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　干支土鈴でお馴染みの『なべづる園』。昨夏から新しい仕事として草
刈り・草引き事業を始めました。炎天下での作業はとてもキツく、中に
は１ヶ月で５キロも体重が減った人もいましたが、「お庭がキレイになっ
た」「お年寄りに喜んでもらえた」「お役に立てた」、そうした幾つもの
喜びを手にしています。
　主に高齢者のお宅の草引き、公園や遊休地の草刈りをしています。ど
うぞお気軽にご用命ください。【関連記事→ 6P】

～就労継続支援（Ｂ型）事業所なべづる園～
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  [ 収入 ]
　科　目 決算額

会費収入 14,620,200

寄附金収入 14,742,906

経常経費補助金収入 130,530,195

受託金収入 238,308,348

貸付事業収入 7,869,677

事業収入 19,557,371

介護保険事業収入 109,703,617

就労支援事業収入 5,685,160

障害福祉サービス等事業収入 31,043,520

受取利息配当金収入 9,437,385

その他の収入 1,520,459

固定資産売却収入 40,000

その他の活動による収入 8,849,070

前期末支払資金残高 244,700,154

収入合計 836,608,062

  [ 支出 ]
　科　目 決算額

人件費支出 314,865,052

事業費支出 111,456,716

事務費支出 86,159,447

就労支援事業支出 5,705,752

貸付事業支出 7,695,677

共同募金配分金事業支出 25,451,817

助成金支出 4,965,400

負担金支出 318,452

その他の活動による支出 29,550

固定資産取得支出 572,000

基金積立資産支出 100,185

積立資産支出 31,483,140

その他の活動による支出 5,276,550

当期末支払資金残高 242,528,324

支出合計 836,608,062

令和３年度決算（単位：円）

事業報告
令和３年度

3 地域共生社会に向けた
人づくり・地域づくり

　高齢になっても住み慣れた地域で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）づくりについて市と協働で運営支援
に取り組みました。
　令和３年度末で、周南市全体では１９地区の設置完了と
なりました。

4
　地区社協活動の現状を把握するため市内３１地区で「地
区社協懇談会」、「ふれあい・いきいきサロン懇談会」を
実施しました。この訪問を通して、地区社協役員の皆様か
ら地域福祉活動の現状を伺った結果をもとに、令和４年度
は「地区社協のあり方検討委員会」を開催します。

コロナ禍における地区社協支援

※内部取引を除く

1 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

　計画実施の初年度となった令和３年度は、本計画に示さ
れた基本理念である「地域でつながり、支え合う　安心し
て暮らせる福祉のまち　しゅうなん」を実現すべく関係機
関等への周知に努め、４つの基本目標に沿った事業に取り
組みました。

2
　周南市からの委託事業として令和３年１２月に周南市成
年後見支援センターを開設しました。また、令和２年度に
引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により失業や
収入減となった方を対象とした緊急小口資金や総合支援
資金の貸付対応を行いました。併せて令和３年７月から生
活困窮者自立支援金受付業務も受託し、自立相談支援セ
ンターとの一体的な支援に取り組みました。

相談支援体制の整備強化

5 介護保険事業の健全な経営
　コロナ禍においても途切れることなく安定した質の高
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、コロナ禍で進む
リモート会議等の利便性を図るため、Wi-Fi の整備とタブ
レット端末の導入等による ICT環境の整備を行いました。

　　地域住民の 皆さまと共に、
地域共生社会の 実現をめざします
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  [ 収入 ]
　科　目 予算額

会費収入 14,709

寄附金収入 13,100

経常経費補助金収入 134,509

受託金収入 240,038

貸付事業収入 16,429

事業収入 22,119

介護保険収入 107,192

就労支援事業収入 5,861

障害福祉サービス等事業収入 32,783

受取利息配当金収入 9,387

その他の収入 754

退職手当積立基金預け金取崩収入 8,249

前期末支払資金残高 218,779

収入合計 823,909

  [ 支出 ]
　科　目 予算額

人件費支出 324,232

事業費支出 128,394

事務費支出 102,907

就労支援事業支出 5,861

返還金支出 10

貸付事業支出 17,004

共同募金配分金事業支出 22,259

助成金支出 5,441

負担金支出 385

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 5,127

その他の活動による支出 6,124

当期末支払資金残高 206,064

支出合計 823,909

令和４年度予算（単位：千円）

事業計画
令和４年度

❶
　地域福祉推進の中心的役割を果たす地区社協が、今後
も主体的・継続的に活動できるように、「地区社協のあり
方検討委員会」を開催し、その組織、財政、活動等につ
いて整理し、「第３次周南市地区社協活動推進計画」の策
定に取り組みます。また、これから更に高齢化が進む中、
見守り対象者が増加する状況に対応できるよう、福祉員研
修会を開催し周知啓発に取り組みます。地域における話し
合いの場（協議体）づくりについては、周南市と連携し、
未設置地区の計画的な設置推進と設置地区の後方支援に
取り組みます。

