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社協だより社協だよりあさご
検索朝来市社協

この広報誌は、共同募金の
配分を受けて発行しています。

～いつまでも変わらない輝きを～

今年もかしのき園を彩る雛人形

関連記事 P9中段
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やっぱりフロント（窓口）は大事よね！やっぱりフロント（窓口）は大事よね！
～社協の在り方と今後について点検～～社協の在り方と今後について点検～

　社協では現在、高齢施設、障害施設、そして、地域福祉分野でも業務の改革を進めています。
その要因として…

（外的要因）�コロナ禍の終息がなかなか見えない中、法人内でも働き方や仕事の手法の見
直しが必要となっている。

（内的要因）�朝来市社協は合併から 16 年、本部移転（山東⇒朝来）から４年が経過し、
職員数減少のため組織のスリム化が必要となっている。

　法人理念である「誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざして」と照らし合わせると、
理事会において、社協の在り方、組織の再構築について検討が必要でした。とりわけ「社協
本部と地域センター」「社協と地域」を命題として、その関係性において議論がなされてい
ます。

　その中で、少子高齢化等による地域の活力の減少や市民個々の問題を解決していく。その
ためには、「伴走型支援」をしていくことが社協の法人理念達成のために必要との結論に！

中間のとりまとめ…

　そのため、今後、地域センター職員の配置数と、将来的に市
の建物の再配置計画を踏まえながら地域センターの在り方につ
いて協議を進めていきます。

　上記取り組みこそが法人理念達成への道と結論付けられ、中
間報告がなされました。

地域へ出向く 顔馴染みの関係 ニーズ・課題の把握 伴走型支援へ
＊ ＊

＊

その 1　社協の顔は「地域の窓口」となる職員そのもの。
その 2　地域の窓口は社協の本部ではなく、地域センターである。
その 3　地域の声は待っていても聞こえてこない。
その 4　困っている方は、なかなか自ら SOSを発信されないもの。



区のつながりを社協の助成がバックアップ！区のつながりを社協の助成がバックアップ！

竹田新町区

藤和区

伊由市場区

新井二区 早田区

● わがまち食堂助成事業

● つどいの場活動支援助成事業

• 区長さんより
「食堂事業を通し区民が親睦を深めることができました」　「世代間交流の活動でみんなが楽しむことができて良かっ
たです」

• 参加者さんより
「観音講の後にいつも
のお茶会。これから
も続けていきます」

• 参加者さんより
「ミニデイをやっててよかっ
た。こんな時だからこそつな
がりを大事にしたいと思いま
す」
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• 区の役員さんより
「民生委員や協力委員とコミュニ
ケーションを図ることができ、地
域の実情を知ることができました」
• 民生委員さんより
「心配なお宅のことなど一人で考え
込むことがありましたが、福祉部
会のみんなで支援を考えていける
ようになり助かっています」

八代区福祉部会 早田区福祉部会 生野新町区福祉・安全部会

桑原区福祉部会 竹田新町区福祉部会

● あさご SI 助成事業（地域福祉体制整備事業）

● ぷちサロン活動応援助成事業
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ネットワーク効果が早くも！ネットワーク効果が早くも！
徘徊する高齢者の危機を救った。徘徊する高齢者の危機を救った。

「まさかＡさん！？」　　　
過日、ある区の福祉部員の方が仕事を終え車で帰宅途中、交差点前で信
号待ちをされていた時。区の福祉部会で気がかりな人にあげられた方々の
内のひとりである、Aさんらしき人が自転車を押して横断する姿が。「まさ
か…。夜にこんな遠い場所で見かけることはないだろう…」と思ったが気
になり、近くの場所に停車させ、民生委員さんに連絡されました。
民生委員さんはAさんの自宅まで行き、在宅であるかを確認。自宅は部
屋の電気は付いているが、愛用の自転車がない！まさか……

民生委員さんは区長さんに連絡し、二人で5〜6km先の現場に直行。
Aさんに寄り添って話を聞くと、「ここへ来たことがある」と、昔を思い
出し不思議そうなご様子。
無事を確認し、区長さんの車に乗車して一緒に家に帰られました。
この一連の出来事を区の福祉部会のLINEグループに情報発信。Ａさ
んの無事をみんなが喜び、各々がより一層気にかけていこうという思
いになられたということでした。

なんでこんな連携が？
実はこの区では昨年度から社協の「あさごＳＩ助成事業（地域福祉体制整備事業）」に取り組ま
れており、それに関連し「わが町井戸端会議」を開催されてきました。その会議では、
〔第１回目会議〕区内でどなたが一番気がかりかとの意見交換で

