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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。

「まだまだ元気、金太郎にも負けへんで〜」

令和 4 年度朝来市社協活動計画の概要
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広い室内や園庭を最大限活かした運営に広い室内や園庭を最大限活かした運営に
YOU・愛センターYOU・愛センター

　社協だより № 101 号で記載した『今後の方向性について』令和 3 年 8
月から令和 4 年 2 月まで全 6 回の検討会・協議は次の通りです。

≪方針≫
YOU 愛センターならではの広い室内
や園庭を最大限活かして、思いっきり
体を動かして遊び、又外出や季節の行
事を通して、楽しみながら社会のルー
ルを学ぶ機会を提供していきます。

≪ R4 取り組んでいくこと≫
・情報発信・情報共有…SNS を活用してタイムリーに情報発信していきます。具体的
には YOU・愛センターの LINE を開設することで、職員間だけでなくご家族との情報
の共有や相談等を可能にし、信頼関係を深めていきます。

・職員の一体感・質の向上…個別支援計画を基に事例検討会や支援の振り返りを行いま
す。又外部からの専門家を交えての勉強会を開催し、支援の統一化を図ります。職員
が個々に悩むのではなく一緒に勉強会に参加することで共有ができ、職員のモチベー
ションアップにつなげていきます。

上記の実践には多くの課題がありますがひとつひとつクリアし、広い敷地にブランコ、
室内にはマットに平均台、そして光や感覚など刺激する用具の設置など。このような
遊びや運動を通して五感を刺激し、心身の発達のお手伝いが出来ればと思います。早速、
園庭には古いイチョウと桜の木があり、思い切って伐採しました。すると、見晴らし
がよく、園庭も広くなって、利用者さんが楽しく走り回っている姿を見ました。固定
観念を変え、できることから取り組んでいきたいと思います。
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さつまいも栽培に挑戦

きのこ収穫 新たな施設外作業

岩津ねぎに続き農福連携第２弾！！岩津ねぎに続き農福連携第２弾！！
あさごふれ愛の郷あおぞらあさごふれ愛の郷あおぞら

　あさごふれ愛の郷あおぞらでは、岩津ねぎ作業に続いて畑作業に挑戦します。
　地域の方から田んぼをお借りしてサツマイモ作りを始めます。
　新年度はお試しの一年、苗数こそ少ないですが加工品作りなど試行しながら、あおぞら特産
品を目指します。
　利用者の働く場の一つとして、また収穫の楽しみも兼ねながら取り組んでいきます。

　あさごふれ愛の郷あおぞらでは、施設の中での作業（内勤）
と施設の外で仕事をする施設外作業がありますが、新しい施
設外作業として、きくらげを栽培されている市内の企業「遠
坂きのこ農園」様と相談をさせていただきながら、現在話を
進めています。
　どんな作業かというと…収穫された「きくらげ」の根の部
分をハサミできれいにカットする、という作業なのです！
　“この仕事ならできる！”　“がんばるぞ！”　“頑張ってたく
さん工賃がほしいな！”　
　そんな思いや、やる気に応えられるような事業所に向け果
敢に挑戦していきます。



令和4年度　
朝来市社協活動計画の概要

【基本理念】
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１

基本方針２

基本方針3

あらゆる困りごとに耳を傾け、その解決や支援に向け多くの機関と
協働し、自立と安定に向け一緒に解決するシステムを作り上げます。

・困りごとお助け隊システムの充実
・社協の困りごと支援に係る「（仮称）保険システム」の検討
・民生委員、社協委員、ボランティアとの協働
・障害者 ( 児 ) 施設利用者の自立支援の促進
・交流の場、居場所づくり支援

あらゆる地域福祉活動への市民参加と協力を求め、協働しながら
新たなまちづくりを進めます。新たな活動転換への安定的な財源

確保に向け事業の見直しを進めます。

・地域を支えるボランティアの人材育成や発掘するシステム作り
・生きサポ（仮称）活動の実施と一部有償のボランティア活動の検討と実施
・フードドライブの協力を市民に求め、適時配布
・持続可能な経営体質に向け財政配分を検討

良いものは残し、効果性の薄いものは見直すなど、過去の
踏襲で大きく・重くなる傾向の社協の地域福祉事業を精査し、
総合相談を足掛かりに自立支援や市民のボランティア活動等

の支援に活動集約化していきます。

・第 3 次地域福祉推進計画の評価・検証の実施
・業務継続計画（BCP）の作成
・高齢者施設、障害者施設等の一体改革会議の継続実施
・ボランティアコーディネート機能の強化
・地域福祉活動の業務を改善・改革
・職務階層別研修の実施
・働きやすく・働き甲斐のある職場環境作り
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令和4年度朝来市社協資金収支予算（法人全体）