支え合い・助け合いの
地域づくりの推進

❷
　新型コロナウイルス感染症の影響により、減収や失業に
よって生活困窮に陥った方に対して、自立相談支援事業を
中心に、さまざまなサービスを適切に組み合わせながら
支援に努めます。周南市成年後見支援センターについて
は、「周南市成年後見制度利用促進計画」（令和２年度策定）
に基づき、地域連携ネットワークの中心的な役割となる中
核機関の整備推進と、法律・福祉等の専門機関・関係団
体との連携づくりに取り組みます。

相談支援機能の強化と
地域連携づくりの推進

❸ 地域に根ざした
在宅福祉サービスの充実

　医療・介護現場の崩壊が叫ばれるなか、利用者や家族
のニーズに寄り添い、住み慣れた地域でその人らしい生活
をおくれるよう、感染症対策等を徹底し、地域に根ざした
質の高い介護サービスの提供に努めます。地域包括支援
センターにおいても、地域住民の保健・医療の向上と福
祉の増進を包括的に推進し、センター機能の向上に努め
ます。

　　地域住民の 皆さまと共に、
地域共生社会の 実現をめざします
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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４年２月１日～令和４年４月30日受付分

ご 芳 名 ご 住 所 ご寄付額

昭和 18年沼城国民学校卒業生同窓会 徳山須々万本郷 13,407

徳山社会福祉センター利用者一同  〃 速玉町 391

新わらしべの会　会長　水井　貴士  〃 下上 250,000

四六の我慢の会 新南陽富田 13,000

間　誠司 熊毛呼坂 20,000

匿名（89回目・90回目） 下松市 4,000

日新製鋼周南OB会 － 376,141

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

茅原　操 母 /ナヲ 徳山須々万奥 100,000

須々万地区社会福祉協議会 30,000

20,000特別養護老人ホーム友愛園 30,000

周南高原医療福祉センター小規模多機
能居宅介護 20,000

杉村　勝美 妻 /幸枝  〃 須々万本郷 100,000 須々万地区社会福祉協議会 80,000 20,000

中村　知子 夫 /豊彦  〃 須々万本郷 300,000

楽団・みかんの花 100,000

60,000徳山医師会訪問看護ステーション須々
万出張所　ぺんぎんうらら 70,000

須々万黒豆友の会 70,000

杉村　スミ子 義母 /勝子  〃 須々万本郷 70,000

須々万地区社会福祉協議会 20,000

20,000
鹿野博愛病院 10,000

徳山医師会訪問看護ステーション須々
万出張所　ぺんぎんうらら 10,000

メディケアホーム周南高原 10,000

津野地　香苗 夫 /義忠  〃 須々万本郷 100,000 須々万地区社会福祉協議会 80,000 20,000

原田　正 妻 /節子  〃 大向 100,000 向道地区社会福祉協議会 80,000 20,000

中村　悦征 母 /ミサヨ  〃 夜市 50,000 夜市地区社会福祉協議会 30,000 20,000

宮田　文雄 母 /淑子  〃 長穂 100,000 長穂地区社会福祉協議会 80,000 20,000

山本　伸治 母 /キクヱ  〃 長穂 100,000 長穂地区社会福祉協議会 80,000 20,000

山本　正生 弟 /進  〃 長穂 50,000 長穂地区社会福祉協議会 40,000 10,000

河村　昌宏 母 /幹枝  〃 毛利町 100,000 周南リハビリテーション病院 80,000 20,000

石田　恵子 夫 /静佳  〃 小畑 40,000
菊川地区社会福祉協議会 16,000

8,000
住みよい菊川をつくる会 16,000

田中　彰 叔母 /吉本芳枝 新南陽福川 110,000
福川地区社会福祉協議会 30,000

50,000
東市井木自治会 30,000

指 定 寄 付

ご 芳 名 備 考 ご 住 所 ご寄付額

松浦　節子 姉 /中西フジコ 新南陽福川 50,000

青木　好明 父 /昭信 熊毛緑ケ丘 50,000

香 典 返 し

日新製鋼周南OB会
贈呈式
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ご 芳 名 ご 住 所 内　　　容

