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ふれあい
バスツアー

人の輪づくり
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
合
世代を超えて共に学び
を
い、 思いやりの気持ち
。
育む機会を作ります

つながりを
地域住民間の
す。
深めていきま
５月 19 日（土）、障がいのある方とその家
族、ボランティアの方々との交流や仲間づく

社協づくり

りを目的に「ふれあいバスツアー」を実施し、

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。

猪名川町社会福祉協議会
平成29年度 事業報告・決算報告����������� 2-3
猪名川町社会福祉協議会 会員会費����������� 4-5
理事、監事、評議員の紹介・福祉活動者の紹介 � 6

京都嵐山と京都水族館へ行きました。ボラン
ティア２名を含めて 34 名の方の参加があり、
京都おばんざいのバイキングやイルカショー
を楽しみました。参加者からは「昼食が良かっ
た。」
「イルカショーが楽しかったです。」等の
声が聞かれ、楽しい１日となりました。

社協の活動日記������������������������������ 6
ふれあいフォトフラッシュ／善意の広場���������� 7
ふれあい伝言板／相談窓口のご案内������������ 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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平成29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、平成29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事業
○高齢者健康長寿体操教室事業
○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

【情報の発信と受診】
○広報紙等の発行
○健康福祉まつりへの取組み・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

六瀬中学校区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
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

【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
○高齢者グループホーム事業
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○ふれあい交流活動・地域啓発活動
（障害者（児）福祉活動）

ふれあいバスツアーの様子

【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、英霊にこたえる会
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

