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社協だより

笑顔
令和２年８月１日発行
【天草市社会福祉協議会】

天草市社会福祉協議会では地域の見守り
活動として、各支所の連絡先を記載したポ
ケットティッシュを配布しながら、天草市
全域の見守り対象世帯を訪問しました。

つながる気持ち
つたわる安心

令和元年度

天草市社会福祉協議会

地域福祉活動推進部門
地域福祉活動の推進

天草市地域福祉ネットワーク事業
座談会（63回）
（参加者881人）
見守り模擬訓練及び講演会
（16回、参加者 約1,493人）
協定事業所（50事業所）
協力事業所（408事業所）
ふれあいいきいきサロン活動支援事業
サロン設置状況（設置個所229ヵ所）
サロン利用者（延べ47,579人）
サロンリーダー養成研修会
（17回 参加者 延べ453人）
ふれあいいきいきサロン交流大会の実施
（ブロック開催３回）
（町開催８回）
世代間交流事業 おばあちゃんのひな祭り
（6カ所 364人）※10カ所はコロナのため中止
墓地清掃管理サービス
（作業275回、墓標数335基）
ふれ愛ホーム 宮地岳かかしの里の運営・支援
天草市地域福祉計画・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の開催
（10回講座 受講生50人）
あまくさシルバーファッションショーの開催
（出演80歳以上：25人、本渡はまゆう保育園
６人 来場者700人）
認知症カフェの設置
（11カ所 実施107回、参加者 延べ1,302人）
認知症サポーター養成講座（29回、1,112人）

ボランティア・市民活動支援センターの充
実と機能強化

ワークキャンプ（福祉施設等での職場体験）事業
（442人）
ボランティア研修会（養成、
フォローアップ研修）
（ボランティア登録者（82団体 1,207人））
中高生と中村五木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

九州北部豪雨災害被災地の佐賀県大町町
災害ボランティアセンターへの運営支援
災害ボランティア養成講座
（18会場、参加者1,481人）

３

高齢者福祉事業の推進

一人暮らし高齢者のつどい事業の実施
（８回、参加者 512人）
天草市介護支援ボランティア事業
（登録者 538人、活動者数 延べ3,177人）
ふれあい給食事業の実施
（43回、配食数 延べ1,986食）
百歳長寿お祝い事業（63人）
ダイヤモンド婚（結婚60年）表彰事業
（表彰数173組）

健康づくり事業

グラウンドゴルフ大会の実施
（７地域、2,183人）

会長

中村 五木

事業報告

天草市社会福祉協議会では、市民や行政そして関係団体と連携しながら、
市民に寄り添って天草市の福祉向上につなげ、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きました。
地域に暮らす人が共に支え合い、課題解決の力を構築する『我が事・丸
ごと』をキーワードとした地域共生社会の実現のため事業を展開してきま
した。
『我が事』の地域づくりや『丸ごと』を支援する体制づくりのために、
多岐にわたる事業を展開し、従来の事業を継続すると共に、常に地域のニ
ーズを捉えながら、『住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり』の
実現に向け、社会福祉協議会の『見える化』を推進するとともに、市民目
線による事業展開と信頼確保に努めました。

障がい者福祉事業の推進

障がい者等サロン事業の実施
（56回、参加者 延べ373人）
ライブラリー事業の実施
（実施78回、利用者 延べ374人）
身体障がい者ふれあい事業の実施
天草ほんどハイヤ祭り道中総踊り
（217人）

法人経営部門

児童福祉事業の推進

子どもデイサービスの実施（延べ1,380人）
新入生お祝い事業の実施（735人）
あまくさ子どもフェスティバルの開催（３,０００人超）
子育てサロン事業の実施（延べ433人）
天草市子ども民生委員の委嘱（累計2,686人）

住民参加型生活支援サービス事業の推進

天草市ファミリーサポートセンター事業の実施
（利用者 延べ1,075人）
病後児預かりサポーター養成講座
（受講者 延べ36人）
ほっと安心サポート事業の実施
（支援回数2,336回）

ひとり親事業の推進

親子ふれあい事業（参加者186人）

共同募金運動の推進
日本赤十字社事業の推進
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
その他団体との連携
当事者組織の充実支援
ＫＭＳ
（家族・みんな・幸せ）家族会の支援
（延べ参加者 66人）

