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寄付

必要

いただいた方から

とされる方へ

老人クラブ連合会
女性委員会より

個人の方へ

イオンモール
猪名川より

社協づくり
職員の専門性を高め、
地 域 住 民から信 頼さ
れる組 織 を目 指しま

す。

町内の事業所へ

情報の
発信と受信
必要な方に必要な情
報が届くように、情報
の発信を行います。

きっかけづくり
世 代を超えて共に学
び 合 い、 思 い やりの
気 持ちを育む機 会を
作ります。
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人の輪づくり
地域の方から地域の方へ、
「やさしさ」と
「物品等」をお届けする善意の輪が広がっ
ています（詳しくは、
Ｐ5をご覧ください。）

認知症初期集中支援事業を知って活用しませんか？������6
日常生活自立支援事業
（福祉サービス利用援助事業）
をご存知ですか？���������������������������������6
地域の集いの場におじゃましまーす �������������������7
ふれあい伝言板／善意の広場������������������������8

「社協だより」は皆様からの赤い羽根共同募金が活用されています。
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令和元年度

猪名川町社会福祉協議会

猪名川町社会福祉協議会では、第6次猪名川町地域福祉推進計画に基づき、地域社会の変化に対応した地域福祉を推進し、
地域住民とともに当事者の主体的参加・参画による「福祉コミュニティづくり」に向け、「みんなでつくる安心して暮らせ
るまちづくり」の福祉目標のもと、令和元年度以下の事業に取り組みました。

【人の輪づくり・きっかけづくり】
○福祉委員活動
○認知症初期集中支援促進事業
○高齢者健康長寿体操モデル事業
○家族介護支援事業
○生活支援体制整備事業
○福祉教育活動
○ボランティア活動センターの運営
（ボランティア活動の啓発）
（ボランティア講座・研修会の開催）
○地域ふれあい事業
〇地域介護予防活動支援事業
（脳の健康教室モデル事業
ふれあい・いきいきサロン開設支援等助成事業）

脳の健康教室（くもん式学習）の様子

【情報の発信と受信】
○広報紙等の発行
○健康福祉まつりへの取組みの出展
○社協会員会費の啓発
○赤い羽根共同募金運動の取組み
○善意銀行活動

福祉委員会全体会の様子

ちびっこボランティア講座の様子

白金自治会認知症行方不明者発見捜索訓練の様子

ボランティアきっかけ講座の様子

【地域福祉事業の実施】
○ふれあい交流活動・地域啓発活動
（障害者（児）福祉活動）

○ふれあい弁当サービス
○福祉用具貸出事業
○手作りおもちゃの貸出事業

手作りおもちゃ

ふれあいバスツアーの様子

健康福祉まつりへの出展の様子

【福祉相談事業の実施】
○地域包括支援センターの運営
○障害者相談支援センターの運営
○障害者就労支援センターの運営
○生活福祉資金貸付事業
○心配ごと相談事業
○日常生活自立支援事業
○成年後見相談事業

【介護保険事業】
○高齢者デイサービス事業
○高齢者ホームヘルプ事業
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【その他猪名川町受託事業等】
○障害者地域活動支援センターの運営
○障害児療育支援事業
○総合福祉センター管理運営事業
○団体事務局の運営
老人クラブ連合会、遺族会、身体障害者父母の会、手をつなぐ育成会、
こころ猪名川家族会、民生委員児童委員協議会、身体障害者福祉会

【障害者福祉サービス事業】
○障害者多機能型事業所「希望の家すばる」の運営
○障害者居宅介護事業
○障害者日中一時支援事業
○移動支援事業

※事業報告・決算報告の詳細については、

事業報告・決算報告
≪ 法人全体 ≫
（収入）

（単位：円） （支出）
科目

決算

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入

内訳

構成比

62.93%

591,903 善意銀行預託金他

0.14%

事業費支出

125,523,339 水道光熱費、燃料費、消耗品、業務委託等

31.30%

11.63%

事務費支出

3,951,569 事務消耗品費、賃借料、通信運搬費等

0.98%

就労支援事業支出

3,004,552 就労支援事業による支出

0.75%

0.57%
37.82%

22.06%

3,004,552 就労支援事業による収入

就労支援事業収入

その他の収入

0.74%

4,561,310 校区活動助成金等の各種助成金

負担金支出
固定資産取得支出

0.01%
0.43%

基金積立資産支出

2.74%

事業活動外による支出

計

100%

合

計

408,023,907円】

【支出

寄附金 591,903

会費 2,638,360

共同募金配分金 2,336,635

106,704 パソコン、介護用ベット等の備品購入

0.02%

3,682,752 介護保険事業請求システムリース返済費

0.92%

1,100 基金利息積立

0.01%

7,096,020 退職手当積立基金預け金
401,070,782

計

1.77%
100%

401,070,782円】
固定資産取得 106,704
ファイナンス・リース債務返済 3,682,752
基金積立資産 1,100
事業活動外 7,096,020