●77歳女性の一人暮らし　　　　　　　　●自転車で同じところを何度も通過される
●どなたにも何度も同じことを話される　�●色々な物を関係のないところに持って行かれる�等
●会話のつじつまが合わない

このようなAさんのことが一番に気になる。
遠くから見守っていこうということになりました。
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〔第２回目会議〕
Aさんの見守りを含め、もしもの時に情報共有ができるように『福祉部会』という名のLINEグ
ループをつくろうということに。
その後のこと…
介護保険サービスをご利用されているAさんには担当のケアマネがついておられる。娘さんや民
生委員さんが、いつ居なくなるかわからない不安な思いを相談された。現行の介護保険サービ
スを見直された結果、靴にGPS（位置情報管理システム）を付けることになり、週３回のデイサー
ビスを週４回利用されることとなりました。

「警察に保護」　　　　
その数日後、朝6時半ごろにAさんを保護したと警察から娘さんに一報
がある。娘さんはAさんを迎えに行った後、区長さんや民生委員さんに保
護されたことを報告。娘さんが装着されていたGPSを確認すると、前日の
23時半から家を出て行かれていたことがわかった。保護された時のAさんの姿は、薄着の服で泥
だらけになっていたとお聞きする…。
福祉部会に無事であったことの情報が共有される。

その後の『わが町井戸端会議』では、このような出来事があるけど行方不明で大事に至るまでに
区で食い止められていることを皆で讃え合われた。そして、Aさんのことで思いが次々に意見とし
て出ました。
「Ａさんは専門医に受診されたことはあるのかな？」
「認知症の進行を止めるような薬を飲まれているのだろうか」
「今、介護保険で要支援2だから利用できるサービスの種類も回数も限
られるし、どうしたらいいの？」等
今回、区の福祉部会というネットワークが危機を救い、LINEグループが
ネットワークを強化した一面を目の当たりにし、人と人とのつながりの大切さを改めて実感し
た。そして地域で高齢化が進む中、どこでも起こり得る事ではないだろうかと思った。

やってて、よかった。区内の「井戸端会議」。
みんなで情報共有し、同じ方向で援護者を見守る必要性を再認識しました。
社協では市内各区で「福祉」に関するネットワーク作りを応援しています。
お問合せは総合支援課までお気軽にご相談下さい。

問合せ先／総合支援課　
℡／677-2702　
E-mail／asago-sishakyo@sasayuri-net.jp�
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家族のアイドル誕生！ 家族のアイドル誕生！ （うれしい報告）（うれしい報告）

心温まる訪問に満面の笑みが!心温まる訪問に満面の笑みが!
（ほっとコミュニケーション事業）（ほっとコミュニケーション事業）

結婚相談事業 

　朝来市結婚相談所を通じて結婚されたAさん・Bさんに、この
度赤ちゃんが誕生しました。幸せいっぱいのご様子に心から嬉
しく思います（涙）
　誕生した赤ちゃんはご両親の愛情を一身に受けられ日々過ご
されています。元気に育ってね!!

≪Bさん（お母さんより）≫
　2017年から社会福祉協議会の相談員の方にお世話になり、
夫と巡り合いました。
　昨年4月に入籍し、この1月に赤ちゃんを出産しました。
　結婚生活では、家事を分担してお互いが休みの日には色んな
所に出掛けています。
　今後は2人で協力して楽しみながら育児が出来たらと思って
います。

　市内の75歳以上の一人暮し高齢者の誕生月に民生委員さ
んや地元小学生が笑顔とともにメッセージカード・祝品をお
届けし、安否確認・近況
などをお伺いしていま
す。
　毎年、誕生月を楽しみ
にされている方も多くお

られ、訪問先ではお互いに気遣う会話が笑顔で交わされ
るなど、文字通り「ほっと」な会話が花開いており、大変好
評です!