R4年度予算 R3年度予算 増減
事業活動資金収支差額 23,955 18,963 4,992
施設整備等資金収支差額 △12,319 △14,680 2,361
その他の活動収支差額 △5,753 △1,449 △4,304
予備費支出 2,000 2,000 0
当期資金収支差額 3,883 834 3,049

513,740

その他
2%

就労支援事業費
1%
事務費
8%

事業費
15％

人件費 74%

537,695

会費・寄附金・
補助金等
16%

介護保険 58%

その他
2%

障害福祉・就労
24%

千円千円

事業活動収入 事業活動支出

【単位：千円】
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～誰もが安心して暮らせるまちづくり～～誰もが安心して暮らせるまちづくり～

令和４年度 社協会費のお願い令和４年度 社協会費のお願い
「社協会費」は、地域の皆様と共に力を合わせて地域福祉活動をすすめるための大切な活動財源です。

皆さまの力で、あさごの福祉をよりよくしていく為、ご協力をよろしくお願いいたします。

・総合相談事業
・相談事業（結婚相談）
・配食サービス事業
・生活困窮者への支援

市民・企業・団体等

「社協は、社協会員である皆さまのお役に立ちたいと思っています。」

朝来市社協 地　域社協会費

社協サービスの提供
困りごとの解決の
お手伝い

・一般会費（1口）1,200円・・・市内にお住いの世帯
・賛助会費（1口）3,000円・・・法人の趣旨に賛同いただける個人
・特別会費（1口）5,000円・・・法人の趣旨に賛同いただける法人及び企業、団体など
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「皆で一緒にお買い物」「皆で一緒にお買い物」

ふれあい講師スタンプラリーふれあい講師スタンプラリー

●お出かけ助成事業
使用するマイクロバス等の使用料金の半額を助成します（助成額上限
30,000円）。年度内1グループ3回まで。
※ 普段交流が少ない高齢者等の参加により、1名参加するごとにプラス3,000円を追加助成し

ます（最大追加助成5名まで）。
※助成対象は、ミニデイやぷちサロンの団体となります。

Aコース …ふれあい講師を自由に選び、期間内に4回利用で「おでかけ助成券15,000
円」分ゲット！(但し、カードには同じ講師のスタンプは重複できません。)

Bコース …【ふれあい講師おすすめ百科】に記されている7つのカテゴリー「健康・体操」
「読み聞かせ」「講和」「手芸」「舞踊」「音楽」「手品・ゲーム」の中からそれぞれ1回以上の
利用で全てのカテゴリーが埋まれば「おでかけ助成券30,000円」分ゲット！

これからの季節、藤の花・菖蒲・ひまわり畑・温泉など、楽しいお出かけのお役に立ったら幸いで
す。

ミニデイやプチサロン活動のカンフル剤のひとつとして「ふれあい講師を利用
すること」がありますが、ふれあい講師を利用しスタンプをあつめ、その回数に
応じて、「おでかけ助成券」をプレゼントします!!
スタンプラリーはAコース・Bコース2種類あります。

ミニデイ、ミニデイ、
ぷちサロンの皆様！ぷちサロンの皆様！
耳寄りなお知らせ！耳寄りなお知らせ！

その1

その2

＊

＊

＊ ＊
＊
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４月２日AM１０時よりミニ・コミュニティ糸井ふれあいサロンがオープンしました。

店内にはミニギャラリーとして昔懐かしい展示物や漫画などがずらり、懐かしい気持ちにさせてく
れる居心地良い空間でした。

オープンと同時に、多くの地域の方々が来店され活気あふれる店内になり、普段会われない方も来
られて「久しぶり！」と喜びの声が！！
「普段は立ち話をしているが、ここでゆっくりとコーヒーやお菓子を飲みながらお話ができる場所
があると助かります」とオープンを祝福する声がありました。

ミニ・コミュニティミニ・コミュニティ

糸井ふれあいサロン オープン!!糸井ふれあいサロン オープン!!