絆周南プロジェクト（5回目） 徳山周陽 タオル 96枚・ぞうきん 42枚

道源　彰子  〃 下上 大人用紙おむつ 100枚・紙おむつ用パッド 300枚

マルハン周南店（20回目） 新南陽浜田 お菓子

テキサス周南店（36回目）  〃 　古泉 お菓子

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

藤井　真弓 母 /舞田久江 新南陽野村 50,000 中須地区社会福祉協議会 40,000 10,000

磯邉　久生 母 /ミ子
ネ

コ  〃 　古市 150,000

新南陽デイサービスセンター 30,000

30,000
新南陽デイサービスセンターサルビア 30,000

古市中自治会 30,000

古市中老人会 30,000

梅田　英治 父 /崇  〃 　御姫町 60,000 西ノ端自治会 30,000 30,000

佃　康宏 妻 /博子 熊毛 100,000 高水地区社会福祉協議会 70,000 30,000

守田　妙子 夫 /元治  〃 和那手 30,000 勝間地区社会福祉協議会 24,000 6,000

山根　美枝子 母 /サチヱ  〃 十楽 50,000
三丘地区社会福祉協議会 30,000

10,000
天王園 10,000

有海　博 父 /和夫  〃 今市 80,000 高水地区社会福祉協議会 50,000 30,000

宇野　隆彦 母 /智津枝  〃 中笠野 100,000 大河内地区社会福祉協議会 80,000 20,000

森　由紀夫 父 /良己 鹿野大町 100,000
鹿野博愛病院 50,000

20,000
やまなみ荘 30,000

栢原　清 子 /勝人  〃 細野 100,000 鹿野地区社会福祉協議会 80,000 20,000

福本　浩則 母 /正子  〃 大地庵 100,000
鹿野博愛病院 20,000

20,000
やまなみ荘 60,000

　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
地域住民一人ひとりに寄り添った支援活動を行う
こと等を理念に、被災者やボランティアの想いを
汲み取り、一日も早い復興ができるよう、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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まっすぐに。ひたむきに。
～就労継続支援（B型）事業所 なべづる園～

★障がいのある人と仕事と社会と。

■福祉的就労の場
　“おはようございま～す☀”“きょ
う も エ ガ オ で が ん ば りま す☺”
――、元気な声があふれる朝。こ
こは、障がいのある人たちの福祉
的就労の場『なべづる園』です。
　仕事のメニューは、土鈴づくり、
さをり織り、箱づくり、タオルたた
み、チラシ折り、ポスティング、ト
イレ清掃、草刈り、部品の組み立て
など、多種多様。お一人おひとり、
障がいの特性や程度が異なるので、
その人に合った仕事をしていただ
きますが、メンバーのまなざし、そ
れは真剣そのものです。

■ 人生を丁寧に大切に生きる
　仕事のスピード？ それはそれは
遅いです (^^;) こうした福祉施設
の中でも比較的、障がいの重いメ
ンバーが集う事業所ですから、遅
いのはあたりまえです。
　速さや数字、結果といった指標
によって人の優劣や幸福度を推し量
るかのような社会にあって、重い障
がいのある人が「仕事」の場から
遠ざけられるのはやむを得ないこ
とかもしれません。ですが、仕事を
したい、社会の役に立ちたい、そ
うした願いは障がいの有無を問い
ません。だからこそ、こうした福祉
施設があります。
　仕事のスピードは確かに遅い、効
率もよくない、品質も劣るかもしれ
ません。ですが、気の遠くなるほど
の時間をかけて、不器用だけれど

もまっすぐに、ひたむきに仕事に取
り組んでいます。そして何年もかけ
て、できることを一つひとつ増やし
ていっています。
　そうした真摯な姿に接している
と、忙し気に、まるで何かに追わ
れているかのように急ぎ足で毎日
を過ごしている私たちとは違って、
メンバーたちは、「人生を丁寧に、
大切に生きる達人」だ…、そう思
えてならず、心の底から応援したく
なってしまうのです。

