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今年度は、「5つの柱」を
重点的に取り組んでいきます！

理　　念
誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざして

基本方針
●持続した法人運営に向けた組織機構や活動の見直し　　 
●総合相談活動の充実を図り、地域支援・個別支援活動強化

地域の課題である「買い物支援」について
　今年度、総合支援チームと買い物・食材支援基盤整備
担当職員とともに支援策について協議検討を進めています。

横断的な取り組み！

①現在取り組んでいる高齢者相談、障がい者相談支援、生活
困窮者支援などを部門ごとの相談支援にとどまらず真の総
合的な支援が組み立てられるよう基盤を固めていきます。
②各相談窓口の情報が法人内で共有できるよう情報のシス
テム化を図ると共に、相互連携が図れるよう定例的な検討
会議を実施します。
③生活困窮者・障がい者・ひきこもり者などの支援として法人独自の「中間的就労」の場面
を検討し、他法人・企業のご協力も得ながら自立を促す施策を検討します。
④現在市民の皆様にご協力をいただき進めているお米のフードバンク体制を、日常生活
用品まで幅を広げ、困窮者ケースの即対応が図れる体制を整備していきます。

3. 総合相談としての機能強化

①「複合型多機能施設」建設に向けて今後の利用状
況やサービス提供のあり方など各当事者団体や
関係者と協議し、具体的な設計に入ります。朝来
市担当課との協議並びに申請手続きについて兵
庫県と具体的な協議に入ります。

2. 障がい者の
自立を支援

①第7期役員体制の確立に向け、法人の根幹である、定
款を含む定数、選出区分、組織体制等を見直します。
　　②介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みやその
方向性などを視野に入れ、国の動向や市の計画等を
考慮し、社協としての立ち位置を確立しながら、地域
福祉活動を基盤とした地域支援活動、個別支援活動
を両輪とする第二次地域福祉推進計画及び第二次
社協発展計画を策定します。

1. 改革・進化これからの社協作り

　一人暮し高齢者宅等を訪問し、体調にお変わりは
ないか、生活にお困り事はないか確認をしていま
す。あるお宅を訪問すると食料が尽きてしまい厳し
い生活をされている実態が明らかになりました。
　数日後に控えた年金支給まで食料もなく非常に
お困りの状況。緊急性が高く担当者は社協内の生
活困窮関連の相談業務担当にこのケースを相談。

共に訪問をさせて頂く中で、Aさんは身近な親族も
おられず一時的に支出が続いてしまわれた事など
が原因でした。翌朝には緊急の食糧支援を行い一
時的な生活困窮状態を脱することが出来ました。
　今後は複数の関係部署・機関が連携を強化し総
合的な相談に対応していくことがますます求めら
れています。

①地域支援活動の基本を小学校区域（各
地域自治協議会（旧朝来町は2つ））と
し、1校区の地域支援員を3名から2名
体制に改め（計24名）、地域課題や個人
が抱える個別課題を把握し、地域住民と
共に課題解決が出来るよう地域住民が
参画する検討会議を実施します。

②地域支援員活動を中心に介護予防・日常生活支援総合事業の目指す新しい地域の支え
合い体制を構築するため、市内各法人の協力の下、生活支援コーディネーターの設置
を協議検討します。

4. 地　　域　　支　　援

高齢者相談センターの活動から お一人暮しのAさんのケース
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特集／平成28年度 朝来市社会福祉協議会 活動基本方針と活動計画の概要

　朝来市にお住まいの皆さま及び法人・団体等の皆さまには、社協活動の趣旨にご理解い
ただき、地域福祉活動推進のための会費納入にご協力くださいますようお願い申し上げ
ます。

