱しています。
　子ども民生委員としてのあいさつ運動
や訪問活動をとおして、地域の一員とし
ての自覚と地域の繋がりの大切さを自ら
学ぶことで、想いやりの心を育み、児童の
健全育成を目的として実施しています。
　今年度は、新規２校、継続15校の小
学校で『子ども民生委員』の委嘱状交付
式を行い、天草市内17校の全ての小学
校に子ども民生委員が誕生します。
　交付式終了後は、認知症について正し
く理解するため、キャラバンメイトによ
る認知症サポーター養成講座を実施して
います。

●地域住民の方と協力して、一人暮らしの高齢者世帯を訪問し、メッセージを添
えたお弁当や、七夕には民生委員の方と手作りの七夕飾りを配布しました。

●花苗プレゼント ●ふれあいいきいきサロンでの交流

　みんなで調べた町内の一人暮らしのお年
寄りのお宅を、話し合いながら地図上にシ
ールを貼って、位置を示す福祉マップを作
成しました。

　地域の民生委員さんと高齢者宅を訪問
し、手作りのメッセージカードを配布する
子ども民生委員のみなさん。

　地域の民生委員さんと一人暮らしの方や
高齢者夫婦世帯を訪問し、児童が育てた花
の苗をプレゼントしました。

　各地域で活動されている、ふれあいいき
いきサロンへお邪魔し、サロンの皆さんに
昔ながらの伝承遊びを教わりながら、交流
を行いました。

【子ども民生委員は、他にもこんな活動をしています】

▲５月10日（金）　天草市立五和小学校４年生

【主催者挨拶】

【来賓祝辞】 【学校長挨拶】

委嘱状
交付の様子

▲子ども民生委員ピンバッジ
　（実物大・本会オリジナル）

信条
朗読の様子

▶
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長
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あまくさ生活相談支援センター

あの～
相談がある
のですが…

一人で悩んでいませんか？

生活に関する悩みごとが
ありましたら、お気軽にご相談ください。

秘密厳守
相談無料

※お電話でのご相談は24時間、365日受け付けております。

天草市ファミリーサポートセンター
子育て中のパパ、ママが安心して仕事ができる
環境づくりのために地域で支え合いましょう！

子育て中のパパ、ママを応援します!!
（天草市より受託）（天草市より受託）

まずは、お気軽にご相談ください

詳しくは 天草市社会福祉協議会・各支所まで お問い合わせください

月～金曜日

土・日曜日
祝日

午前７時から
午後８時まで

午前８時から
午後６時まで

午前７時から
午後10時まで

午後８時から
午後10時まで

　病気の症状が回復し、安定しているけ
れども、保育園や小学校に行くことがで
きない子どもの預かりができます。
（病院受診後、病気の症状が安定している
子どもに限ります）

※症状によっては、センターが判断し、
預かることができない場合もあります。
※児童の宿泊はできません。
※協力会員が子どもを病院に連れていく
事はできません。（緊急時を除く）

　センターでは、病気の症状が安定している児童の預か
りに対応するため、病後児預かりサポーター養成研修会
を毎年開催しています。研修会では救急法も受講してい
ただき、安心して子どもさんを預けて頂けるよう協力会
員のスキルアップに努めています。

●依頼会員（子どもさんを預けたい方）
・天草市に在住または勤務し、生後６
か月～小学校６年生までのお子さん
がいる家庭
●協力会員（子どもさんを預かる方）
・天草市に在住し、自宅等で子どもを
預かれる方
・心身共に健康で、子どもが好きな方
・センターが実施する講習会を受講し
ていただける方

