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市 民誰もが自分らしく輝き、支え合う福祉のふるさとづくり
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社協会費が“福祉のふるさとづくり”を支えます
お寄せいただいた
…… １０，
４１４，５００円
会費の額

（令和元年９月30日現在）

福祉大会で
社会福祉功労者表彰
しまね県民福祉大会

令和元年度しまね県民福祉大会が島根県民会館で
開催され、島根県知事から永年にわたり社会福祉の
増進に貢献された方へ感謝状が贈呈されました。ま
た、島根県社会福祉協議会会長から、民生委員・児
童委員や社会福祉施設、社会福祉協議会の役職員で
功績が顕著な方へ、各団体から
は、団体活動に功労のあった方
へ、それぞれ表彰が行われまし
た。
第２部の講演では、元ＮＨＫ
アナウンサーの堀尾正明氏か
ら「地域活性化の決めてはこれ
だ！～ご近所の底力・取材活動
から～」と題し、これまで携わっ

９
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雲南市総合社会福祉大会をチェリヴァホールで開
催しました。式典では速水市長から、本年度一〇〇
歳を迎えられた方へ内閣総理大臣祝状と記念品が、
一〇一歳を迎えられた方へ祝詞と記念品が伝達、贈
呈されました。
続いて、雲南市社会福祉協議会秦会長から多年に
亘り社会福祉活動に貢献のあった個人及び団体の皆
様に表彰状及び感謝状が贈呈され、被表彰者を代表
して雲南市民生児童委員協議会の板垣末男さんが謝
辞を述べられました。
第二部の「平素の地域づくりで大規模災害にも備
える」と題した講演会の後は、「市民誰もが自分ら
しく輝き、支え合う福祉のふるさとづくり」を目指
した大会宣言決議が採択され、盛会のうちに閉会と
なりました。

雲南市総合社会福祉大会
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てこられた番組や取材活動の経験から、地域におけ
る支え合いの仕組みづくり・コミュニケーションの
場づくりの大切さについてお話いただきました。

（【雲南市社協関係分】順不同・敬称略）

しまね県民福祉大会被表彰者

多賀靜香、藤原正明、多田納崇道

○島根県社会福祉協議会会長表彰

竹下三郎、福間廣明

○ 社会福祉施設・社会福祉協議会・団体等役職員功労者

○島根県民生児童委員協議会会長表彰

中西康一、古瀨文則、遠田 博、野々村光子、武田積代
岡田幹雄、原 幸雄、兒玉祐治、永瀨睦夫、安田幸正
中西勝子、蓮岡 智、大塚光則、宇田川一德、烏田靜香
渡部昭男、田中隆行、陶山嘉力、橋本一枝、高橋 一
周藤裕子、細木経夫、錦織 主、大前榮子、山田稔實
田中 子、名原圭治、石飛康子、福間 昇、大谷 忠
板垣末男、藤原正德、石飛由美子

雲南市加茂地区民生児童委員協議会

○優良民生委員児童委員協議会

（順不同・敬称略）

雲南市総合社会福祉大会被表彰者

○雲南市社会福祉協議会会長表彰

昇、藤原一永

中西康一、古瀨文則、遠田 博、野々村光子、武田積代
岡田幹雄、原 幸雄、兒玉祐治、永瀨睦夫、安田幸正
中西勝子、蓮岡 智、大塚光則、宇田川一德、烏田靜香
渡部昭男、田中隆行、陶山嘉力、橋本一枝、高橋 一
周藤裕子、細木経夫、錦織 主、大前榮子、山田稔實
田中英子、名原圭治、石飛康子、福間 昇、大谷 忠
板垣末男、藤原正德、石飛由美子、谷岡有康、藤原百合香
石﨑正樹、藤原慶介、高橋 勉
上ノ段一ふれあいいきいきサロン
上ノ段二ふれあいいきいきサロン
下口ふれあいいきいきサロン、優雅会、高木千織
音訳ボランティア「こもれび」、音訳ボランティア「ほほえみ」
多根の郷「多根弁当の会」、永瀬康典

藤井トシ子、塩野堯子、力石福芳、山本

○雲南市社会福祉協議会会長感謝
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雲南市サマーボランティアスクール2019

