
◆平成 26年度	 赤い羽根共同募金実績額	 	 １０，２００，２１２円 
◆平成 27年度	 赤い羽根共同募金助成金（平成 26年度の募金による助成） 
	 ◇島根県広域助成金	 	 ３，２８９，０００円（島根県内の福祉活動等への助成） 
◇雲南市助成金	 	 	 	 ６，９１１，２１２円（雲南市内の福祉活動等への助成） 

◆平成 27年度	 赤い羽根共同募金助成事業の紹介（6,911,212円の内訳） 
雲南市社会福祉協議会【助成額：７１１，２１２円】 

事業名 目	 的 

福祉教育推進事業 

子どもを対象に福祉体験等を通じて高齢者や障がい者へ

の理解を深める取組みや、支え合う地域づくりの主体者

となる地域住民やボランティア等の自己実現と実践力を

育む活動を推進した。 

情報発信事業 

市民の皆様をはじめ、多くの皆様の温かい想いやりで寄

せられる「共同募金」の使いみちや、多種にわたる募金

活動や助成事業内容をホームページ等で紹介し、公正

性・透明性をより一層高めるため、積極的な情報公開を

展開した。 
 
大東地区自治振興協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉啓発活動事業 福祉研修会の開催 

子育て支援事業 
夏休み子どもの集いの開催 
世代間交流事業の開催 

高齢者交流事業 高齢者サロン活動	 お出かけ・お食事サロンの開催 
食の自立支援事業 配食サービスの実施 

 
春殖地区振興協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
地域福祉運営事業 地域福祉事業の運営 
調査活動事業 アンケート調査の実施 

福祉啓発活動事業 研修会開催 
小地域ネットワーク活動事業 ふれあい・いきいきサロンの充実と拡大 

敬老事業 高齢者同士の交流の場作り 

子育て支援事業 
西小学校新入生への防犯ブザー・反射タスキの贈呈 
ふるまいサマーキャンプ、川遊び祭り、子ども読書会クリ

スマス会、新春カルタ大会支援 

広報発行事業 
広報紙「春殖ふれあいだより」への情報発信と広報紙「春

殖福祉だより」の発行 
 
 
 



幡屋地区振興会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
子育て支援事業 子育てサロンの開設 

一人暮らし高齢者事業 一人暮らしの交流会 
小地域ネットワーク活動事業 福祉委員、民生児童委員、自治会長等福祉研修の開催 

広報発行事業 広報発行 
青少年育成夜間パトロール 夏休み期間中の公共施設等夜間パトロール実施 

世代間交流事業 小学生と寿会等の世代間交流の実施 
 
佐世地区振興協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉啓発事業 認知症研修会の実施、広報紙の発行 
子育て支援事業 子育てサロン「ぽっぽ」の開設・支援 

福祉交流事業 
社会福祉大会の開催、一人暮らし高齢者への配食サービス

実施、交流会の開催 

ふれあい・いきいきサロン事業 
各サロンへの支援活動、意見交換会・スタッフ研修会の開

催 
 
阿用地区振興協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉部運営事業 総会・役員会・運営委員会及び意見交換会等の開催 
福祉啓発活動事業 福祉委員研修会の開催 

小地域ネットワーク事業 

福祉委員を核とした自治会単位での「高齢者見守り支援活

動」の実施 
福祉委員と役員等との見守り支援についての情報交換会

の開催 
サロン活動推進事業 サロン活動の推進・サロン立上げ支援 

一人暮らし高齢者交流事業 一人暮らし高齢者交流事業の実施 

認知症地域支援事業 

「認知症の地域支援活動」の推進 
	 ・サロンの普及 
	 ・認知症予防研修会、健康講演会の実施 
	 ・認知症サポーター養成講座の開催 

子育て支援事業 
小学校の読み聞かせボランティア・交通安全見守り等の支

援活動 
ボランティア養成・育成事業 ボランティア育成支援・情報交換等の実施 
配食サービスモデル地区事業 食事の提供と安否確認 

広報発行事業 「福祉委員会だより」の発行 
 
 



