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周南市社協のHPは
こちらから▼

見てみて
ね！

うがい

手洗い

換気

　臨時休業期間中の子どもたちの様子です。マスクの着用、手洗いや手
指消毒用アルコールによる消毒等を徹底し、勉強の時間や自由遊びの時
間を楽しく過ごしていました。
　周南市社会福祉協議会が運営している２ヶ所の児童クラブでは、新型
コロナウイルス感染症の影響による小学校の臨時休業期間中、子どもた
ちが安全で充実した時間を過ごすことができるように努めました。

富田東児童クラブ
～小学校の臨時休業期間中の様子～
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  [ 収入 ]
　科　目　　　　　 決算額

会費収入 14,850,710 

寄附金収入 20,588,402 

経常経費補助金収入 141,464,056 

受託金収入 246,562,098 

貸付事業収入 11,755,192 

事業収入 34,498,427 

介護保険事業収入 108,526,311 

就労支援事業収入 5,802,697 

障害福祉サービス等事業収入 32,887,784 

受取利息配当金収入 9,309,869 

その他の収入 1,716,469 

固定資産売却収入 100,000 

その他の活動による収入 4,206,476 

前期末支払資金残高 238,654,499

収入合計 870,922,990 

  [ 支出 ]
　科　目　　　　　 決算額

人件費支出 337,096,517 

事業費支出 130,580,447 

事務費支出 79,089,920 

就労支援事業支出 6,219,803 

返還金支出 4,000 

貸付事業支出 11,331,502 

共同募金配分金事業支出 22,699,445 

助成金支出 4,968,400 

負担金支出 328,867 

固定資産取得支出 10,380,828 

基金積立資産支出 100,927 

積立資産支出 39,688,955 

その他の活動による支出 6,875,040 

当期末支払資金残高 221,558,339 

支出合計 870,922,990

令和元年度決算（単位：円）

  [ 収入 ]
　科　目　　　　　 決算額

会費収入 15,094

寄附金収入 12,000

経常経費補助金収入 131,400

受託金収入 262,649

貸付事業収入 26,686

事業収入 26,443

介護保険収入 108,737

就労支援事業収入 7,881

障害福祉サービス等事業収入 32,897

受取利息配当金収入 9,313

その他の収入 789

退職手当積立基金預け金取崩収入 24,061

前期末支払資金残高 197,027

収入合計 854,977

  [ 支出 ]
　科　目　　　　　 決算額

人件費支出 369,528

事業費支出 130,203

事務費支出 93,926

就労支援事業支出 7,881

返還金支出 10

貸付事業支出 27,211

共同募金配分金事業支出 23,965

助成金支出 5,123

負担金支出 387

固定資産取得支出 1

長期運営資金借入金元金償還支出 1

基金積立資産支出 100

積立資産支出 9,346

その他の活動による支出 6,520

当期末支払資金残高 180,775

支出合計 854,977

令和２年度予算（単位：千円）

　ひとりも取りこ ぼすことがないひとりも取りこ ぼすことがない
　  地域社会づく りを進めます！　  地域社会づく りを進めます！

事業計画
令和２年度

事業報告
令和元年度

　第３次周南市地域福祉活動計画の推進期間を１年短縮

させ、令和２年度末を以って終了するとともに、周南市

と共同して「第４次周南市地域福祉計画・地域福祉活動

計画」の一体的策定に取り組みます。

❶ 第４次周南市地域福祉活動
計画の策定

　成年後見制度利用促進法の施行により、周南市では利

用促進計画の策定や地域連携ネットワークの構築が進め

られるなか、地域連携ネットワークの中心的な役割とな

る中核機関の設置準備に取り組みます。

❷ 相談業務に関する取り組み
の推進

　支援を必要とする高齢者が、地域での助けあい活動を

とおして、地域で安心して暮らし続けることができるよ

うに、概ね地区社協単位での話し合いの場づくりを計画

的に推進します。

❸ 生活支援体制整備事業の計
画的な推進

　本会が小地域福祉活動を円滑に展開していく上で、地

区社協は欠かすことのできない大切なパートナーとなり