「気づきにくい障がいへの気配り ～聴覚障がいの理解～」

ンター
流セ
i n 三 刀屋 交

今年も市内の中学生を対象に、夏休みの『雲南市サマーボ
ランティアスクール』を開催しました。今年は、「気づきに
くい障がいへの気配り ～聴覚障がいの理解～」をテーマに、
33名の中学生が学び合いました。
はじめに、雲南広域福祉会 藤原加奈子さんから「聴覚障
がいは、コミュニケーション障がいであること」を学び、そ
の後、当事者である島根県難聴者協会 白川輝美事務局長さ
んからは、ご自身の体験からの貴重なお話を聞かせていただ
きました。参加した皆さんは、正しい知識や気づきを得るこ
とができ、障がいへの理解を深めることができました。

▲自身の体験を語る白川事務局長さん

午後からは、聴覚に障がいのある方などをサポートするボランティア団体「要約筆記サークル みと
やだんだん」さんから、活動への思いや取り組み内容について学びました。その後、同団体の指導により、
持ち運び可能な“筆談用ホワイトボード”を参加者一人ひとりが約２時間かけて手作りしました。この
ホワイトボードは「文字を書いて意思を伝えあうための道具」であり、聴覚に障がいのある方などの大
切なコミュニケーション方法のひとつです。
完成したホワイトボードは、市内各中学校に配布したほか、
病院での必要性が高いことから、後日、雲南市立病院に40
枚寄贈しました。雲南市立病院 西英明院長さんからは、
「一
人ひとりが丁寧に心を込めて作られたものであることがよく
伝わってくる。ありがたく頂戴し、患者さんをはじめ病院に
かかわるたくさんの人のために使わせていただきたい。」と
の感謝の言葉をいただきました。
振り返りでは、「聴覚障がいの方が過ごしやすくなる取り
組みがいろいろあることが分かった。」「手話だけではなくた
くさんのコミュニケーション方法があることが分かった。」

▲筆談用ホワイトボードづくりの様子

「聴覚障がいの方を支える活動をもっと知りたいと思った。」などの多くの感想が出されました。
参加した皆さんには、地域の一員として、学び合いで得たものをこれから必要とされる場面で活かし
てもらえるよう願っています。

▲私（たち）ができることを出し合いました
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▲手作りのホワイトボードがたくさん出来ました

くらしの安全を支える
身近でなんでも相談窓口ネットワーク事業がスタートしました
雲南市内にある14の社会福祉法人（※1）では、より一層相互の連携を深めて地域貢献活動に取り組むために、
「雲南市社会福祉法人連絡会（以下、「法人連絡会」という」）を結成しています。
このたび、法人連絡会では、日常生活において起こる困りごとや公的制度では対応が難しい問題などを、
それぞれの法人が分野を越えて連携し、市民の皆様の暮らしづらさの改善につなげていくために、「くらし
の安全を支える身近でなんでも相談窓口ネットワーク事業」をはじめました。

この事業が目指すもの
社会福祉法人が、強みである「対人援助の専門職として相談援助技術」を発揮し、担当分野にとらわれない、
利用者様やそのご家族、地域の方等の“身近でなんでも相談できる窓口”となり、多様化・複合化する生活に
おける困りごとへのアウトリーチ（※2）を進め、その改善や解決を図ることを目的としています。

なぜ、この事業が必要なのか
市内14の社会福祉法人は、イメージ図（５ページ）のように支援分野ごとに「高齢者」「障がい者」「児童」
の３分野に大別され、それぞれの分野ごとの福祉制度で利用者様の支援を担っています。
一方で、日常生活のさまざまな困難な状況により生活が困窮している、人や地域との関わりが希薄化し孤立
しているといった、３分野では収まらない横断的な生活・福祉課題も拡がっています。
このような問題では、それぞれの法人が担う福祉制度だけでは対応できません。
実際に、担当分野の福祉サービスを利用者様に提供しても、ご本人様の暮らしづらさが改善しないケースも
あります。
その原因の一つとして、利用者様の暮らしを支えるご家族や地域が、イメージ図（５ページ）の外周にある
ような生活・福祉問題を抱えていることなどが挙げられます。

