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平成20年度 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 事業計画

　〜 努　力　目　標 〜
◆法人の運営体制整備・基盤強化◆

●法人の運営、基盤強化となる役職員の資質向上を図るための研修に積極的に参加し組織強化を図ります。
●社会福祉協議会の運営基盤となる全戸会員制度を推進します。
●地域福祉活動計画で計画した事業を実施します。
●社会福祉協議会活動等を広く周知するためのホームページを充実させ機関誌等も発行します。
●各種関係機関・団体及び本・支所間、各支所間との連携強化及び均衡化を図ります。
●社会福祉法人会計処理の適正化を図ります。

≪基本方針≫
平成16年８月に合併により設立された本会は、地域の実情に応じた町民主体の福祉サービスの充実・向上及び地
域福祉推進ネットワークの積極的な構築を基本として、現在まで各種の事業活動を実施している。
　福祉問題が多様化する一方で、公的財源の縮減は年々進んでおり、介護保険事業等の公益事業の強化、自主財
源の一層の造成、事務の効率化等を図りながら、今まで培ってきた公私協働による福祉推進組織としての役割を
堅持しつつ、民間福祉団体としての特色をより明確にした組織改革を進め、従前にもまして地域住民との深い信
頼関係を築いていかなければならない。
　地域福祉の推進活動では、平成12年６月の社会福祉事業法改正で、久万高原町において「地域福祉の推進を図
る中核的な団体」として本会が明確に位置付けられたこと、また法第４条では「地域住民、社会福祉を目的とす
る事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、地域福祉の推進に努めなければなら
ない」と定められており、改正のあった介護保険制度及び障害者自立支援法の制定にも見られるように、『個人の
自立した生活』を総合的に支援していくための「地域福祉推進」が位置付けられた。
　このような社会背景をもとに、「子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も、誰もが、地域において、
いきいきと自立した生活が送れることを目指し、地域におけるさまざまなサービスや活動を組み合わせ「共に生
き、支えあう社会づくりを具体化する」ことを目標とし、策定した地域福祉活動計画【ともに輝く元気プラン】
をもとに、目標年次計画表に基づいた事業推進を展開し、「温もりと安らぎのある住みやすい福祉のまち・みんな
でつくる久万高原」を目指すことを基本方針とする。

　◆在宅福祉サービスの推進◆
●経営効率を図りながら、介護保険新制度・障害者自立支援法
制度での事業所及び久万高原町からの受託事業者・指定管
理者制度管理者として、適切な事業運営を実施すると共に介
護計画作成や在宅福祉サービスを積極的に取り組み事業の
拡大と充実を図ります。

◆各種募金等運動の推進・協力◆
●共同募金運動・歳末たすけあい運動を推進
します。
●まごころ銀行設置・運営に関する広報活動
を実施すると共に、安定した運営基盤の強化
を図ります。

◆地域福祉事業の推進◆
●住民自身が参加し、久万高原町のさまざまな福祉関係機関・団体等の協力を基にして作り上げた「ともに輝く元気
プラン」の事業を遂行し、「温もりと安らぎのある住みやすい福祉のまち・みんなでつくる久万高原」に向けた町づ
くりを推進します。
●高齢者・障害者等が積極的に社会参加できるよう地域福祉事業を推進・強化します。
●地域包括支援センター及び障害者自立支援法による相談支援事業所等と連携強化し、
　地域住民の権利擁護及び成年後見制度を推進します。
●児童・青少年の健全育成支援及び犯罪被害等から守るための支援を推進します。
●悪徳商法等被害防止活動を推進します。

◆総合福祉相談・援助事業の推進◆
●地域における福祉等に関する心配ごと相談、専門家による法律相談を実施し、日本司法支援センター愛媛との連
携を図りながら、住民の種々問題解決を図ります。
●各種相談員等の資質向上を図るための研修に積極的に参加します。
●相談事業において低所得世帯や障害者等に対し、生活福祉資金の貸付を推進すると共に貸付金償還等の保全に努
めます。