2612gで生まれた元気な男の子です

場　所 電　話 相談日

朝来市社会福祉協議会本部（朝来市朝来庁舎内） 677-2702 4/13 5/11 6/8

●相談日：毎月第2水曜日　　●時　間：午後1時30分〜3時
（3月のみ　第1水曜日）

◆◆結婚相
談◆◆

　朝来市結婚相談所には未婚男女が登録されており、担当相談員12名がご紹介やお見合いのセッティング、婚活イ
ベントなどの情報提供といったサポートをしています。登録料・会費は無料、現在は本会ホームページからもご登
録いただけますので、お気軽にご相談ください。
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今年度の　募金実績額は

8,125,624円
（昨年度　8,196,964円）

※法人募金にご協力いただいた事業所等のご芳名を
別紙折込みにてご紹介させていただいています。

〇戸別募金� ………… 6,169,971円
〇法人募金� ………… 1,490,800円
〇職域募金� …………　131,118円
〇学校募金� ……………139,654円
〇街頭募金� …………… �60,324円
〇その他の募金� ………133,757円

福祉教育指定校

生活困窮者支援ほっとコミュニケーション事業

困りごとお助け隊

地域情報の発信

皆さまからいただいた募金は、朝来市でのさまざまな福祉事業に使われます

誰もが気軽に立ち寄れる「地域の
いこいの場」、あさごふれ愛の郷
利用者の「就労の場」として運営
しています。

地域での身近な集いのぷちサ
ロンやわがまち食堂の開催など
に助成を行い地域の活性化をサ
ポート!

調理や買い物が困難な高齢者等
を対象に見守りも兼ねて昼食や
夕食のお弁当をお届けしていま
す。

とまり木サロン
わだやま 地域応援助成 事業 配食サービス 事業

朝来市共同募金委員会
事務局/朝来市社会福祉協議会　総合支援課　☎677-2702

今年度も、コロナ禍にもかかわらず市民の皆さまからの温かいご協
力でたくさんの募金が集まりました。
ありがとうございました。
戸別募金でお世話になりました、各区長様、隣保長様、学校募金で
お世話になりました教職員の皆様、ご協力いただき本当にありがと
うございました。

それ以外にも

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金ののご報告ご報告
令和3年度
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＊卒業式を袴姿で、華やかに凛々しく出席されてはいかがですか ?

＊インスタグラムはじめました（貸衣裳事業）

＊東河地区　「ちょボラ」

＊竹田地区　地域の課題・問題に即した活動をする為に

朝来市社会福祉協議会では、卒業式用袴・2尺袖着物を
安価にて取り扱っております。

インスタグラムで「朝来市社会福祉協議会」
と検索すると貸衣裳事業のページが表示され
ます。
今後は、色々な情報を発信していきます。
是非チェックしてみてください。
（ホームページのURLをタップする
と取り扱っている振袖・留袖をご覧
になれます。）

　東河の農家さんから頂かれた野菜を、民生委員さんに託
し、希望される一人暮らしの高齢者にお渡しする活動をされ
ています。この活動は平成 30年 6月からスタートし継続的
な活動として行われています。11月の活動では、里芋やサ
ツマイモ等を69名の方にお届けされ地域の方に喜んで頂い
ています !
　2/17（木）東河地区の民生委員さんと社協委員さんが集
まり令和 3年度の活動を振り返り、次年度の計画を立てられ
ました。

　区長さんや民生委員さん、アコバスの利用者にアンケートを実施。
まずは「現状を知る」ことから始まりました。

<アンケート返答の一部をご紹介>
・遠方のご家族は家族の軽度認知症に気づかれない
・今は母親の年金で暮らされているけど、母親が亡くなると
　忽ち困ってしまわれるのでは
・アコバスでは歯医者や開業医のところには行けない
・足が不自由でゴミ出しが大変　など

今後は、地域の課題・問題に対して原因や解決策を検討されます。

連絡先　朝来地域センター　（朝来市立脇 3-1）
       　  電話　079-677-1606

卒業式に袴・着物も取扱っています

社協委員の活動紹介

＊ ＊＊ ＊

＊ ＊＊ ＊

フォローはこちらから ! 昨年度利用者

レンタル料
　袴　5,500 円〜 8,800 円（税込）（半幅帯セット）
　2 尺袖着物　8,800 円（税込）（長襦袢・衿芯・半巾帯・伊達衿セット）

＊
＊

＊



《お申込み・お問合せ》
各地域センターまたは総合支援課まで

※�その他にも共済・保険の加入受付を
行っています。
　●�兵庫県ボランティア・天災危険補償
プラン

　　…�活動中の天災によるケガも補償
（掛け金：1名につき600円）

　●兵庫県ボランティア活動等行事用保険
　　…�1日だけの行事や宿泊を伴う行事

を対象とした保険
（掛け金：1名につき50円〜＊活動内
容や宿泊日数により異なります）
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【加入対象者】ボランティア活動をされる団体・個人
【保険料】 1 名につき500円
　　　　　�※�ボランティア登録をされている団体及び個人の方

