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この機関誌は共同募金配分金により発行しています

P4　赤い羽根共同募金助成案内

P2～P3　
       平成28年度の事業計画と予算

P7   地域包括支援センターだより

　介護と医療の情報提供を目的に、支援者・事業所向けのガイドブックを作成しま
した。市内介護サービス事業所や医院・薬局等の情報を掲載しています。

　ガイドブックは、市民サービスコーナ
ー及び市民コーナーにあります。
　また、高砂市社会福祉協議会ホーム
ページの地域包括支援センターのペー
ジからダウンロードできます。
　ぜひ、ご活用ください。
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と予算が決まりましたと予算が決まりました

収入　477,211千円

支出 千円

【法人総合収支予算（サービス区分別）】

前期末支払資金残高 ②
当期末支払資金残高 ①＋②

サービス区分事業
区分

事

祉

福

会

社

業

業
事
益
公

法人総合合計（①）

前期末支払資金残高（②）
当期末支払資金残高（①＋②）

拠点
区分

部
本
営
運
人
法

等
業
事
険
保
護
介

営
運
人
法

部
本

収入 支出 当期資金収支差額

476,608

予 　 算
（単位：千円）

▲ 6,511
0

1,530
▲ 1,311

182
▲ 4,017

67
▲ 3,717
▲ 1,818
9,962

▲ 1,853
3,602
766
107
417

3,331
▲ 134
603

199,500
200,103

41,654
13,580
4,472
12,468
7,224
46,149
1,253
4,850
78,721
44,540
26,198
3,670
1,598
9,329
531

173,194
7,177

476,608

35,143
13,580
6,002
11,157
7,406
42,132
1,320
1,133
76,903
54,502
24,345
7,272
2,364
9,436
948

176,525
7,043

477,211

法人運営事業
共同募金配分金事業
善意銀行運営事業
ボランティア活動センター事業
生きがい型デイサービス事業
ふれあいのまちづくり事業
資金貸付事業
福祉サービス利用援助事業
訪問介護事業
居宅介護支援事業
障害者（児）居宅介護事業
障害者（児）同行援護事業
障害者（児）相談支援事業
障害者（児）地域生活支援事業
老人居宅等介護事業
地域包括支援センター事業
ファミリーサポートセンター事業

28.5%
受託金収入

39.5%
介護保険事業収入 

1.4%
会費収入

1.3%
寄付金収入

2.1%
その他0.1%

受取利息配当金収入 

9.1%
障害福祉サービス
事業収入 

0.9%
事業収入 

「一人ひとりが思いやり  心ふれあう  ぬくもりのまち」を目指して！「一人ひとりが思いやり  心ふれあう  ぬくもりのまち」を目指して！
　平成28年3月24日に開催された評議員会において、平成28年度の事業計画及び予
算が承認されました。
　少子・高齢化や人口減少社会を迎え、『無縁社会』と呼ばれる状況が生じています。本会
は地域福祉を推進する社会福祉法人として、子ども・高齢者・障がいのある人・生活困窮者
等への支援及び相談体制の充実を図り、市民が住みよいと思えるまちづくりを目指し、事
業を展開します。
　さらに、将来を担う児童、生徒達に福祉に関心を持っても
らうため福祉教育の充実、地域における災害・若年ボランテ
ィア等の養成に努めてまいります。
　本年度においても多くの地域住民、福祉関係者及び行政
機関等と協議、連携等を密に行い、5つの重点推進項目を掲
げ、更なる地域福祉の充実に努めてまいります。

事 業 方 針

17.1%
経常経費
補助金収入
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Ⅰ 計画の推進と組織、経営基盤等の強化

Ⅱ 市民への情報提供及び啓発の推進

Ⅲ ボランティア事業の展開と福祉教育の推進

Ⅳ 地域ネットワークづくり(ふれあいのまちづくり事業)の推進

Ⅴ 自立支援に向けたサービス提供と安心して暮らせる環境づくりの推進

平成28年度の事業計画平成28年度の事業計画
重点推進項目（要旨抜粋）

　事業の推進にあたっては、理事会をはじめ、評議員会、各委員会、担当理事が参画した職員会議
で常に協議・検証しながら、組織、経営基盤等の強化に努めます。
　また、社会福祉法人改革を見据えた適正な事業経営(運営)を図り、引き続き、専門性の高い人
材の確保、並びに様々な研修等を活用した職員の育成と能力の発揮に努めます。