法人連絡会のチカラ～つながるからこそできること
このような複合的で多くの問題を抱えておられる世帯等では、利用者様がお困りになっていても声をあげら
れずにいたり、家族だけでがんばろうとするなどして問題が重度化しがちです。
また、専門職が問題に気づいても、担当分野での支援には限界があります。
14の法人が単独では対応が難しいこのような問題も、ネットワークで受け止めるこの事業の仕組みがあれ
ば、改善・解決につなげていけます。
法人連絡会では、なんでも相談の窓口となる法人職員のニーズをキャッチする力を高める研修などにも取り
組んでいます。スタートしたばかりの事業ですが、生活における困りごとなど、まずは身近な社会福祉法人ま
でご相談ください。

「身近でなんでも相談窓口ネットワーク事業」に寄せて…
社会福祉法人愛耕福祉会 法人本部長

白

根

康

久

社会福祉法人には法人の責務として、既存の社会保障制度や社会福祉制度では対応が困難な地域ニーズを積
極的に把握・対応していく「地域における公益的な取組」をより一層進めていくことが期待されています。し
かし小規模法人においては、意欲があっても体制の脆弱性等から単独で実施するには困難な状況があります。
このような中、雲南市社会福祉法人連絡会によるこの事業は、地域の法人間連携により住民課題を把握しな
がら、規模の大きな地域貢献が可能になり、地域全体の福祉活動の幅が広がります。また、具体的な活動によ
る地域課題へのチャレンジや地域住民の変化が職員の意欲を高め、各法人の当事業への参加が促されます。加
えて、職員においても働きがいが得られ、普段の業務における連携や離職防止・新規の人材確保にもつながり
ます。

雲南市社協だより
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合言葉は キャッチした問題は抱え込まずにネットワークで受け止める！

つながるチカラで アウトリーチ！
【順不同】
※1 雲南市社会福祉法人連絡会参加法人
・島根県社会福祉事業団
・たんぽぽ
・かも福祉会
・愛耕福祉会
・雲南ひまわり福祉会
・四ツ葉学園
・雲南広域福祉会
・有隣会
・よしだ福祉会
・仁寿会
・雲南市社会福祉協議会

・あおぞら福祉会
・きすき福祉会
・萌友福祉会

■ 要支援高齢者
■ 要介護高齢者
★ その家族の方等
ニーズキャッチ

アウトリーチ

高齢者福祉分野の法人
■ 担当制度対象：支援を要する高齢者

誰にでも起こり得る
多様な生活・福祉課題

生 活
困 窮

▶担当制度外の関連ニーズへの対応
・普段の支援を通じた当事者家族や住民
等の生活・福祉課題へのアウトリーチ
・相談援助技術の強みを活かした地域の
身近な 相談窓口としての機能を発揮

連
携

連携

担当者連絡会
意見交換・研修

生活支援･
相談センター
【 総合相談機能 】
３つの分野を横断した
複合的な生活・福祉課題への対応

▶
▶
▶
▶

▶担当制度外の関連ニーズへの対応
・普段の支援を通じた当事者家族や住民
等の生活・福祉課題へのアウトリーチ
・相談援助技術の強みを活かした地域の
身近な 相談窓口としての機能を発揮

アウトリーチとは？

くらしを支える
連携支援体制

児童福祉分野の法人
連絡会の広報
地域へのＰＲ

連携

■ 担当制度対象：支援を要する子育て家庭等
▶担当制度外の関連ニーズへの対応
・普段の支援を通じた当事者家族や住民
等の生活・福祉課題へのアウトリーチ
・相談援助技術の強みを活かした地域の
身近な 相談窓口としての機能を発揮
ニーズキャッチ

