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令和２年６月１日発行
【天草市社会福祉協議会】

　あじさいは植えた土壌が酸性かアルカリ性
かによって花の色が変わることから「七変化」
「八仙花」とも呼ばれ、花言葉は「辛抱強い愛
情」「一家団欒」「家族の結びつき」等の愛情に
関連のある言葉が多い。
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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・委員会の役割と強化
　地域福祉推進委員会の役割と強化
　支所長会議の充実（課題の協議・解決）
　本所・支所の施設環境の整備（本渡支所移転）

会計業務の円滑化及び適正化

財源基盤の強化
　法人の経営状況と財政基盤の強化
　自主財源、公費財源、事業財源の確保
　プロジェクトチームによる財源確保の調査研究
　基金の活用方法

人材育成のための計画的な職員教育
　基礎・初任者・実務者等の階層別研修の実施
　事業プロジェクト会議の開催
　資格取得研修会の実施
　OJT（日常業務を通じた教育）

福祉人材の確保
　事務局体制の充実（支所、年齢、再雇用）
　職員の処遇改善
　福祉サービス提供に係る人材確保と対策
　（定年の引き上げ、継続雇用の促進）

全職員を対象とする勤務評定の実施
　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
　第２期天草市社会福祉協議会発展・強化計
画の策定　　　　　　（令和３年～７年）

地域福祉活動の推進
　天草市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
　地区社会福祉協議会の活動支援事業
　世代間交流事業（おばあちゃんのひなまつり）
　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
　各種団体と災害時における応援協定の締結

高齢者福祉事業の推進
　天草市介護支援ボランティア事業
　ふれあい給食事業、高齢者の料理教室事業
　百歳長寿お祝い事業、ダイヤモンド婚表彰
　健康づくり事業

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

児童福祉事業の実施
　子どもデイサービス事業（放課後を含む）
　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
　天草市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（河浦圏域）

各種関係機関との連携・活動支援
　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
　老人クラブとの連携
　シルバー人材センターとの連携
　各種関係団体の活動支援・協力
　•天草市障がい者スポーツフェスタ
　•熊本県視覚障がい者福祉協会「第33回歩こう

会」
　•熊本県手をつなぐ育成会天草大会、白い雲の会

50周年記念大会
　•「ふるさと、天草に帰る」
　　　菊池恵楓園絵画クラブ金陽会作品展
　福祉課題に対応する公益活動

当事者組織の充実支援
　KMS（家族みんな幸せ）家族会の支援

　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理解と
ご協力をいただき、心から感謝申し上げます。
　令和２年度は、本渡支所、児童発達支援センターすくすく園並びに天草
地域療育センターを旧天草中央保健福祉センターへ移転し、利用される方
の利便性の向上に努めていきます。
　また、福祉相談にはスピード感をもって対応し、質の高い、きめ細やか
な福祉サービスを提供できるように体制の充実を図ってまいります。
　社協の使命である「誰もが安心して暮らすことのできる支え合いのまち
づくり」を目指して、市民や行政、そして関係団体と連携し、役職員一同
協力しあって天草市の地域福祉の向上に努めてまいります。

令和２年度
天草市社会福祉協議会 事業計画

会長　中村 五木

▲あまくさ福祉まつり

法人経営部門法人経営部門

地域福祉活動推進部門地域福祉活動推進部門

▲子ども民生委員による声かけ体験

▲中高生と天草市長とのボランティアトーク
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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
　ひきこもり相談窓口
　ふれあい総合相談・心配ごと相談窓口の充実
　水俣病相談窓口設置事業
　（仮称）あまくさ終活サポートセンターの
調査・研究

高齢者等の権利擁護の充実強化
　あまくさ成年後見センター
　地域福祉権利擁護事業
　金銭管理サポート事業

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

あまくさ福祉まつりの開催
社協だより・ボランティア情報誌の発行
天草市社会福祉協議会ホームページの充実
福祉副読本の活用

あまくさシティエフエム（みつばちラジオ）
の活用　
天草ケーブルテレビや各新聞社等マスメ
ディアへの情報提供

日常生活課題の対応
　天草市家族介護者交流事業
　家族介護教室
　福祉用具等貸出事業
　天草市外出支援サービス事業
　天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業
　天草市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
　福祉サービス第三者評価の推進