久野地区振興会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
地域ネットワーク事業 見守り・安否確認 
生活雪草支援事業 高齢者宅の除雪支援 
いきいきサロン事業 高齢者の閉じこもり対策 
ボランティア育成事業 地域でのボランティア育成 
世代間交流事業 親子ふれあい活動 
子育て支援事業 集いの場と家庭支援 

研修・啓発活動事業 先進地の視察・研修 
一人暮らし高齢者事業 高齢者同士の交流 

 
海潮地区振興会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉部運営事業 部会・役員会等の開催 

福祉啓発事業 
福祉講演会・配食サービスボランティア連絡会・うしおま

つり福祉展の開催 
小地域ネットワーク活動事業 小地域ネットワーク会議・連絡網会議の開催 

高齢者交流事業 
会食交流会の開催、いきいきサロンの支援、節分そば配達

サービスの実施 
多世代交流事業 高齢者と園児・小学生・中学生の交流会の開催 

子育て支援事業 
「うしおっ子ランド」・「児童クラブ」・「うしおっ子いきい

き教室」・ボーイスカウトの活動支援 
広報発行事業 「振興会だより」に記事の投稿 

 
塩田地区振興会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉啓発活動事業 研修会の開催 

小地域ネットワーク活動事業 
配食サービスの実施、地域安全・安心の確認、声かけ活動

の実施、冬季除雪ボランティア 
ふれあい・いきいきサロン活動事業 くつろぎ会の実施 

 
加茂まちづくり協議会【助成額：４００，０００円】 

事業名 事業内容 
小地域見守り活動事業 認知症サポーター養成講座の開催 

一人暮らし高齢者交流事業 笹巻き交流会・一日旅行・交流昼食会等の開催 
子育て支援事業 子育てサロンの開催 
小地域福祉事業 サロンサポーター研修会の開催 
地区計画策定事業 地区計画策定 
広報発行事業 広報かもる～ぶ「瓦版」の作成 



八日市地域づくりの会【助成額：２００，０００円】 
事業名 事業内容 

敬老会事業 ８０歳以上の方を対象に敬老会を開催 
交流会事業 一人暮らし高齢者交流会、地域世代間交流事業の実施 
研修会事業 認知症研修会等の開催 

いきいきサロン事業 
自治会集会所を拠点に高齢者の方とボランティアが協働

で企画運営 
 
三新塔あきば協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
ふれあい・いきいきサロン事業 ふれあい・いきいきサロン活動の拡充支援 
ひとり暮らし高齢者交流事業 単身高齢者の交流の場の設置 

敬老事業 ８０歳以上の高齢者を対象に会食・憩いの会を開催 
多世代交流事業 七夕まつりの実施 
福祉研修事業 福祉活動の理解を深める研修会を実施 

一人暮らし男性支援事業 男性の料理教室の開催 
子育て支援事業 クリスマス会の開催と子育てサロンの開設 

 
新市いきいき会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
いきいきサロン事業 各サロンへの支援活動 
健康づくり事業 健康づくり・認知症予防講演会の開催 
高齢者福祉事業 ふれあい交流会・研修会の開催 
子育て支援事業 夏休み子ども教室・子どもクリスマス会の支援 
多世代交流事業 子ども七夕祭りの支援 
敬老事業 新市地区敬老会の開催 

ボランティア養成育成事業 介護学習会の実施 
高齢者等交流会 他地区高齢者との交流会の開催 
広報紙発行事業 広報紙の発行 
買い物サロン事業 買い物サロンの実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



下熊谷ふれあい会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
ふれあい・いきいきサロン事業 茶話会等の実施 

敬老会事業 数え年８０歳以上を対象に開催 
ひとり暮らし高齢者交流会 木次地区を対象に茶話会、アトラクション等を実施 

広報紙発行事業 かわら版で福祉活動を全世帯に広報する 
多世代交流事業 七夕祭り等の支援 
認知症支援事業 認知症研修会の開催 
子育て支援事業 クリスマス会の開催 
配食サービス事業 配食スタッフによる配食希望者への弁当配布 

