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ロープワーク

災害ボランティア
養成講座を開催！

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

猪名川町社会福祉協議会

つながりを
地域住民間の
す。
深めていきま

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。

平成 30 年２月 17 日・24 日 ( 土 )「災害ボラ
ンティア養成講座」を開催しました。
１日目は、丹波市社会福祉協議会 松浪
豊さんから丹波市の豪雨災害での経験を講義
いただき 2 日目は、猪名川町防災士会 北村
隆幸さんから土嚢づくりの注意点やロープ
ワークなどの技術を学びました。
受講後、ほとんどの方が災害ボランティア
登録をされました。
ご興味のある方は、ぜひ一緒に活動しませ
んか？
『我こそは !!』と手を挙げてくださる方をお
待ちしています。

事業計画��������� 2-3

社協の活動日記������������������������������ 6

ボランティア活動センター登録グループ紹介����� 4

ふれあいフォトフラッシュ／善意の広場���������� 7
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「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30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、
「みんなでつくる安心して暮らせるまちづくり」を目標に、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・向上に努めます。主に地域福祉分野においては、地域包括支援セ
ンターの体制・機能充実を図り、専門性を活かした高齢者の総合相談窓口として課題解決に努めます。
介護保険サービス、障害福祉サービス等自主財源事業においては、サービスの質の向上はもとより、専門性、自立支援、
QOL向上につながる支援を提供していきます。
社協では猪名川町より受託している地域包括支援センターや障害者相談支援センター、生活支援体制整備、生活困窮者支
援などを活かし、福祉の「相談窓口」としての機能をより充実すべく、多職種・多機能連携やネットワークを構築させ、個
別ケースから地域レベルでの支援体制を行政とともに進めていきます。

【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
○認知症初期集中支援事業
○高齢者健康長寿体操モデル事業
○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
○介護予防普及啓発事業
○福祉教育活動

福祉委員会全体会

ちびっこボランティア講座

認知症行方不明対応捜索訓練

福祉学習を考える集い

○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
○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】

○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

○健康福祉まつりへの取組

○手作りおもちゃの貸出事業

○健康福祉まつりへの出展

○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
○善意銀行活動

健康福祉まつりへの出展
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赤い羽根共同募金運動の取組

ふれあい運動会

手作りおもちゃ

【福祉相談事業】

【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
老人クラブ連合会、遺族会、英霊にこたえる会
障害児療育支援事業
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、民生委員児童委員協議会

【介護保険事業】

【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（生活介護事業、就労継続支援B型事業）
○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