◆ボランティア活動の推進◆
●ボランティアの育成及び活動を支援します。
●ボランティアコーディネイトの充実及びボランティア保険の加入を推進します。
●地域にある学校内での福祉ボランティア活動及び福祉教育の推進を支援します。
●ボランティア連絡協議会を充実し、ボランティア団体相互の情報交換等、連携強化を図ります。
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　久万高原町社会福祉協議会では、「温もりと安らぎのある住みやすい福祉のまち・みんなでつくる久
万高原」を基本理念とし、久万高原町で誰もが安心して暮らすことができるよう、皆様からお寄せ頂
いた会費等により福祉事業を実施しております。
　更なる地域福祉事業の推進、社会福祉事業の充実を図っていくためにも、今年度も多くの皆様のご
理解、ご協力をお願いします。
　一般会員加入依頼につきましては各自治会長さん宅へ、その他の会員加入依頼につきましては直接
お送りしますので、ご協力よろしくお願いいたします。

久万高原町社会福祉協議会会員ご加入のお願い

《収　入》 （円）

項　　　　目 金　　額 備　　　　　　　　　　考

会費収入 2,288,000 町内一般・特別・法人会費 町外特別会員
寄付金収入 2,709,000 まごころ銀行等寄付金
補助金収入 52,378,000 久万高原町・愛媛県社協事業補助金
助成金収入 239,000 その他助成金収入
受託金収入 31,775,000 久万高原町・愛媛県社協事業受託金
事業収入 1,868,000 柳谷通所事業・成年後見制度事業等 事業収入
共同募金配分金収入 3,102,000 一般募金配分金・歳末たすけあい配分金
負担金収入 396,000 高齢者支援ハウス入居者負担金
介護保険収入 92,044,000 居宅介護支援・訪問介護・通所介護事業収入
自立支援費等収入 3,281,000 障害者在宅サービス事業収入
雑収入 1,000 雑収入
利息等配当金収入 250,000 基本財産等 受取利息収入
経理区分間繰入金収入 13,239,000 各経理区分間繰入金収入
収入合計 203,570,000

《支　出》 （円）

項　　　　目 金　　額 備　　　　　　　　　　考

法人運営事業費 51,249,000 法人運営に関する事業費
福祉活動専門員事業費 8,795,000 福祉活動専門員設置事業費
居宅介護支援事業費 22,126,000 居宅介護支援事業費(介護保険)
訪問介護サービス事業費 43,740,000 訪問介護事業費(介護保険)
通所介護事業費 42,959,000 通所介護事業費(介護保険)
障害者自立支援事業費 3,647,000 障害者在宅サービス事業費・移動支援事業費・相談支援事業費
在宅サービス受託事業費 8,970,000 久万高原町受託事業費(外出支援サービス・生活管理指導員派遣事業等)
在宅介護支援センター事業費 2,817,000 在宅介護支援センター事業費
福祉バス運行事業費 6,000,000 福祉バス運行事業費
施設サービス受託事業費 6,293,000 高齢者支援ハウス運営費
心配ごと相談事業費 673,000 心配ごと相談・法律相談開設事業費
まごころ銀行運営事業費 2,855,000 まごころ銀行運営事業費(助成金・見舞金等)
共同募金配分事業費 3,242,000 共同募金事業費(一般募金配分・歳末たすけあい配分)
資金貸付事業費 204,000 生活福祉資金貸付事業費
支出合計 203,570,000

会　員　名 金　　額 募　集　期　間

一般会員（１口） ５００円　　

平成２０年６月から募集を開始します。
特別会員（２口以上） １,０００円以上
法人会員 １０,０００円　　
町外特別会員 ２,０００円　　

平成20年度　一般会計収支予算
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《子どもたちの認知症理解のための絵本教室を開催致しました！！》

表 紙 の ご 紹 介 !!