 
斐伊地域づくり協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 

福祉教育振興事業 
福祉課題研修会、児童の体験研修、視察研修、健康診断受

診率向上研修などの開催 
活動運営支援事業 自治会サロン活動の支援 
ふれあい交流会事業 一人暮らし高齢者交流会の開催 
広報紙発行事業 福祉啓発活動の実施 
地域包括支援事業 見守りホットライン事業の活動支援 

 
地域自主組織	 日登の郷【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
敬老会事業 日登地区敬老会の開催 

一人暮らし高齢者交流会事業 交流会の開催 
多世代交流事業 高齢者と児童の交流体験活動を実施 

小地域ネットワーク事業 福祉研修会の開催 
認知症支援事業 認知症研修会の開催 

ふれあい・いきいきサロン事業 サロン活動の支援 
福祉啓発活動事業 福祉啓発活動の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



西日登振興会【助成額：２００，０００円】 
事業名 事業内容 

ふれあい交流会事業 一人暮らし・昼間一人暮らし高齢者交流会の開催 
ボランティア交流会事業 認知症サポーター養成講座の開催 

敬老会事業 ８０歳以上の方を対象に敬老祭を開催 
出前健康づくり教室 自治会集会所等で地域運動指導員等の協力により開催 

小地域ネットワーク事業 視察研修の実施 

高齢者台帳作成・整備 
見守り・安否確認に活用することを目的に「高齢者台帳」

の作成整備 
ふれあい・いきいきサロン事業 サロン活動の支援 

 
温泉地区地域自主組織「ダム湖の郷」【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
ふれあい交流会事業 一人暮らしの高齢者を対象に実施 

敬老会事業 数え年８０歳以上の高齢者を対象に実施 
視察研修事業 先例的な福祉施設の視察 
世代間交流事業 幼稚園児、小学校児童、父母、祖父母などを対象に実施 
配食サービス事業 高齢者世帯を主体とした昼食弁当の配食 
広報誌発行事業 広報誌「いきいき、健康、長生き」の発行 

 
三刀屋地区まちづくり協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
独居老人交流事業 一人暮らし高齢者交流会の開催 
料理教室事業 男の料理教室を開催 
研修事業 給食、配食ボランティア研修会の開催 

デイサービス事業 はつらつデイサービス支援 
いきいきサロン事業 いきいきサロン支援 

配食事業 配食サービス事業の実施 
世代間交流施設「ほほ笑み」事業 交流サロンの立ち上げ 

 
一宮自主連合会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
高齢者交流事業 敬老会、ふれあい会食会、高齢者料理教室の実開催 

いきいきサロン事業 サロン活動支援 
福祉啓発活動事業 一人暮らし宅訪問事業、委員の研修会参加 

配食事業 高齢者の配食に併せて安否確認を行う 
 
 
 



雲見の里いいし【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 

福祉運営事業 
部会を中心に、事業運営及び目的達成のための手段を協議

する諸会議の開催 
敬老事業 飯石地区ふれあい会食会の開催 

一人暮らし高齢者交流会事業 お楽しみ交流会の開催 

小地域ネットワーク活動事業 
民生児童委員連絡会を開催し、情報交換と共に地域の共助

について検討していく 
子育て支援事業 子育てサロンの開催 

ふれあい・いきいきサロン事業 ふれあい・いきいきサロン活動の支援 
認知症支援事業 認知症サポーター養成講座の開催、模擬訓練の実施検討 

 
躍動と安らぎの里づくり鍋山【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
はつらつデイサービス事業 推進員によるサービス強化対策 

配食事業 配食事業と見守り・声かけ活動 
いきいきサロン事業 サロンの支援と拡大 

一人暮らし高齢者交流事業 健康生活研修と交流会の開催 
小地域ネットワーク事業 自治会福祉委員研修会の開催 
ボランティア活動啓発事業 ボランティアグループ交流研修会の開催 

 
中野の里づくり委員会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
部会運営事業 部会運営事務 
子育て支援事業 子育てサロンの開催 

いきいきサロン事業 サロンへの支援、協力 
ネットワーク事業 見守り活動、研修会の開催 
高齢者交流会事業 高齢者交流会の開催 
広報誌発行 福祉だよりの発行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