分担金 132,000
共同募金配分金事業費
524,000
就労支援事業
3,004,552

障害福祉サービス等
事業
93,223,846
介護保険事業
90,025,944

0.02%

助成金 4,561,310

経常経費補助金 47,460,545

受取利息配当金 4,790

1.14%

70,000 全国老人福祉施設協議会会費等の諸会費

負担金 70,000

事業活動外 11,185,090

その他 1,753,746

就労支援事業
3,004,552

0.03%

助成金支出

4,790 普通預金利息等

408,023,907

【収入

0.13%

132,000 兵庫県社協年会費

ファイナンス・リース
債務返済支出

1,753,746 雑収入等
計

524,000 共同募金歳末たすけあい配分金

分担金支出

22.85%

11,185,090 退職共済預け金返還金収入

事業活動外による収入

共同募金配分金事業費

93,223,846 障がい者支援費

受取利息配当金収入

合

0.36%

90,025,944 介護保険事業による収入

障害福祉サービス等事業収入

構成比

252,417,436 職員給与、諸手当、法定福利費等

ふれあい弁当利用料、
1,489,790
軽度生活援助事業利用料等

介護保険事業収入

内訳

人件費支出

154,308,706 猪名川町からの受託金等

事業収入

決算

0.65%

2,336,635 共同募金地域配分金

受託金収入

科目

2,638,360 皆様から頂いた会費
47,460,545 猪名川町からの補助金等

共同募金配分金収入

（単位：円）

事務費 3,951,569
受託金
154,308,706

事業費
125,523,339

人件費
252,417,436

事業 1,489,790

≪ 一般会計 ≫

【収入

計

250,140,527円】

事業活動外 11,185,090

【支出

会費 2,638,360

その他 1,705,960

245,181,757円】
負担金 25,000
固定資産取得 0

分担金 132,000

寄附金 591,903

受取利息配当金 4,790

計

助成金 4,557,310

ファイナンス・リース債務返済
2,648,544

共同募金配分金事業費
524,000
経常経費補助金
47,460,545
障害福祉サービス等
事業
87,558,831

受託金
20,556,162
介護保険事業
71,607,909

就労支援事業
3,004,552

共同募金配分金
2,336,635

就労支援事業
3,004,552
事務費 3,868,249

基金積立資産 1,100
事業活動外
4,325,820

事業費
37,211,197
人件費
188,883,985

事業 1,489,790

≪ 公益会計 ≫

【収入

計

障害福祉サービス等事業
5,665,015

157,883,380円】
その他 47,786

介護保険事業 18,418,035

【支出

計

155,889,025円】

負担金 45,000

固定資産取得 106,704

助成金 4,000

ファイナンス・リース債務返済 1,034,208

事務費 83,320

事業活動外 2,770,200

事業費
88,312,142

人件費
63,533,451

受託金
133,752,544

、当会ホームページの決算報告よりご覧いただけます。
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令和２年度 社会福祉法人猪名川町社会福祉協議会