　平成 20 年 1 月 17 日、父二峰小学校におい
て、「子どもたちの認知症理解のための絵本教
室」( 福祉学習会 ) を開催致しました。
　当日は、福岡県大牟田市より梅本講師を招
き、絵本朗読ボランティアさん、愛媛県社会福
祉協議会、久万高原町の各福祉関係者が学習支
援スタッフとして関わり、父二峰小学校の全校
生徒が認知症について学びました。

　絵本朗読のあとは、各自グループに分かれ
て、「僕たち、私たちが認知症の人にできる事 !」
のテーマにしぼって考え発表を行いました。
　子どもたちからは、『知り合いのおばあ
ちゃんが認知症だと思うけど、変だと思わ
ず、しっかりと話してあげたい。』『おじい
ちゃん、おばあちゃんのいい所をいっぱい
見つけてあげたい。』
　『認知症になっても仕方がない。だから
僕たちが支えてあげる。』など、たくさんの
意見と感想の発表がありました。

↑福岡県大牟田市から梅本さんにお越し頂き
ました。大牟田市は、認知症対策を核とし
た、まちづくりに大変積極的です。

　ぼくは、認知症の勉強をし
て色々なことが分かりまし
た。認知症になった人にでき
ることがたくさんある事を、
初めて知りました。認知症に
なった人が道を歩いていたら
助けてあげたいです。

　３年生　丸山　渚沙さん

←朗読ボランティアとして、地域の方にも関
わって頂きました。小学生からは、「ゆっくりお
話を聞かせてくれて、すごくよかった !」と大絶
賛でしたよ !! お忙しいなか、ありがとうござい
ました。

↑僕たち、私たちも認知症の方を支える事が
できます!!

～ 子どもたちの感想文紹介 ～
　認知症のことがよく知れた
のでよかったです。もしも、近
所の人や家族が認知症になっ
たら、出来る事があればやっ
てあげて、笑顔になるように
してあげたいです。

　４年生　大木　里紗さん

　最初は、認知症のことを知
りませんでした。だけど、本
を読んでくださったり、お話
をしてくださったりしたの
で、どんな病気か分かりまし
た。もし、近くの人が認知症に
なったら助けたいです。

　５年生　西野　開地さん

こうした取り組みにより、必ず子どもたちの心の中には、高齢者の方をそっと支える優しさが残るも
のと思われます。地域の力や、子どもたちの力も借りて、認知症になっても、住み慣れた地域で暮らし
続けられる、そんな社会の実現に向けて久万高原町社会福祉協議会は、今後も取り組んで行きます。
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平成19年度　共同募金運動お礼と報告!

1．平成１９年度一般募金種別実績表
募金方法別 募金額

戸別募金 １, ６６９, ８７３円

法人募金 ２３６, ３７２円

学校募金 ９４, ３１２円

職域募金 ２８９, ２９７円

イベント募金 ３０, ７７４円

合計 ２, ３２０, ６２８円

２．平成１９年度地域歳末たすけあい運動募金
　　【収　入】
　　①歳末たすけあい募金 町内募金収入 １, ５５３, ２２７円 
 ライオンズクラブ募金収入 １００, ０００円 
 まごころ銀行 ２９, ２５３円 
 収入合計 １, ６８２, ４８０円 
　　【支　出】
　　②見舞金等 町内一般見舞金等 １, ４４５, ０００円 
 町内福祉施設等配分金 ２３０, ０００円 
 歳末たすけあい運動処理経費 ７, ４８０円 
 支出合計 １, ６８２, ４８０円 

一般募金実績額
2,320,628円

　赤い羽根募金でおなじみの共同募金運動は、「地域の福祉、みんなで
参加」をスローガンとして、１０月１日から毎年実施しています。
　平成１９年度も皆様のご協力により、多額の募金協力を頂きまし
た。お寄せ頂きました募金は、地域福祉推進のために役立たせて頂き
ます。また、１２月からの歳末たすけあい運動は、新たな年を迎える時
期に、支援を必要とする人達が地域で安心して暮らすことができるよ
う、見舞金の支給や福祉施設への配分など様々な福祉活動を展開する
事ができました。