■ 仕事が社会との接点
　周南市のご配慮で、今年から「黒
岩峡」の美化管理の仕事をいただ
きました。清掃を週２回しています
が、ここを訪れるかたから“きれ
いにしてくれてありがとう”“たい
へんね、ガンバって”と声をかけら
れます。そのとき、仕事をしている
メンバーたちに、とびっきりの笑顔
が広がります。
　障がいのある人たちは、とかく
社会とのつながりが希薄です。黒
岩峡をはじめ、ポスティングや草刈
り、トイレ清掃、土鈴の販売会など、
地域の中で仕事をすることで社会
との接点が生まれ、メンバーたちは
大きな自信と誇り、生きる喜びを
獲得できています。
　障がいのある人たちの小さなチ
カラ、精いっぱいの努力に拍手を
送ってくださり、どうか社会の中に
受け容れていただきたい…、そう
願ってやみません。

コラム
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周南市成年後見支援センターご相談・お問い合わせ先

○開設日：月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始は除く）
○相談窓口の受付時間：9時00分～16時30分（開館時間：8時30分～17時15分）

〒745-8529  周南市速玉町3-17
周南市徳山社会福祉センター別館

TEL 0834-22-9988
FAX 0834-22-8713

※本事業は、周南市より委託を受けて周南市社会福祉協議会が実施しています。

　周南市社会福祉協議会では、成年後見の身近な相談窓口として「周南市成年後見支援センター」を開設
しています。成年後見制度の利用に関する相談支援を行うために、助言や情報提供、必要に応じて関係機
関との連絡調整等を行うとともに、成年後見制度の利用促進が図られるよう、制度や権利擁護について広
く周知するなどの、広報啓発に取り組んでいます。

　成年後見制度とは、認知症、知的障害、その他の精神上の障害等により、自分ひとりで適切な判断をす
ることが難しい人を支援するため、家庭裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わり財産の管
理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度です。

7月5日（火） 11時00分～12時00分

ヤクルト健康教室
「フレイルを予防して元気に過ごそう」
内　容：フレイルとは何なのか？

参加費：無料

講　師：(株)ヤクルト山陽　伊藤さとみさん

7月19日（火） 11時00分～12時00分

免疫力アップ体操
内　容：指体操、ストレッチ、リンパマッサージ等
　　　  楽しく運動

参加費：無料

講　師：山下和恵さん(介護予防指導員、

　　　  周南市スポーツ推進委員)

持参物：タオル（体操に使用）、飲み物

「周南市成年後見支援センター」を開設しています！

老人福祉センター　7月開催の講座老人福祉センター　7月開催の講座老人福祉センター　7月開催の講座

物忘れが
多くなり、
お金の管理が
難しい…

相談は
無料です

自分に
何かあったときに
障害のある子の
生活が心配

成年後見制度
について
詳しく
知りたい！

身寄りがないので
将来、自分が
認知症や病気に
なったら不安

福祉サービスを
利用したいが

契約方法が分からない…

申し込み先　新南陽老人福祉センター　TEL 62-1935

フレイルを避けることでいつまでも元気に過ごし
ましょう！お話と軽い運動

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

このような

不安や心配を
　抱えていませんか？

このような

不安や心配を
　抱えていませんか？
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一
般
募
金

団　　体　　名

職域募金
周南市シルバー人材センター
山口合同ガス㈱
周南地区労働者福祉協議会

子ども会募金

遠石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
福川小学校区子ども会育成連絡協議会
富田西小学校区子ども会育成連絡協議会

協力店募金 ㈱丸久福川店
道の駅ソレーネ周南

窓口募金

戸田支所
鹿野総合支所
新南陽総合福祉センター
新南陽老人福祉センター
周南市社会福祉協議会熊毛支部

一
般
募
金

団　　体　　名

イベント募金 周南地区労働者福祉協議会

法人募金
昭和電工ユニオン龍野支部
尾崎海運㈱
㈱ガイア

募金百貨店

㈲寿司やす
㈱きらりトータルサポート
㈱丸久
生活協同組合コープやまぐち
ALSOK㈱
ゼブラ㈱

歳末
たすけあい

募金
学校募金

周南市立和田小学校
周南市立沼城小学校

テーマ募金 異世代子育てサロン as is

令和４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４年２月１日～令和４年３月31日受付分）

令和３年度
赤い羽根共同募金
寄付者ご芳名

㈲
寿
司
や
す 

様

沼
城
小
学
校 

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 ビサイド 0834-33-8453

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

みなさまからの善意をご紹介します
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