社協

理事・監事・評議員の紹介

づくり

（敬称略・順不同

令和２年８月１日現在）

理事（定数7名以上9名以内）
長

鍋谷

將

副 会 長

村山

理

会

事

評議員（定数14名以上17名以内）

宮本

浜子

太田はるよ

倫聖

北中

昭夫

鈴木

裕治

大西

崇

戸田

絹代

真田

保典

飯田

勝美

高岡美津子

伊藤

茂子

安達

隆

板橋

汎子

今泉

友幸

関口

捷子

石井

誠

福本

道子

喜多

護

興治

北上

亀川

公昭

坂田

哲啓

安藤

邦美

理

事

常務理事

評 議 員

監事（定数2名以内）
監

情報の
発信と受信

事

家門

正幸

今村

惠子

地域福祉活動者の紹介

～ 託児ボランティアとは ～
託児ボランティア

ぽんぽこ

代表

吉岡

育子さん

小さな子どもがいても、自分たちの自己啓発、地域の
ために活動をされている方たちの手助けができればと活
動しています。
お父さん、お母さんにはゆったりとした気持ちで広い
視野や、豊かな感性を育む時間が子育て中の今だからこそ必要だと思うからです。
単純な一時預かりではなく、同じ猪名川町に住み、出会った者同士、託児を通して「子
どもと一緒に育っていこう」という感覚で触れ合っていけたらと思っています。
託児に来たときに泣いていた子が帰り際に、笑顔でバイバイをしてくれたり、まだ遊
び足りないと遊ぶ子を見ていると、嬉しく思います。
ぽんぽこは平成７年から活動しています。現在は会員17名で、できるときに、でき
る人が活動しています。活動は主に子育て支援センター主催行事の託児をしています。
その他に保健センターの検診時、猪名川町役場主催の講演会・セミナー時、幼稚園・小
学校のPTA活動時での託児をしています。
「託児ボランティアぽんぽこ」に関心のある方は、ぜひボランティア活動センターま
でご連絡ください。

情報の
発信と受信

総合福祉（ゆうあい）センター内の相談窓口のご案内

障がい者（児）の生活に関する相談や支援
障がい者（児）の就労に関する相談や支援
介護や高齢者福祉に関する相談や支援
ボランティア活動や福祉教育等に関する相談
地域福祉全般に関する相談や支援
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障害者相談支援センター
障害者就労支援センター
地域包括支援センター
ボランティア活動センター
地域在宅課

TEL.766−5444
TEL.766−5444
FAX.
TEL.764−5812
766−8511
TEL.764−5813
TEL.766−1200（代）

8：45
〜17：30

※年末年始
12/29〜
1/3を除く

善意銀行とは？
善意銀行は、少しでも社会の福祉のために役立ちたいという皆様の「善意」をお預かりし、地域の必要なところへ
お届けする「心と心の橋渡し」をするものです。猪名川町では、1967年（昭和42年）に発足しました。
善意銀行では、このような一人一人の善意を結び、集め、育てることによって、住みよく明るい社会を築いていく
ことを目指しています。預けられた「善意」は、必要とされている社会福祉施設や地域福祉活動、高齢者・障害者福
祉活動を通じて、「やさしさ」といっしょに役立てられます。

⃝紙オムツ・パット
⃝車いす・ポータブルトイレ
などの福祉用具
⃝家電・家具等の日用品
※食品は受付けていません

町内の福祉施設
⃝
地域福祉活動
⃝

⃝お店の売上げの一部
⃝バザー等の売上げの一部
⃝お祝い事、香典返しの一部
⃝団体からの寄付
⃝個人からの寄付

【物品】

個人（災害見舞金・
⃝
生活困窮世帯等）

地域住民

【金銭】

善意銀行の預託金を活用した事業が始まります！！

令和２年度猪名川町社会福祉協議会「地域の居場所づくり応援」助成事業
この事業は、善意銀行の預託金を活用し、年齢や性別、障害の有無に関係なく、住み慣れた地域で、誰もがいきい
きと暮らせるよう、地域での見守り活動や交流を目的とした、地域住民が主体となって行う「地域の居場所づくり」
を支援する事業です。
・町内で概ね１年以上の活動実績がある地域の住民団体等
・支え合い活動を基盤とした地域の住民対象で誰もが参加できる活動
・活動者及び参加者を含め、概ね５人以上で構成された団体

助成要件
※要点をまとめたもの

・月１回以上、地域内にて活動場所を確保し、住民同士の交流や関係作りを目的とし
た活動
・参加者の限定、趣味活動など同一の内容のみで実施していないこと
・令和２年度猪名川町ふれあい・いきいきサロン開設支援等助成金の交付を受けてい
ないこと
・損害保険等に加入すること

対象経費

講師謝金、消耗品費、備品購入費、印刷製本費、保険料、施設使用料、
機材等の賃借料、食材料費等

助成金額

１団体あたり、20,000円

申請期間

令和２年８月１日（土）から令和２年10月31日（土）まで

申請方法
問い合わせ

※１回限り、申請団体数によっては減額あり

「令和２年度地域の居場所づくり応援助成金申請書」の提出が必要です
猪名川町社会福祉協議会

TEL：７６６－１２００
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きっかけ

【認知症初期集中支援事業を知って活用しませんか？】

づくり

認知症の方やその疑いのある方、家族のもとに訪問して、認知症についての困りごとや心配ごとなどの相談
に対応します。適切な医療サービスや介護サービスにつなぐために、チーム員が一定期間（おおむね6か月以内）
集中的に支援します。

⃝どんな人が対象なの？
40歳以上の自宅で生活している認知症の方や認知症が疑われる方で、
＊認知症の診断を受けていない方や治療を中断している方。
＊適切な医療サービス、介護サービスを受けていない方。
＊医療サービス、介護サービスを利用していても症状が悪化して対応に悩んでいる方。

