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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。

第 7 次猪名川町地域福祉推進計画を策定

人の輪づくり
地域住民間のつなが
りを深めていきます。

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

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。

の発信を行います。
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令和 2 年度から令和 6 年度までの５カ年に亘る第 7 次
猪名川町地域福祉推進計画を策定しました。近年、少子
高齢化、人間関係の希薄化など福祉課題が多様化する中、
誰もが役割を持ち、地域社会に参画できる「地域共生社会」
の実現が喫緊の課題となっています。その実現にあたっ
ては「地域福祉の推進」が必要不可欠です。この計画は今
後の社協の中期的な活動の方向性を示すもので、「みんな
でつくる安心して暮らせるまちづくり」を福祉目標に掲
げ、人の輪づくり・きっかけづくり・情報の発信と受信・
社協づくりの４本柱で地域の方々、関係機関、行政等と
連携しながら、職員一丸となって推進していきます。

善意の広場����������������������������������������7
相談窓口のご案内����������������������������������7
ふれあい伝言板������������������������������������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2年度

猪名川町社会福祉協議会 事業計画
猪名川町社会福祉協議会では、令和２年度から５カ年に亘る第７次猪名川町地域福祉推進計画を策定し「みんなでつ
くる安心して暮らせるまちづくり」を福祉目標に、サービスの質の向上、人材定着、職員個々の資質向上に取り組み、
更なる地域福祉の推進・向上に努めてまいります。地域での居場所づくりとし、ふれあい・いきいきサロンや健康長寿
体操教室、脳の健康教室の開催。地域での見守りネットワーク強化として福祉委員や民生委員・児童委員及び行政、関
係機関との連携。福祉課題に対し地域包括支援センター、障害者相談支援センター、生活福祉資金や成年後見に係る相
談など幅広い総合相談体制を確保します。社協の基盤強化として福祉人材の確保と育成に取り組み、専門性を生かした
質の高いサービス提供により、地域福祉向上を目指していきます。

【人の輪づくり・きっかけづくり】
○福祉委員活動
○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
○ボランティア活動センターの運営
○認知症初期集中支援促進事業
○家族介護支援事業
○認知症高齢者見守り事業
○生活支援体制整備事業
○地域介護予防活動支援事業
・脳の健康教室

福祉委員会全体会

ちびっこボランティア講座

認知症行方不明者捜索訓練

福祉学習を考える集い

・高齢者健康長寿体操教室
・ふれあい・いきいきサロン
開設（継続）支援
○介護予防普及啓発事業
○福祉教育活動
○地域ふれあい事業
○軽度生活援助事業
○生きがい活動支援事業

【情報の発信と受信】

【地域福祉事業の実施】

○広報紙等の発行

○ふれあい弁当サービス

○音訳・点字広報紙の発行

○福祉用具貸出事業

◯ホームページでの情報発信

○手作りおもちゃの貸出事業

○健康福祉まつりへの取組み・出展

○ふれあい交流活動・地域啓発活動

○社協会員会費の啓発

（障害者（児）福祉活動）

○赤い羽根共同募金運動の取組み
○善意銀行活動

赤い羽根共同募金運動の取組み
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健康福祉まつりへの出展

手作りおもちゃ

ふれあい運動会

【福祉相談事業の実施】

【その他猪名川町受託事業等】

○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

○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

民生委員児童委員協議会、
老人クラブ連合会、遺族会、
身体障害者福祉会、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

【介護保険事業】

障害児療育支援事業

【障害者福祉サービス事業】

○高齢者デイサービス事業
○高齢者ホームヘルプ事業

○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・重度訪問介護事業
○障害者日中一時支援事業
○移動支援事業

