
笑顔
社協だより社協だより第66号

令和３年６月１日発行
【天草市社会福祉協議会】

入浴車の受贈式の様子や、訪問入浴介護事業の
説明は６・７ページをご覧ください。

公益社団法人２４時間
テレビチャリティー委員会 より
入浴車を寄贈いただきました！
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令和３年度
天草市社会福祉協議会 事業計画
　市民の皆さまには、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。
　令和３年度は社会環境の変化を見据え、関係機関との協働により、安心して暮らすことができ
る「ともに生きる豊かな地域社会」を目指すと共に、持続可能な開発目標（SDGs）として「誰
一人取り残さない持続可能で多様性・包摂性のある社会」の実現と「地域共生社会」づくりに取
り組んでまいります。
　近年多発している自然災害に対して、災害ボランティアセンターの機能強化を図る為、防災士
の組織化をはじめとする災害に備えた体制強化や福祉避難所運営時の支援の在り方を研究してま
いります。
　また、あまくさ成年後見センターの運営については、天草市が策定した「成年後見制度利用促
進計画」に基づき中核機関の受託を含め、より一層の拡充を図ってまいります。
　未だに収束の見えない新型コロナウイルスに対しては、充分な感染対策を講じながら市民から
信頼される社会福祉協議会、必要とされる社会福祉協議会を目指します。

組織体制及び組織運営の充実
　①組織体制及び組織運営の充実
　②理事会・評議員会・三役会の充実
　③評議員選任・解任委員会の適切な開催
　④監事・委員会（事業調整・総務）の役割と
強化　

　⑤地域福祉推進委員会の役割と強化
　⑥支所長会議の充実（課題の協議・解決）
　⑦本所・支所の施設環境の整備

会計業務の円滑化及び適正化
財源基盤の強化
　①法人の経営状況と財政基盤の強化
　②自主財源（会費・寄附金・共同募金配分金）
の確保

　③公費財源（補助金・受託金）の確保　
　④事業財源（介護保険事業等）の確保
　⑤ホームページを活用した財源確保の取組
　⑥財源確保に向けたプロジェクトチームに
よる調査研究　

　⑦基金の活用方法

人材育成のための計画的な職員教育
　①基礎（採用時・初任者）研修会の実施
　②実務者（中堅職員・管理職員）研修の実施
　③連絡・調整会議（主任者等事業運営会議）
の開催

　④事業プロジェクト会議の開催
　⑤職員の主張の開催
　⑥介護支援専門員資格取得講座の実施
　⑦ＯＪＴ（日常業務を通じた職員教育）
　⑧職員研修会の開催

福祉人材の確保
　①事務局体制の充実（支所・年齢・再雇用）
　②職員の処遇の充実
　③福祉サービス提供に係る人材確保と対策

人事労務管理
　①人事管理（人員配置・採用関係）
　②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
　①目標管理制度の充実
　②勤務評定に基づく職員教育の実施（育成
面接の実施）

その他
　第２期天草市社会福祉協議会発展強化計画
の進捗管理と検証

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

地域福祉活動の推進
　①天草市地域福祉ネットワーク事業
　②ふれあいいきいきサロン活動支援事業
　③地区社会福祉協議会の活動支援
　④世代間交流事業

　⑤仮装運動会
　⑥高校３年生を郷土料理で送る会
　⑦平和祈念祭・軍艦長良慰霊祭・軍艦長良
記念館運営事業　

　⑧墓地清掃管理サービス事業
　⑨ふれ愛ホーム宮地岳かかしの里の運営・
支援

　⑩ミニバレーボール大会
　⑪地域福祉活動計画（第３期）の進捗管理
　⑫天草いきいき夢大学

　⑬あまくさシルバーファッションショー
　⑭認知症に対する理解の深いまちづくりの
推進

　⑮認知症カフェの設置・運営
　⑯終活セミナー

ボランティア・市民活動支援センターの
充実と機能強化
大規模災害と防災への対応強化

高齢者福祉事業の推進
　①一人暮らし高齢者のつどい事業
　②天草市介護支援ボランティア事業
　③ふれあい給食事業
　④百歳長寿お祝い事業
　⑤ダイヤモンド婚表彰事業
　⑥健康づくり事業
　⑦老人クラブ連合会各支部の事務局の支援