⃝チーム員はどんな人たちなの？
医療・福祉・介護の専門家たちによって構成されています。
猪 名川町では、認知症サポート医、作業療法士（今井病院）、保健師、看護師、
介護福祉士、主任ケアマネジャーで月に1回チーム員会議を開催しています。

⃝どうして「早めの対応」が必要なの？
認知症は現在、完治が難しい病気とされていますが、早期に発見して適切な対処
をすれば、その人らしい充実した暮らしを続けることができるからです。
『早期発見の３つのメリット』
①

早期治療で改善も期待できる。

②

進行を遅らせることができる。

③

事前にさまざまな準備ができる。

『お気軽にご相談ください!!』

⃝認知症のチェックもできます。個人でも団体でも受け付けますので、ご相談ください。
ご相談・お問い合わせは、猪名川町地域包括支援センター

TEL：７６４－５８１２

情報の 「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」をご存知ですか？
発信と受信

～自分らしく、住み慣れた地域で安心して生活するために、社協がお手伝いします！～

⃝ご利用いただける方
在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者などの方で、ご本人の利
用意思が確認できる方です。家族と一緒に住んでいる方やグループホームやケアハウスなどに住んでいる方も
利用できます。

⃝こんな不安に対応します
①介護保険など福祉サービスの利用手続きがわかりません。
サービスを利用したいときに相談を受けたり、わからないことを説明します。
そして、利用できるように手続きのお手伝いをします。
②お金のやりとりや預金の出し入れに自信がありません。
毎日の生活に必要なお金を金融機関などで出し入れしたり、電気やガスなどの公共料金や家賃などの支払
いを代行します。また、送られてくる手紙を確認し、手続きが必要な時はそのお手伝いをします。
③通帳や印鑑・年金証書をなくしてしまいます。
通帳（日常生活費50万円程度に限る）や公的書類などの自己管理に不安がある場合に預かることができます。
ご契約の上で社協の生活支援員がお手伝いします。（利用料が必要です。相談は無料。）
ご相談・お問い合わせは、猪名川町社会福祉協議会
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TEL: ７６６－１２００・FAX：７６６－８５１１

地域の集 い の 場 におじ ゃ ま しま ーす
～社協の出前講座、ぜひご活用ください！～

社協では、自治会や老人クラブ、サロンや体操教室など、地域の集まりに出向かせていただき、介護予防や健康づくり、
高齢者・障がい者福祉などの専門知識を持った職員を講師として派遣し、社会福祉の普及・啓発を通して、住民主体の地域
福祉の推進を図っています。
楽しく、分かりやすく、みんなで学びながら、仲間づくり・地域づくりの手段のひとつとして、ぜひご活用ください。
例えば・・・

例えば・・・

〈高齢者福祉関連〉
認知症予防

楽しく、レッツ脳トレ！

転倒予防

体操を交えて、転ばない体づくり
のお話

介護保険制度

介護保険サービスの利用方法など

福祉用具

福祉用具の使い方・選び方

高齢者施設

いろいろな種類のある高齢者施設
についてのあれこれ

薬について

先生には聞きにくいけど教えてほ
しい薬のお話

その他、いろいろメニューあります。講師は社協職
員か、テーマによっては、社協に講師登録している専
門職が務めます。

〈食事関連〉
すこやか
食生活講座

元気を維持するには、毎日の「食
事」が大切！
介護予防や認知症予防等の食事に
ついてのお話（試食付、食事へ変
更可）

出張料理教室

みんなで調理し美味しく、楽しく
元気アップ！
各地域の自治会館等で、料理教室
を行います

社協の管理栄養士が講師を務めます。
お話のみも可能です。
※食材料費は試食の場合は無料、食事の場合は一部
実費負担が必要です。

例えば・・・

〈障害者福祉関連〉

● 出前講座のお申し込み方法 ●

障害の理解と支援
のポイント

発達障害って？
知的障害って？
精神障害って？

障がいのある方の
働き方について

障害者雇用とは？
福祉的就労とは？
働くために必要なこと

障がいのある方へ
の支援

障がいのある方への配慮や支
援のポイントとは？

障害福祉サービス
について

障害者総合支援法について
サービスの種類と利用方法

その他、ご要望に応じてお話します。社協の障害福祉
担当が講師を務めます。

事前にお電話等にて、お申込み・ご相談ください。
日程調整のため、早めのご連絡をお願いいたします。（２～３か月前、最低でも１か月前）
講師派遣にかかる費用は無料です。
講座に関するご相談・お問合せは、下記まで。
・高齢者福祉関連