ご協力ありがとうございました！！

歳末たすけあい運動募金実績額
1,682,480円

この実績に対して、平成２０年度に久万高原町社会福祉協議会へ福祉充実のため、
久万高原町内の各種福祉団体等へ配分する予定です。
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　ボランティア活動の活性化、ボランティアグループ
リーダーの資質及びボランティア活動者などの意識向
上を目的として、久万高原町ボランティア研修会を開
催いたしました。
　障がい者を含むすべての人が住みよい平等な社会の
実現に向けて、障がいのある人々が社会の構成員として地域の
中で共に生活を送れるように、社会のすべての構成員が、障が
い及び障がい者の方に対して十分な理解をすることが必要とさ
れています。
　今年度は、NPO法人ぽっかぽかにて精神保健福祉士として
ご活躍の森兆暢講師をお招きし、「障がいとは？障がいのある
方の生活」をテーマに、講演をしていただきました。

　皆さんは統合失調症といった病
気をご存知でしょうか？統合失調
症とは、まとまりきれない心の内容が、現実とは異なった形を取
り、幻覚や妄想となることがあります。原因は、脳内の情報伝達
物質がバランスを失ったことで起こります。日本全国で７４万人
の患者さんが治療を受けています。
　また統計上、およそ１００人に１人の方がこの病気になるとさ
れています。このような病気のある方に、どうやって社会参加を

支援していくのかということが、これからの課題となります。そのためには偏見や間違った病
気の理解を無くしていくことが求められております。精神疾患患者の方が、地域
でどのように暮らしているかを分かりやすくまとめた「ゆ〜ほ〜む フツーに生
きたい」のビデオ上映、森講師の専門的な視点による精神疾患のある患者さんに
ついてのお話を受け、精神疾患について分かりやすく学べる研修会でした。
 　今回の研修会が、地域住民の皆様が健やかに暮らせる町づくりの参考になれ
ば幸いです!!

　平成 20 年 4 月 1 日より指定相談支援事業所美川が久
万高原町社協本所内へ移転しました。サービス実施地域は
移転前と同様で、久万高原町全域です。障害福祉のことで
わからないことや困っていることがあればご相談下さい。

事 業 所 名 指定相談支援事業所

連 絡 先 Tel ２１−０８００
fax ２１−３０４０

担 当 者 相談支援専門員　林　智美

　久万高原町社会福祉協議会では、非常勤ヘルパーを随時募集しております。
在宅介護の担い手、ホームヘルパーとして活躍してみませんか？
ホームヘルパー２級以上の資格、原付免許以上を取得されている方をお待ちしています。
【お問い合わせ先】　久万高原町社会福祉協議会本所　TEL（０８９２）２１－０８００

指定相談支援事業所の移転

非常勤ヘルパー募集

『障がい』について理解を深める !

　　久万高原町ボランティア研修会

開催日時：平成20年3月29日 午後1：00～
場　　所：久万高原町町民館 2階大ホール
主　　催：久万高原町ボランティア連絡協議会
　　　　　久万高原町社会福祉協議会
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　美川支所に勤務
させていただいて、
もう三年目になり
ました片岡裕貴で
す。趣味は釣りにド
ライブに沢山あり
すぎて、大事な大事
な嫁さんがかなり
困っております・・・
　このような私で

すが、四月十日で一才になる煌一郎がおります
が、毎日の悪さで休む時間も無く毎日子育てで
日々子供から学ぶ事ばかりです。いつかは私の父
と子供と釣りを早くしたいなと待ち遠しいです。
　こんな、遊びの事しか考えてない私ですが、皆
様に顔と名前を早く覚えていただけるように頑
張って行きたいと思っておりますのでよろしく
お願いします。