障がい者福祉事業の推進
　①障がい者等サロン事業
　②ライブラリー事業
　③身体障がい者ふれあい事業

児童福祉事業の推進
　①子ども・放課後子どもデイサービス
　②新入生お祝い事業
　③あまくさ子どもフェスティバル
　④子育てサロン事業
　⑤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事業の推進
　①天草市ファミリーサポートセンター事業
　②ほっと安心サポート事業

ひとり親事業の推進
　①親子ふれあい事業

共同募金運動・日本赤十字社事業の推進
全住民幸福量調査の実施（栖本圏域）
関係機関との連携・協働

会長　横山 加奈子
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生活支援サービス部門生活支援サービス部門

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

日常生活課題の対応
　①天草市家族介護者交流事業
　②家族介護教室
　③天草市外出支援サービス事業
　④天草市妊産婦日常生活支援事業
　⑤天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業

介護保険事業等の推進
　①介護保険事業
　②地域密着型サービス事業
　③介護予防・日常生活支援総合事業
　④福祉サービス第三者評価の実施

障害者総合支援事業の推進
　①障害福祉サービス事業
　②障がい児通所支援事業
　③天草地域療育センター事業

その他の受託事業
　①天草市重度心身障害者訪問入浴車派遣サ
ービス事業

　②天草市移動支援事業
　③水俣病発生地域リハビリテーション強化
等支援事業　

　④福祉用具貸出事業　

天草市地域包括支援センターの運営
地域包括ケアシステムの推進
　①地域包括ケアシステム体制の整備
　②天草市生活支援体制整備事業

指定管理施設の経営
　①老人福祉センター
　②在宅介護支援サテライト施設おにき及び
うしぶか

　③高齢者生活福祉センター
　④生活支援ハウス

福祉人材の育成・確保
　①熊本県指定介護職員初任者研修
　②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

各種相談機能の充実強化
　①あまくさ生活相談支援センター（生活困
窮者）

　②ひきこもり相談窓口の充実
　③ふれあい総合相談・心配ごと相談窓口の
充実

　④水俣病相談窓口設置事業
　⑤（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
　①あまくさ成年後見センター（成年後見・
地域福祉権利擁護事業等）

貸付事業の有効活用
　①生活福祉資金貸付事業
　②福祉金庫貸付事業
　③行旅人援護事業

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

あまくさシティエフエム（みつばちラジオ）
の活用
マスメディアへの情報提供

人件費支出
1,105,465

事業費支出
257,171

会費収入 13,880
寄附金収入 15,600

経常経費
補助金収入
183,800

受託金収入
249,670

介護保険事業収入
779,906

前期末支払
資金残高
135,060

基金積立資産
取崩収入
5,400

受取利息
配当金収入 99

障害福祉
サービス
等事業収入
62,931

その他の収入
2,100

貸付事業収入
2,445

事業収入
19,690

事務費支出 38,556
貸付事業支出 6,500

助成金支出 12,295
支払い利息支出 201

固定資産取得支出
5,510

ファイナンスリース
債務の返済支出

2,148

予備費 3,269

（ 単位：千円 ）（ 単位：千円 ）

その他の活動に
よる支出
28,062

基金積立資産支出
11,404

収入合計
1,470,581

支出合計
1,470,581 ▲あまくさシルバーファッションショー

▲グラウンドゴルフ大会

令和３年度　資金収支予算
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事業所の名称等
事業所名
開設年月日
所在地

電話番号（FAX）

天草市社協ヘルパーセンター本渡（訪問入浴）
平成１８年３月２７日
〒863-0043　熊本県天草市亀場町亀川1886番地2
☎０９６９－２７－５６８８ （ＦＡＸ ０９６９－２２－４９８５）