高齢者デイサービス事業

生活介護事業

平成30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

3,214 皆様からの会費

寄附金収入

804 善意銀行預託金他

経常経費補助金収入

47,405 猪名川町からの補助金等

共同募金配分金収入

2,428 共同募金地域配分金

受託金収入

予

算

内

容

構成比

人件費支出

257,914 職員給与、諸手当、法定福利費等

61.40%

0.19%

事業費支出

134,999 水道光熱費、燃料費、消耗品、業務委託等

32.14%

11.12%

事務費支出

4,433 事務消耗品費、賃借料、通信運搬費等

1.06%

就労支援事業支出

2,448 就労支援事業による支出

0.58%

41.29%

3,192 ふれあい弁当利用料、軽度生活援助事業利用料等

（単位：千円）
目

0.75%

0.57%

175,979 猪名川町からの受託金等

事業収入・利用料収入

科

0.75%

共同募金配分金事業費

742 共同募金歳末たすけあい配分金

0.18%

分担金支出

129 兵庫県社協年会費

0.03%

介護保険事業収入

102,391 介護保険事業による収入

24.02%

助成金支出

就労支援事業収入

2,448 就労支援事業による収入

0.57%

負担金支出

125 全国老人福祉施設協議会会費等の諸会費

0.03%

固定資産取得支出

655 備品購入

0.16%

障害福祉サービス等事業収入

87,995 障がい者支援費

受取利息配当金収入

20 普通預金利息等

その他の収入

368 雑収入等

事業活動外による収入
合

20.64%

0 退職共済預け金返還金収入等

計

0.01%

ファイナンス・リース債務返済支出

0.09%

基金積立資産支出

0.00%

事業活動外による支出
合

426,244

【収入

計

426,244千円】

会費収入：3,214

その他収入：368
受取利息配当金収入：20

寄附金収入：804

経常経費補助金
収入：47,405
共同募金配分金
収入：2,428

障害福祉サービス等
事業収入：87,995
就労支援事業
収入：2,448
介護支援事業
収入：102,391

受託金収入：
175,979

6,369 校区活動助成金等の各種助成金

計

【支出

4,074 車両等のリース資産返済費
3 基金利息積立

1.52%

0.97%
0.00%

8,168 退職手当積立基金預け金

1.93%

420,059

計

420,059千円】

ファイナンス・リース債務返済支出：4,074
固定資産取得支出：655
負担金支出：125
助成金支出：6,369
分担金支出：129
共同募金配分金
事業費：742
就労支援事業
支出：2,448
事業費支出：
134,999
事務費支出：4,433

基金積立資産支出：3
事業活動外による支出：8,168

人件費支出：
257,914

事業収入・利用料収入：3,192
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猪名川町社会福祉協議会

信

発
情報の

ボランティア活動センター登録グループ紹介

グループ名

活動内容

例会日時/場所

1

音訳ボランティア
｢リヴィエール」

町広報や社協だより等を音訳しCDを作成し、視覚障がい者
に情報を届けています。その他、障害者福祉センターでの音
訳ボランティア活動（利用者と共に声を出す）や、希望に応
じて視覚障がい者に対面朗読活動等を行っています。

総合福祉センター
第2・4（金）
10:00~12:00

2

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。

日生公民館
毎週（水）
19:30~21:00

3

調理ボランティア
「えぷろん」

4

要約筆記
「ゆきんこ」

5

点訳ボランティア
「てんてまり」

6

パソコンボランティア
「夢ネット・いながわ」

障がい者、高齢者向けにパソコンの基本技術・応用技術の指
導を行っています。平成21年からは障害者福祉センターの利
用者を対象にパソコン教室を月2回実施しています。

総合福祉センター
毎週（土）
10:00~12:00

7

託児ボランティア
「ぽんぽこ」

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）、又社協の事業等において参
加者の託児を行っています。

総合福祉センター
第2（火）
10:00~12:00

8

傾聴ボランティア
「みみい~な♡」

対象者に寄り添い、お話しを聴くことで心の和むひとときを
と願い、福祉施設等で傾聴ボランティア活動を行っています。

日生公民館
第3（火）
9:30~12:00

ひとり暮らしの高齢者や重度の障がい者等を対象とした「ふ 総合福祉センター
毎週（水）
れあい弁当サービス」における弁当の調理を行っています。
8:45~12:00
2グループに分かれ、月2回ずつ調理を担当しています。
聞こえに困っている方への支援を行っています。要約筆記活
動、字幕付DVD制作や上映会「きらっと☆いながわ」の字
幕付け等文字による情報保障と、聴覚障がい者理解への啓発
を中心に活動しています。

町広報誌（一部抜粋）・依頼文書・一般図書等の点訳や小・ 総合福祉センター
第1・3水曜日
中学校の福祉学習にて点字学習の指導や点字カレンダーの作
10:00~12:00
成等を行っています。

傾聴ボランティアみみい〜な♡（傾聴活動の様子）

手話サークルマジック（クリスマス会）

お知らせ
イオンモール猪名川店 ３Fフードコート横イベントスペースにて登録ボラ
ンティアグループの啓発活動を行います。初回は、5月7日（月）13：30〜
15：30 傾聴ボランティア「みみい〜な♡」による傾聴サロンです！！