障害者総合支援事業の推進
　障害福祉サービスの実施
　天草地域療育センターの経営
　児童発達支援センターすくすく園の経営

その他の受託事業の実施
　天草市重度心身障害者訪問入浴車派遣サー
ビス事業
　天草市移動支援事業

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推進

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

法令遵守規程に基づく本会各事業所の巡
回訪問の実施

福祉サービス利用援助部門福祉サービス利用援助部門

広報啓発活動の強化広報啓発活動の強化

生活支援サービス部門生活支援サービス部門

人件費支出
1,066,399

事業費支出
264,622

会費収入 14,740
寄附金収入 15,500

経常経費
補助金収入
189,270

受託金収入
238,481

介護保険事業収入
756,496

前期末支払
資金残高
129,008

前期末支払
資金残高
129,008

基金積立資産取崩収入 5,000
受取利息配当金収入
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障害福祉サービス
等事業収入
67,858

その他の収入
1,806

貸付事業収入
2,369

事業収入
21,333

事務費支出 39,351
貸付事業支出 6,500

助成金支出
12,907

支払い利息支出
264

固定資産
取得支出
6,330

ファイナンスリース
債務の返済支出

2,086

予備費
3,148

（ 単位：千円 ）（ 単位：千円 ）

その他の活動に
よる支出
28,464

基金積立
資産支出
11,911

収入合計
1,441,982

支出合計
1,441,982

▲介護職員初任者研修
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◆試験期日：令和２年１０月１１日（日）午前９時45分着席　午前10時開始
◆試験会場（予定）：熊本大学（黒髪北地区、黒髪南地区）
◆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：令和２年６月１日（月）～７月１０日（金）

◆試験案内の配付場所、配布方法
　⑴窓口での配布　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布します。※土・日曜、祝日を除
きます。

　⑵郵送での配布　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、郵送により配布します。

　〔請求方法〕５月２０日（水）から６月３０日（火）までに、返信用封筒（角２サイズ）
と「試験案内請求書」（下記「例」参照）を同封し、下記へ送付してく
ださい。返信用封筒には、請求者の宛先（郵便番号、住所、氏名）
を記載し、２５０円切手を必ず貼ってください。

　この度、「天草療育センターすくすく園」は「天草地域療育センター」
と共に、６月１日から下記の住所へと移転しました。
　また、「天草療育センターすくすく園」の名称を「児童発達
支援センターすくすく園」へと変更しました。
　これまで同様、よろしくお願い申し上げます。

令和２年度

「試験案内請求書」
　2020年度熊本県介護支援専門員実務研修受講
試験の「試験案内」を１部、請求します。

〒 －

－ －

住所：

氏名：

連絡先（携帯電話番号）

試験案内請求書 例

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

熊本県社会福祉協議会福祉人材・研修センター

324

市民センター

旧天草中央保健福祉
センター

天草中央総合病院

至 熊本ニュー天草病院

ローソン

ジョイフル

天草工業高校

★

住所移転のお知らせ

問合せ先・受験申込先

熊本県介護支援専門員
実務研修受講試験の
案内について

訪問や外来による相談を受け付けます。
開所時間：月曜日～金曜日　８時３０分～１７時１５分
（土曜日は必要に応じて相談に対応します）

住 所：天草市亀場町亀川1886-2（旧天草中央保健福祉センタ―）
電 話：０９６９－２３－７０４９

【旧 天草中央保健福祉センター】 【周辺 ＭＡＰ】

天草地域療育センター １階

〇児童発達支援
　親子療育により、様々な活動を通した発達支援や生活習慣の自立に向
けた支援を行います。
開所時間：月曜日～金曜日　９時～１３時

〇放課後等デイサービス
　子ども自身が各自で予定を確認し、自発的に行動できるよう、環境設
定および指導を行います。
開所時間：月曜日～土曜日　１４時～１７時（土曜日は９時～１５時）

児童発達支援センター すくすく園 ２階
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認知症や介護のこと。お茶しながら、おしゃべりしませんか？