運営管理全般
バイタルチェック等健康管理
入浴介助・入浴車オペレーター

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ）

所定単位数の58／1000加算
所定単位数の15／1000加算

管理者
看護師
介護員

職　　種 員　　数 業務内容

項　目 算定額

１名
１名以上
２名以上

利用者負担金 （令和３年４月１日現在）

営業日、営業時間及び通常の事業の実施地域
営業日
営業時間

通常の事業実施地域
サービス提供時間

月曜日～金曜日
８時３０分～１７時１５分
天草市（旧本渡市）特別の需要がある場合はこの限りではありません。

９時００分～１７時００分

職員の体制

サービス内容
＊ご自宅に看護師１名と介護員２～３名が訪問し、ベッドサイドで横になったまま入浴できます。
＊簡易浴槽の組立てなど入浴準備を整える間、看護師がバイタルチェックや健康観察を行います。
　体調が悪い時などは、様子を見ながら清拭・部分浴への切り替えも可能です。
＊身体に負担をかけない姿勢で、リフトを使い少しずつ身体がお湯につかるように降ろしていきます。
＊排水は浴室または屋外の側溝をお借りして流します。お部屋にはビニールシートを敷き室内が濡れ
ないように配慮します。

　天草市社会福祉協議会では、介護を必要とし、ご自宅での入浴が難しい方が安心して入浴
できるよう、本渡支所・牛深支所に訪問入浴車を配置し、入浴支援を行っています。
　今回は、本渡支所の事業についてご紹介します。

　２月１７日（水）、公益社団法人２４時
間テレビチャリティー委員会から、２４
時間テレビ「愛は地球を救う４３」の
募金により訪問入浴車をご寄贈いただ
きました。
　いただいた車輌は本渡支所に配備し、
在宅での入浴が困難な方々の入浴支援
に活用してまいります。
　スタッフ一同大切に活用し、心を込
めて入浴支援をさせていただきますの
で、ご希望がありましたら、お気軽に
ご相談ください。

基本料金（厚生労働大臣の定める基準による）

（１）訪問入浴サービス利用料

（３）介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算

初回加算

全身浴 １２,６００円
１１,３４０円

１,２６０円
１,１３４円

２,５２０円
２,２６８円

３,７８０円
３,４０２円

（１割） （２割） （３割）

清拭又は部分浴（９０％）

中山間地域等における小規模事業所加算
（地域に関する状況）

２,０００円
（利用者負担額は、上記負担割合を乗じた額となります。）

所定単位数の50/1000加算

項　目

区　分 利用料
（介護報酬総額）

利用者負担

算定額

（２）その他加算

※新型コロナウイルス感染症への対応として基本報酬の1/1000上乗せ（令和３年９月３０日まで）

中央左：熊本県民テレビ　杉本 敏也 専務 様
中央右：天草市社会福祉協議会　横山 加奈子 会長
　　贈呈された訪問入浴車と訪問入浴スタッフ

想いを届ける訪 問入浴サービス
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すでに判断能力が不十分な場合

４月より新たに配属になりました。

センター長
長田 良信

担当職員
山﨑　愛

私たちが
相談を受け
付けます。

弁護士・司法書士・社会福祉士・市役所による会議の様子
（家庭裁判所もオブザーバーとして随時参加）

法定後見制度

成年後見制度の相談

講演会・研修会・出前講座地域連携
ネットワークづくり

申立ての手続支援
チーム支援

後見人等の支援

法人後見の普及啓発

市民後見人の育成

家庭裁判所に申立て
　　　→後見人等選任

判断能力が低下した時に備えて支援内容
と支援者をあらかじめ決めておく

任意後見制度

高

中

低

補助

保佐

後見

後見等を
受ける方の
判断能力

後見等の
種類

受講生
募集！！令和３年度

講 座 内 容

※日時、会場、内容は新型コロナウイルスの感染状況により変更になることがあります。
　詳しい内容は入学式でお知らせします。

日　時
８/３ ㈫
14：00～
　　16：00

８/20 ㈮
14：00～
　　15：30

９/３ ㈮
14：00～
　　15：30

９/28 ㈫
14：00～
　　15：30
10/20 ㈬
14：00～
　　15：30
10/27 ㈬
14：00～
　　15：30
11/５ ㈮
14：00～
　　15：30