ます。「福祉員活動」「ふれあい・いきいきサロン活動」

を地区社協の主要活動に位置づけ、引き続き積極的な

支援を行います。

❹ 地区社協への支援体制の充実

　利用者の意向に寄り添ったサービス内容の充実を図

り、質の高い効果的な運営体制の構築に努めるととも

に、個別支援の枠にとどまることなく、関係機関との連

携づくりに取り組みます。

❺ 介護保険事業の安定的経営

　基本理念「地域でつながり共につくろう　笑顔あふれ
る福祉のまち　しゅうなん」の実現をめざして、様々な
取り組みを実施するとともに、過去２年間の計画推進状
況や目標達成状況の確認作業を行いました。

1 第３次周南市地域福祉活動
計画の推進・評価

　支援を必要とする高齢者が、地域での助けあい活動を
とおして、地域で安心して暮らし続けることができるよ
うに、岐山・久米・周陽・夜市・鼓南の５地区で第２層
協議体（話し合いの場）を設置しました。

2 生活支援体制整備事業の推進

　「福祉員活動」「ふれあい・いきいきサロン活動」「敬
老会」を地区社協の主要活動に位置付け、地区社協へ
の活動支援の強化を図るとともに、地区社協との連携
づくりに努めました。

3 地区社協への活動支援の強化

　平成３０年７月豪雨での災害ボランティアセンターの
経験を踏まえ、いつ災害が発生しても迅速かつ的確に
対応できるように、「周南市災害ボランティア活動マニュ
アル」の見直し作業を行いました。

4 災害ボランティアセンターの
体制整備

　生活上の課題を持つ方や判断能力の不十分な方が、
地域で安心して暮らせるように、生活困窮者自立支援事
業、地域福祉権利擁護事業、法人成年後見人等受任事
業等に取り組みました。

5 地域における権利擁護の推進

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができるように、「介護予防ケアマネジメント」、「総合
相談」、「包括的・継続的ケアマネジメント」、「権利擁護」
の４事業の一体的実施に取り組みました。

6 地域包括支援センターの機能充実
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善意銀行
【善意銀行に託された寄付金で行う主な事業】
●ボランティア活動の育成（ボランティア養成研修会の
　開催・ボランティアセンターの運営）
●地区社協・福祉団体・ボランティア団体活動助成
●社協だよりの発行

「備考」欄には、お亡くなりになられた方のご芳名を記載しております。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

令和２年２月１日～令和２年４月30日受付分

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額
河嶌　幸次 母 /サチ子 徳山大津島 30,000
髙杉　三千代 夫 /信之 新南陽川崎 100,000

香 典 返 し

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額
谷國　晶洋 母 /恵美子 川崎 30,000

ご 芳 名 ご 住 所 ご寄付額
セブンイレブン周南栗屋店店頭募金（99・100・101 回目） 徳山栗屋 5,500
徳山社会福祉センター利用者一同  〃 速玉町 2,225
三輪　威勢男（20・21・22回目）  〃 青山町 4,078
国兼　和代  〃 長穂 100,000
新わらしべの会　会長　水井貴士  〃 下上土井 400,000
長田サロン　代表　大竹和郎 新南陽長田町 6,324
音訳杉の子会 熊毛 24,908
吉国　定美 鹿野中 520
輝き周南大学　第 14期 － 60,000
福川南母親クラブ － 182
山口県東部ヤクルト販売株式会社　【HAPPY募金】（42回目） 岩国市 27,500
匿名（69回目） 下松市 2,000

一 般 寄 付

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額
ご 指 定 内 訳

ご 指 定 先 周南市社協
重岡　志津江 夫 /穆 徳山須々万奥 50,000 須々万地区社会福祉協議会 40,000 10,000

中津井　巧 父 /純輔  〃 須々万本郷 100,000
中須地区社会福祉協議会 40,000

20,000
須々万地区社会福祉協議会 40,000

中村　シヅ子 夫 /定  〃 50,000 須々万地区社会福祉協議会 40,000 10,000
廣中　明美 父 /章人  〃 100,000 須々万地区社会福祉協議会 70,000 30,000
岡　智津子 夫 /誠  〃 須万 50,000 須金地区社会福祉協議会 40,000 10,000