組織体制及び組織運営の充実
理事会の開催（４回）
評議員会の開催（３回）
三役会の開催（３回）
評議員選任・解任委員会の開催（２回）
監査の実施（２回）
監事による支所訪問（10支所）
地域福祉推進委員会の開催
（10支所 延べ23回）

会計業務の円滑化
財政基盤の強化

各種会議・研修会への参加及び職員派遣状況
職員全体研修会（283人）
介護支援専門員受験対策模擬試験
（参加者 延べ16人）
令和元年度天草ブロック（上天草市・天草市・
苓北町）研修会（参加37人）
職員の主張（174人 発表者６人）
令和元年度福祉教育推進研究会議への講師派遣
（発表内容：子ども民生委員活動について）
令和元年度天草市老人クラブ連合会本渡支部
友愛活動担当者研修会への講師派遣
（発表内容：広げよう地域支え合い運動）
令和元年度市町村民生委員児童委員協議会
副会長研修会への講師派遣
（発表内容：地域包括ケアシステムの推進と
民生委員・児童委員の役割）
視察研修等受入れ（17回 延べ233人）

その他
天草市社会福祉協議会発展強化計画
検証・評価委員会
検証・評価委員会ワーキング会議（11回）
２

福祉サービス利用援助部門
貸付事業の有効活用

各種相談機能の充実強化

日常生活課題の対応

生活福祉資金貸付事業（１件）
福祉金庫貸付事業（10件）
行旅人援護事業（１件）

あまくさ生活相談支援センター（支援回数6,590回）
ふれあい総合相談・心配ごと相談（1,275件）
水俣病相談（265件）

天草市家族介護者交流事業（244人）
家族介護教室（５ヵ所29回378人）
天草市外出支援サービス事業（延べ202件）
天草市妊産婦日常生活支援事業（延べ45人）
天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業
（延べ116人）

その他の地域福祉事業

高齢者等の権利擁護の充実強化

終活セミナー
（３会場 参加者延べ518人）
地域福祉総合支援事業
（県補助事業）

あまくさ成年後見センター（受任40人）
天草市市民後見人養成講座
（基礎編 延べ66人）
（実践編 延べ56人）
成年後見講演会（参加者 延べ197人）
地域福祉権利擁護事業（契約者 90人）
金銭管理サポート事業（契約者 11人）

介護保険事業の推進

広報啓発を目的としたイベント開催
あまくさ福祉まつり
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
基金積立資産取崩収入
27,199,228
施設整備等収入 50,000
その他の収入 18,466,565
受取利息配当金収入
41,935
障害福祉サービス等
事業収入
66,527,195

その他の活動による収入
44,691,600
会費収入 14,271,315
寄附金収入
16,875,484
経常経費
補助金収入
190,150,939

受託金収入
収入合計
1,377,520,141 235,016,992

令和元年度

資金収支報告
基金積立資産支出
8,163,817
ファイナンス・リース
債務の返済支出
2,023,553
固定資産取得支出
7,972,180
その他の支出 1,180
支払い利息支出
323,455

介護保険事業収入
743,646,168

事業収入
20,088,720

その他の活動による支出
27,495,300

助成金支出
12,748,155
貸付事業支出 事務費支出
385,000
26,921,509
事業費支出 213,346,241

５

貸付事業収入
494,000

あまくさシティエフエム（みつばちラジオ）
の活用

貸借対照表
資産の部
科目
流動資産
現金
預貯金
事業未収金
未収金

科目

375,924,969 流動負債
0 事業未払金
86,319,132 その他未払金
１年以内返済予定
207,998,739 リース債務

80,484,037 未払費用

立替金
前払金

1,098,153 職員預り金

仮払金

21,680 前受金

基本財産

75,484,037
2,084,462
34,810,527
5,421,777
203,600

907,894,261 固定負債

366,346,130

純資産の部

183,880,369

国庫補助金等特別積立金
積立金

障害福祉サービス事業
居宅介護（９事業所）
重度訪問介護（１事業所）
同行援護（３事業所）
基準該当生活介護（３事業所）

障がい児通所支援

児童発達支援センターすくすく園の経営
児童発達支援、放課後等デイサービス
天草地域療育センターの経営
巡回支援専門員整備事業

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事業
（延べ189回）
天草市移動支援事業（延べ169回）
水俣病発生地域リハビリテーション強化等
支援事業（２事業所、延べ7,197人）
福祉用具等貸出事業（貸出回数、259回）