平 成 2 8 年 度  社 協 会 費 の お 願 い

み ん な が 担 う

よろしく
お願いします

　社会福祉協議会は、社会福祉法で「地域福祉の推進を

図ることを目的とする団体」と位置づけられた公共性の高

い民間団体です。「誰もが安心して暮らせるまちづくりを

めざして」を基本理念とし、地域にある様々な福祉課題の

解決・改善に向け、住民や当事者の方々と一緒に考えて行

くなど、地域福祉推進に向けて活動を行っています。

社協って何なん？

社 協 会 費

1,200円（一口） 市内にお住まいの世帯

3,000円（一口） 法人の目的に賛同する個人

5,000円（一口） 法人の目的に賛同する法人及び事業所・団体

※一般会費については、区長様を通じご依頼いたします。

一般会費
賛助会費
特別会費

あ さ ご ふ く しの

　朝来市においても、制度やサービスではカバーできない困りごとや福祉課題が多くあります。例えば独居高齢者の困りごとや生活困窮問題、障がい者の就労など様々です。このような課題に対し、会費は共同募金財源などと合わせて社協らしさのある事業に充当され、独自のサービスや取り組みを行っています。そんな社協しか出来ない活動をどれだけ応援いただけるのか、見方を変えると、社協会費は皆さまから社協への期待度を表しています。

社協会費は何に役立つん？

♦配食サービス事業

♦とまり木サロンわだやま

♦相談事業

皆さまのご理解と

ご協力をよろしく

お願いいたします
。

　食事の確保が困難な
方・安否確認が必要な方
を対象に、お変りはないか
確認を兼ねて昼食をお届
けしています。食材にと野
菜やお米を提供いただく
など、市民の皆さんから
応援いただいています。

　地域交流スペースとして開所して今年で10年。4
月には来場者数が10万人を突破。お陰さまで多くの
方に無くてはならない存在に。閉じこもり防止、地域
の交流の場、生きがい活動、障がい者の就労支援と
その効果は多岐にわたっています。

　制度や社会環境の変化に対
応するため各種相談窓口を設
け、「心配ごと相談」・「結婚相
談」・「総合相談」等の各事業を
展開しています。心配ごと・結
婚相談では市民の方に相談員
としてご協力いただき、住民目
線の対応で「社協らしさのあ
る」活動となっています。

お弁当お届けに来ました

今日もとまり木は大盛況！ 心配ごと相談

結婚相談連絡会の様子

①人材育成は、継続した法人運営には欠かせ
ない課題と認識し、次世代のリーダー育成
に努めます。

②これまで（第3期まで）のOJT担当者並びに
育成プログラムの効果を検証及び評価を行
い、継続したOJT担当者を選抜し新任職員
等の育成に努めます。

③第4期のOJT担当者を選出し担当者の育成
を図ると共に、中間管理職を中心とした次
世代の人材育成に努め、時代に即した柔軟
な思考で考えられる職員集団とそのリー
ダーづくりを目指します。

5. 人　　材　　育　　成

※OJT：（On-the-Job Training）職場での実務を通じて行う職員の教育訓練

平成28年度朝来市社協資金収支予算（法人全体）

その他 
1％

収入
555,944

会費・寄附金・
補助金等

18％

介護保険
60％

人件費
71％

事業費
19％

事務費
8％就労・障害福祉

サービス
21％ 支出

523,985

就労支援事業費 
1％

●事業活動支出●事業活動収入

その他
1％

（千円）（千円）

事業活動資金収支差額
施設整備等資金収支差額
その他の活動収支差額
予備費支出
当期資金収支差額

H28年度予算 H27年度予算（補正後）
31,959

△4,991
△7,347

5,000
14,621

21,998
△8,321
△3,465

5,000
5,212

  
9,961
3,330

△3,882
0

9,409

増　　減
（単位：千円）
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地域支援員 N ew s

　これまで行ってきました地域ミニデイなどへの地域訪問、区役員さん・民生委員さんとの
情報交換・共有を目的にした話し合い等の活動を今後も続けていきます。併せて、近年、市内
でよくお聞きする「買い物に行きたいけど移動手段がない」「バスに乗って買い物に行っても
あまり荷物が持てない」といった声。今年度は『買物』にスポットを当てて市内の状況を調べ
ていく予定です。