構成比

介護保険事業収入

63.53%

550,962 善意銀行預託金他

0.13%

事業費支出

129,484,949 水道光熱費、燃料費、消耗品、業務委託等

30.74%

10.33%

事務費支出

3,604,954 事務消耗品費、賃借料、通信運搬費等

0.86%

就労支援事業支出

2,449,417 就労支援事業による支出

0.58%

0.57%
35.46%

ふれあい弁当利用料、
2,460,995
軽度生活援助事業利用料等

0.57%

126,383,746 介護保険事業による収入

29.43%

2,450,016 就労支援事業による収入

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

0.57%

共同募金配分金事業費

742,000 共同募金歳末たすけあい配分金

0.18%

分担金支出

130,000 兵庫県社協年会費

0.03%

助成金支出

5,070,182 校区活動助成金等の各種助成金

0.03%

固定資産取得支出

1,188,950 パソコン、介護用ベット等の備品購入

0.28%

3,595,852 介護保険事業請求システムリース返済費

0.85%

19.76%

5,448 普通預金利息等

0.00%

ファイナンス・リース
債務返済支出

その他の収入

1,904,115 雑収入等

0.44%

基金積立資産支出

事業活動外による収入

8,522,390 退職共済預け金返還金収入

1.99%

事業活動外による支出

計

429,390,247

【収入

計

100％

合

429,390,247円】

障害福祉サービス等事業収入
84,841,846

共同募金配分金収入 2,447,000

0.00%

計

100％

421,236,925円】
負担金支出 125,000
固定資産取得支出 1,188,950

共同募金配分金事業費 742,000

ファイナンス・リース債務返済支出
3,595,852

就労支援事業支出 2,449,417

基金積立資産支出 3,232

事務費支出 3,604,954

就労支援事業収入
2,450,016

事業活動外による支出
7,229,340

人件費支出
267,613,049

事業費支出
129,484,949

受託金収入
152,239,864

介護保険事業収入
126,383,746

1.72%

421,236,925

分担金支出 130,000

経常経費補助金収入 44,371,183

受取利息配当金収入 5,448

計

助成金支出 5,070,182

寄附金収入 550,962

その他の収入 1,904,115

3,232 基金利息積立
7,229,340 退職手当積立基金預け金

【支出

会費収入 3,212,682

事業活動外による収入 8,522,390

1.20%

125,000 全国老人福祉施設協議会会費等の諸会費

負担金支出

84,841,846 障がい者支援費

受取利息配当金収入

合

構成比

267,613,049 職員給与、諸手当、法定福利費等

152,239,864 猪名川町からの受託金等

事業収入

内訳

人件費支出

2,447,000 共同募金地域配分金

受託金収入

決算

0.75%

44,371,183 猪名川町からの補助金等

共同募金配分金収入

科目

3,212,682 皆様から頂いた会費

寄附金収入
経常経費補助金収入

内訳

（単位：円）

事業収入 2,460,995

≪ 一般会計 ≫

【収入

計

262,172,201円】

【支出

会費収入 3,212,682
その他の収入 284,515

259,244,689円】
負担金支出 80,000

分担金支出 130,000

寄附金収入 550,962

受取利息配当金収入 5,448

計

助成金支出 5,063,182

固定資産取得支出 1,026,950

共同募金配分金事業費 742,000

ファイナンス・リース債務返済支出
2,561,644

就労支援事業支出 2,449,417
障害福祉サービス等
事業収入
78,696,483

経常経費補助金収入
44,371,183

共同募金配分金収入
2,447,000

基金積立資産支出 3,232

事務費支出 3,459,718

事業活動外による支出
4,466,160

事業費支出
40,495,895

受託金収入
20,607,093

人件費支出
198,766,491

事業収入 2,460,995

就労支援事業収入
2,450,016

介護保険事業収入
107,085,824

≪ 公益会計 ≫

【収入

計

167,218,046円】
その他の収入 1,619,600

障害福祉サービス等事業収入
6,145,363

事業活動外による収入 8,522,390

【支出

計

161,992,236円】

負担金支出 45,000
助成金支出 7,000
事務費支出 145,236

固定資産取得支出 162,000
ファイナンス・リース債務返済支出
1,034,208
事業活動外による支出
2,763,180

介護保険事業収入
19,297,922

受託金収入
131,632,771

、当会ホームページの決算報告よりご覧いただけます。

事業費支出
88,989,054

人件費支出
68,846,558
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社協づくり

猪名川町社会福祉
引き続きご協力
障害者交流啓発事業

ふれあい弁当活動費
ひとり暮らしの高齢者及び
高齢者夫婦世帯、 重度障が
いのある方を対象に、 食生
活の充実と安否確認を目的と
して毎週水曜日に昼食を配
食している活動にかかる経費
です。

障がいのある方と地域、関係機
関や団体とをつなげる活動や、障
がい者の啓発や交流イベント活動
を一緒に取組む仲間づくりを目的
とした活動にかかる経費です。

社協組織運営事業
社協の人材育成にかか
る費用等組織の運営にか
かる経費に充てています。
（人件費を除く）

障害者交流
啓発事業

129,000円
〈4%〉

ふれあい弁当
活動費

342,000円
〈11%〉

皆様からいただいた
平成29年度の社協会費は

社協組織
運営事業

663,682円

3,212,682円でした。

〈20%〉

このあたたかい会費は、
このように活かされています! !

ボランティア
活動センターの運営

ボランティア
活動センターの運営
ボランティアに関する相談
受付、 兵庫県ボランティア・
市民活動災害共済の取扱い、
ボランティアグループ連絡会
の開催、ボランティア講座・
研修会の開催、ボランティア
活動の啓発、ボランティアグ

ループ活動費助成などの経
費です。

707,000円
〈22%〉

福祉委員の
地域の活動費

1,371,000円
〈43%〉

福祉委員の
地域の活動費
それぞれの地域の特性に
合わせた福祉啓発活動、地
域ふれあい交流活動、在宅
福祉援助活動を実施する校区
（地区）福祉委員への活動
費助成などの経費です。

皆様のあたたかいご協力、ありがとうございました。
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協議会会員会費に
をお願いします
「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」を実現するために、今年度も社協
会員を募集いたします。 地域の皆様の参加、協力のもと、よりきめ細やかな地域福祉・
在宅福祉活動に会費は活かされます。
社協の活動財源には、自主運営事業の報酬、寄付金・共同募金配分金・公費補助
金受託料のほかに、住民の皆様が会員となって納めていただく会費があります。 皆様
からご協力いただく会費は、社協の運営の基盤となっており、地域福祉を推進するため
の貴重な財源にもなっています。

あなたの「会費」が
地域福祉を支えます。
社協会費にご協力をお願いします。
平成30年度 社協会費

（1口）

一 般 会 員

500円

団 体 会 員

5,000円

賛 助 会 員

5,000円

猪名川町社会福祉協議会が行う地域福祉活動は、個人、各世帯にお願いする『一般会費』、団体にお願いする『団
体会費』、法人にお願いする『賛助会費』で支えられています。ご協力いただく『会費』は地域に根差した住民活
動を進めるために欠かせない財源となり、地域福祉活動の推進のために役立てています。
今年も皆様のあたたかいご理解ご協力をお願い致します。

皆様の『会費』は、地域福祉活動の大切な財源となっています。

募集
方法

各自治会や福祉委員の方々のご協力を得て、
お願いしています。また、事務局でも受け付けて
いますので、ご協力をお願い致します。

●会員会費に関する問い合わせは
猪名川町社会福祉協議会まで

☎766-1200 FAX 766-8511
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社協づくり
平成30年度

