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寄せ植え講座 手作り講座

パソコン教室 免疫力アップ体操

　コロナ禍で制約も多い中、高齢者の方が前向きに、楽しく健康に過ごし
ていただくための各種講座、ラジオ体操や百歳体操、しゅうなんしゃっき
り体操などの体操を実施しています。
　昨年度好評だった寄せ植え講座や手作り講座は今年度も開催予定です。
　また、パソコン、陶芸、茶道、硬筆書道、パッチワークなどの自主講座
も生徒募集中です。
　人と交流し、笑うことでストレス解消、リフレッシュ、脳の活性化が出
来ます。
　ぜひ、新南陽老人福祉センターにお越しくださいませ。

～講座風景～新南陽老人福祉センター



  [ 収入 ]
　科　目 予算額

会費収入 14,840

寄附金収入 13,200

経常経費補助金収入 139,258

受託金収入 256,622

貸付事業収入 21,110

事業収入 24,565

介護保険収入 112,543

就労支援事業収入 5,841

障害福祉サービス等事業収入 32,956

受取利息配当金収入 9,429

その他の収入 765

退職手当積立基金預け金取崩収入 5,618

前期末支払資金残高 221,452

収入合計 858,199

  [ 支出 ]
　科　目 予算額

人件費支出 341,692

事業費支出 128,917

事務費支出 100,612

就労支援事業支出 5,841

返還金支出 10

貸付事業支出 21,585

共同募金配分金事業支出 26,700

助成金支出 5,295

負担金支出 387

固定資産取得支出 395

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 5,906

その他の活動による支出 5,917

当期末支払資金残高 214,841

支出合計 858,199

令和３年度予算（単位：千円）

　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！

事業計画
令和３年度

❶
　第４次周南市地域福祉計画・周南市地域福祉活動計画
の基本目標の実現をめざして、地域住民や関係機関・団
体等の参画を促すとともに、行政と社協が一丸となって
取り組むことで、福祉サービスの充実と地域における支
え合い・助け合い活動を一層推進します。

第４次周南市地域福祉計画・
周南市地域福祉活動計画の推進

❷
　周南市成年後見制度利用促進計画に基づき、様々な
ケースに対応できる専門家・関係者との関係づくりを進
め、地域における連携・強化を図ります。また、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大影響により、生活困窮に陥る
方々が増加する中で、生活困窮者自立支援事業を中心に、
困窮者支援を行います。

相談支援体制の整備強化

❸ 地域共生社会に向けた
人づくり・地域づくり

　これまでの経験から蓄積したノウハウをもとに、協議
体の担い手育成に取り組み、協議体が円滑に活動展開
できるように支援します。第２層協議体の未設置地区に
ついては、地域の諸団体へ提案し、地域の実情に合わせ
た協議体づくりに取り組みます。

❹ コロナ禍における地区社協支援
　地域共生社会の実現をめざして取り組みを進めていく
ためには、地区社協は必要不可欠なパートナーとなりま
す。コロナ禍においても小地域福祉活動を展開できるよ
うに、活動費の助成や情報提供、連絡調整等による支
援を行います。

❺ 介護保険事業の健全な経営
　地域の実情に応じた介護サービスを提供し、新型コロ
ナウイルス感染症や災害の発生時においてもサービスを
継続できるよう体制づくりに取り組みます。また、関係
機関との連携強化、社会資源の活用等を行い、担うべき
支援を行います。
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  [ 収入 ]
　科　目 決算額

会費収入 14,598,720

寄附金収入 15,796,347

経常経費補助金収入 126,422,342

受託金収入 212,300,175

貸付事業収入 13,972,242

事業収入 21,233,317

介護保険事業収入 111,440,180

就労支援事業収入 5,477,367

障害福祉サービス等事業収入 31,274,682

受取利息配当金収入 9,373,720

その他の収入 17,555,968

その他の活動による収入 29,973,440

前期末支払資金残高 221,558,339

収入合計 830,976,839

  [ 支出 ]
　科　目 決算額

人件費支出 349,990,175

事業費支出 88,279,589

事務費支出 81,048,327

就労支援事業支出 5,631,917

返還金支出 0

貸付事業支出 13,728,242

共同募金配分金事業支出 24,924,704

助成金支出 5,030,400

負担金支出 302,450

その他の支出 246,127

固定資産取得支出 905,260

基金積立資産支出 100,925

積立資産支出 9,908,369

その他の活動による支出 6,180,200

当期末支払資金残高 244,700,154

支出合計 830,976,839

令和２年度決算（単位：円）

　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！

事業報告
令和２年度

2 相談業務に関する取り組み
の推進

　周南市成年後見制度利用促進計画の策定に積極的に
参画するとともに、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受託準備を進めました。また、新型
コロナウイルス感染症の影響により増大する生活困窮者
の生活再建のために、生活困窮者自立支援事業の充実
に努めました。