久保　小百合 母 /美代子  〃 戸田 200,000
特別養護老人ホームやすらぎ苑 100,000

40,000上苔谷自治会 30,000
戸田地区社会福祉協議会 30,000

河井　日出夫 母 /ハナ子  〃 80,000
戸田地区社会福祉協議会 24,000

16,000竹内医院 20,000
老人保健施設温泉の里 20,000

神代　政道 母 /江美子  〃 長穂 70,000 長穂地区社会福祉協議会 50,000 20,000
杉原　ゆり子 夫 /廣治  〃 20,000 長穂地区社会福祉協議会 16,000 4,000
国兼　敬司 母 /文枝  〃 100,000 長穂地区社会福祉協議会 80,000 20,000

小林　榮子 夫 /清美  〃 小畑 25,000
小畑地区自治会連合会 8,000

5,000菊川地区社会福祉協議会 8,000
小畑寿会 4,000

石田　一志 母 /ヒナヱ  〃 大津島 50,000 大津島地区社会福祉協議会 40,000 10,000
澤野　明子 夫 /月香  〃 梅園町 200,000 石ヶ谷自治会 100,000 100,000

匿名 － － 100,000
菊川地区社会福祉協議会 50,000

20,000
加見中清流会 30,000

金田　伸行 母 /千代子 新南陽上迫町 25,000 新上迫自治会 20,000 5,000

大森　登美枝 夫 /茂郎  〃 羽島 100,000
羽島自治会 10,000

20,000JA介護支援センター 20,000
居宅介護支援事業所ゆめ風車 50,000

橋本　健治 父 /忠雅  〃 川崎 30,000 富田東地区社会福祉協議会 10,000 20,000

田中　英二 母 /時枝  〃 かせ河原町 50,000
グループホーム万年青 20,000

10,000
福川地区社会福祉協議会 20,000

有井　裕 母 /松代  〃 上迫町 50,000
上迫自治会 20,000

10,000
上迫福祉員会 20,000

飯田　久美子 夫 /弘昌  〃 福川 50,000 福川地区社会福祉協議会 30,000 20,000
匿名 － 熊毛 10,000 勝間地区社会福祉協議会 8,000 2,000