高齢者デイサービス事業

生活介護事業

令和2年度

就労継続支援Ｂ型事業

猪名川町社会福祉協議会

収入支出予算

≪ 法人全体 ≫
（収入）

科

目

予

会費収入

算

内

（単位：千円） （支出）

容

構成比

2,831 皆様からの会費

寄附金収入

857 善意銀行預託金他

経常経費補助金収入

51,277 猪名川町からの補助金等

共同募金配分金収入

2,290 共同募金地域配分金

受託金収入

60.99%
31.44%

12.27%

事務費支出

6,873 事務消耗品費、賃借料、通信運搬費等

1.62%

就労支援事業支出

2,838 就労支援事業による支出

0.67%

0.45%

共同募金配分金事業費

680 共同募金歳末たすけあい配分金

0.16%

分担金支出

132 兵庫県社協年会費

0.03%

21.50%

助成金支出

0.68%

負担金支出

23.88%

18 普通預金利息等
423 雑収入等

事業活動外による収入

0 退職共済預け金返還金収入等

合計

【収入

計

受取利息配当金収入：18

6,522 校区活動助成金等の各種助成金
70 全国老人福祉施設協議会会費等の諸会費

固定資産取得支出

0.01%

ファイナンス・リース債務返済支出

0.10%

基金積立資産支出

0.00%

事業活動外による支出
合計

417,831

その他の収入：423

417,831千円】

【支出

0.02%
0.00%

7,034 車両等のリース資産返済費
3 基金利息積立

1.66%
0.01%

7,876 退職手当積立基金預け金

1.86%

423,131

計

423,131千円】

ファイナンス・リース債務返済支出：7,034

基金積立資産支出：3

寄附金収入：857

固定資産取得支出：0

事業活動外による支出：7,876

経常経費補助金
収入：51,277
共同募金配分金
収入：2,290

負担金支出：70
助成金支出：6,522
分担金支出：132
共同募金配分金
事業費：680

介護保険事業
収入：89,828

0 備品購入

1.54%

会費収入：2,831

障害福祉サービス等
事業収入：99,759

就労支援事業
収入：2,838

構成比

133,045 水道光熱費、燃料費、消耗品、業務委託等

2,838 就労支援事業による収入

受取利息配当金収入

容

事業費支出

89,828 介護保険事業による収入

その他の収入

内

0.21%

介護保険事業収入

99,759 障がい者支援費

算

258,058 職員給与、諸手当、法定福利費等

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

予

人件費支出

39.67%

1,879 ふれあい弁当利用料、軽度生活援助事業利用料等

目

0.68%

0.55%

165,831 猪名川町からの受託金等

事業収入

（単位：千円）

科

受託金収入：
165,831

就労支援事業
支出：2,838

事業費支出：
133,045

人件費支出：
258,058

事務費支出：6,873

事業収入：1,879
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情報の
発信と受信

猪名川町社会福祉協議会登録ボランティア紹介

●音訳ボランティア 「リヴィエール」

●託児ボランティア「ぽんぽこ」

●傾聴ボランティア「みみい～な」

●点訳ボランティア「てんてまり」

●脳トレサロン

●パソコンボランティア「夢ネット・いながわ」

視覚障害により文字による情報入
手が難しい方へ町広報などを音声
訳・CD化してお届けしています。
健康福祉まつり等を通じて音訳の
録音体験もしておりますので興味
のある方はぜひお立ち寄り下さい。
例会日時 ⇒ 第２・４金曜日 10時～12時
場
所 ⇒ 総合福祉センター

傾聴とは相手に寄り添い心をこめ
てお話を聴くことで、心のケアを
目指しています。
傾聴講座など研修を経たメンバー
が高齢者施設等を訪問、年間約200
回、のべ600人の方の傾聴活動を実施、たくさん喜びの
声を頂いています。
例会日時 ⇒ 第３火曜日 10時～12時
場
所 ⇒ 日生公民館

平成29年度に開催された公文式「脳
の健康教室」終了後自主ボランティ
アグループで「脳トレサロン」を
運営しています。内容は、公文式
教材を使用し読み書き計算などの
脳トレーニング・レクリエーションを実施後茶話会を行っ
ています。高齢者に役立つ情報も伝えています。
例会日時(教室開催日） ⇒ 毎週月曜日 10時～12時
場
所 ⇒ 日生公民館

●手話サークル「マジック」

講演会等での手話通訳や手話入門
講座等の講師、小・中学校での福
祉学習の講師を務めるほか、手話
や聴覚障がい者問題についての学
習・研究活動等を行っています。
例会日時 ⇒ 毎週水曜日（第５週目は休み）
19時15分～20時40分
場
所 ⇒ 日生公民館

●要約筆記「ゆきんこ」

聞こえに困っている方へ要約筆記
や筆談、字幕など文字による情報
を提供しています。当事者との交
流、聴覚障がい者理解への啓発を
行っています。
例会日時 ⇒ 毎週木曜日（第３週目は休み）
10時～12時
場
所 ⇒ 総合福祉センター
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子育て支援センター・行政機関・
PTA・その他公共性のある団体・
グループ(非営利団体)、また社協
の事業等において参加者の託児を
行っています。子どもの好きな方
で子育て経験のある方が活躍しています。
例会日時 ⇒ 第２火曜日 10時～12時
場
所 ⇒ 総合福祉センター