3 生活支援体制整備事業の計
画的な推進

　支援を必要とする高齢者が、身近な地域での支えあい
活動をとおして、安心して暮らし続けることができる地
域社会づくりをめざして、地域における話し合いの場（協
議体）の設置と運営支援に取り組みました。

5 介護保険事業の安定的経営
　コロナ禍においても安定した質の高いサービスを提供
できるように、感染対策の徹底、感染拡大時の対応強化
に取り組みました。また、ICT の活用推進、SNS を利
用した関係機関との連携や利用者支援、介護人材の確保
や育成に努めることで業務の効率化を図りました。

1
　社会情勢や市民ニーズの変化等を踏まえ、周南市との
連携を強固なものとし、より効果的に地域福祉の推進を
図るために、周南市地域福祉計画と一体的策定に取り
組むこととし、第４次周南市地域福祉計画・周南市地域
福祉活動計画を策定しました。

第４次周南市地域福祉活動
計画の策定

4
　地区社協がコロナ禍においても工夫を凝らしながら
小地域福祉活動を柔軟に展開できるように、情報提供や
連絡調整等に努めました。
　また、福祉員に関するアンケート結果を基に、これか
らの福祉員のあり方について整理しました。

地区社協への支援体制の充実
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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３年２月１日～令和３年４月30日受付分