　広報活動については、｢社協だより｣を毎月発行し、｢ホームページ｣と併せて、市民が求める情
報の収集と提供に努めます。
　また、「第26回みんなの社協フェア」を開催し、福祉情報の提供、市民の福祉意識及び社協活
動の啓発に努めます。

　高校生ボランティア“ＴＫＶ”の実施など若年層のボランティア養成を実施するとともに、ニーズ
に応じたボランティア育成を行います。さらに、次世代を担う子どもたちが自分たちの地域福祉に
関心を持ってボランティア活動に参加してもらうために、小・中学校及び高等学校との連携を図
り、福祉教育を推進します。

　住民相互の支え合いの体制づくりに向けた地域支援を強化するため、生活支援コーディネー
ターの配置について市と協議を進めます。また、福祉委員の改選に伴う「第10期福祉委員委嘱
式及び研修会」を開催します。さらに、「福祉委員ハンドブック」を活用した研修会や講座の内容の
充実、「ふれあいいきいきサロン事業」の拡充に努め、地域住民同士がつながりを深め、生きがい
を持って暮らせる地域づくりを推進します。

　介護保険事業、障害福祉サービス事業、地域生活支援事業、ひとり親家庭等家事支援事業、生
きがい対応型デイサービス事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業等多岐に
わたる介護・障害福祉サービスを展開します。
　地域包括支援センターでは、包括的支援事業を着実に推進し、地域包括ケアシステムの構築に
向けた取り組みを行います。また、認知症施策である認知症地域支援推進員や認知症初期集中
支援チームを新たに配置し、生活支援サービスの拡充に努めます。
　ファミリーサポートセンターでは、低所得世帯等が利用しやすいよう、善意銀行寄付金を活用し
た利用料金の助成を行い、子育て支援を推進します。
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「共同募金運動」でお寄せいただいた募金を、市内で福祉活動等を行う団体及び
施設等の健全な団体運営及び事業運営を支援するめ、「高砂市共同募金委員会地
域福祉事業」として助成するもので、希望する団体、グループを募集します。

赤い羽根共同募金助成案内

助 成 対 象 事 業

助 成 対 象 団 体

助 成 対 象 財 政
状 況 等
助 成 金 額
提 出 書 類

選 考 方 法

団体の維持管理経費
市内で､地域福祉の推進を目的に設置された団体及び施設､地域でボ
ランティア活動を行っているグループ及び共同募金会が認めた団体で
運営費が逼迫している状況にある団体
前年度の決算繰越金が当該年度収入額の概ね20％を下回る状況で、
かつ原則とて会計規模が前年度と同様程度であると認められる場合等
概ね､年間運営費の10％以内
地域福祉団体等運営費助成申請書(様式第1号)、
団体概要書(様式第３号)､前年度決算書及び
事業報告書、当年度予算書及び事業計画書
書類審査　ヒアリング

①地域福祉事業等に関する行事の開催経費
　（ただし､同様と認められる事業については、２年を限度とする
　また、人件費､食糧費､記念品代､景品代等は対象外とする)
②団体の事業実施及び施設に必要な器具備品購入費
　(ただし､原則前年度助成を受けた者は､対象外とする)
③新たに設置する施設等の設備費
④災害被災地での被災者支援に関する事業
　(ただし､視察・見学及び物資や義援金の運搬を主たる目的とする活
動は対象外とする)
市内で､地域福祉の推進を目的に設置された団体及び施設､地域でボ
ランティア活動を行っているグループ及び共同募金会が認めた団体
事業開催等経費により運営経理上に支障が認められる場合等､長期積
立等による事業実施に不足を生じる場合等
経費の3/4以内(百円単位切り捨て)で50万円以内(ただし､共同募金
会が認めた場合は､この限り出ない)
地域福祉事業開催経費等助成申請(様式第２号)､団体概要書(様式第３
号)､当該事業計画書､前年度決算書及び事業報告書､当年度予算書及
び事業計画書
書類審査　ヒアリング　現地調査

【応募先･問い合わせ先】申込締切日 5月27日（金）
高砂市共同募金委員会事務局（高砂市社会福祉協議会 総務課内）
〒676-0023 高砂市高砂町松波町440-35　高砂市ユーアイ福祉交流センター(ユーアイ帆っとセンター)内