天草市地域包括支援センター事業の推進
相談件数（1,965件）
介護予防支援（2,458件）
介護予防ケアマネジメントＡ
（2,366件）
介護予防ケアマネジメントＣ
（189件）
介護保険住宅改修支援事業（17件）
天草市高齢者実態把握事業（35件）

地域包括ケアシステムの推進

天草市生活支援体制整備事業の充実
地域支え合い推進員連絡会の開催（12回）
地域支え合い協議体の開催（3回）
地域支え合い人材養成講座の開催
（基礎編３回、応用編３回）
地域支え合いスキルアップ研修会（１回）

高齢者福祉事業の推進

老人福祉センターの経営（４施設）
在宅介護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（１施設）
生活支援ハウスの経営（１施設）

福祉人材の育成・確保

熊本県指定介護職員初任者研修（修了者22人）
有償ボランティアの活動支援

10,000,000
73,099,082
331,971,558

法令遵守に基づく本会各事業所の内部監査
（延べ6５事業所）

次期繰越活動増減差額 351,424,385
純資産

人件費支出
1,101,669,958

32,951,006

22,666

その他の固定資産 724,013,892 基本金

支出合計
1,401,050,348

金額
150,978,075

3,228 預り金

固定資産

訪問介護（９事業所）
訪問入浴介護（２事業所）
通所介護（４事業所）
基準該当短期入所生活介護（１事業所）
居宅介護支援（９事業所）
地域密着型サービス事業
＜介護予防含む＞
認知症対応型共同生活介護（１事業所）
認知症対応型通所介護（共用型、
１事業所）
小規模多機能型居宅介護（３事業所）
介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型自立支援サービス（９事業所）
通所型自立支援サービス（４事業所）
通所型ロコモ認知症予防サービス（８支所）
天草市配食サービス事業（１事業所）

障害者総合支援事業の推進
負債の部

金額

生活支援サービス部門

資産の合計

766,495,025

1,283,819,230 負債及び純資産の部合計 1,283,819,230

（ 単位：円 ）
４

地域福祉の拠点として開所。お気軽にお立ち寄りください
〜天草市社会福祉協議会本渡支所・介護保険事業所・児童発達 支援センターすくすく園・天草地域療育センターが移転！！〜

医務・静養
室

６月１日︵月︶旧天草中央保健福祉センターに
おいて︑天草市社会福祉協議会本渡支所︑児童発
達支援センターすくすく園及び天草地域療育セン
ターの移転に伴う開所式を執り行いました︒
天草市複合施設ここらすの落成に伴い︑天草中
央保健福祉センターが移転したため︑その空き施
設を借用し老朽化が進んでいた社協本渡支所の事
務所と道路が狭いうえに施設も老朽化していた
児童発達支援センターすくすく園を併せて移転し︑
事業を一体的に実施することとしました︒
当日は︑新型コロナウイルスの感染予防の観点
から︑本渡地区行政区長代表︑４つの単位民生委
員児童委員協議会会長並びに本渡地区ボランティ
ア連絡協議会代表など︑規模を縮小して開催しま
した︒
これから︑社会福祉協議会本渡支所が︑地域の
皆さんが気軽に立ち寄れる場所として︑また︑福
祉に関する相談対応など地域に密着した地域福祉
の拠点︑福祉の学び舎として活用してまいります︒
天草市社会福祉協議会では︑天草市における福
祉の充実に向け︑地域福祉を推進する団体として
﹁住み慣れた地域で安心して暮らすことができる
福祉のまちづくり﹂に全力で取り組み︑市民目線
で事業を展開してまいりますので︑皆様方のご理
解とご支援をよろしくお願いします︒