グループメンバーは、9名（内男性
2名）です。点訳や点字カレンダー
の作成等を行っています。主にパ
ソコンで点訳しますが、絵本など
は、タグペーパーに手書きをする
こともあります。また、小学校の福祉学習で点字学習の
指導も実施しています。
例会日時 ⇒ 第１・３水曜日 10時～12時
場
所 ⇒ 総合福祉センター

障がい者、高齢者向けにパソコン
の基本技術・応用技術の習得、研
鑽を目指しています。
障害福祉センターの利用者を対象
にパソコン教室を実施しています。
パソコンやボランティア活動に関心のある方
入会 お待ちしております
例会日時 ⇒ 第１・３土曜日 10時～12時
場
所 ⇒ 総合福祉センター

いつでも

●調理ボランティア「えぷろん」

ひとり暮らしの高齢者や重度の障
がいがある方などを対象とした「ふ
れあい弁当」の調理活動を行って
います。利用者から「おいしかっ
た」と言ってもらえるよう、頑張っ
ています。調理に興味のある方、一緒に活動してみませ
んか？
例会日時 ⇒ 毎週水曜日 8時45分～12時
場
所 ⇒ 障害者福祉センター
興味を持たれた方は、一緒に活動してみませんか！
ぜひお問い合わせください！
お問い合せ：ボランティア活動センター
TEL ７６４－５８１３
FAX ７６６－８５１１

情報の
発信と受信

地域福祉活動者の紹介

私が、ボランティアを始めたきっかけ
関原 恵子さん
私がボランティア活動に関心を持つ様になったのは、あの阪神淡路大震災の時でした。そ
れは、助け合いの力に感動し、自分も何かできることがあるのではと “こでまり” というボ
ランティアサークルに入れて頂きました。
それ以来、色々なボランティアに参加させてもらい、今は、週一回ゆうあいデイサービス
でのボランティアが、一番長く続いています。長い年月の間には新しい出会いや別れもありましたが、皆さんとお話をした
り、入浴後のドライヤーのお手伝い・手芸・編み物などをしながら楽しく続けています。毎週待っていて下さる方がいると
いうことは、とても幸せです。これからも、健康に気を付けて、できるだけ長く頑張っていきたいと思っています。

帽子を愛用しています。
人の輪
づくり

利用者さんからの手紙

《民生委員・児童委員はこのまちに笑顔を広げます。》～5月12日は民生委員の日～
身近な相談相手、見守り役として地域の安全・安心を支えています。

○困りごと解決のため、福祉サービスなど様々な支援サービスをご紹介します。
○必要に応じ、行政・関係団体・機関との連絡や調整をします。
○厚生労働大臣から委嘱され、常に地域住民の立場にたった活動を行います。
ひとりで悩まず相談してください。民生委員・児童委員には法による守秘義務があります。
人の輪
づくり

健康長寿体操教室

～身近な場所で健康づくり始めませんか～
65歳以上の高齢者を対象に介護予防を目的とした健
康長寿体操教室を実施する団体に助成を行っています。
地域の自治会館などを活用して、ご近所の方と楽し
く健康づくりしませんか？
お試し期間の３ヶ月間は無料でインストラクターが
教えてくれます！！

情報の
発信と受信

令和２年度ふれあい・いきいきサロン

開設支援等助成を受付中！
地域で生活している高齢者
の方や住民の皆さんが、ふれ
あいを通して生きがいをも
ち、仲間づくりの輪を広げる
とともに、いつまでもいきい
きと安心して暮らせるよう、地域の皆さんが協力しあっ
て身近な場所で交流を深め、支え合う地域づくりの場
を開設するための助成金です。
猪名川町社会福祉協議会では、猪名川町からサロン
開設支援事業の委託を受けています。社協では、助成
金の交付だけでなくサロンの立ち上げに関する支援や
アドバイスも行いますので、気軽にご相談ください！！

お問い合わせは、猪名川町社会福祉協議会

TEL：７６６－１２００
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きっかけ

きららの営業案内

づくり

人の輪
づくり

図書館横コミュニtea roomきららにおい

みんなで楽しく頭の体操

脳の健康教室の3つ目のモデル教室が半年

て、すばるの利用者と地域のボランティアさ

間の楽習を終えました。受講生とサポーター

んで、喫茶をしています。すばるのクッキーも好評販売中で

が楽しく学び、体操し、お喋りをして、脳を活性化しました。

す。ボランティアのお手伝いの方も募集中です。

今年度は以下の3か所で自主教室が行われます。
みなさんのご参加をお
待ちしております。
・日生公民館（月）
10時半〜12時
・中央公民館（水）
10時〜11時半