認知症

カフェ

あの～
相談がある
のですが…

オレンジカフェ・ふれ愛
日　時  毎月第４木曜　午後１時３０分
場　所  ふれ愛ホーム宮地岳かかしの里

（宮地岳町５５１６）
連絡先  天草市社会福祉協議会本渡支所
　　　  ☎24 - 010 0

オレンジカフェおにづか
日　時  毎月第２水曜　午後２時
場　所  旧牛深幼稚園舎

（牛深町２０６５－９）
連絡先  天草市社会福祉協議会牛深支所
　　　  ☎７２-２９０４

オレンジカフェ凪nagi
日　時  毎月第４木曜　午後１時
場　所  いさな館

（御所浦町御所浦３５２７）
連絡先  天草市社会福祉協議会御所浦支所
　　　  ☎６７-３７８２

オレンジカフェひだまり館
日　時  毎月第４木曜　午後１時３０分
場　所  新和高齢者生活福祉センター

（新和町小宮地763－13）
連絡先  天草市社会福祉協議会新和支所
　　　  ☎４６-３７７０

オレンジカフェロザリオ
日　時  毎月第２・４月曜　午前１０時
場　所  大江地区コミュニティセンター

（天草町大江7480－5）
連絡先  天草市社会福祉協議会天草支所
　　　  ☎４２-０６７８

オレンジカフェぽかぽか

認知症に関する相談

日　時  毎月第２火曜　午後１時３０分
場　所  倉岳老人福祉センター

（倉岳町棚底１９９７－１）
連絡先  天草市社会福祉協議会倉岳支所
　　　  ☎６４-３７８８

オレンジカフェ和気あいあい
日　時  毎月第３木曜　午前１０時
場　所  御領地区コミュニティセンター

（五和町御領１２１５３）
連絡先  天草市社会福祉協議会五和支所
　　　  ☎３２-１０７６

オレンジカフェ縁
日　時  毎月第４金曜　午前１０時
場　所  牛深老人福祉センター

（牛深町１５２２－４）
連絡先  牛深老人福祉センター
　　　  ☎７２-５７７６

オレンジカフェほっこり
日　時  毎月第４木曜　午後１時３０分
場　所  有明老人福祉センター

（有明町赤崎２０１０－９）
連絡先  天草市社会福祉協議会有明支所
　　　  ☎５３-01１0

かっぱカフェ
日　時  毎月第３水曜　午前１０時
場　所  村区自治公民館

（栖本町馬場２１８）
連絡先  天草市社会福祉協議会栖本支所
　　　  ☎６６-３３６７

オレンジカフェ小田床
日　時  毎月第１月曜　午前１０時
場　所  下田南地区コミュニティセンター

（天草町下田南３０４０－１）
連絡先  天草市社会福祉協議会天草支所
　　　  ☎４２-０６７８

オレンジカフェ白木
日　時  毎月第３火曜　午前９時３０分
場　所  河浦老人福祉センター

（河浦町白木河内２２３－１２）
連絡先  天草市社会福祉協議会河浦支所
　　　  ☎７６-１４０１

天草市社会福祉協議会では、
市内１２か所に認知症カフェ
を開設しています。

認知症カフェは、認知症の人
やその家族が、地域の人々や
専門職員と互いに情報を共有
し、理解し合う場となります。
また、認知症に関する専門知
識を持つ職員が、介護に関す
る相談も受け付けています。

認知症カフェ・認知症相談センター
では、認知症に関する相談を随時受
け付けています。
お気軽にスタッフへ声掛けください。

☎ ２４－５９１２

天草市認知症相談センター

あまくさ生活相談支援センター

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

相談は
無料

家計改善支援事業 一時生活支援事業

■  相 談 窓 口

※お近くの社協各支所でも、ご相談を受け付けています。

各ブロックに、専用電話を複数設置しています。

●中央ブロック（本渡・新和・五和地区の方）
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

専用
電話

※お電話でのご相談は24時間、365日受け付けております。

お気軽にご相談ください！！

秘密厳守
相談無料
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今日は残業になりそう…
でも仕事を抜けられない！
誰か保育園の迎えに行ってくれ
ないかなぁ。

今日は体調が悪いわ…
自分が病院に行く間、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。

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。
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ファミリーサポートセンターでは、『育児を手伝ってほしい人（依頼会員）』と『育児
を応援したい人（協力会員）』が会員となって地域で子育ての助け合いをしています

経済的負担軽減対象者
①生活保護世帯　生活保護を受給されている世帯
②住民税非課税世帯　会員となっている方の世帯が非課税
③児童扶養手当受給水準の世帯（ひとり親家庭等）　会員となっている方が、児童扶養手当
証書やひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの場合などに該当します。
※その他の世帯は、利用料金に変更はありません。