津野地 チエ子 夫 /定雄  〃 八代 50,000
周南高原病院 30,000

10,000
吉国自治会 10,000

佐伯　好治 妻 /英子  〃 下須野河内 100,000 八代地区社会福祉協議会 80,000 20,000

指 定 寄 付

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額
ご 指 定 内 訳

ご 指 定 先 周南市社協
中川　敏子 夫 /日出彦 熊毛新清光台 50,000 勝間地区社会福祉協議会 40,000 10,000

高木　武一 長男 /繁好  〃 下清尾 80,000
高水地区社会福祉協議会 30,000

20,000
下清尾自治会 30,000

東　孝子 兄 /藤村弘行  〃 上大歳 100,000
上大歳自治会 50,000

20,000高水地区社会福祉協議会 10,000
特別養護老人ホームつづみ園 20,000

宮﨑　勲 母 /寿美江  〃 新清光台 100,000
西日本光洋周南営業所 13,000

20,000天王園 33,000
デイサービスセンター春 34,000

福重　八重子 夫 /進  〃 上大歳 100,000
高水地区社会福祉協議会 30,000

20,000
上大歳自治会 50,000

藤本　繁雄 子 /アサ子 鹿野上 100,000
鹿野地区社会福祉協議会 20,000

20,000鹿野博愛病院 30,000
やまなみ荘 30,000

加福　常英 兄 /邦満 〃 80,000
鹿野地区社会福祉協議会 16,000

16,000
鹿野博愛病院 48,000

上野サロン － 〃 4,122 鹿野地区社会福祉協議会 3,297 825

桑原　勝志 父 /英雄 鹿野中 100,000
鹿野地区社会福祉協議会 30,000

20,000
鹿野博愛病院 50,000

金谷　良雄 妻 /髙子 〃 40,000
鹿野地区社会福祉協議会 10,000

10,000
鹿野学園 20,000

山本　義勝 父 /勝彦 〃 100,000 鹿野地区社会福祉協議会 80,000 20,000

ご 芳 名 ご 住 所 内　　　容

高齢社会をよくする女性の会徳山（107回目） 徳山楠木

衣装ケース・布地
（NPO法人聴覚障害者生活支援センターこすもすの家）
Tシャツ・タオルケット
（社会福祉法人鼓ヶ浦整肢学園鼓ヶ浦つばさ園）

周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会
（社会福祉法人　つくし園） 新南陽米光 災害用非常食（缶詰 72缶）

マルハン周南店（16回目）  〃 浜田 お菓子（富田東児童館）
テキサス周南店（24・25回目）  〃 古泉 お菓子
須山　昭輔 鹿野上 車いす（１台）
山口県しろあり対策協会 防府市 NTSミスト（1本 500ml 入り）12本

物 品 寄 付

一
般
募
金

団　　体　　名

職域募金 山口県立徳山商工高等学校

子ども会募金
福川南小学校区子ども会育成連絡協議会
中央地区子ども会育成連絡協議会

各種団体募金 周南市地域リハビリテーション活動支援研修会参加者一同

法人募金
ミスターパンヤ
㈱ガイア

募金百貨店
㈲寿司やす　　　　　　　　　　㈱丸久
㈱きらりトータルサポート　　　ALSOK山口㈱
生活協同組合コープやまぐち　　㈱徳山コーヒーボーイ

令和元年度 台風第19号
災害義援金 団体名 久米地区社会福祉協議会

令和２年２月１日以降に
共同募金へご協力いただいた

団体について
掲載させていただいております。

（令和２年２月１日～
令和２年３月31日受付分）

令和元年度
赤い羽根共同募金
寄付者ご芳名

みなさまからの善意をご紹介しますみなさまからの善意をご紹介します

テキサス周南店 様
市内の施設のために、お菓子を寄贈いただきました。（24・25回目）

マルハン周南店 様
富田東児童館へお菓子を寄贈いただきました。（16回目）
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周南市自立相談支援センター
●受付時間／月～金曜日　8：30～17：15
●お休み／土・日曜日、祝日、年末年始
●電話・FAX／0834-31-4742
●Eメール／newstart@shunan-shakyo.or.jp0800-200-4742

〒745-8529　周南市速玉町3番17号
周南市徳山社会福祉センター別館

徳山駅

市役所

郵便局

銀行 徳山小学校

水道局

お米の碑

至 下関

至 防府

至 広島

至 下松

銀座通り

平
和
通
り

昭
和
通
り

東
川

出光
会館

旧国道２号線 ココ

周南市生活困窮者自立支援事業

ひとりで悩まずにまずはご相談ください
仕事や生活に困っていらっしゃる方、まずはご相談ください。

相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員があなたに寄り添いながら、
他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。

※「住居確保給付金」、「就労準備支援事業」については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。
※本事業は周南市社会福祉協議会が周南市より委託を受けて実施しております。

※「あんしん生活食料支援事業」「貸付」については、一定の資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

その他関連事業

自立相談支援事業

あなただけの支援プランを作ります

生活に困りごとや不安を抱え
ている場合は、まずは地域の
相談窓口にご相談ください。
支援員が相談を受けて、どの
ような支援が必要かをあなた
と一緒に考え、具体的なプラ
ンを作成し、寄り添いながら自
立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

家賃相当額を支給します

離職などにより住居を失った
方、または失うおそれの高い
方には、就職に向けた活動を
することなどを条件に、一定
期間、家賃相当額を支給しま
す。生活の土台となる住居を整
えた上で、就職に向けた支援
を行います。