営業日

・ふらっと六瀬（水）
10時半〜12時

毎（水・木・金） 11時〜14時
※第１木曜日は休みです

情報の

10月～２月開催

おもちゃ図書館「手作りおもちゃ」

発信と受信

月に１度ボランティアの方々による「手作りおもちゃ」の作製を
しています。
フェルトや布で出来た温かみのある「布おもちゃ」の貸し出しを行っています。
男の子にも利用いただけるよう木のおもちゃも導入しています。
サークル活動や地域の集まり、個人でも貸し出し可能です。世界で一つだけの
おもちゃをぜひ手に取って遊んでみませんか？お気軽にご利用ください。
利用できる方

町内在住の個人・団体

貸し出し期間

最長1か月

利

無料

用

料

貸し出し個数

個人・・・2個
団体・・・複数可

新しいおもちゃもボランティアの協力により作製中です。ぜひ1度おもちゃを
借りに来てください。

ふ れ あ い

フォトフラッシュ
きっかけ
づくり

きっかけ
づくり

大切なのは
人と人とのつながり！

地域における支えあい活動の促進を目的に、掃除や買い物

ボランティアきっかけ講座

「お茶の淹れ方」や「笑いヨガ＆バルーンア

レンジ」を体験したり、「ボランティアとは」
と題し、motto ひょうご栗木剛氏にご講義いただき様々な
視点からボランティア活動に興味を持っていただく機会とな
りました。

等の軽易な支援を行う『生活
支援サポーター』養成研修を
行いました。内容の濃い３日
間でしたが「何より、相手を
思いやる気持ちが大切。テク
ニックはその次」等、とても
学びになったとのご意見を多
数いただきました。
２月開催（全３回）
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１月14日～28日（全３回）開催

きっかけ
づくり

「認知症フレンドリー講座」

きっかけ
づくり

～認知症を正しく理解するために～

地域包括支援センターのオープン講座として、民生委員、
介護保険関係者49名で受講しました。VR（バーチャルリア
リティ）を活用し、認知症の方の見える世界（階段を降りる
とき、幻視、運転中のてんかん発作時の見え方など）を体感
することができました。認知

認知症サポーター養成講座開
催しました！

介護保険の最前線で活動している専門職を対象に猪名川町

サービス事業所連絡会にて、講座を開催しました！なかなか
受講の機会がなく、オレンジリングを初めて手にする方も多
くおられました。介護の現
場で日々経験を積まれてい

症の症状は千差万別ですが、

る専門職の皆さんには、認

本人の見えている世界を知る

知症の基本的な知識を改め

ことで、より良い支援につな

て確認する場となりました。

がり、認知症になっても住み

キャラバン・メイトにも多

やすい猪名川町にしていきた

くの励ましの言葉をいただ

いと思います。
２月13日開催

きました。初めての専門職
対象の講座で緊張もありま
し た が、 キ ャ ラ バ ン・ メ イ

きっかけ
づくり

トの楽しく学ぼうという思

災害ボランティア養成講座

災害時に協力いただけるボランティアの養

いは専門職の皆さんにも伝
わったと思います。

成を目的に「災害時の避難所開設とボランティ

１月23日開催

アセンターについて～要援護

善意の広場

者の視点から」と題しゆめ風
基金

事務局長

八幡隆司氏

善意の預託ありがとうございました。

にご講演いただきました。災

預 託

害時には、地域のボランティ
アの活躍が重要であることを
感じていただける機会となり
ました。

発信と受信

12月14日開催

災害登録ボランティア
啓発イベント

払 出

情報の

災害登録ボランティア及び災害の啓発を目的に災害を知っ
てもらう機会とし、イオン猪名川店でイベントを開催しまし
ク体験・減災の為に伐採した

個人（2件） ������������������ おむつ・福祉用具
町内事業所（13件）���� おむつ・福祉用具・ティッシュ・タオル等
フードバンク関西������������������ 10,000円
猪名川町共同募金委員会��������������� 60,000円

本会へ求職を希望される方に対して、標記のとおり採用名簿への登録
を行っています。
登録を希望される方は、本会ホームページより申請書をダウンロード
いただき、必要事項に記入・写真を添付の上、猪名川町社会福祉協議会
総務課まで持参もしくは郵送ください。

木材を使用した工作・町内の
台風被害のパネル展示ブース
を設け、多くの参加者に災害
を身近に感じていただくこと

問い合せ・登録先

ができました。
2月8日開催

発信と受信

個人������������������������� 福祉用具
イオン猪名川店������� トイレットペーパー・キッチンタオル
団体������������������������� 2,403円
スポーツクラブ21つつじ ��������������� 10,000円
猪名川町仏教会������������������� 75,000円
杉生老人クラブ女性部会��������������� 拭き取り布
白金プラチナ倶楽部����������������� 拭き取り布
猪名川町老人クラブ連合会女性委員会��������� 拭き取り布
団体������������������� いーないながわカルタ