4- INAGAWA syakyo
news

総合福祉センター
毎週（木）
10:00~13:00

要約筆記ゆきんこ（文字でおしゃべり）

社会福祉法人 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

づくり

け
きっか

福祉活動者（グループ）の紹介

1

イベントのお知らせ

健康福祉まつり

こんにちは、
す！
で
ト
イ
メ
・
ン
キャラバ

イナホール 小ホール

平成30年6月3日（日）
10：00〜15：00

見・捜索訓練を企画、運営しています。現在、猪名川町にはキャラバン・
メイトが74名います。そのうち25名程が強力メンバー！なじみの顔で

認知症啓発イベント
イオンモール猪名川
フードコート横

平成30年6月16日（土）
13：00〜16：00

〈気軽に、遊びにきてください!!〉

猪名川町で認知症の啓発を行っているキャラバン・メイトをご存知で
しょうか？各地域で認知症サポーター養成講座、認知症行方不明者発

2

キャラバン・メイト代表今村さんより一言
「みんなで楽しく活動しています！力を合わせて優しく温かい地域づ
くりをしましょう！」

認知症になっても住みやすい猪名川町を目指して取り組んでいます。
毎月、キャラバン・メイトの集いと題して会議を行い、情報交換を

オレンジ色には「人を
たすける」って意味が
あるんだって

含め、養成講座の役割分担を行っています。寸劇や講師もこなし、そ
の小道具も手作りで行っています。工作部が発足するなど皆さん、『楽
しみながら活動する』をモットーに取り組んでいます。皆さんの地域、
学校、職場でも講座を開催してみませんか？地域包括支援センターに
て受け付けています。
私たちの目標は町内の全小中学校での講座の開催です。健康福祉ま
つりでも出展しています。気軽に遊びにきて下さい。認知症啓発の冊
子も無料配布。ミニ捜索訓練で体験して楽しいおまけ？も検討中！認
知症検診もできますョ。
地域包括支援センターの職員も常駐していますので相談も受付けます!!

健康長寿体操教室

キャラバン・メイトお手製の
“忘れる木”

マスコットのロバ隊長と
オレンジリング

人の輪づくり

せんか～

～身近な場所で健康づくり始めま

猪名川町では、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

平成30年度ふれあい・いきいきサロン
開設支援等助成を受付中！

この助成は、地域で生活され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い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。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!!
お問合せは、猪名川町社会福祉協議会

まで

ＴＥＬ

７６６－１２００
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社協の活動日記
～ふれあい弁当を利用しませんか～
地域の調理ボランティアのみなさんによる、手作りの心のこもったお弁当を、配食ボ
ランティアのみなさんが各ご家庭に、お声掛けをしながら配っています。週に１回のふ
れあい弁当ですが、お気軽に利用してください。
⃝利用対象者	おおむね65歳以上の高齢者夫婦世帯・おひとり暮らし（日中おひとり
で過ごされている方も可）
重度の障がいのある方
⃝配食日時

毎週水曜日の昼食（祝日・年末年始は休止）

⃝利用料

１食

⃝申込・問い合わせ

静思館

５００円（税込）
猪名川町社会福祉協議会

TEL：766-1200

FAX：766-8511

おひなまつりに出店

希望の家すばる就労継続支援事業Ｂ型では、猪名川町の静思館で行われた「お
ひなまつり」に今年も出店しました。多くのお客様でにぎわい、来館者の方にコー
ヒーとクッキーを購入して頂きました。ありがとうございました。次は、健康
福祉まつりに出店しますので、是非ともご来店ください。また、ゆうあいセンター
でも販売してますので、ご来館ください。

メイクアップのボランティアさん来所
ゆうあいデイサービスには地域から様々なボランティアさんが来てくれてい
ます。
今回は初めてメイクアップのボランティアさんが来てくれました。眉、口紅
などほんの少し化粧をするだけでも気持ちが華やかになりました。
自分の得意なことを活かして、ゆうあいデイサービスで活動してみませんか？
囲碁、将棋、麻雀、手芸、編み物、音楽、歌など何でもOK ！
気軽に連絡お待ちしています♪

町外外出でエキスポシティ（吹田）の
水族館に行きました。
希望の家すばる生活介護では様々なプログラムを行っており、町内外への外
出を計画したり、季節に応じた作品なども利用者の方と作成しています。

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。

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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ふ れ あ い