就労準備支援事業

社会、就労への第一歩

「社会との関わりに不安があ
る」、「他の人とコミュニケーショ
ンがうまくとれない」など、直ち
に就労が困難な方に６か月から
１年の間、プログラムにそって、
一般就労に向けた基礎能力を養
いながら就労に向けた支援や就
労機会の提供を行います。

あんしん生活食料支援事業

生活に必要な食材が確保でき
なくなり、窮迫状態になった人
に対して、食料を提供すること
で、生活再建に向けた支援を
します。(支援期間があります)

貸　　付

低所得者、障害者または高齢者に対
し、資金の貸付と必要な相談支援を
行うことにより、安定した生活を送
れるように支援します。令和2年3月
25日から9月末まで、新型コロナウ
イルスの影響で収入が減少してい
る方等も対象となっております。

家計改善支援事業

家計の立て直しをアドバイス

家計状況の「見える化」と根本
的な課題を把握し、相談者が
自ら家計を管理できるよう
に、状況に応じた支援計画の
作成、相談支援、関係機関への
つなぎ、必要に応じて貸付の
あっせん等を行い、早期の生
活再生を支援します。

日々の生活をもう一度見直してみましょう！
ずっと家に閉じこもり、一日中テレビを見ていたり、

食事もたまに抜かしてしまう、誰かと話すことも少なくなった…。

こんな動かない毎日が続いたら、身体や頭の動きが低下してしまいます。

心と身体の健康を維持するために、日々の生活をもう一度、見直してみませんか。

　カタカナで書かれた①～⑤までの計算式

を、頭の中で数字と＋・－の計算記号に置き換

えて解答を導き出してください。できるだけメ

モをしないで、暗算で計算していきましょう。

　解答についてはP８の一番下に掲載してお

ります。

❶ ニタスサンヒクヨンタスゴタスロクヒクサン

❷ ナナヒクヨンタスゴヒク二ヒクサンタスヨン

❸ サンタスゴヒクヨンタスロクヒクナナヒク二

❹ キュウヒクロクタス二タスサンタスイチヒクヨン

❺ ハチヒク二タスサンヒクナナタスヨンヒクサン

脳トレに挑戦してみよう！！！
【参考資料】 (一社)日本老年医学会フレイルの進行を予防するために・厚生労働省HP

運動をしよう

●人ごみを避けて散歩する
●家の中や庭などでできる運動（ラジオ体操、ス
トレッチ、足踏みをするなど）を行う
●家事（庭いじりや片付けなど）や農作業などで
体を動かす
●10分間の日光浴

転倒などを予防するた

めにも、できる範囲の

運動をしましょう。

食生活・口腔ケアをしっかりと

●栄養が偏らないようにバランスよくしっかり
噛んで食べて、規則正しい生活を心がける
●歯磨きをする
●鼻歌を歌う、早口言葉を言うなど、口の周りの
筋肉を保つ

免疫力を低下させな

いためにも、しっか

りと栄養をとること

や口の健康を保つこ

とが大切です。

人との交流を

●家族や友人と電話で声と声のつながりを！
●家族や友人とメールやファックス、手紙などで
交流する
●買い物や移動など困ったときに助けを呼べ
る相手を考えておく

孤独を防ぎ、心身の

健康を保つために、

人との交流や助け

合いが必要です。

ひとりでも楽しめることをしてみる

昔ながらの遊びを思い出し、没頭してみる。集中
することで、脳が活性化します。
●お手玉、あやとり、折り紙、塗り絵、けん玉
　こま回しなど

運動が苦手でも、地域の活動に参加することも、健康づくりにつながります。

日常のちょっとした心がけで、心と身体の健康を維持していきましょう。

Point
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身体障害者相談員・知的障害者相談員の紹介
★身体障害者相談員