令和２年度 猪名川町社会福祉協議会
嘱託・臨時職員採用名簿登録について

た。AED 体験・ロープワー

情報の

（令和元年12月1日~令和2年3月31日）

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会 総務課
兵庫県川辺郡猪名川町北田原字南山14-2
猪名川町総合福祉（ゆうあい）センター
T E L：072－766－1200（代表）
FAX：072－766－8511

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

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
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ふれあい 伝言板
オレンジCafe（認知症カフェ）

どなたでも参加できます。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

⃝と こ ろ
⃝対
象
⃝参 加 費
⃝申
込

６月25日（木）、７月15日（水）
14時～16時
日生中央サピエ内空き店舗
認知症の方やその家族、地域の方や専門職、どな
たでも
200円（飲み物代）
不要

ボランティアきっかけづくり講座
あなたの知らない世界をちょっと覗いてみてみませんか！新
しい生き方、楽しい暮らし方のヒントが見つかるかもしれませ
ん。お気軽にご参加ください。
⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝対

象

⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込
申し込み
問い合せ

成年後見制度の個別相談
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害、発達障害
などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、
ご本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度の利用をお
考えの方に個別相談を行います。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝対
象
⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込
申し込み
問い合せ

第３金曜日10時～12時
5 /15，6/19，7/17，8/21，9/18，10/16，
11/20，12/18，R3.1/15，2/19，3/19
総合福祉（ゆうあい）センター
どなたでも
毎月２組（１組１時間程度）
無料
＜事前予約制＞当日の４日前（月曜日）まで

猪名川町地域包括支援センター
TEL：764－5812

FAX：766－8511

6月12日・19日・26日（金）10時～12時
総合福祉（ゆうあい）センター
2階研修室
第１回「フラダンス体験」
第２回「アロマ体験～アロマについて知ろう」
第３回「つながる つなげるボランティア」
新しいことを始めてみたい・ボランティアに興味
がある方・ボランティア経験者
15名
第２回のみ材料費500円
６月５日（金）まで

猪名川町社会福祉協議会ボランティア活動センター
TEL：764－5813

FAX：766－8511

令和２年度地域相互見守りモデル事業
（地域となり組）
子育て支援や高齢者の見守り、サロンなどの居場所づくり等
を通じて、住民同士が世代・性別を問わず助け合いのできる地
域コミュニティの構築に取り組む地域団体等を募集します。
⃝申

込

５月22日（金）～６月22日（月）
※募集期間内必着
※応募書類等は、兵庫県のホームページ（https://web.pref.
hyogo.lg.jp/）からダウンロードしてください。
問い合せ

兵庫県健康福祉部社会福祉局社会福祉課福祉企画班
TEL：078－362－3181

新型コロナウィルス特例貸付（緊急小口資金等）について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5月７日（木）ま
で、ゆうあいセンターの貸館および、６月分の町内在住者の施
設利用（コミュニティドーム）抽選会が中止となりました。また、
今年度のふれあい運動会も中止となっています。今後の状況に
より、貸館や講座等の中止や延期の可能性があります。詳細は
お問い合わせください。

町内に居住し、新型コロナウィルスの影響を受け、休業等に
より収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸
付を必要とする方で、申込を希望される方は、社会福祉法人猪
名川町社会福祉協議会（電話072－766-1200）まで、お問い合
わせ下さい。
社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会ホームページ
http://www.hyogo-wel.or.jp/

新型コロナウイルス感染防止のため家にいることが増えた皆様へ
「動かない」状態が続くと心身の機能が低下し「動けなくなること」が心配です。２週
間の寝たきりにより失う筋肉量は、７年間に失われる量に匹敵するともいわれています！
家でできる以下の３つのポイントに留意して、健康維持に努めましょう！

⃝運動のポイント
一人か限られた人数で散歩する。
 ジオ体操やスクワット、座っ
ラ
たままで足踏みをする等、家で
できる運動をする。
家事や農作業を続ける。
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⃝食生活やお口の健康の
ポイント
３食食べて規則正しい生活を。
毎食後、寝る前に歯磨きをする。
 っかり噛んで食べる、早口言
し
葉、歌う等、お口周りの筋肉を
保つ。

⃝人との交流の
ポイント
 話や手紙、メール等
電
を活用し、家族や友人
との交流を続ける。