フォトフラッシュ

きっかけづくり

手話ボランティア養成講座（後期）を実施

平成29年9月から平成30年2月の間に聴覚障がい者のコミュ

きっかけづくり

ニケーションを支援する手話ボランティアの養成を目的に、
「手

生活支援サポーター養成研修を実施

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担い手を養成し、地域に
おける支えあい活動の促進を目的に、2月14日～28日の毎
週水曜日に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、講師の先生の分かりやすく、引
き込まれる講義に、受講生の意欲も高まり有意義な時間と

話ボランティア養成講座
（後期）」(全24回)を実施
しました。手話の基礎技
術の習得をめざし、講義
と演習を繰り返し、会話
の練習等を行いました。
12名 の 方 々 が 修 了 証 を
授与されました。

なりました。
今年度は2回程度
開催予定ですので、
ご興味のある方は
是非ご参加くださ
い。

きっかけづくり

オープン講座『若年性認知症の方の想い
に触れる』を開催！

平成30年3月15日（木）ゆうあいセンターにて、若年性認知

症当事者の古屋一之さんとひょうご若年性認知症生活支援相談
センターの森さんをお招きし、お話を伺いました。自分で語る

きっかけづくり

力を持った若年性認知症の方が全国で語り始められており、猪

『脳の健康教室（モデル）』日生教室
修了式を開催！

平成29年10月から平成30年3月の半年間、公文式を活用

した脳の健康教室に取り組みました。教室運営時のサポー
ター養成講座から始まり開校式から半年。サポーター39名、
受講者29名でスタートし、ほぼ全員が3月26日の修了式を
迎えることができました。開校式では町長より挨拶をいた
だき、修了式では生活部長より修了証の授与が行われまし
た。今年度のモデルは中央公民館教室を下半期に行います。
また、継続サポート支援事業として、この日生教室も公文
式はそのままに、新た

名川町でも直接想いをお聞きすることができました。古屋さん
も人前でのお話は初めてと伺っていましたが、診断を受けた時
の絶望感や、認知症である自分を理解してくれる存在に出会え
た時の喜び、支えてくれる家族の存在など、時にユーモアも交
えながら分かりやすいことばで、とても心に響くお話をしてく
ださいました。古屋さ
んにとっても受講者に
とっても、大切な一歩
になったのではないか
と思います。古屋さん、
森さんありがとうござ
いました！

に 自 主 教 室 と し て5月
14日よりスタート予定
です。運営側も受講者

人の輪づくり
民生委員・児童委員は
このまちに笑顔を広げます。

側も笑顔で認知症予防
に取り組みます。

～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

善意の広場

全・安心を支えています。
（Ｈ30年2月1月～Ｈ30年3月15日）

預 託

善意の預託ありがとうございました。
個人�������������� フットマッサージャー（払出指定）
個人������������������������� 紙おむつ
猪名川町老人クラブ連合会 女性委員会�������� 拭き取り布
個人������������������������� 紙おむつ

払 出

ゆうあいデイサービス����������� フットマッサージャー
ゆうあいヘルパー事業所���������������� 紙おむつ
特定非営利活動法人 フードバンク関西�������� 10,000円

●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。
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ふれあい 伝言板
情報の発信と受信
平成30年度 ふれあいバスツアーのお知らせ
障がいのある方とその家族やボランティア等の方が一緒に外出す
ることで、地域での「つながり」や仲間同士の親睦を図り、共に「生
きがい」を高めることを目的として、リフト付きバスによる日帰り
旅行を実施します。今年は京都嵐山で食事後、京都水族館へ行きます。
多くの方のご参加をお待ちしています。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝対
象
⃝参 加 費
⃝申込期限

５月19日（土）
８：30 ～17：00頃（予定）
京都嵐山・京都水族館
町内の障がいのある方とその付き添いの方（原則1名）
バ ス代無料、チケット代・昼食代等は各自負担となり
ます
５月11日（金）
なお、応募多数の場合は抽選により、決定します。