吉田地区振興協議会 【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 

小地域ネットワーク事業 
いきいきサロン、にこにこ通信、高齢者の見守り、救急キ

ットの更新 
敬老大会事業 敬老大会の開催 
高齢者交流事業 ふれあい交流会の開催 
多世代間交流事業 もちつき大会の開催 
子育て支援事業 リトミック教室等の開催 
生活支援事業 除雪支援等 

防災・防犯対策事業 防災学習会等の開催 
広報活動事業 広報の発行 

 
民谷地区振興協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉部運営事業 福祉部の運営 

小地域ネットワーク事業 
ふれあい・いきいきサロンの開催、にこにこ通信、高齢者

等の見守り事業（黄色い旗運動・救急医療情報キット配

布・認知症徘徊 SOSネットワーク事業への協力） 
敬老大会事業 敬老大会の開催 
高齢者交流事業 ふれあい交流会の開催 

子育て支援事業 
親子対象の各種教室の開催（健康おやつ手作り教室・親子

体力向上教室等）、子育て世代の集いの場の整備 

生活支援事業 
福祉課題の掘り起しとその解決策の協議検討、高齢者の移

動手段の確保に向けた検討、除雪支援 

地域防災事業 
地域防災活動の検討、防災学習会の開催、避難行動要支援

者名簿の作成 
 
田井地区振興協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉部運営事業 部会運営事務 

子育て支援事業 
七夕こども会七夕セットの配布、見守り・あいさつ声かけ

活動の実施 

小地域ネットワーク活動事業 
いきいきサロン活動支援、救急医療情報キット配布、にこ

にこ通信配布 
一人暮らし高齢者交流事業 ふれあい交流会の開催 

敬老事業 福祉大会の開催 
福祉を担う人づくり事業 認知症サポーター研修会の実施 
いきいきバス研修会事業 高齢者等を対象としたバス研修会の実施 

 



掛合自治振興会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉部員研修会事業 福祉委員の役割について研修 
認知症講演会事業 認知症の予防を理解するための講演会 
ウォーキング会 春・秋の２回開催 

いきいきサロン交流会事業 健康のための研修会及び各サロンの情報交流会を開催 
いきいきサロン 地域の高齢者の集いの場の提供 

特別支援交流会事業 蕎麦打ち・笹巻き作りの体験 
一人暮らし支援 一人暮らし高齢者宅へ年賀状の送付 
ふるさと祭り 会場に福祉席のテントを設置 
DVD鑑賞会 サロン交流シアターの開催 

 
多根の郷【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 

いきいきサロン事業 
高齢者の仲間づくり・閉じこもりの解消、サロン交流会の

開催 
高齢者見守り活動事業 訪問による声かけ・見守り、安否確認 

子育て支援事業 
未就学児とその保護者を対象とした「七夕会」と「お楽し

み会」の開催 
はつらつデイサービス食事づくり事業 はつらつデイサービス利用者に対する食事の提供 

弁当配食事業 
希望する高齢者を対象にボランティアによる弁当づくり

と配達 

福祉まつり 
７０歳以上の高齢者を対象とした子ども神楽と演劇の鑑

賞及び懇親 
 
松笠振興協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉まつり 高齢者の交流の場の提供 

各サロンの支援 高齢者交流の場の支援により、自治会単位での交流を図る 
各種研修 介護に対する意識向上と高齢者の運動の場の提供 

 
波多コミュニティ協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
子育て支援事業 通学合宿、夏合宿の開催 

小地域ネットワーク活動事業 地域内交通の運行と喫茶デーの実施 
一人暮らし高齢者交流事業 高齢者交流会と敬老事業の実施 

広報発行事業 広報の発行 
 
 



入間コミュニティー協議会【助成額：２００，０００円】 

事業名 事業内容 
福祉大会事業 地区福祉大会の開催 

福祉啓発活動事業 福祉委員研修会の開催 
小地域ネットワーク事業 冬季灯油配達の実施 
福祉ボランティア事業 ボランティアグループで研修を実施 
閉じこもり防止事業 カフェあいあい・あいあいランチの実施 

 