サービスの利用には会員登録が必要です

病後児の預かりについて 病後児の預かりに対応するために

利用区分 利用料
（１時間）

通常
（病後児を除く）

病後児
（月～金曜日）

300円

350円

450円

今日は残業になりそう…
誰か保育園の迎えに
行ってくれないかなぁ

熱は下がったけど、
まだ保育園はねぇ…

仕事も休めないし困ったなぁ

今日は体調が悪いわ…
病院に行く間、子どもを預かって

くれる人はいないかなぁ

美容院に行きたいなぁ
その時間だけ子どもを
みてもらえたらなぁ

自立した生活を支援する
４つの事業を実施しています
自立相談支援事業 就 労準備支援事業

家計改善支援事業 一 時生活支援事業

相談窓口
●中央ブロック（本渡・新和・五和地区の方）

お近くの天草市社会福祉協議会　各支所でも、ご相談を受け付けています。

080－2744－3008 / 090－6892－2185
090－6891－7125

●東ブロック（有明・御所浦・倉岳・栖本地区の方）
080－2744－1219 / 090－6891－1713

●西ブロック（牛深・天草・河浦地区の方）
080－2745－0580 / 090－6891－9057

専用
電話

専用
電話

専用
電話

各ブロックに、専用電話を複数設置しています。
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天草市社会福祉協議会では、下記老人福祉センター等の管理を行っています。お気軽にご利用ください。

天草市指定管理施設 老人福祉センター等の
健康維持の
ため

仲間との
時間のため

牛深老人福祉センター
有明老人福祉センター
倉岳老人福祉センター
河浦老人福祉センター
在宅介護支援サテライト施設ふたうら
在宅介護支援サテライト施設おにき
新和高齢者生活福祉センター
河浦生活支援ハウス

牛深町1522-4
有明町赤崎2010-9
倉岳町棚底1997-1
河浦町白木河内223-12
二浦町亀浦1035-45
魚貫町5536-1
新和町小宮地763-13
河浦町白木河内242-3

72-5776
53-0110
64-3788
76-1401
72-9877
72-8766
46-3796
76-1401

施　　設　　名 所　在　地 電話番号

各種相談 健康増進 教育の向上趣味活動
サロン活動

レクリエー
ションなど

施 設を利 用しませんか

ご先祖を敬い、
絆を大切にする 墓地清掃管理サービス
　天草市内にお墓があり、身体的な理由やご家族の都合で、墓地の清掃管理にお困
りの方に代わり、新たな福祉的視点でソーシャルファームの理念に基づき、登録団
体等と共に、お墓の清掃や供花を行います。
※ソーシャルファームとは
　障がいをお持ちの方や引きこもりなどで、仕事を見つけることが困難な方へ、働く場を創りだし提供する取り組み。

サービス利用料金

サービス内容

利用回数

基本作業

供　花
（別途料金）

１　回
3,500円
（１基１回）

利用料金 備　　考

　お墓の広さ、墓石の数により、利用金額に変動があります。（10㎡
を超える場合、複数の墓石がある場合は、別途お見積もりいたします。）

墓地内の除草及び枯葉やゴミ等の掃除と、手作業による墓石の水拭きを行います。
（高圧洗浄機等は使用しません。）

ご希望により、生花等をお供えします。　●供花料金　１対 1,500円（税込）
※生花等については、時期により価格の変動がありますので、上記金額内で対応いたします。
※宗派の関係で、生花以外の供花や造花などのご希望にも対応します。
　（実費の負担となりますのでご相談ください。）

その他
※その他、故人の嗜好品などのお供え物を希望される場合は、墓地所在地の社会福祉協
議会支所でお預かりし、作業時にお供えいたします。（遠方にお住まいの方は、お送り
ください。）

★お申込みやお問い合わせは、お墓がある地区の天草市社会福祉協議会各支所にお気軽にご相談ください。

複数回ご希望の方は、利用料金×回数の金額になります。

　日常のちょっとした困りごとを地域の中で支える会員
登録制の仕組みです。その縁結び役になるのが、地域通
貨券です。お手伝いしてもらったお礼に、お願いした人
からサポートした人に渡します。地域通貨券は、各地域
の加盟店で１枚200円の金券として使えます。