それぞれのお子さんに合わせた遊具や用具を通して療育を行います。

本渡圏域地域福祉推進委員会
委員長 横山 加奈子
天草市社会福祉協議会
会長 中村 五木
▲テープカットの様子
天草市健康福祉部
部長 伊勢﨑 裕樹

６
７

天草市社協
本渡支所事務局

玄関
すくすく園
＊指導訓練室
＊遊戯室
会議室

通用口

１階

児童発達支援センター
すくすく園
天草地域療育センター

（敬称略）
天草市社協ヘルパー
センター本渡
天草市社協介護サポート
センター本渡
相談室 相談室
天草市シルバー
人材センター
事務所

調理室

２階

指導訓練室

住み慣れた地域でいつまでも 安心して暮らし続けるために
～ 天草市地域婦人会連絡協議会役員と 中村五木天草市長との懇談会を開催！！ ～

▲木崎 眞美子 書記

▲伊関 きよ子 理事

▲山元 万里子 副会長 ▲舩場 みちな 会長

▲中村 五木 天草市長

▲佐藤 千恵子 会計

▲船田 公子 監事

婦人会の活動をご紹介します。
天草市地域婦人会連絡協議会は、市内各地域の婦人会の連絡調整を図り、女性の教養
を高め、明るく豊かな地域づくりを目指し、青少年の健全育成、環境問題、少子高齢化
問題など地域に根差した活動を展開し、地域の発展に寄与することを目的に活動を展開
しています。

◆ 主な取り組み

（２）
青少年の健全育成
①薬物乱用防止キャンペーン参加
②子ども自転車教室
③子育て支援事業
（ひな祭り・郷土料理の伝承等）
④春・秋交通安全キャンペーン及
び早朝街頭指導
⑤人権問題の学習

９

（３）
地域福祉の拡充
①家庭介護看護救急法の実技と学習
②高齢者世帯訪問事業
③高齢者一人暮らしまごころ弁当宅配事業
④敬老会
⑤複十字シール募金活動
（４）
生活環境の保全
①３Ｒ運動の推進
②マイバッグ運動の実践
③環境学習と啓発
（ＥＭ発酵液作り・ゴキブリ団子作り）
④消費生活の学習
（５）
他団体との連携
①行政・福祉関係団体との連携
②地域赤十字奉仕団員研修及び献血の手伝い
③防災訓練
④各地域行事への積極的な参加と協力

▲中村市長と天草市地域婦人会連絡協議会の皆さん
令和２年７月９日︑天草市地域婦人会
連絡協議会の舩場会長をはじめとする役
員６名が︑中村五木天草市長のもとを訪
れ︑いまだに終息の見えない新型コロナ
ウィルス感染予防と今回の熊本県南豪雨
災害に対する天草市の対策について懇談
されました︒
中村市長からは︑行政が出来ることに
も限界があり︑例えば︑災害時には︑救
援物資の配布の仕方や３密を避けるコロ
ナ対策を行ったうえでの避難所運営が課
題となってくる︒住民同士の支え合いな
どの地域力を強化していくことが︑大切
であり︑実践していくことが重要である
と述べられました︒
舩場会長からは︑婦人会では︑元気で
明るく︑こころ豊かな天草市を実現して
いくためには︑女性の力がもっとも輝い
たときに実現できることを確信し︑その
ことを生きがいとして︑活動している︒
また︑様々な災害に関しては︑婦人会に
よる活動というよりも︑行政・社会福祉
協議会・地区振興会・老人会などと協力
して地域に根差した活動に取り組む必要
があることを語られました︒
これからの天草市の更なる発展のため
に︑地域婦人会の活性化は︑欠かすこと
ができないものだという再認識ができた
有意義な懇談会となりました︒

（１）
組織の拡充と強化活動
①県大会・実践活動発表会への参加
②ニューリーダー育成講座
③校区総会・役員会議・班長会議
及び会員研修
④ミニバレーボール大会
グラウンドゴルフ大会