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額

川島　貞子 夫 /敏男 徳山梅園町 20,000

山本　忠勝 妻 /清子 新南陽御姫町 50,000

香 典 返 し

ご 芳 名 ご 住 所 ご寄付額

三輪　威勢男（32回目・33回目） 徳山青山町 3,216

徳山社会福祉センター利用者一同（窓口）  〃 速玉町 1,377

徳山かるた会（26回目）  〃 東辻 3,000

新わらしべの会　会長　水井　貴士  〃 下上 350,000

澤野　智子 鹿野石ヶ谷 356

匿名（77回目・78回目・79回目・80回目） 下松市 8,000

山口県東部ヤクルト販売株式会社【HAPPY募金】（43回目） 岩国市 24,000

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

勝屋　緑 夫 /幸則 徳山上村 125,000
徳山中央病院 50,000

25,000
医療法人社団　高橋内科 50,000

吉木　英一 妻 /久美子  〃 秋月 100,000

中須地区社会福祉協議会 30,000

20,000菊川地区社会福祉協議会 30,000

秋月地区社会福祉協議会 20,000

足立　忠美 父 /勇治  〃 大津島 50,000 大津島地区社会福祉協議会 40,000 10,000

池部　昭明 母 /恵美子  〃 久米 50,000 久米地区社会福祉協議会 40,000 10,000

佐伯　八重子 従弟 /藤井清登  〃 中須南 30,000 中須地区社会福祉協議会 20,000 10,000

福本　敏行 叔父 /崧  〃 湯野 50,000 特別養護老人ホームやすらぎ苑 40,000 10,000

兼平　隆由 妻 /喜代子  〃 大道理 100,000 向道地区社会福祉協議会 80,000 20,000

佐伯　雅昭 父 /章  〃 須々万本郷 100,000
須々万地区社会福祉協議会 40,000

20,000
中須地区社会福祉協議会 40,000

伊藤　正一 母 /ウタ子  〃 須々万本郷 200,000
須々万地区社会福祉協議会 80,000

40,000
鹿野博愛病院 80,000

高橋　邦正 母 /光子  〃 須々万奥 100,000 須々万地区社会福祉協議会 80,000 20,000

藤井　専一 妻 /保子  〃 遠石 30,000 遠石地区福祉員協議会 24,000 6,000

柴崎　裕子 夫 /和彦  〃 戸田 100,000
戸田地区社会福祉協議会 50,000

20,000
竹内医院 30,000

藤井　正 母 /千歳 新南陽米光 80,000
和田地区社会福祉協議会 30,000

20,000
特別養護老人ホーム福寿荘 30,000

佐伯　多美子 夫 /英雄 熊毛上須野河内 50,000 八代地区社会福祉協議会 40,000 10,000

礒部　浩志 父 /啓槌  〃 西原 100,000 高水地区社会福祉協議会 80,000 20,000

指 定 寄 付
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ご 芳 名 ご 住 所 内　　　容

きずな周南プロジェクト（2回目） 徳山周陽 タオル 76枚・雑巾 48枚

テキサス周南店（31回目） 新南陽古泉 お菓子

第一生命保険株式会社山口支社
新南陽営業オフィス
オフィス長　嶋本道恵

　〃　宮の前 タオル 11枚

周南市社会福祉法人地域公益活動推進協議会
（社会福祉法人山陽ケアハウス三丘）（11回目） 熊毛小松原

災害用非常食（非常食安心セット 9食入り× 32箱）
非常用保存食炊き出しセット（五目ごはん 50食分× 2箱）
安心米白がゆセット 50袋入り× 2箱

物 品 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

新原　芳枝 夫 /公夫  〃 勝間下 50,000 勝間地区社会福祉協議会 40,000 10,000

小林　啓子 母 /恒代  〃 遠見 40,000 勝間地区社会福祉協議会 20,000 20,000

渡辺　悦子 夫 /美昭  〃 東善寺上 100,000 三丘地区社会福祉協議会 50,000 50,000

河内　澄行 母 /島代  〃 上河内 50,000 大河内地区社会福祉協議会 40,000 10,000

仲西　徹 母 /シズノ 鹿野石ヶ谷 100,000

鹿野地区社会福祉協議会 40,000

20,000鹿野博愛病院 20,000

やまなみ荘 20,000

貞本　サキヱ 夫 /義髙  〃 大泉 50,000
鹿野地区社会福祉協議会 10,000

10,000
鹿野博愛病院 30,000

　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。

◆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

　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。コロナ禍においても小地域福祉活動を展開できるように、地区社協への活
動費の助成や情報提供、連絡調整等による支援を行い、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

社協会費の
ご協力を
お願い
いたします
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理事･監事･評議員が改選されました。