ふれあいバスツアー事務局

申し込み
問い合せ

TEL：766－2525

FAX：766－0900

＊この事業は赤い羽根共同募金配分金により、運営されています

人の輪づくり

第22回 ふれあい運動会

今年も、町内の障がいのある方とその家族や地域の方が共に楽し
む運動会を開催します。実行委員会で、皆で楽しめる競技やレクリ
エーションを企画しています。たくさんの方の参加をお待ちしてい
ます。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝対
象
⃝参 加 費
⃝申込期限
申し込み
問い合せ

6月23日（土）10：00 ～13：00
受付は9：30 ～
猪名川町文化体育館（イナホール）
町内の障がいのある方とその家族や障害福祉に興味
のある方
無料
5月7日（月）から受付開始

ふれあい運動会実行委員会事務局
（猪名川町社会福祉協議会）
TEL：766－2525

FAX：766－0900

きっかけづくり
手話ボランティア養成講座（前期）受講生募集
聴覚障がい者のコミュニケーションを支援する手話ボランティアの養
成講座を開催します。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝対
象
⃝定
員
⃝申込期限
⃝参 加 費

7月4日（水）～11月21日（水）
毎週水曜日 （全20回）10：00 ～12：00
総合福祉（ゆうあい）センター 研修室
手話や聴覚障がいの基礎知識について学ぶ
手話や聴覚障がいに関心のある方
20名（先着）
6月11日（月）まで
無料・テキスト代3,240円（税込）は実費

きっかけづくり
要約筆記啓発講座 受講生募集
要約筆記啓発講座を開催します。
「要約筆記」とは、聴覚に障がいがある人に、音声の情報を文字にして
伝えることです。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝対

象

⃝定
員
⃝申込期限
⃝参 加 費
申し込み
問い合せ

7月5日・12日・26日・8月2日（木）
（全４回） 10：00 ～12：00
総合福祉（ゆうあい）センター 研修室
聞こえのしくみや聞こえにくい方とのコミュニケーション
の方法（筆談や読話など）や要約筆記等
聞こえに不自由のある方やその家族や知人、支援者パソコ
ンの入力技術も生かして活動してみたい人など、関心のあ
る方ならどなたでも
20名
6月22日（金）
無料

社会福祉協議会

TEL：764－5813

出前講座講師登録募集
〜地域交流始めませんか？〜

猪名川町のサロンや老人会、地域の集まりなどで出前講座を行って
いただける企業・事業者・専門職の方を募集しております。地域で活
躍されている皆さまの専門性を活かして、地域貢献始めませんか？
〈お約束〉 ・無料で１時間程度の講座の開催
・PRのみ。勧誘や販売はご遠慮ください。
・登録制です。
登
録
問い合せ

地域包括支援センター
TEL：764－5812

情報の発信と受信

FAX：766－8511

平成30年４月から成年後見制度について、専門相談員による相談日を
月１回設けています。
「制度について教えてほしい」「手続に必要な書類の揃え方・書き方を
教えてほしい」「後見人が就いたら何をやってもらえるの？」「そろそろ
手続きするタイミングかしら？」「誰に後見人になってもらうべきかな
あ？」など、お気軽にご相談ください。
10：00 ～12：00

（5/18、6/15、7/20、8/17、9/21、10/19、
11/16、12/21、1/18、2/15、3/15）
定員：２組（相談時間：１組１時間）
場所：総合福祉（ゆうあい）センター 研修室
費用：無料
事前予約制：相談日当日の４日前（月曜日）までに申込み。（先着順）
（５月は、5/14（月）までにお申込みください。）
申込・問い合わせは、☎：７６４－５８１２（地域包括支援センター）

※当日のご相談が難しい方は、地域包括支援センターまでご相談ください。
『成年後見制度』とは、認知症、知的障害、精神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、本人の権利を守る援助者（
「成年後見人」
等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。家庭裁判所に必要書類
を提出し、審判を受けて家庭裁判所によって選任された成年後見人等（成年後
見人・保佐人・補助人）が、本人の金銭管理や身上監護の援助を行います。

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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FAX：766－8511

情報の発信
『成年後見相談』の利用を！

日時：毎月第３金曜日

人の輪づくり

ボランティア活動センター

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