身体障がい者
知的障がい者
精神障がい者
その家族の方等

誰にでも起こり得る
多様な生活・福祉課題

アウトリーチ

※2

ニーズキャッチ

アウトリーチ

■
■
■
★

連携

支援ニーズの早期発見
世帯員個々の福祉課題
当該世帯の困窮支援対応
連携による支援体制構築

障がい者福祉分野の法人
■ 担当制度対象：支援を要する障がい者

孤 立

■ 要保育児童
★ その家族の方等

権 利
侵 害

アウトリーチとは本来、
「手を伸ばす、手を差し伸べる」といった意味。社会福祉の分野では、相談援助機関や福祉サー
ビス実施機関などが、さまざまな要因から支援につながりにくい潜在的な福祉当事者に援助者側から関わり、生活課題の
改善・解決に向けて援助する方法をいいます。
「待ちの相談援助」ではない「出向く相談援助」です。
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＊ひ＊ろ＊ば
地域の子どもと子育て家庭の応援隊として
三刀屋保育所と掛合保育所では、「地域とともに健やかに」を共通の保育理念に掲げ、連携した保育所運
営を進めています。保育所には、日々の保育とともに保護者の育児への不安や悩み、多様化する家族の姿に
対し丁寧な関わりや対応が求められています。
このような保育をめぐる状況の変化や地域のニーズに反映した保育サービスの実践を目指し、保育所合同
研修を毎年実施しています。今年は児童虐待を取り上げ、本会地域福祉部の土屋社会福祉士を講師に、子ど
も支援・保護者支援について研修しました。児童虐待の現状から私たちにできることは何か、日常の保育を
振り返り、子どもや保護者・地域に寄り添うことの大切さを確認し合う機会となりました。
また、両保育所では、デイサービス利用者など高齢者の方とのふれ合いや地域のイベントへの参加、野菜
づくりを通じた交流活動など、地域の皆様からのご支援をいただき、実施しています。子どもたちには大変
貴重な体験であり、こうした取り組みを含め、地域の子育て支援の拠点
として、子どもたちの健やかな育ちを願い、関係機関や地域の皆様と連
携・協力し共に歩む、保育所運営を目指していきたいと思います。
そのためにも、社協の保有する強みを活かして保育所だけでなくそこ
から見えてくるさまざまな課題と向き合い、共に育っていける職場づく
りの醸成に努め、地域の子どもと子育て家庭の応援隊として、保育業務
に従事していきたいと考えています。

その人らしいふだんの暮らしを支え続ける
一人ひとりを見つめた 介護サービスの実践を目指しています
８月22日、在宅福祉部の職員を対象に、「意見交換会」を
開催しました。
当日は、本会の理学療法士から、入職志望の動機に加え、
積極的に障がいや介護予防に関わる活動をし、地域の皆様の
生活機能の維持・向上に関与していきたいなど、今後の取り
組みに向けた思いを聞き、共有しました。
また、グループワークでは、部の目指す方向性を再認識し、社協の強みを活かした包括的な介護サービス
の実現に向け、自分たちは何ができるのかを確認し合いました。
当部では、介護予防事業や訪問介護、通所介護、居宅介護支援などの介護保険事業に取り組んでおり、介
護福祉士や看護師、介護支援専門員など様々な職種の職員が在籍し、業務に従事しています。今回の意見交
換会では、ふだん交流の少ない職員同士、互いの頑張りを認め合うとともに繋がりを深め合う機会となりま
した。また、各事業所の強みや弱みが共有でき、今後のサービス向上に繋がるものと強く感じました。
少子高齢化という社会的背景の中、全国的に介護業界における人材不足の問題は深刻
化しています。その中、地域の皆様から信頼される質の高い介護サービスが実践できる
ように、担い手である職員が意欲と誇りをもって働き続けることができる職場環境の醸
成を目指していきたいと思います。そして、私たち雲南市社会福祉協議会の使命、
“福祉
のふるさとづくり”のために、互いに助け合い成長できる組織でありたいと考えています。

雲南市社協だより
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福＊祉＊情＊報
ただいま、介護について研修しています！
５月29日から11月６日の毎週水曜日に、三刀屋健康福祉セン
ターで、「2019年度介護職員初任者研修」を実施しています。
今年度は、雲南圏域を対象に、12名が受講中です。
研修では、介護保険制度などの基礎知識や老化、障がい、医療、
人権など多方面から介護の知識を学びます。また、介護技術ばか
りではなく、介護を受ける側の気持ちにも寄り添えるように実技
や実習を通じて介護への学びを深め、11月６日の「学科試験」に合格して修了予定です。
開講当初は若干緊張した様子でしたが、今では笑顔が絶えず活発な意見や質問が飛び交い、介護に取り組
む意識の高さがうかがえます。特に、実技が始まってからはみんなのチームワー
クもよく、講師の指導を一段と熱心に受け、実技の習得に余念がありません。
雲南市社会福祉協議会では、来年度も介護職員初任者研修を実施する予定です。

受 講 生 の 声
回を重ねるごとに、自分自身に変化が出て
きたように感じています。講師の先生の実
体験を交えた講 義は、実際の現 場とリン
クする内容が多く、大変勉強になります。