11/25 ㈭
14：00～
　　16：00

「天草市の現在と未来」
入学式

卒業式

「ヨガで繋がる」～心と体と意識～

「本渡町の近代史跡・名所」

「報道の現場で感じたこと」
～天草の魅力に触れる～

「造船の技術と素材を活かして」
～天草の魅力を伝える～

「繋がっていく」～音と絆～

「萬屋浦田家と宇良田タダ女史」

「青い海にそびえる太古の地層・奇岩の絶景」
～天草の風光明媚な景観といろいろな石にふれる～

天草市民センター
展示ホール講師：天草市長 馬場 昭治 氏

講師：天草文化協会 理事 片白 健次 氏

講師：天草市役所観光文化部 主任 鵜飼 宏明 氏

講師：天草歴史文化研究所 主宰 平井 建治 氏

講師：天草ケーブルネットワーク㈱ アナウンサー 亀子 美香 氏

講師：㈱アクアマリンまつなが 代表取締役 松永 英也 氏

講師：シンガーソングライター MICA 氏

天草市民センター
大会議室

天草市民センター
大会議室

天草市民センター
展示ホール

天草市民センター
大会議室

天草市民センター
大会議室

天草市民センター
大会議室

天草市民センター
大会議室

内　容 会　場

天草いきいき夢大学
　心豊かに、いきいきとした暮らしを送ってもらうこと
を目的に開校します。
　卒業後は、これからの天草地域の地域福祉を推進する
ための応援団となっていただくことを期待しています。

　天草市が今年３月に策定した「天草市成年後見制度利用促進基本計画」により、あまくさ成
年後見センターが地域連携ネットワークの中核を担う中核機関として位置付けられました。
　あまくさ成年後見センターでは、高齢者や障がい者等の権利擁護に関する普及啓発を行うと
ともに、成年後見制度の利用促進と地域連携を推進し、権利侵害の予防・解消を目指します。
　また、成年後見制度の活用により、「誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らし」が実現で
きるよう今後も支援をしてまいります。

　成年後見制度が「身近な制度である」と市民に認識され、支援が必要な方にきちんとつなが
る仕組みづくりを目指します。
◇意思決定支援など福祉的な視点をしっかりと取り入れた支援が行えるよう、支援体制の整備
を行います。

◇専門職との連携によりチーム支援（福祉等の関係者と後見人等がチームとなって本人を見守
る体制）が行えるようになります。

認知症や障がいなどにより、判断能力が十分でない方が契約行為や財産の管理などをする時に、
不利益が生じることがないように配慮しながら本人の権利や財産を守り、意思決定や生活を支
援する制度です。

●入学資格
　・天草市内在住で学習意欲のある方
　・原則として全カリキュラムを受講できる方
●受 講 料　５，０００円
●定　　員　40名（未受講者を優先し、応募多数の場合は抽選により決定）
●講座日程　８月３日（火）14時から（全８回講座）
●申込方法　天草市社会福祉協議会及び各支所へ連絡ください。
●応募締切　７月20日（火）

中核機関としてスタートしました！

成年後見制度とは？

中核機関

中核機関の役割

生活に大きな支障が生じる前に、
もっと制度を利用してもらいたい！

権利擁護や成年後見制度の利用が必要な方に、支援が
行き届くように地域連携の中心的な役割を担う機関

あまくさ成年後見センター ☎０９６９-３２-２５５２お問い合わせ先

あまくさ成年後見センター

ヨガ講師
アーユルヴェーダセラピスト 川端 梨沙子 氏講師：
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支え合い　　～つけた♥み

思わず笑顔になってしまう、
これまで受賞された、
特選作品の一部です！

～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３年８月２0日㈮～９月３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

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
し、全入賞作品を展示致します。
※新型ウイルスの感染状況によって、変更する場合
がございます、ご了承ください。

発　　表

・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。

確認事項

天草市社会福祉協議会 各支所
応 募 先

リフレッシュしませんか？
　家族介護者交流事業は、天草市からの受託事業で、在宅で要介護１以上の方を介護
している家族等が対象になります。
　介護者の身体的・精神的負担の軽減を図り、要介護高齢者等の在宅生活を図ること
を目的に開催します。介護から少し離れていっしょにリフレッシュしませんか?