電話：７６４－５８１２（地域包括支援センター）

・障害者福祉関連

電話：７６６－５４４４（障害者相談支援センター）

・食事関連

電話：７６６－１２００（生活支援コーディネーター）
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「脳の健康教室」サポーター養成講座
自分も地域もますます元気に！認知症予防を目的に週１回町

オレンジCafe（認知症カフェ）
だれでも参加できます。コーヒー等を飲みながらゆったりし
ませんか。介護の相談もできます。ワークショップ（別途製作
費：500円程度）も同時開催！
⃝日

時

9月15日（火）・10月20日（火） 14時～16時

内３か所で開講している「脳の健康教室」で、サポーターとし

⃝と こ ろ

日生中央サピエ内

て一緒に活動する地域のボランティアを養成します。

⃝対

認知症の方やその家族、地域の方や専門職、どな

⃝日

時

9月10日、17日、24日いずれも木曜
13時～16時半（終了時刻は前後します）

⃝と こ ろ

総合福祉（ゆうあい）センター

⃝内

脳の健康教室でのボランティア活動・傾聴コミュ

容

ニケーション技術について
⃝対

象

認知症予防や地域のボランティアに関心のある方

⃝定

員

20名程度
無料

⃝申

9月4日（金）まで

60代から脳活を！学習サポーターとコミュニケーションを
取りながら、簡単な計算や音読学習によって脳を活性化させる
認知症予防教室を町内３か所で毎週開催中です。
①日生公民館：毎週月曜

10時半〜正午

②中央公民館：毎週水曜

10時〜11時半

（10月から毎週金曜
③ふらっと六瀬：毎週水曜
⃝内

容

10時〜11時半）

10時半〜正午

週１回くもん教材での楽習・茶話会等と自宅での
学習（宿題）

⃝対

象

町内在住の65歳以上の認知症の診断がない方

⃝参 加 費

月額2,000円

⃝申

随時

込

申し込み
問い合せ

200円（飲み物代）

⃝申

不要

込

問い合せ

猪名川町地域包括支援センター
TEL：764－5812

TEL：764－5812

善意の広場

ボランティア活動です。
誰でも気軽に参加でき、それが何かの役
に立ち、嬉しい気持ちになる活動を進めて
いくことを目的に発足しました。
まずは、エコ封筒づくり・ベルマーク収集から始めてみよう！
とメンバーと相談しました。
活動を始める前に、まずは、資材集めを始めます。活動者は
もちろん、資材の提供のみも受付しています。
活動場所

総合福祉（ゆうあい）センター
２Ｆボランティアルーム

活動頻度

月に1回程度（活動日は別途お知らせします）

募集資材

〇ご自宅でいつか使うかもと貯めているお菓子の包
装紙や紙袋
〇食品などのパッケージについているベルマーク

収集場所

猪名川町地域包括支援センター

FAX：766－8511

問い合せ

総合福祉（ゆうあい）センター

１Ｆ事務所

ボランティア活動センター
TEL：764－5813

FAX：766－8511

（令和２年４月１日～令和２年６月30日）

個人������������������������ 14,000円
個人������������������������� 4,000円
個人��������������������� ポータブルトイレ
個人 ミシン・水素水生成器・かき氷機・テーブルセット・加湿器・棚
個人������������ 紙おむつ・シャワーチェアー・薬飲み
個人������������������������� 五月人形
個人��������������������������� 下着
廣瀬 隆������������������ 使い捨て防水シーツ
飯田 賢一���������������� トイレットペーパー等
イオンモール猪名川������������ トイレットペーパー等
エアロシルフィード��������������� 使い捨てマスク
響グループ�������������������� お米（もち米）
善意の寄付箱(イナホール)���������������� 5,364円
善意の寄付箱(町立図書館)���������������� 3,176円

払 出

預 託

善意の預託ありがとうございました。
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⃝参 加 費

日常のちょっとしたことから始められる

「脳の健康教室」を受講しませんか

⃝と こ ろ

たでも

「ちょこっとボランティア」募集

⃝参 加 費
込

象

１F空き店舗

個人������������������������ 電動ベッド
個人��������������������������� 尿器
ヘルパーステーション観月�������������� 拭き取り布
特別養護老人ホーム
希望の家

さぎそう園������� 折りたたみ式歩行器

すばる

�� 拭き取り布・タオル・水素水生成器・かき氷機・テーブルセット
ゆうあいデイサービス������������ ミシン・加湿器・棚
いながわ子供の家����������������� お米（もち米）
ワーカーズコープ����������������� お米（もち米）
社協地域福祉推進活動�������������� 使い捨てマスク