は、市社協が 200円負担します
【補償期間】2022 年 4月1日〜 2023年 3月31日
　　　　　　��※ �4 月 1日以降に申込みの場合は、手続き翌

日からの加入となります。
【補償内容】 活動中のボランティア本人のケガ、第三者の身

体・財産への損害にも対応。
　　　　　　　<事故事例>
　　　　　　　・濡れた路面で滑って転倒し、骨折した。
　　　　　　　・�無理な姿勢で作業し歩くことが困難になった。

　かしのき園では、この時季玄関で迫力ある七段飾りのお雛様がお迎えしてい
ます。
　3年前に引っ越しを機に想い出があるお雛様を処分するのは忍びない、引き
取ってもらえる所はないか探しているとのお話をいただき、今となっています。
　このご時世は飾りやすく収納しやすい物が主流となっていますが、施設では
毎年利用者と一緒に一つ一つ箱を開けて揃えてい
くのが楽しみになっています。
　柄杓や横笛など小物もワイワイと相談しながら時
間をかけて飾り、男雛・女雛・三人官女・五人囃子・　　
右大臣・左大臣・仕丁…とそれぞれがスタンバイ、
玄関に飾り終えると春の訪れを感じます。

　このマークは、社会福祉及び社協の「社」を図案化し、「手を取り合って、明るい、幸
せな社会を建設する姿」を表現しています。（昭和４７年６月�全国社会福祉協議会�制定）

　コロナ禍で、様々な場面でこれまで基本としていた業務のあり方の見直しが進み、また、
改めて浮き彫りになったのが「人のつながり」・「助けあい」の必要性です。

　朝来市社協は、このシンボルマークの意味合いを「市民の皆さんや
市役所、各関係機関、当事者団体と一緒になって、明るい社会・住
みやすい社会づくりに取り組み、困っている人を支え、手を取り合っ
て考え、誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざす」　そんな思いを
込めています。
　コロナ禍であるが故に、このマークの徽章を胸に私たちは業務に取
り組み、多くの人のつながりづくりを目指していきたいと考えます。

兵庫県ボランティア・市民活動共済
2022年度 申込み受付を開始します!

かしのき園のお雛様は、地域の方からの寄贈です

＊＊

（朝来市社協の徽章）

〜 このマークは何？ 〜



～困ったときはお互いさま～～困ったときはお互いさま～
あなたのひとつの優しさが市内の誰かに届きます（フードドライブ）
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　社協で市民の方より、ご家庭で余っている食べ物等を寄付いただき生活にお困りの方へお届けする取り組み
のフードドライブですが、今回生活協同組合コープこうべ共同購入センター様をはじめ生野町仏教会様、多く
の市民の皆様からお米や食料品、日用品の提供をいただいております。
　コロナ禍の中、仕事や収入が不安定になり、それが原因で生活困窮に陥り、なかなかこの生活から抜け出
せずに困っている方が多くみられます。皆さまの温かい気持ちが、困っている方が立ち上がるきっかけにきっ
となるはず。

　皆様からいただいた大切な食料品も今年度、市内 15世帯 34名の方々へお届けさせていただきました。
受け取られた方も大変喜ばれていました。

生野
供養預託
●金銭預託
・新町	 宮田　　昭　（亡母）
・黒川	 竹村　幸男　（亡父）
・栃原	 小松　茂樹　（亡母）
善意の預託
●金銭預託
・生野町仏教会　代表　佐竹　薫
　（歳末托鉢浄財）
・匿名1件（浄財［地蔵尊］）

和田山
供養預託
●金銭預託
・林垣	 羽渕　俊明（亡妻）
善意の預託
●金銭預託
・匿名1件（ 10,000円）
●物品預託
・久世田	 古川　友明
　（岩津ねぎ　4㎏×2箱）

山東
供養預託
●金銭預託
・田ノ口	 城本　洋三
　（故	城本	千壽	供養　100,000円）
・柴	 馬場　正則（亡父）

善意の預託
●金銭預託
・山東町仏教会（歳末托鉢浄財	2件）
・山東民生委員児童委員協議会
・匿名1件（松葉杖借用礼）

朝来
善意の預託
●金銭預託
・木村医院職員一同（2件）
・匿名1件

市外
善意の預託
●金銭預託
・但馬地域	兵庫県職員一同
●物品預託

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。

善意銀行だより

（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。

令和3年12月1日〜令和4年1月31日

＊＊

＊ ＊＊ ＊

・生活協同組合コープこうべ　
　協同購入センター但馬（食料品）

市民 社協 生活窮困者