※利用限度基準は、１回の支援で原則１時間
までとします。

各地域での活動が始まりました。
（実施地域は左表のとおりです）
詳細は、社会福祉協議会各支所へ
お問い合わせください。

ほっと会員ほっと会員

例えばこんなお手伝いが出来ます

ほっと安心サポート事業の仕組み

１回のサポートの目安

サポート会員サポート会員

ほっと会員 サポート会員

会員募集中

20分→1枚200円のサポート券

加盟店加盟店
地域通貨券一覧

本渡南

本渡北

本渡西

本渡東

旧牛深市

有明町

御所浦町

倉岳町

栖本町

新和町

五和町

天草町

河浦町

本渡南よか縁

本渡北よか縁

本渡西よか縁

本渡東よか縁

あかね

おくと

てらの

えびす

かっぱ

ハマボウ

いるか

つばき

さざんか

ほっと安心サポート事業ほっと安心サポート事業

困りごとのある人
登録料（１回のみ）
1,000円

年会費
1,000円以上

協力できる人

登録料 無料

本渡支所
24－0100

河浦支所
76－1401

天草支所
42－0678

五和支所
32－1076

新和支所
46－3770

栖本支所
66－3367

倉岳支所
64－3895

御所浦支所
67－3782

牛深支所
72－2904

有明支所
53－0110

運営協力会員 加 盟 店
縁の下の力持ち
資金面での協力

地域通貨券が
使えるお店
ステッカーor
のぼり旗掲示店

サポート活動

地域通貨券 商品・サービス

地域通貨券

地 域 単 位 サポート券 問合せ先

•買い物代行•ゴミ出し•掃除
•庭の手入れ•草むしり•話し相手
•その他日常生活での困りごと

〜ちょっとした困りごと、地域の中で支え合い〜



11 10

本会では、「あまくさ福祉まつり」の開催に合わせ、
皆様の「笑顔」の写真を募集します。
心和む一枚、お待ちしています!!
【応募作品】
　写真：「笑顔」をテーマとしたもの
【対 象 者】
　天草市内在住の方（16歳以上）
【規　　格】
　４切り・ワイド４切り・Ａ４のいずれか
【応募締切】
　令和元年９月６日（金）
【作品審査】
　★特選…３名　賞状ならびに副賞
　　（5,000円分商品券）
　★入選10名…賞状ならびに副賞
　　（3,000円分商品券）
　★参加賞…特選・入選を除く全作品

【発　　表】
　入賞者については、審査後各個人へ通知し、10月27
日（日）に開催する「あまくさ福祉まつり」にて特選
のみ表彰致します。作品については、全入賞作品を
展示致します。

【確認事項】
　•応募は一人一作品に限ります。
　•作品の規格は厳守してください。
　•必ず被写体の方の承諾を得た上でご応募ください。
【応 募 先】
　天草市社会福祉協議会各支所

素敵な写真
お待ちしてます♪

　平成８年にオープン。現在、８～９名のスタッフで
運営されています。
　近辺の大島地区、鬼池地区には商店がなく、地域の
方にとっては貴重な直売所で、電動車や、押し車を利
用しながら来店される、ご高齢のお客さんもいらっし
ゃるそうです。
　地域の方から、「認知症の父が買い物に行った際に
は上手に対応してもらいたい。」などの相談があった
り、いつもと様子が違うなど、気がかりなことがあれ
ば、ご家族に情報提供するなど、『地域の支え合い』
をつなぐ場となっています。

支え合い み ～つけた
今回は、五和町御領の
　　　　　「わかみや」の活動をご紹介します。

写真大募集!!
※
昨
年
度

　

特
選
作
品
の
３
点

有明・御所浦・倉岳・栖本 地域

本渡・新和・五和 地域
と　　き　令和元年８月25日（日）
行 き 先　グリーンランド
　　　　　　　　（熊本県荒尾市）
申込締切　令和元年８月９日（金）

と　　き　令和元年８月４日（日）
行 き 先　熊本市動植物園
　　　　　　　　（熊本県熊本市）
申込締切　令和元年７月25日（木）

牛深・天草・河浦 地域
と　　き　令和元年８月17日（土）
行 き 先　いおワールド かごしま水族館
　　　　　　（鹿児島県鹿児島市）
申込締切　令和元年８月２日（金）