　この度、任期満了に伴う役員改選が行われ、周南市社会福祉協議会の理事・監事・評議員

が新しく選任されました。なお、会長には佐原昌弘理事が再任されました。新たな体制のもと、

今後も地域福祉の推進に全力で取り組む所存ですので、市民の皆様のお力添えをよろしくお

願いいたします。

評議員
［�任期：令和３年６月 23 日から令和６年度会計に
関する定時評議員会の終結の時まで］

氏　名 選出区分・関係役職

福　嶋　崇　男 高水地区社会福祉協議会会長

田　村　俊　雄 岐山地区社会福祉協議会会長

西　村　　　明 戸田地区社会福祉協議会会長

俵　　　雅　香 須金地区社会福祉協議会会長

中　村　建　夫 久米地区福祉員協議会会長

加　藤　悦　子 周陽地区福祉員協議会会長

金　坂　信　子 富田西地区福祉員協議会会長

佐々木　美代子 長穂地区福祉員協議会会長

弘　中　多恵子 周南市老人クラブ連合会副会長

大　川　勝　也 周南市連合遺族会会長

国　広　佳　子 周南認知症を支える会副会長

福　田　孝　子 周南保護区保護司会理事

間　　　誠　司
周南市社会福祉法人
地域公益活動推進協議会会長

德　毛　裕　之 周南市身体障害者団体連合会会長

津　本　浩　子
ふれあい・いきいきサロン�
和田クラブ代表

中　村　美代子 周南市母子保健推進協議会会長

西　岡　浩　司 徳山医師会事務長

河　村　浩一郎 周南市小学校校長会

石　川　朋　広 徳山商工会議所業務課長

上　原　　　宏
周南地区労働者福祉協議会
事務局長

理事
［�任期：令和３年６月 23 日から令和４年度会計に
関する定時評議員会の終結の時まで］

氏　名 選出区分・関係役職

清　水　宗　生 今宿地区社会福祉協議会会長

久　村　貴美子 富田東地区福祉員協議会会長

渡　邉　貴　史 三丘地区社会福祉協議会会長

石　川　光　生 鹿野地区社会福祉協議会会長

田　中　義　啓 周南市自治会連合会会長

川　野　玲　子
熊毛地区ボランティア連絡協議会
会長

藤　井　　　勝
社会福祉法人鼓ヶ浦整肢学園
常務理事

小　林　三津子
周南市民生委員児童委員協議会
会長

仲　西　　　徹 周南市福祉事務所長

原　田　邦　昭 周南市老人クラブ連合会会長

佐　原　昌　弘 徳山大学名誉教授

野　﨑　俊　明
前周南市社会福祉協議会
熊毛支部長

監事
［�任期：令和３年６月 23 日から令和４年度会計に
関する定時評議員会の終結の時まで］

氏　名 選出区分・関係役職

中　山　哲　男 学識経験者

箱　﨑　秀　彰 前福祉事業所施設長

小笠原　　　文 税理士
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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

周南市生活困窮者自立支援事業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ひとりで悩まずにまずはご相談ください

※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います。

〇就職したいが仕事が見つからない
〇すぐに仕事を始めることが不安

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、
直ちに就労に不安のある方に、就労に向けた支援や社会参加の機会の提供を行います。
(一定の資産収入要件があります)

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、早期の生活再生を支
援します。

日々の生活のなかでの困りごとや不安をお聞かせ
ください。一人ひとりの状況に合わせた支援内容を
考え、専門の機関・団体と連携して、解決に向けた支
援を行います。

仕事のこと

〇家賃を滞納し家を出なければならない

住まいのこと

〇借金や公共料金の滞納があり困ってる
〇家計のやりくりがうまくできず、生活費が足りない

生活費のこと

〇家に引きこもっている家族がいる

家族のこと

相談は無料で
秘密も守ります

徳山駅

市役所

郵便局

銀行 徳山小学校

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

福祉員とは…
　地域の皆さんから自治会単位に選出され、周南市社会福祉協議会会長から
委嘱を受けて活動する「地域福祉活動をすすめる地域ボランティア」です。

声かけ・見守り

主にひとり暮らしの高齢者を見守る訪問活動
日常生活の中で、無理なくできる範囲での見
守りや声かけを行い、住民の困りごとや、
ちょっとした変化に気づくこともひとつの役
割です。

つなげる

活動の中で見つけた気がかりなこと
を関係機関などへ連絡、相談
決してひとりで抱え込まず、関係機
関へ知らせることが大切です。

つながる

地域福祉活動・地区社協活動への
協力
地域のサロンや地区行事に参加
し、普段から地域とのつながりを
持つことも大切な役割です。

誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続けられるまちづくりの
ために、普段の暮らしの中で、無理なくできる範囲での声かけや見
守りなど一緒に活動してみませんか。

お問い合わせ先
周南市社会福祉協議会業務課地域福祉係

☎ 0834-22-8721

こんにちは、
福祉員です！

福祉員は次のような活動を行っています。福祉員は次のような活動を行っています。
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一
般
募
金

団　　体　　名

職域募金
リコージャパン㈱　　　周南農林水産事務所
周南市被爆者の会　　　徳山商工高等学校
南陽工業高等学校

子ども会募金
菊川地区子ども会育成連絡協議会
富田東小学校区子ども会育成連絡協議会

協力店募金 サンマート鹿野店

窓口募金
道の駅ソレーネ周南　　　老人休養ホーム嶽山荘
周南市社会福祉協議会熊毛支部

法人募金 昭和電工ユニオン龍野支部　　　㈱ガイヤ

募金百貨店

㈲寿司やす　　　　　　㈱徳山コーヒーボーイ
㈱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
ゼブラ㈱

歳末たすけあい募金 団体名 徳山モラロジー事務所

令和３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３年２月１日～
令和３年３月31日受付分）

令和２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

㈲寿司やす 様 ㈱徳山コーヒーボーイ 様

★身体障害者相談員
氏　名 電話   ( )はFAX 区分

下村　幸子 0834-28-3838 肢体

近森　進 0834-64-0277 肢体

德毛　裕之 0833-91-6007 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

藤井　繁昭 0834-63-5209 視覚

藤永　静恵 0834-68-4300 内部

★知的障害者相談員
氏　名 電　話

伊藤　知子 0834-25-3266

松村　泰子 0834-63-2185

角田　直子 0833-91-0908

佐藤　和代 090-5267-1960

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 拓未 0834-31-9680

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 0833-77-0077

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
FAX 0834-22-8464

身体障害者相談員・知的障害者相談員等の紹介
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