きっかけづくり

社会福祉法人猪名川町社会福祉協議会

理事・監事・評議員の紹介
（敬称略・順不同

平成30年7月1日現在）

第１回福祉委員会全体会を開催!!
「福祉委員会」は、猪名川町社会福祉協議会の活動基盤
の強化と、住民の地域福祉活動への参加を目的として設
置され、町内を８つの地区または校区ごとに分けて活動
しています。住民同士の「つながりづくり」を目的とし

理事（定数7名以上9名以内）

將

評議員：上殿

孝弘

副 会 長：桑江

朝武

宮本

浜子

事：村山

興治

北中

昭夫

中村

多一

戸田

絹代

平井

邦子

高岡美津子

喜多

護

端野久美子

畑中

祥宏

安達

隆

井ノ上利昭

今泉

友幸

石井

誠

住野

満

会
理

長：鍋谷

評議員（定数14名以上17名以内）

常務理事：福井

和夫

た交流会等の開催、「地域の困りごと」を様々な機関と連
携して解決に向けて取り組んで行くなど「みんなでつく
る安心して暮らせるまちづくり」の実現に向けて日々様々
な活動を行っています。
平成30年５月19日（土）には、第１回福祉委員会全
体会が社会福祉会館において開催されました。今年度は
110名の福祉委員のうち51名の方が新たに福祉委員とし
て選出されています。
例年第１回の全体会は、福祉委員について理解を深め
ていただくとともに、福祉委員の顔合わせの場となって
います。今回初めて各地区・校区ごとに起立していただき、
代表者に会長から委嘱状が交付されました。福祉委員に
なられた皆さんの引き締まった様子が伺え、各地域の福
祉活動に対する意識高揚の機会となりました。

太田はるよ
監事（定数2名以内）
監

安藤

邦美

事：家門

正幸

鈴木

裕治

今村

惠子

伊藤

茂子

板橋

汎子

関口

捷子

中元

進

社協の活動日記
食後のひと時に焙煎珈琲を…。

調理活動体験

地域で活躍されているコーヒーマスターのボランティアさんがデイ

就労継続支援Ｂ型ではレクリエーショ

サービスで喫茶を開いてくださっています。注文してから挽いてくれる

ン活動の一環として、調理活動をしまし

豆の香りがなんとも言えません。

た。みんなで協力し、おいしいチャーハ

利用者の皆様は食後のコーヒーを楽しんでおられました。
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ンを仕上げることができました。

きっかけづくり

ふ れ あ い

健康福祉まつり

地域福祉の担い手である住民の皆さんに地域や社会に

参加してもらうきっかけづくりや、当協議会の「地域福

フォトフラッシュ

祉事業」を知っていただくことを目的として健康福祉ま
つりに出展しました。
視覚障がい者体験では、「アラビアの壺」というゲー
ムを通して、参加者が視覚障がいの方に対しての理解を
深めるきっかけになるようにと実施しました。
体験後のアンケートでは「ゲームが楽しかった」や「障
がい者の方の気持ちがわかりました」等、たくさんの感
想をいただきました。

きっかけづくり

トライやるウィーク報告

今年度も、中学生が職場体験を通じて地域に学び

生きる力を育むことを目的に、町内３校からトライ
やるウィークの受け入れを行いました。
福祉の現場である多機能型事業所「希望の家すば
る」・高齢者デイサービス・ふれあい弁当作り・ボラ
ンティア活動など様々な活動を通じて、地域におけ
る社協の役割を知ってもらう機会となりました。

ふれあい弁当のお届け

きっかけづくり

イオンモール猪名川の皆さんへ認知症
サポーター養成講座を開催！

平成28年より春と秋にイオンモール猪名川で講座を実

施しており、今年で3年目の開催となります。今回は12
名の方が参加され、「笑顔でゆっくり同じ目線で話して
いきたい」などの感想がありました。実際の接客でも活
かしていただきたいと語られていました。

高齢者疑似体験

善意の広場

（Ｈ30年3月15日～Ｈ30年5月10日）

預 託

善意の預託ありがとうございました。

払出
憩いのひと時をどうぞ!!
皆様のご来店をお待ちしています。

個人������� 30,000円
白金プラチナ倶楽部 拭き取り布
個人�������� 2,000円
個人��������� 肌着類

個人������� 17,000円
個人�������� 6,800円
個人�������� 5,000円
高上 健二� ポータブルトイレ

猪名川荘苑ほっとサロン����������� 助成金
若葉 絆の輪���������������� 助成金
猪名川台あそぼう会������������� 助成金

25,000円
25,000円
25,000円

コミュニ tearoom きらら

図書館（生涯学習センター）内で喫茶営業やクッキー販売を行っています。
ぜひとも、お越しください。（水〜金曜日 11〜14時営業）

お問合わせ TEL.766-2525

◎訓練を通して得た収益金は、希望の家すばる就労継続B型事業の利用者の工賃に反映されます。
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きっかけづくり