令和２年４月１日から、経済的負担を軽減するため、次のとおり
依頼会員の利用料金が一部変更になりました。

サービスの利用には会員登録が必要です

●天草市内に在住の方又は勤務されて
いる方
●生後６ヶ月～小学６年生までのお子
さんが預かりの対象

依頼会員（子どもさんを預けたい方）
●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

協力会員（子どもさんを預かる方）

区分

通常

病後児

利用時間 その他の世帯

３００円

３５０円

３５０円

４５０円

１００円
１００円
１００円
２００円

依頼会員利用料金（１時間あたり）

天草市社会福祉協議会・各支所へお申込み／お問い合わせは

天草市ファミリーサポートセンター天草市ファミリーサポートセンター

あなたの力を地域で生かしてみませんか！

月曜日～金曜日
午前７時から午後８時まで
月曜日～金曜日
午後８時から午後10時まで

土曜日・日曜日及び祝日
午前７時から午後10時まで
月曜日～金曜日
午前８時から午後６時まで

天草市に住民票を有する者で、生活保護世帯・住
民税非課税世帯・児童扶養手当受給水準の世帯

すすめよう支え合いのまちづくり！！すすめよう支え合いのまちづくり！！
現在、地域の中では、住民相互による様々な「支え合い」や「介護予防」の

取組みが活発に行われています。

このような「支え合い」と「介護予防」の取組みが充実した地域づく
りを推進するため平成28年度より「地域支え合い推進員」が、地域
包括支援センターと天草市社会福祉協議会本所に配置されています。
上記のような活動は、今後の重要な取組みと言われています。

介護予防や地域の
輪を広げる為の
お手伝いをします！

ちょっとした困りごとと
地域の支援者をつなぎます！

▲地域で開催される
　介護予防講座など

各地域で開催される 

▲

意見交換会など
困っている人 地域で活動したい

人や事業所

集いの場
具体的な活動と

は！

●集いの場の充実
●集いの場への参加

など

住民同士の
　　　支え合い
●ゴミ出しや買い物な
ど、日常のちょっと
した困りごとのお手
伝い

見守り活動
●声かけ、あいさつ
●話し相手　　　など

健康づくり
●自主的な取り組み
●仲間同士での取り組み
●認知症予防活動の充実

など

地域活動の
　　　　担い手
●通いの場、サロン等で
のボランティア　など
●元気な方は支え手に！

生活支援体制整備事業（天草市受託事業）

お手伝い
しましょうか

ゴミ出しが
ツライ…

生活支援

地域支え合い推進員

地域支え合い推進員

地域支え合い
推進員は、
こんな活動を
しています！！
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本渡支所
倉岳支所
天草支所

☎24-0100
☎64-3895
☎42-0678

牛深支所
栖本支所
河浦支所

☎72-2904
☎66-3367
☎76-１４０１

有明支所
新和支所

☎53-0110
☎46-3770

御所浦支所
五和支所

☎67-3782
☎32-1076

♥お住まいの地域の問い合わせ先♥

〈編集・発行〉 社会福祉法人
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
〒863-2201

天草市社会福祉協議会

ご寄附御礼
株式会社夢グループさま
　令和２年３月２３日（月）株式会社夢グループ（東京
都文京区、代表取締役　石田 重廣 様）より、マス
ク９４０枚を天草市社会福祉協議会にご寄附いただ
きました。
　全国的に入手困難な時期に、貴重なマスクを大
量にご寄附いただき、心より感謝申し上げます。
　いただいたマスクは本会の介護保険事業所に配布し、大切に活用させていただいております。

一般財団法人えがお健幸財団さま
　令和２年４月１０日（金）一般財団法人えがお健幸財団（熊本市東区、
代表理事　北野 忠男様）より車いす一台をご寄贈いただきました。
　いただいた車椅子は地域福祉事業で有効に活用させていただき
ます。心よりお礼申し上げます。

～笑顔と笑顔の架け橋に～
笑顔の写真大募集

本会では、皆様の「笑顔」の写真を募集します。
心和む一枚をお待ちしております！

応募作品
対 象 者
規 格

受付期間
作品審査

写真：「笑顔」をテーマとしたもの
天草市内在住の方（１６歳以上）
●４切り ●ワイド４切り
●Ａ４のいずれか
令和２年８月２４日㈪～９月４日㈮
★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、
後日開催予定の「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。
※新型ウイルスの状況によって変更となる可能性がござ
います。
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

思わず笑顔になって
しまう、昨年度の
優秀特選作品