　地域の皆さま方の「地域ミニデイをしてみたい（こうし
たい）！」「あの一人暮しのお婆さんの見守りが心配」「地域
内で介護の勉強会がしたい」などといった思いやお考え
に関して、地域の皆さま方と一緒に膝を交えて考えてい
きます。
　今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

●問合せ先／総合支援課　TEL.676-5213

さぁ飛び出そう！
地域支援員

28年度の動き

このメンバーがあなたの地域を担当します。
エリア

担当

生野

池野

谷川

奥銀谷

須磨

井上

糸井

片山

藤本

大蔵

上山

岡

和田山

清水

古川

東河

四方

谷口

竹田

山中

西垣

梁瀬

足立

白川

粟鹿

奥田

足立

与布土

平岡

梶

中川

上谷

清水

山口

谷井

松岡

移動販売の様子 生協職員による個配の紹介

※結婚相談事業は登録制です。各地域センターで受け付けております。　※登録料は無料です。　
※日程は結婚相談員による相談日です。　※相談費用は無料です。　

相談時間 午後1時30分～4時（平成28年5月～
平成28年10月 ）

登録料
相談費用

無料

地域センター名／場所

生野地域センター
生野老人福祉センター
TEL.679－3053

和田山地域センター
朝来市役所南庁舎
TEL.672－0440

山東老人福祉センター
TEL.676－5215

山東地域センター

朝来地域センター
朝来老人福祉保健センター
TEL.677－1606

5月

―

―

―

―

6月

８日

１３日

１日

8日

7月

―

―

―

―

8月

3日

８日

３日

―

9月

―

―

―

―

10月

１２日

１１日

５日

12日

結 婚 相 談
各地域センターの所在地・電話番号は下記のとおりです。

　前号の結婚相談事業の記事の中で、平成27年度の成婚件数を9件と報告しましたが、
詳細に確認しました結果5件に訂正し、謹んでお詫び申し上げます。　　    総合支援課

広報「社協だより あさご」
（第66号）の訂正とお詫び

平成28年度 【あさご交流カフェ】

近日OPEN!
こうのとり大使による
縁結び交流会
参加者募集

婚活イベントの様に、

カップリングにこだわらない、

独身男女の出会いの場

【あさご交流カフェ】を

開催します。
詳細は追ってお知らせします。

①申込用紙によりFAX又は郵送によ
り申し込む（申込書は但馬青少年本
部HPからダウンロード可能）。

②Eメールにより、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号・勤務先・
勤務先市町名を記載して申し込む。

　 （tajima_habatan@seishonen.or.jp）

但馬
地域

日　時
場　所

参加対象

内　容

参加費
募集定員
申込締切

申込方法

問合せ
申込先

平成28年7月17日（日）　11:00～15:30
県立但馬長寿の郷（養父市八鹿町）

1対1のトーク、ランチタイム　等

男性2,000円　女性1,500円
男女各15名（定員に達した場合には抽選）
6月28日（火）

但馬出会いサポートセンター　
TEL：079-662-7701　

（開館日時　水・木・土9:00～17:15）　

県内に在住又は在勤の独身男女
（男性は40歳以上の但馬在住又は在勤者、
 女性は年齢フリー）
※年齢は開催日現在の満年齢

6



地域支援員 N ew s

　これまで行ってきました地域ミニデイなどへの地域訪問、区役員さん・民生委員さんとの
情報交換・共有を目的にした話し合い等の活動を今後も続けていきます。併せて、近年、市内
でよくお聞きする「買い物に行きたいけど移動手段がない」「バスに乗って買い物に行っても
あまり荷物が持てない」といった声。今年度は『買物』にスポットを当てて市内の状況を調べ
ていく予定です。

　地域の皆さま方の「地域ミニデイをしてみたい（こうし
たい）！」「あの一人暮しのお婆さんの見守りが心配」「地域
内で介護の勉強会がしたい」などといった思いやお考え
に関して、地域の皆さま方と一緒に膝を交えて考えてい
きます。
　今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