大　人　1,000円
子ども　   500円
※昼食代含む・一人分の参加費

参 加 費

親子ふれあい事業親子ふれあい事業

申込方法・
お問い合わせ

～一緒に夏の思い出作りに出掛けましょう!!～

　メイクやファッションを通して、いきいきとした生活を
送ってもらうことを目的として、あまくさシルバーファッ
ションショーを開催します。

　約25名の方がモデルとして、とても素敵な
衣装でステージにご出演いただきます。

　天草市社会福祉協議会では、市内のひとり親とその子
（中学生以下）を対象に、親子ふれあい事業を実施します。

令和元年９月16日（月・敬老の日）
午後１時～
天草市民センター ホール
無料 ～お問い合わせ～

第７回
あまくさシルバーファッションショー開催!!

天草市社会福祉協議会
福祉のまちづくり課 地域福祉係
　　　　　 ☎322552

たくさんのご来場を

お待ちしております
!!

天草市社会福祉協議会の各支所へお問い合わせください。
集合場所や時間などの詳細も各支所へお尋ねください。

日　時

場　所

入場料

参加者
募集!!

～あなたが輝くとき、地域が変わる～

（ 　　　　）２歳未満
 無　料
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♥お住まいの地域の問い合わせ先♥
本渡支所 ☎24－0100　 牛深支所 ☎72－2904　 有明支所 ☎53－0110　 御所浦支所 ☎67－3782
倉岳支所 ☎64－3895　 栖本支所 ☎66－3367　 新和支所 ☎46－3770　 五和支所　 ☎32－1076
天草支所 ☎42－0678　 河浦支所 ☎76－1401

〈編集・発行〉社会福祉法人
〒863-2201 天草市五和町御領2943番地  ＴＥＬ（０９６９）３２-２５５２  ＦＡＸ（０９６９）３２-２５５１ 
E-mail：amakusa-cosw@amasha.jp   URL：http://amakusa-shakyo.jp天草市社会福祉協議会

2019年度
熊本県介護支援専門員実務研修受講試験案内について

介護職員初任者研修受講生募集熊本県指定

◆試験期日：2019年10月13日（日）午前９時45分着席　午前10時開始
◆試験会場（予定）：開新高等学校　熊本大学
◆受験対象者：保健、医療、福祉の所定の分野で通算５年以上の期間、かつ日数が900日以上の
　　　　　　実務経験を有する方（詳細は「試験案内」に記載）
◆試験案内の配付期間：2019年６月３日（月）～７月10日（水）
◆試験案内の配付場所、配付方法：
　（１）窓口での配付　熊本県社会福祉協議会 福祉人材・研修センター、熊本県 認知症対策・地
　　　　　　　　　　域ケア推進課で配付します。※土・日曜、祝日を除きます。
　（２）郵送での配付　受験予定者からの請求に基づき、福祉人材・研修センターから直接、郵送
　　　　　　　　　　により配付します。

◆受講資格：天草市民もしくは天草市内の事業所に勤務しており、介護職員として従事することを
希望する方。または、福祉に関心を持っている方。
　※すべての研修を受講できる方に限ります。
◆定　　員：20名（定員に満たない場合は開催を中止することがあります。）
◆申込書配付場所：
　・天草市社会福祉協議会本所及び各支所・天草市役所本庁及び各支所
　・コミュニティセンター・天草広域本部・市内の各高等学校
　・市内の各福祉サービス事業所
　※本会のホームページからもダウンロードできます。
◆申込方法：申込書に必要事項を記入の上、天草市社会福祉協議会本所
　又は支所へ提出もしくはFAXでお申込みください。
◆申込期間：令和元年５月31日（金）～ ６月13日（木）

　詳しくはお問い合わせください　　福祉のまちづくり課  生活支援係 ☎32－2552

今年度から「試験案内」の配付場所、配付
方法を上記（１）（２）のとおり変更してい
ます。「郵送での配付」案内チラシを天草市
社会福祉協議会本所及び各支所でお渡しし
ます。熊本県社会福祉協議会のホームペー
ジからもダウンロードできます。

熊本県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター

〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3-7
TEL:096-322-8077　FAX:096-324-5464

注 

意 

点

問い合わせ先・試験案内請求先
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