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福祉サービス利用支援事業

屋久島町社会福祉協議会がお手伝いできます

こんなことで困っていませんか

【福祉サービス利用支援事業の利用】
通帳や印鑑を安全な場所でお預かりし，
支払い等のお手伝いをします。

判断能力・記憶力に不安がある
通帳や印鑑をしまった場所や暗証番号

※利用料 1 回あたり

1,200 円

を忘れてお金がおろせないことがある

こんな場合は…

【成年後見制度の利用】
① 補助
弁護士・司法書士に
② 保佐
相談し，契約
③ 後見

① 判断能力が不十分
② 判断能力が著しく不十分
③ 判断能力が全くない
☆福祉サービス利用支援事業

過去の支援例

電気代，家賃の滞納や，複数からお金を借りている様子があると相談があり，支援開始。
当初，通帳の残高は -929 円！ たくさんの郵便（請求書）を確認すると…
【請求書】

【滞納】

【聞き取りで判明】

通販会社からの督促

家賃９ヶ月分

浄化槽管理費２年分の請求書

固定資産税・診療費

○○さんへ○○代未払い
…等々

本人は入ってくる年金額は覚えているものの，払わなければならないものは覚えていません。年金が入る
と思って物を買ってしまい，支払うべき額がどんどん膨らんでいることを理解していませんでした。
そこで，督促状が届いているものや，延滞利息が付くものから順に払う計画を立て，遠方の家族にも状況を
話して余裕のある時に仕送りをしてもらい，約 2 年半で，滞納額の全てを支払い終えました。

認知症，知的障害などで判断能力
に不安がある方が対象です。
金遣いが荒い…は対象外です。

支援員が生活費を届けたり，支払いを代行します。支援員は
社協職員の他，民生委員や一般の方にもお願いしています。

元気だった？と生活費をお届け

区費・電気代を支払い

※写真と支援例は無関係です

通帳を何度も失くすなどのお困りごとがある方は，社協にご相談ください。

訪問入浴

～自宅で安心お風呂～

6 月 24 日に開催した共同募金委員会で，令和 2 年度共同募金運動の実績を基とした助成金(令和 3 年度
地域福祉活動事業費）の助成先が決定しましたのでお知らせいたします。今後も共同募金に対するご理解

訪問入浴介護は，看護職員と介護職員 2 名が専用
の浴槽を車に積んでご自宅に訪問し，入浴を介助す
る介護保険サービスです。要介護認定を受けている
方が対象になり，2 畳ほどのスペースがあれば浴槽
を組み立てることができます。

とご協力をよろしくお願いいたします。

令和 2 年度一般募金総額 2,729,036 円
🔶老人福祉活動 438,000 円

ご協力ありがとうございました

🔶障がい児・者活動 155,000 円

🔶地域福祉活動 1,085,599 円

「家のお風呂は段差があって，家族だけではお風呂
に入れてあげられない」「体調が安定しないので，

屋久島町老人クラブ連合会

屋久島町身体障がい者福祉協議会

地域福祉助成金（各集落）

満 100 歳敬老祝い金品の贈呈

NPO 法人じゃがいものお家

サロン等活動グループ（15 団体）

看護師がいる状態で安心して入浴させたい」という
方がこのサービスを利用されています。

地区敬老行事お祝い品の一部

屋久島町精神障がい者家族会

ベンチ購入費用
貸出用ゲームの購入費用

【訪問入浴介護の流れ】
①看護職員が血圧・体温・脈拍などの体調確認
②介護職員が浴槽の搬入，組み立て，お湯はり
③ベッドから浴槽に移動して入浴開始
④洗髪・洗身 あがり湯
⑤浴槽からベッドに移動
⑥着衣，体調の確認，入浴機材の後片づけ
町内で唯一の訪問入浴介護事業所です。頻繁に実
施するのは難しいサービスですが，希望される方
は担当ケアマネージャーにご相談ください。

🔶福祉育成・援助活動 302,437 円

🔶ボランティア活動 175,000 円

屋久島町地域女性団体連絡協議会

屋久島町高校生クラブぽんだま

屋久島町民生委員児童委員協議会

マザークラブ

屋久島地区保護司会

屋久島町内の学校
（希望された学校）

白杖・自助具購入費用の一部

日本赤十字社の活動は，皆様から寄せられる活動資金

🔶鹿児島県共同募金会配分
573,000 円
大規模災害などの助成金
各福祉施設 各福祉団体

災害と設備整備
等のために16円

災害救護活動39円

によって支えられております。屋久島町内でも 1 世帯 500

子育てサロン
むじょか
今年も宮之浦保健センターで開催します
R3 9/16(木)・10/22(金)・11/19(金)・12/16(木)
R4 1/20(木)・2/17(木)・3/17(木)
時間：10:00～11:30