●問合せ先／総合支援課　TEL.676-5213

さぁ飛び出そう！
地域支援員

28年度の動き

このメンバーがあなたの地域を担当します。
エリア

担当

生野

池野

谷川

奥銀谷

須磨

井上

糸井

片山

藤本

大蔵

上山

岡

和田山

清水

古川

東河

四方

谷口

竹田

山中

西垣

梁瀬

足立

白川

粟鹿

奥田

足立

与布土

平岡

梶

中川

上谷

清水

山口

谷井

松岡

移動販売の様子 生協職員による個配の紹介

※結婚相談事業は登録制です。各地域センターで受け付けております。　※登録料は無料です。　
※日程は結婚相談員による相談日です。　※相談費用は無料です。　

相談時間 午後1時30分～4時（平成28年5月～
平成28年10月 ）

登録料
相談費用

無料

地域センター名／場所

生野地域センター
生野老人福祉センター
TEL.679－3053

和田山地域センター
朝来市役所南庁舎
TEL.672－0440

山東老人福祉センター
TEL.676－5215

山東地域センター

朝来地域センター
朝来老人福祉保健センター
TEL.677－1606

5月

―

―

―

―

6月

８日

１３日

１日

8日

7月

―

―

―

―

8月

3日

８日

３日

―

9月

―

―

―

―

10月

１２日

１１日

５日

12日

結 婚 相 談
各地域センターの所在地・電話番号は下記のとおりです。

　前号の結婚相談事業の記事の中で、平成27年度の成婚件数を9件と報告しましたが、
詳細に確認しました結果5件に訂正し、謹んでお詫び申し上げます。　　    総合支援課

広報「社協だより あさご」
（第66号）の訂正とお詫び

平成28年度 【あさご交流カフェ】

近日OPEN!
こうのとり大使による
縁結び交流会
参加者募集

婚活イベントの様に、

カップリングにこだわらない、

独身男女の出会いの場

【あさご交流カフェ】を

開催します。
詳細は追ってお知らせします。

①申込用紙によりFAX又は郵送によ
り申し込む（申込書は但馬青少年本
部HPからダウンロード可能）。

②Eメールにより、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号・勤務先・
勤務先市町名を記載して申し込む。

　 （tajima_habatan@seishonen.or.jp）

但馬
地域

日　時
場　所

参加対象

内　容

参加費
募集定員
申込締切

申込方法

問合せ
申込先

平成28年7月17日（日）　11:00～15:30
県立但馬長寿の郷（養父市八鹿町）

1対1のトーク、ランチタイム　等

男性2,000円　女性1,500円
男女各15名（定員に達した場合には抽選）
6月28日（火）

但馬出会いサポートセンター　
TEL：079-662-7701　

（開館日時　水・木・土9:00～17:15）　

県内に在住又は在勤の独身男女
（男性は40歳以上の但馬在住又は在勤者、
 女性は年齢フリー）
※年齢は開催日現在の満年齢

7



■いきいき介護センター・訪問介護員

小 山  静 香 さ ん

■あさごふれ愛の郷あおぞら・支援員

小 野 山  明 子 さ ん

1）今後、介護が必要となる家族がいたので、参考になればと
思い、社協の介護員初任者研修を受講して勤務しました。

2）認知症の進行がある家族に対して、心にゆとりを持てる様
になったのが良かったです。施設でご利用者様と一緒に過
ごす事で日常の小さな出来事でも大笑いしながら楽しく
仕事に取組めたり、介護・介助させて頂いている中で、「あ
りがとう」「助かるわ」の一言を頂けた時に喜びを感じます。

3）ご利用者様からたくさんのお話しを伺ったり、気持ちに寄り添っていける様に意識していく事
で、自分自身が成長していける仕事ではないかと感じています。きっかけはほんの少しの興味
からでも良いと思います。ぜひ一緒に勉強していきましょう！

■小規模多機能施設宅老所えんや・介護職員

中 島  寛 子 さ ん

1）色々な仕事を転々としていた頃、社協にお勤めのヘルパーさ
んから、「福祉の仕事をしてみては」と声を掛けて頂きヘル
パー研修を受けて仕事に就きました。不安もありましたが、
やりがいのある事、人と関わっていくこの仕事が私にあって
おり、毎日が新鮮で楽しく仕事をしています。