　みなさん、こんに
ちは。この度の異動
で美川のデイから
面河のデイに桜前
線と一緒に移動し
ました、森田美鈴と
申します。身体が大
きく、不慣れなので
邪魔ばかりしてい
る現在ですが、早く
慣れ、迷惑カウントを少しでも減らそうと頑張っ
ています。面河に産まれて育ったのですが面河
の知らない土地に送迎に行き、新しい発見に驚
き楽しんでいます。又、山菜を見つけるのも楽
しみの一つ。慣れない道を偉そうに運転してい
る私と遭遇された方は、お優しい心で道を開け
てくださいね。デイサービスセンターおもごは、
とても楽しいところです。みなさん、気軽にお
立ち寄りくださいね

久万高原町社会福祉協議会  職 員 紹 介 !!

美川支所　介護員

片岡　裕貴
面河支所　介護員

森田　美鈴

　高齢で独居又は夫婦世帯で日常生活に不安のある方の入居を募集しています。

　ハウスでは、職員が 24 時間対応しており、安心
して暮らせます。
　併設のデイサービスも気軽に利用できます。
　面河診療所・郵便局・農協・久万高原町役場面
河支所も近くにあり便利です。

おもご高齢者生活支援ハウス入居者募集

　自然とともにかわいい小鳥たちと過
ごしませんか ?

[空　　室] 夫婦部屋１室、１人部屋４室
[利用料金] 年間所得に応じて
　　　　　　　　１ヶ月　３,０００円〜
[お問合わせ先] 久万高原町社協面河支所
電話（0892）50−1833へご相談ください。

　入居されている皆さんが楽しみに
世話をされています。
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１０月

日 火 水 木 金 土月

1 2 3 4

5 7 8 9 10 116

12 14 15 16 17 1813

19 21 22

28 29 30 31

23 24 2520

26 27

９月

日 火 水 木 金 土月

4321 5 6

7 9 10 11 12 138

14 16 17 18 19 2015

21 23 24 25 26 2722

28 3029

８月

日 火 水 木 金 土月

1 2

3 5 6 7 8 94

10 12 13 14 15 1611

17 19 20 21 22

28 29

2318

24
3031 26 2725

７月

日 火 水 木 金 土月

1 2 3 4 5

6 8 9 10 11 127

13 15 16 17 18 1914

20 22 23 24 25 2621

27 29 30 3128

１１ 月

日 火 水 木 金 土月

1

2 4 5 6 7 83

9 11 12 13 14 1510

16 18 19 20 21 22

28 29

17

25 26 272423
30

１２月

日 火 水 木 金 土月

5 6

7 9 10 11 12 138

2 3 41

14 16 17 18 19 2015

21 23 24 25 26 2722

29 30 3128

○印…心配ごと相談
△印…司法書士法律相談
□印…弁護士法律相談

※下記、各種相談ごとの日程については、場合によって変更されることがあります。
　事前に久万高原町役場防災行政無線放送でお知らせします。

弁護士法律相談

社協本所 ☎21－0800

司法書士法律相談

社協美川支所 ☎56－0750

弁護士法律相談、司法書士法律相談については、予約が必要ですので事前にご連絡下さい。

開催予定日カレンダー開催予定日カレンダー開催予定日カレンダー
心配ごと

相談・弁護士法律相談・司法書士法律相談 　　　

  　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

社会福祉に対する理解と一層の推進を目指して！
日　　時　平成２０年６月２９日(日)
　　　　　１２：００〜１６：００
場　　所　久万高原町産業文化会館
内　　容
　１２：００〜　オープニング
　　　　　　　　(包括介護教室、栄養相談・試食コーナー、
　　　　　　　　喫茶、マーケット他)
　１３：００〜　式典（社会福祉功労表彰等）
　１４：００〜　映画（無料）
　　　　　　　　筆子その愛　─天使のピアノ─
　　　  ＂障害児教育の母＂と呼ばれた石井筆子の生涯
　　　  （主演：常盤貴子）

～ ご 案 内 ～
第1回　久万高原町社会福祉大会