生活支援サポーター養成研修 受講生募集

ふれあい 伝言板

猪名川町では、地域における支え合い活動の促進等を図るために介
護保険の「介護予防・日常生活支援総合事業」において様々な取組を
実施しています。
今後、高齢化が進み、支援を必要とする人が見込まれる中、掃除や
買い物等の軽易な支援を行う新たな担い手を養成するための研修を開
催します。
⃝日

時

きっかけづくり

⃝と こ ろ
⃝内
容

脳にいいこと始めませんか？くもんを使った大人の寺子屋を開催します。
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です。

⃝対

「脳の健康教室」受講者募集

⃝日

時

10月3日～3月27日まで。毎週水曜日の10：30 ～12：00
中央公民館2階
週1回、くもん教材での楽習と自宅での学習（宿題）
町内在住の65歳以上の介護認定を受けていない方で認知症
の診断がない方 ※受講者説明会に参加できる方
⃝受講者説明会 9月26日（水） 10：00 ～12：00、中央公民館
⃝定
員 20人（事前面談あり）
⃝参 加 費 月額1,000円
⃝申込期限 8月31日（金）まで
⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝対
象

「脳の健康教室」サポーター募集
自分も地域もますます元気に！認知症予防を目的に10月から開講す
る「脳の健康教室」で一緒に活動する地域のボランティアを養成します。
時

⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝対
象
⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申込期限

⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申込期限
申し込み
問い合せ

猪名川町社会福祉協議会
TEL：766-1200 FAX：766-8511

きっかけづくり

夏休みふれあいプール教室のお知らせ

社協では、夏休みにふれあいプール教室を開催します。水遊びを通
して、のびのびと身体を動かしてみませんか？
⃝日

人の輪づくり

⃝日

象

7月11日・18日・25日 毎週水曜日 全3回
13：00 ～17：30
総合福祉（ゆうあい）センター 2F 研修室
高齢者福祉の制度、コミュニケーション技術、高齢者の
身体的・心理的特徴 等
掃除や買い物等の生活支援に従事を希望される方や、活
動に興味のある方
20名程度
無料
7月6日（金）まで

8月24日、31日、9月7日 いずれも金曜日
13：00 ～16：00 ※全3回
総合福祉（ゆうあい）センター
脳の健康教室でのボランティア活動・傾聴コミュニケー
ション技術について
認知症予防や地域のボランティアに関心のある方
30名程度
無料
8月10日（金）まで

人の輪づくり

「介護ほっこりおしゃべり会」
お茶を飲みながら、当事者も介護者もお互いにお話しすることで、
ほっと一息ついてみませんか？情報交換もできますよ。途中参加・途
中退室可能です。介護の相談も受け付けます。
⃝日
時 7月20日（金）10：00 ～12：00
⃝と こ ろ 総合福祉（ゆうあい）センター
⃝対
象 当事者の方、介護者の方
⃝参 加 費 100円（お茶代・お菓子代）
⃝申
込 無料
申し込み 猪名川町地域包括支援センター
問い合せ TEL：764-5812 ＦＡＸ：766-8511

情報の発信と受信

申し込み
問い合せ

障害者福祉センター
TEL：766-2525 FAX：766-0900

きっかけづくり

サマーボランティアスクール 2018

夏休みの期間を利用して、
「ボランティア活動体験」ができる企画で
す。ボランティア活動をしてみたいけれど、なかなか一歩が踏み出せ
ない方や「誰かのために何かしてみたい！」という方も、ちょっぴり
勇気を出して活動してみませんか。
将来の夢や進路につながる新たな発見が見つかるかも!?
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝対
象
⃝参 加 費
⃝申込期限
申し込み
問い合せ

7月21日（土）～8月31日（金）
1日のみの活動もOK ！
総合福祉（ゆうあい）センター他
高齢者・障がい者施設、ふれあい弁当作り、ボランティ
アグループ（点字など）等でのボランティア体験など
町内在住・在学の中学生・高校生・大学生・専門学生等
ボランティア保険代（下記のいずれか）
①市民活動災害共済プラン 500円
②天災危険補償プラン
600円
7月1日（日）〜7月31日（火）

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

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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時 （前期）7月27日、8月3日 いずれも金曜日
（後期）8月10日、17日 いずれも金曜日
9：30 ～10：30 10：45 ～11：45の2部制
⃝と こ ろ 総合福祉（ゆうあい）センター室内プール
⃝対
象 ・町内の障がい児・者（小学生以上）
・自立歩行が可能な方（介助ありでの歩行も可）
・各期定員6名
⃝参 加 費 無料
⃝申込期限 7月18日（水）までにお申し込みください。
なお、応募多数の場合は抽選により、決定します。

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