ＴＥＬ 079-443-3720　ＦＡＸ 079-444-4865

※助成申請書は高砂市共同募金委員会事務局にあります。
　または､ホームページよりダウンロードできます。

1

1

2

3

3

4

5

助 成 対 象 団 体

助 成 対 象 財 政
状 況 等

助 成 金 額

提 出 書 類

選 考 方 法

助 成 対 象 事 業

団体運営費

事業経費
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わくわくフェスタ

高砂市ファミリーサポートセンター
TEL 442-0555　FAX 443-0505

　ファミリーサポートセンターでは、「子育ての援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が「依頼・提供・
両方会員」となり、お互いに助け合いながら地域の中で子育ての相互援助活動を行っています。
　みなさまもファミリーサポートセンターの会員になりませんか？

申込み・
問合せ

《日時》5月21日（土）10:00～11:30
〈場　所〉 高砂市ユーアイ福祉交流センター1階
             交流スペース1
〈対　象〉 子育ての援助を受けたい人（市内在住または

在勤で、おおむね生後6ヵ月から小学校6年生
のお子さんがおられる人）

〈定　員〉 20名
〈託　児〉 5名（対象：6ヵ月以上の子ども 要予約）
〈締　切〉 5月19日(木)

《日時》6月11日(土) 10:00～11:30
〈場　所〉 高砂市ユーアイ福祉交流センター2階
　　　　 交流スペース6・7
〈対　象〉 ファミリーサポートセンター登録会員、
              子育て中の人
〈定　員〉 30組
〈締　切〉 6月9日(木)

この説明会に参加されると登録できますので、この
機会にご参加ください。登録は無料です。

みんなで体を動かして楽しく遊びましょう！
3B体操やゲームなど、お楽しみがいっぱいです。
たくさんのご参加をお待ちしています♪

第1回 入会説明会

高砂市ユーアイ福祉交流センター（2階  交流スペース8・9）　高砂市高砂町松波町440-35

市内在住のおおむね60歳以上で、介護保険サービスを利用していない人を対象に、介護予防を
目的とした仲間づくりや交流、健康増進等の行事を下記のとおり行っています。ぜひ、あなたも
参加してみませんか？ （※参加の際には利用登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。）

生きがい対応型デイサービスセンター

生きがい対応型デイサービスセンターだより

工場見学工場見学
●日　時：5月20日(金) 9：50～12：00
●参加費：100円   ●定　員：20名
●申込締切：5月17日(火)

☎444-3030  申込み・問い合わせ先

●参加費：各回50円

わきあいあいサロン 5月定例行事
　介護予防に役立つ体操やゲームを
下記の公民館で行います。

5月23日(月) 13：30～
曽根公民館　2階　講　堂

5月30日(月) 13：30～
北浜公民館　2階　集会室

※参加費、日程が変更します。
　ご理解とご協力お願いします。

いきいき体操
折り紙
コミュニケーションマージャン
うたの会
絵手紙
ゆうゆう体操
おしゃべり会
朗読の会

囲碁・将棋

10:00～
10:00～
13:30～
10:00～
10:00～
10:00～
10:00～
10:15～

13:00～

9:00～

10日（火）
11日（水）／19日（木）
13日（金）
16日（月）
18日（水）
24日（火）
26日（木）
27日（金）
6日（金）・ 9日（月）
23日（月）・31日（火）
16日（月）

行 事 名 日 に ち 時　間 参加費

50／円月

サントリー高砂工場
を見学します

200円
150円
50円
50円
50円
200円
100円
50円

各
回

第1回交流会
ファミサポミニミニ運動会

※両日のうち、
　どちらか1日
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小地域福祉活動 写真展小地域福祉活動 写真展小地域福祉活動 写真展