介護の仕事に関わって１年半になり
ます。 介護について学び、ドキッとし
たり、 なるほどと思うことなど色 々あ
ります。 基本をしっかりと学び様々な
場面で応用していきたいです。

初めての研修でとても緊張しました
が、講 師の先 生が親 切で、わかり
やすいです。 時には笑いも誘って、
私たちをリラックスさせてくれるの
で、今は毎週 楽しみに来ています。

高校生へ福祉の大切さと魅力をえがおの里から発信中！
えがおの里では、『福祉の未来を担う、若者へ魅力発信プロジェクト』として、本年９月から
12月まで、島根県立三刀屋高等学校掛合分校の授業に協力しています。このプロジェクトの目的は、将来
を担う若い世代へ福祉の大切さと魅力を発信することです。６
回という回数ですが、今回の取り組みを契機に福祉をより身近
に感じてほしいと考えています。
私たちが担当している授業「生活と福祉」は、事前に打ち合
わせた中から高校生が学びたいことを中心に目標を立て、講義
や実技を通じて展開しています。言葉かけやサポート方法、介
護の知識・技術、医療的な支援など、えがおの里で働く、介護
福祉士・看護師・管理栄養士・作業療法士などの専門職が講師
を務めます。これまで３回の授業が終わりましたが、高校
生はどの授業も真剣に耳を傾け取り組んでいました。
11月には、島根県立大東高等学校においても「生活と
福祉」の授業を行う予定にしています。高校生の純粋で優
しい心を困っている人のために形にして届けることができ
るように、そして授業で学んだ知識と技術を自信に一歩を
踏み出せるように、私たちもお手伝いをしていきたいと思
います。
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共同募
金委員会通信
～小さくても大切な、大きな福祉活動を支える募金～

令和元年度

赤い羽根共同募金
みなさまのあたたかいご支援・ご協力を
よろしくお願いいたします

「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガンに、10月１日から12月
31日の３ヵ月間、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まりました。こ
の募金は地域福祉の推進を目的とし、雲南市で支え合う福祉のまちづく
りを担う“がんばる住民福祉活動を応援する募金”として取り組むこと
としています。
今年も、みなさまのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

「木次町明るい社会づくり運動協議会」様より、
募金（思い）をお預かりいたしました
木次町明るい社会づくり運動協議会様は、昭和58年10月の発足以来、35年の永きに亘り「木次町
チャリティ余芸大会」をはじめとする様々な社会貢献活動に取り組まれ、収益金を雲南市共同募金委
員会に寄託いただいておりました。
この度、令和元年７月末をもって解散という
苦情の決断をされましたが、永きに亘って「明
るく住みよい社会づくりをすすめること」を目
的に雲南市をよくするための活動を推し進めて
こられました。解散にあたり、木次町明るい社
会づくり運動協議会様より雲南市共同募金委員
会会長へ目録が手渡されました。この浄財は、
雲南市共同募金委員会を通じ、雲南市内の社会
福祉事業に使わせていただきます。

大東支所……………………………… TEL 43-5610
加茂支所……………………………… TEL 49-7306
木次支所……………………………… TEL 42-9080
吉田支所……………………………… TEL 74-0078
掛合支所……………………………… TEL 62-1121
小規模多機能型居宅介護事業ふれあいセンター… TEL 62-1061
特別養護老人ホーム えがおの里… … TEL 62-1811
三刀屋保育所………………………… TEL 45-2651
掛合保育所…………………………… TEL 62-9900
地域包括支援センター……………… TEL 42-8008
市外局番（0854）

▲（左から）木次町明るい社会づくり運動協議会 佐藤嘉男副会長、
松田俊雄会長、雲南市共同募金委員会 秦和夫会長、片寄功運営委員

ご寄贈ありがとうございました
（令和元年９月受付分まで）
「大東介護事業所」へ
古布������� 大東町 大木原明朗会女性部 様
「えがおの里」へ
上腕式血圧計１台����� 大東町 山本百合子 様
「えがおの里：ユニット」へ
上腕式血圧計１台����� 掛合町 白築久美子 様
「デイサービスみとや・陽だまりの家」へ
米１袋���������� 三刀屋町 藤原 陽 様
「掛合保育所」へ
東屋１棟、長机４基、長椅子６脚
������ 株式会社 加茂遊学ファーム 様