2）ご利用者様との関わりの中で、「ありがとう」など感謝の言葉
を掛けて頂く事や、楽しい時、落ち込んでおられる時など、ご利用者様と共感し合えた時は喜び
を感じます。

3）人の役に立ちたい方、会話をするのが好きな方は福祉の仕事に向いていると思います。人相手
ですので、こちらの声掛けや行動で対応を間違えると、大変な事になる時もありますが、それを
恐れずに先輩・同僚と連携をとりながら頑張って頂きたいです。

お金のやりとりに
自信がありません。

通帳や印鑑を
失くしてしまいます。 市役所から書類が

届いたけどどうすればいいのかな？

福祉サービスの　
利用手続きが分かりません。

日常の
金銭管理
サービス

通帳・印鑑
預かり
サービス

郵便物
確認の
お手伝い

福祉
サービスの
利用援助
サービス

　認知症・障がいなどで判断力に不安がある方を対象にした事業です。心配な方はまず、お近くの社協地域
センターにご連絡ください！！ 
　ご本人以外でも、ご家族やご近所の方など身近な方、民生委員さん、行政など関係団体を通じてのお問い
合わせにも対応します。

社会福祉協議会で働く
職員を紹介します。福祉の 事仕

今年度も社会福祉協議会では、介護員養成研修を予定しています。
福祉の仕事に興味をもたれた方は、ぜひ受講してください！！

（詳しくは、7月発行の第68号に掲載します）

皆さんに次のことを聞きました。

1）福祉の
仕事に就こ

うと思った
きっかけは

何ですか。

2）福祉の
仕事をし

ていて良
かったと

思った時
、喜

びを感じ
る時はど

んな時で
すか。

3）今から
福祉の仕

事を目指
される方

にメッセ
ー

ジをお願
いします

。

1）小さい頃、祖母がよく膝が痛いと言っていたので、何か手
助けできる仕事をしたいとその時に思いました。

2）大変な時もありますが、自分がやりたいと思って就いた仕
事なので、やりがいもあって楽しいし、ご利用者様から“あ
りがとう”と言って頂けた時はうれしいです。

3）「介護の仕事」イコール「高齢者」のイメージがあると思い
ますが、障がい児・障がい者の方の支援もあります。確かに
大変な時もありますが、とてもやりがいがあると思います。

地域をつくる
市民応援助成事業

市内で活動される法人格を
持たない非営利の任意団
体を対象に、助成金を交付
します。共同募金の配分金
の一部を活用しています。
※前年度に交付実績のある団体は申

し込めませんのでご注意ください。

1グループ・団体あたり
最高10万円

名　　称 対　　象 助成金額

※交付についてはそれぞれ申請条件や審査があります。詳しくは本部・各地域センターへお問い合わせください。

今年も募集します！ 地域が主役

地域をつくる
市民応援助成事業

昨年度助
成団体・シ

ンプルトー
ン

昨年度の審査会の様子

 熊本地震で被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げます。一日
も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
　朝来市社会福祉協議会では、各地域センター及び本部窓口にて募金箱
を設置して義援金を募集しています。お寄せ頂いた義援金を取りまとめ兵
庫県共同募金会等を通じ、被災された地域の方々の支援に役立てられま
す。皆様の温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。　

朝来市共同募金委員会事務局（地域統括課）  079-676-5215問い合わせ

「平成28年 熊本地震義援金」を募集しています
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朝来市共同募金委員会事務局（地域統括課）  079-676-5215問い合わせ

「平成28年 熊本地震義援金」を募集しています
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●物品預託
・柊木　　　縄田　安男（車イス等介護備品）
・匿名１件（掲示板）