８

ダイヤモンド婚表彰
~幸せの１ページを作りませんか？~

天草市社会福祉協議会では、長年人生を共に過ごし、６０年のダイヤモンド
婚を迎えられたご夫婦を対象に、高齢者の励みと尊い人生に敬意をささげる

あなたのくらしの あんしんのために

地域福祉権利擁護事業
このようなことで悩んでいませんか？

ためにダイヤモンド婚表彰事業を実施します。

市役所から難しい書類が送られてきたけど、何？
捨てていいのかな？

申込先 天草市社会福祉協議会の各支所

あれっ、銀行の通帳
どこに置いたのかなぁ…？

対象者 結婚60年の天草市在住の夫婦
※表彰は９月を予定しています。

お金の使い方が心配…
どうしよう…

日程については、申し出された方に後日お知らせいたします。

そんな日常の困りごとをお助けします

♥

支え合い み 〜つけた
〜地域ぐるみで、いつまでも〜

対象者

～御所浦町牧島 椛の木区～
「自分たちの地区は自
分たちで守りたい！」世
帯数の減少や年々進む高

支援内容

齢化に対し、区長の松﨑
喜一さんは昨年１１月に
「椛の木自主防災会」を
▲自主防災会の活動

▲ふれあいいきいきサロン活動

立ち上げられました。

この取組は、災害時の備えだけでなく、普段の見守りやゴミ出しなどのちょっとし
た困りごとまでも、住民同士で助け合う支援体制であり、取組みを推進する松﨑区長

利用料

認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が
低下されている方で、日常生活に不安がある方
ご本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容
がある程度理解できる方
福祉サービスの利用援助
日常的金銭管理
書類等の預かり
相談は 無料

900円

支援１回
（１時間あたり）

さんは、「地区のつながりはもともと強かったが、問題は増える一方なので、地域の
つながりをさらに大切にしていきたい」と話されています。椛の木区のような地域ぐ
るみの取り組みが、他の地域にも広がっていくことを期待しています。

※詳細は、お住まいの地域の支所までお気軽にお問い合わせください。 （本誌12ページ掲載）
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ご寄附御礼

天草エネルギー 株式会社 様
（本渡町）

令和２年７月10日（金）、天草エネルギー株式
会社（代表取締役社長 新田 雅之様）より、不
織布マスク（１万枚）が寄附され、天草市役所市
長室にて贈呈式が行われました。
平成22年に天草プロパン株式会社と株式会社
ニシプロ天草が合併し、10周年を記念して天草
市の福祉事業の充実を目的に天草市社会福祉協
議会 中村五木会長に不織布マスクの目録が手
渡されました。
ご寄附いただいたマスクは、福祉事業に大切
▲左から天草市社会福祉協議会 中村 五木会長
に使用させていただきます。感謝申し上げます。 天草エネルギー株式会社 代表取締役社長 新田 雅之
熊本県立

鹿本商工高等学校 様

（山鹿市鹿本町）

熊本県立鹿本商工高等学校（小松 一明校
長）の生徒さんが、自ら考案し、災害時の
支援活動のたびに改良を重ねられた手作り
じょ れん

の鋤簾（泥かき用の鍬）を16本届けていただ
きました。１本１本に作成した生徒さんの
名前と校章が入っています。
７月３日からの豪雨で発生した災害の現
場で使わせていただきます。
ありがとうございました。

NPO法人

にしはらたんぽぽハウス 様
（阿蘇郡西原村）

▲左から茂串地区 有鹿 修区長さん
ＮＰＯ法人にしはらたんぽぽハウス二階堂 和章さん

７月９日、牛深地域の集中豪雨災害現場
に、西原村のＮPO法人「にしはらたんぽぽ
ハウス」
（福永 一之 理事長）からデッキブラ
シ、飲料水、タオル、軍手やレトルトカレ
ーなどの救援物資が届けられました。
茂串地区では、住民を代表して有鹿 修区
長さんに受け取っていただきました。
ありがとうございました。

【お詫び】〜笑顔61号（６月１日発行）掲載の『笑顔の写真募集』の記事に関して〜
本年度の「あまくさ福祉まつり」は新型コロナウイルスの状況を考慮し中止します。それに伴い写真の
募集は行わないこととなりましたのでお詫びいたします。
♥お住まいの地域の問合せ先 ♥

本渡支所 ☎24-0100
倉岳支所 ☎64-3895
天草支所 ☎42-0678
〈編集・発行〉

牛深支所 ☎72-2904
栖本支所 ☎66-3367
河浦支所 ☎76-１４０１

有明支所 ☎53-0110
新和支所 ☎46-3770

御所浦支所 ☎67-3782
五和支所
☎32-1076

社会福祉法人

天草市社会福祉協議会

〒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
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