利用料：50 円

変更があるときは町内放送等でご連絡します

円のご協力を皆様にお願いしており，災害救援物資をお

住民同士がたすけ合うしくみ

届けする等にその一部が使われています。

屋久島愛らんどネット
介護サービスや家族の支援が受けられない
高齢者や障がい者の生活上のお困りごとを，
地域のサポーターが手助けする有償ボラン
ティアのしくみです。

皆様のご理解とご協力によ
り令和 2 年度も日本赤十字社活
動資金の送金ができました。
ありがとうございました。

将来の赤十字活
動のために54円

救急法講習会28円
赤十字奉仕団・
青少年赤十字育成
45円

赤十字活動
運営推進 105円
救護看護師
育成 8円

赤十字思想普及
70円
社会福祉
事業 2円

市町村における 国際活動59円
赤十字活動74円

支援内容 … ゴミ出し，草取り，家の片付け，
雨戸の出し入れ，簡易な修理など

災害(火災・台風被害等)があった際には，毛布，タ
オルケット，ブルーシート，緊急セットを等の災害救

料金 … 15 分 150 円～です

援物資をお届け致します。平成 27 年 5 月の口永良部
島新岳噴火による全島避難の際にも，日赤鹿児島県支

☎

まずはお電話ください

☎

部から毛布 100 枚、タオルケット 100 枚、緊急セット
60 個を避難当日に届けて頂きました。

会 長 挨 拶
町民の皆様には地域福祉活動の充実を図るため，町社会福祉協議会会員として運営(会費)，地域活
動支援(ボランティア活動等)の両面からご理解ご支援を賜り，併せて共同募金活動・日本赤十字社活
動に対しましても，ご協力を頂き厚く御礼申し上げます。
社会福祉協議会は，高齢者や障がい者の通所介護，訪問介護，訪問入浴介護及び居宅介護支援と
いったサービスを提供する事業を実施しています。また，社会福祉法によって責務化されています
「地域における公益的な取り組み」の主な目的である地域活動(支援活動)の一環として，
「福祉相談」
「福祉サービス利用支援事業」など地域に密着した活動を，民生委員・児童委員やボランティアなど
地域の方々のご協力を得ながら取り組んでいます。
私たちは，役職員一丸となって社会福祉協議会にできうる支援の在り方を探りながら，これからも
「地域に根ざした，地域から見える活動」を推進してまいります。今後とも社会福祉協議会活動への
ご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。
会長 局 富美男
令和２年度決算報告

（資金収支計算書）

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入・事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他収入等
事業活動収入計 ①
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費支出
負担金支出
その他の支出
事業活動支出計 ②
事業活動資金収支差額 ③（①－②）
施設整備等資金収支差額 ④
その他の活動資金収支差額 ⑤
当期資金収支差額合計 ③＋④＋⑤

〔単位：円〕
2,006,000
1,410,000
15,060,000
329,156
11,104,750
197,366,226
2,015,370
2,120,148
231,411,650
171,476,270
39,865,245
16,841,379
328,276
80,500
1,699,600
230,291,270
1,120,380
△9,888,330
2,980,000
△5,787,950

社会福祉協議会からのお知らせ

役員紹介
会長
副会長

局 富美男
日髙 光明

理 事

評議員

泊 圭一郎

渡邉 浩

日髙 典孝

西田局博隆富美男
会長

真辺 由紀子

泊 秋敏

楯 篤雄

日髙 善則

日髙 光明

森山 文隆

仲 福美

田中 三九雄

井手 信博

岩川 宏

寺田 和寿

西川 直子

局 富美男

寺田 九州男
田嶋 弘典

監 事

佐藤 明了

日髙 正秀

上山 理留

田中 一巳

永田 実男

今後ともよろしくお願いいたします
本所： 縄文の苑 （宮之浦） 電話 42-2711
支所：こまどり館（尾之間）電話 47-3232

☆ 町民の皆さまを対象に，車椅子の貸し出しを行っております。貸出期間は 1 週間程度として
おりますが，病院受診などで急に必要になった時などにご相談ください。
また，サロンで楽しめるゲームの貸し出しも行っております。
詳しくは屋久島町社会福祉協議会へお問い合わせください。
ホームページにも，子育てサロンやボランティア講座など最新情報を掲載しています。
ホームページアドレス ⇒ http://yakushima-shakyo.jp/