●供養預託
●金銭預託
・石田　　　藤室　貴大（亡父）
・石田　　　藤尾　絹子（亡母・亡夫）
・伊由市場　木島喜栄子（亡夫）
・澤　　　　大川　仁臣（亡父）
・山内　　　黒田　　均（亡母）
・納座　　　谷野　　覚（亡母）
・立野　　　松本　将喜（亡妻）
・山本　　　山田　耕作（亡父）
・口田路　　藤井　正文（亡母）
・上岩津　　清原　裕一（亡父）
・上岩津　　足立　賢一（亡父）
●善意の預託
●金銭預託
・木村医院職員一同（2件）

●善意の預託
・「プルタブで車イス運動」賛同の皆様
　（プルタブ130㎏）

●物品預託
・市御堂　　足立　　聖（車イス等介護備品）
●善意の預託
●金銭預託
・林垣　　　隨泉寺・詠和会（寒修行浄財）
・社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 
　立雲の郷
・匿名１件（車椅子借用礼）
●物品預託
・駅前　　　伊来　俊文（手すり等介護備品）
・高生田　　高生田老人クラブ（雑巾100枚）
・匿名２件（タオル）
・匿名１件（介護用品）
・匿名１件（肌着）

●供養預託
●金銭預託
・楽音寺　　奥　　　尚（亡母）
・柊木　　　縄田　安男（亡妻）
・迫間　　　松本　省平（亡弟）
●善意の預託
●金銭預託
・山東民生委員児童委員協議会（3件）
・県立南但馬自然学校友の会

●供養預託
●金銭預託
・生野２区　藤和　　功（亡父）
・生野６区　足立　昭男（亡父）
・生野６区　赤曽部　豊（亡父）
・生野新町　井上　和枝 （亡母）（介護用品）
・奥銀谷　　虎城美作子（亡母）
・奥銀谷　　佐藤　次郎（亡父）
・上生野　　橋本　隆司（亡母）
●善意の預託
●物品預託
・黒川　　　竹村　由雄（もち米30㎏）
・栃原　　　菊池　行弘（岩津ねぎ）

●供養預託
●金銭預託
・緑ヶ丘　　石井　　新（亡姉）
・土田　　　吉盛　茂貴（亡父）
・高田　　　田中　浩一（亡祖母）
・枚田　　　日原　智子（亡夫）
・柳原　　　丸茂　則夫（亡父）
・白井　　　衣川　敏博（亡父）
・久田和　　増田　周子（亡夫）

その他

和田山
山東

朝来

善意銀行だより 平成28年2月1日～平成28年3月31日

ご寄付いただいた皆様の善意にお応えできるよう、有効に活用させていただきます。

生野

（敬称略・順不同） ※名前、預託内容、金額等については、申込者に承諾をいただいて掲載しています。

　広報の担当となり4回目の発行を迎えました。
　10数年　福祉の仕事に携わり自分自身にとっての「ふくしの常識」が市民の方にとってはそうでない
かもしれません。初心に戻り市民の方の目線に立った、わかりやすい広報作りに努めていきたいと思い
ます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

編 集
後 記

●外観を見て「まぁ～手上げ
とってやなぁ可愛いなぁ」

●乗って「外がよう見える
で」「見晴らしがええな」
「静かやなぁ」 　3月13日（日）に生野地域センターで

開催しました「福祉バザー」には多くの
方々にお越しいただきました。総売り
上げは、昨年度を上回る311，840円で
した。
　物品を提供いただいた地域の皆様、
集めていただいた区長様、民生委員様
など多くの方のご協力にお礼申し上げ
ます。

ご協力ありがとう
ございました。

●「ありがたいな」「うれしいな」「大事にせなバ
チが当たるな」「大事に乗らせてもらうわな」

等の言葉を頂きました。助成頂いたとお伝
えするたびに、手を合わせて「ありがとう」
と仰います。外出行事、いつもの送迎に、大
切に大切に使わせていただきます。

　この度、公益財団
法人日本財団様より
宅老所ふらっとに助
成を受け待望の送迎
車両が配備されまし
た！

助成を

受けた
こと

に対し

ご利用
者の

感謝の
声

送迎車
ありがとうございました！　
念願
の

本当に
ありがとう
ございました

宅老所
ふらっと 生野福祉バザー