お馴染みの「やっとるで～」の
文字が！！
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大蔵地区社協委員大蔵地区社協委員
　　私たちのできることって　　私たちのできることって

　大蔵地区の社協委員さんが
　今後の活動について話し合われました。

「こんな地域になったら良いなぁ」
ミニデイやぷちサロンなど高齢者の居場所があれば、

みんなが元気でいきいきと暮らすことができて
良いなぁ

「現実は？」
　・男性の参加者がない
　・お元気ないつものメンバーが集まられている
　・後継者の問題も出てきている

「では、どうしたら良いのだろう？」

→大蔵地域で行われている活動を確認し、上記のような
　ことから具体的な活動を検討していくことになりました。

●趣味や嗜好が合えば男性にも参加してもらえるのかな…
●参加したくても参加できない人。どのくらいおられるのだろうか…
● 決まった人がいつも集まられるのではなく、仲間を増やすにはどうしたら良いの

だろうか…
●区に認められたグループであれば、ずっと続くグループになるかな…等

＊＊
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～遠く離れた家族に安心をお届けします～～遠く離れた家族に安心をお届けします～

生野
供養預託
●金銭預託
・六区	 阿野　義広　（亡母）
・栃原	 宮田　広次　（亡母）
善意の預託
●金銭預託
・匿名1件
・匿名1件（浄財［地蔵尊］）

和田山
供養預託
●金銭預託
・高田	 小谷智恵子　（亡夫）
・玉置	 北垣　隆司　（亡母）

善意の預託
●金銭預託
・朗読ボランティア　ひだまり
●物品預託
・株式会社ダイナム	和田山店
　（食料品他）

山東
善意の預託
●金銭預託
・末歳	 河見　孝（車椅子借用）
●物品預託
・川原町	 松本満寿子（毛布２枚）

朝来
供養預託
●金銭預託
・山内	 坂本　晃人　（亡父）
・羽渕	 村田　信子　（亡夫）
・元津	 成川　左繪　（亡母）

善意の預託
●金銭預託
・木村医院職員一同（２件）
・匿名1件
・「プルタブで車イス運動」
　	賛同の皆様（プルタブ　100.5㎏）
●物品預託
・匿名1件（そうめん･レトルトカレー）

市外
善意の預託
●物品預託
・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）

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4年2月1日〜令和4年3月31日

＊＊

困りごとお助け隊事業困りごとお助け隊事業

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。

身内のご不幸で帰省された
子供さんからの相談

LINEでのやりとり

＊生活の中のちょっとした困り事＊＊生活の中のちょっとした困り事＊

事例紹介 1

事例紹介 2
　社協：訪問時の様子の報告とともに、庭に咲くお花の写真を撮って LINE 送信
　家族：本当にほっとしますね。この可愛いお花は何ですか？
　社協：福寿草だそうです。春になったら咲く花のようです。
　家族：よく耳にするお花の名前ですね。咲いているのを初めて見ました。
　　　　 皆さんに見ていただいて嬉しいと思いますし、色々お知らせ頂いて有難うございます。
　　　　こちらも楽しませていただいてます。

＜例＞高い物を取り外す、電球の交換、ストーブの給油など
こういったことにも対応しています。皆さん、お気軽にご相談ください。

　変更手続きなどの書類が届き、記入見本が添付されていても
見出しが専門用語でわかりづらく、本人も混乱してしまう。
だからと言って、遠方からそのたびに帰省もできない。
　そこで、独居になられる親御さんを心配されて市役所に相談に行かれ、市役所を通じて紹介が
ありました。

　今回、必要とされたのは ・安否確認
 ・書類の記入の仕方　など

　週に一度は訪問させていただき、遠方におられるご家族に、週末に近況を報告し喜んでいただいて
います。

お一人暮らしの
高齢者の方、

高齢者世帯の方で
ちょっとした困り事など
ございましたらご相談

ください。
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徹底した感染症対策を行っています。
毎朝検温を行い、訪問の前後には手洗い・手指
消毒しマスクを付け各利用者宅へ訪問します。
（必要に応じてフェイスシールド・ガウンを使用）

積極的に研修に
参加し習得した
知識・技術をミー
ティング等で共有
しスキルアップを
図っています！！　

～住みなれた家で～住みなれた家で
　安心して過ごしたい～　安心して過ごしたい～

訪問介護事業

●どんな事業なの？⇒ 介護保険制度による訪問系の介護サービスです。

●どんな人が対象になるの？⇒ 介護保険で認定された方が対象です。

●どんなサービスが受けられるの？⇒ 
ホームヘルパーが自宅を訪問し、必要な入浴、排泄、
食事などの身体介護や買物、調理、掃除等の自分では
できにくい生活援助をヘルパーと一緒に行います。

いきいき介護センター　訪問介護事業所
　朝来市新井 73番地 1　☎ 079-677-2703

資格を持ったヘルパーが訪問し、
真心を込めて支援させていただきます。

感染症対策 取り組み

？？