家族介護者交流事業のお知らせ

※新型コロナウイルスの感染状況によって、変更する場合がございます、ご了承ください。

10：00～12：00

９：30～12：00

10：00～13：00

10：00～12：00

９：30～12：00

開催日
・ガラス工房カリヒロ（サンドブラスト体験）
・介護者交流、介護相談
・宮地岳かかしの里見学
・介護者交流
・介護者交流、介護に関する情報提供、
　介護相談
・講話「介護保険制度について」
・介護者交流、介護相談

・しもうら弁天会（土玩具色塗り体験）
・ガイド付き下浦散策
・介護者交流

・講話「やさしい介護講座」
・介護者交流、リラクゼーションタイム
・御領の歴史を知る史跡巡り
・介護者交流
・高浜焼寿芳窯（絵付け体験）
・介護者交流、介護相談
・介護者交流、介護相談
・宮地岳かかしの里見学

本渡支所（泉）
☎24-0100
牛深支所（中下）
☎72-2904
有明支所（明瀬）
☎53-0110
御所浦支所（山川）
☎67-3782
倉岳支所（吉田）
☎64-3895
栖本支所（緒方）
☎66-3367
新和支所（大野）
☎46-377０
五和支所（勝木）
☎32-1076
天草支所（松原）
☎42-0678
河浦支所（若田）
☎76-1401

参加締切日 内　　容 時　　間 問合せ先

ほっと一息して
いただける時間を
お届けします！
500円参加費：

天草市ファミリーサポートセンター
令和３年４月１日から、依頼会員の利用料金が一部変更になりました

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）
④ダブルケア負担の世帯　子育てと親等の介護を同時に行っている世帯
⑤障がい児のいる世帯　障害者手帳をお持ちの世帯または特別児童扶養手当を受給している世帯
⑥多胎児のいる世帯　双子や三つ子などがいる世帯
※その他の世帯は、利用料金に変更はありません。

★新 規 会 員 の 方　　会員登録と併せて手続きを行います
★すでに会員となっている方　　同意書などの必要書類を提出ください

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

区　分 利用時間
依頼会員利用料金（１時間あたり）

対象世帯（①～⑥の世帯） その他の世帯

１００円
１００円
１００円
２００円

３００円
３５０円
３５０円
４５０円

通　常

病後児

追加された世帯

対象世帯

利用の手続き

６
㈭24

６
㈭17

６
㈫22

６
㈬16

６
㈬30

６
㈭10

６
㈮11

６
㈬23

６
㈮18

６
㈬16

６
㈫８

６
㈪14

６
㈫８

６
㈪21

６
㈭３

６
㈭３

６
㈬16

６
㈮11

～お互いに自分たちの
　　　　出来るところで～

　活動をはじめたのは、「天草を訪れる方に美し
い景観を見て欲しいと思い、ボランティアで草払
いを始めたことがきっかけです」と語る志山さん

ご夫婦。普段から、ひとり暮らし高齢者への声掛けや困りごとに対するお手伝いなど自主
的に取り組まれています。また、キヌヨさんは、脳いきいきサポーターとして通いの場で
脳トレの実践に取り組むと共に、近所の集まりの場（通いの場まで行けない方が集う場）
にも参加され、一緒に脳トレなどもされています。
　さらにお二人は、社会福祉協議会が実施するほっと安
心サポート事業のサポート会員としても登録され、「自
分たちに出来ることがあれば、喜んで対応していきた
い」と話をされていました。ご夫婦のような方々が各地
に増えることで、より住みやすい天草になるのではない
かと思います。お二人の今後の活躍を期待しています。

今回は、夫婦で仲良く支え合い活動に取り組まれて
いる志山静明さん・キヌヨさんご夫婦（天草町）を
ご紹介します。
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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合せ先♥

〈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

熊本県介護支援専門員実務研修受講試験について

熊本県指定介護職員初任者研修受講生募集

令和３年度

◆試験期日：令和３年１０月１０日㈰　午前９時45分着席　午前10時開始
◆試験会場（予定）：熊本市内の大学等
◆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３年６月１日㈫～６月３０日㈬

◆試験案内の配付場所、配布方法
　⑴窓口での配布　熊本県福祉人材・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、熊本県福祉人材・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㈭から６月２１日㈪までに、返信用封筒（角２サイズ）と「試

験案内請求書」（下記「記入例」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。

◆受講資格：天草市民もしくは天草市内にお勤めで、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
　・天草広域本部・コミュニティセンター・市内の各高等学校
　　※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。（FAX：３２－２５５１）
◆申込期間：令和３年６月７日㈪～ ６月１７日㈭

「試験案内請求書」
令和３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）

試験案内請求書記入 例

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

熊本県福祉人材・研修センター
問合せ先・受験申込先

福祉のまちづくり課  生活支援係 ☎３２－２５５２お問合せ先
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