氏　名 電話   ( )はFAX 区分

 徳　山

下村　幸子　 0834-28-3838 肢体

玖村　和久 （0834-62-0915） 聴覚

塚原　辰彦 （0834-32-5228） 聴覚

河島　栄二 0834-21-5994 視覚

岩政　淳由 0834-31-3063 視覚

 新南陽

近森　　進 0834-64-0277 肢体

 熊　毛

德毛　裕之 0833-91-6007 肢体

 鹿　野

藤永　静恵 0834-68-4300 内部

★知的障害者相談員
氏　名 電　話 地域

伊藤　知子 0834-25-3266 徳山

松村　泰子 0834-63-2185 新南陽

角田　直子 0833-91-0908 熊毛

長弘　美智子 0834-68-2894 鹿野

相談支援機関
機　関　名 電　話

総合相談支援センター ぱれっと 0834-29-3294

地域生活支援センター ウイング 0834-21-4573

相談支援センター しょうせい苑 0833-48-6022

相談支援センター ひかり苑 0833-77-2000

障害者相談員に関する問合せは…… 周南市障害者支援課 ☎ 0834-22-8387・FAX0834-22-8464

● 災害ボランティアセンターとは？
　毎年のように地震や豪雨災害により、全国各地で住家
等への被害が多く発生しています。
　そのような中、復興・復旧の活動をするために被災地
では多くの方が災害ボランティアとして参加します。た
だし、災害ボランティアがどこにいけばいいのか、どう
すればいいのかなど、目指す場所や活動が分からないと
円滑に被災地支援ができません。そのため、災害ボラン
ティアをまとめる拠点が必要となります。そのとりまと
めや活動を支援するのが、災害ボランティアセンターに
なります。
　周南市では、周南市社会福祉協議会が災害ボランティ
アセンターを開設し設置・運営をします。

● 災害ボランティアセンターの取り組み
　近年では、平成30年７月豪雨災害で被害を受けた住家
の復旧支援をするため災害ボランティアセンターを開設
し設置・運営をしました。ただし、災害時は平常時からの
取り組みがとても大切になります。そのため、災害ボラ
ンティアセンターについての基本や運営方法を知ってい
ただけるよう、災害ボランティア講座も開催しています。
　また、平成30年７月豪雨災害の経験や各メンバーのご
意見をもとに、災害ボランティアセンターのマニュアル
も昨年度改訂し、迅速な対応が図れるよう取り組みを進
めています。

マニュアルは、本会ホームページ
（http://www.shunan-shakyo.or.jp）
ボランティアとはへ掲載しておりますので、
是非ご覧ください。

　周南市社会福祉協議会は、地域の皆様に支えられた民間の福祉団体です。
　住民の皆さまのお力を活かしながら、共に支え合う福祉のまちづくりを目指し、
地域福祉を推進する役割を担っています。住民主体の支え合いの活動を進めるた
めに社協会費へのご協力をお願いしています。
　会費はこのような事業の一部に活用させていただきます。

その他、様々な事業の一部に活用させていただきます。
今年度も社協会費の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いいたします。

　いつ、なんどき、どのような災害が発生し
ても「ひとりも見捨てない、ひとりも見限ら
ない、ひとりも見落とさない」を合言葉に、迅
速かつ的確に対応できるよう、災害時におけ
る支援体制を整えています。

災害ボランティアセンターの
体制整備

　地域住民と連携し、地域の課題に合わせた
見守り活動や福祉ニーズの発見など地域の福
祉力を高めるための地域見守りネットワーク
の拡充を図ります。地区社協ごとに地域の実
情に合った「福祉のまちづくり計画」の策定、圏
域ごとの研修会開催等、地区社協活動を支援
し、市社協とより一層の連携を図ります。

小地域福祉活動の推進 ◆住民会費　300円
約200円分についてはお住まいの
地域の福祉活動に使わせていただ
いております。

◆施設・団体会費　　　　　
　2,000円
◆賛助会費(個人)　　　　
　1,500円
◆賛助会費(企業・法人)
　3,000円

社協会費のご協
力を

お願いいたしま
す

周南市災害ボランティアセンター
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