「ふれあい高齢者の集い」を開催、介護予防
の話を聞き、その後マジックショーを鑑賞

大正琴の懐かしい演奏に心を和ませ、
輪投げ大会で盛り上がる

銭太鼓やオカリナ、どじょうすくい等を
鑑賞し、ビンゴゲームを楽しむ

マイナンバーについての講演を聞い
た後、ウクレレ演奏に癒される

「石田ファミリー会」によるお芝居、歌、
ゲーム等で楽しいひとときを過ごす

梅井保育園の園児による歌と地元梅ノ井
を題材にした劇を鑑賞し、昔を懐かしむ

◆中筋校区
　時光寺県住福祉部会（2月17日）
皆で昼食を頂いた後、「これから音頭」
を踊り、交流を深める

◆曽根町
　南之町福祉部会（3月5日）
民舞を取り入れた体操でリフレッシュ、
昼食後、ビンゴゲームで盛り上がる

◆曽根町
　北之町福祉部会（2月14日）
曽根村の歴史について学んだ後、漫
才を鑑賞しながら昼食で歓談

パズルの脳トレや新聞紙を使ったゲー
ムを楽しみ、食後のお茶でひと息

加古川西マジッククラブによるマジック
ショーを鑑賞し、弁当をいただきながら歓談

高砂市まちづくり出前講座（健康と食
生活）を受講後、輪投げを楽しむ

～各地域では、「ふれあいいきいきサロン」や見守りが必要な方への「ゆうあい訪問活動」等が福祉委員や民生委員・
児童委員の創意工夫により、活発に行われています。今回は、2月～3月に開催された活動の一部をご紹介します～

　紙面の都合上、一部の活動のみ掲載しています。この他にも、活動されている地区がたく
さんあります。ぜひ、お近くのいきいきサロン等へご参加ください。

◆高砂町
　第4福祉部会（2月27日）

◆高砂町
　第7福祉部会（3月3日）

◆荒井町
　御旅福祉部会（3月6日）

◆荒井町
　緑丘福祉部会（2月27日）

◆荒井町
　小松原団地福祉部会（2月24日）

◆伊保町
　梅井福祉部会（3月2日）

◆米田町
　古新福祉部会（2月6日）

◆米田町
　米田団地福祉部会（2月21日）

◆阿弥陀町
　中通福祉部会（2月16日）
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高砂市民病院､高砂市役所市民課､高砂公民館、米田
公民館、高砂町民生児童委員、曽根小学校、㈱優和、
若年性認知症の本人とその家族の集い 子いるかの会 
 
高谷 とめ子、匿名

H28.3.1～3.31　※敬称略
ー金銭の部ー ー物品の部ー

ー物品の部（外国コイン・古切手･使用済みカード等）ー

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

匿名・・・・・洗濯洗剤、台所洗剤　匿名・・・・・靴下8足 

善意銀行預託状況善意銀行預託状況
～あたたかい善意をありがとうございました。高砂市の福祉活動に役立てます。～

地区名 氏　　　　名 金額（円） 備　　　考
2,000
10,000
490
1,537
204

566,042

1,634

1,000,000

54
5,031
5,000
5,000
5,000
1,578
565

善意の募金箱
善意の募金箱
善意の募金箱
亡き妻の供養として　
前年と同額を福祉のために
善意の募金箱

創業50周年記念

善意の募金箱
善意の募金箱
お年寄りのために
お年寄りのために

善意の募金箱
善意の募金箱

玉野 俊行
匿名
高砂公民館
荒井公民館
中央公民館兼伊保公民館

西田　朗

中筋公民館
サンライズ工業㈱
代表取締役 柿木 國夫
米田公民館
高砂市総合体育館
ヘアーステージハニー
ゲートフィールド商会
匿名
阿弥陀公民館
北浜公民館

高 砂

荒 井
伊 保

中 筋

曽 根

米 田

阿弥陀

北 浜 ▲高砂市立曽根小学校

高砂市地域包括支援センター（高齢者の介護と福祉の相談窓口）問い合わせ  TEL.443-3723

85Vol.高砂市地域包括支援センターだより

在宅医療・介護連携センターと
連携して取り組みます
　地域ケアシステムの構築に向けて医療と
介護の連携を図るため、在宅医療・介護連携
センターが設置されました。
　疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生
活の場で療養し、自分らしい生活を続けら
れる体制整備が必要です。地域の医療・介護
の関係機関が連携して、包括的かつ継続的
な在宅医療・介護の提供を行うため設けら
れました。

在宅医療・
介護連携センター
（医師会）

地域包括支援
センター

連携

訪問看護等

訪
問
診
療

訪
問
診
療

支
援

一時
入院

一時
入院

訪
問
診
療

・
投
薬

介護サ
ービス

介護事業所

訪問看護

在宅療養支援
診療所（有床）

在宅療養支援
診療所（無床）

在宅支援病院

訪問歯科、
薬局

患者

　地域包括支援センターでは、
在宅医療・介護連携センターと協力して
① 在宅医療・介護関係者の相談支援
② 医療・介護関係者の情報共有の支援
③ 住民への普及啓発
④ 医療・介護関係者の研修
⑤ 地域の医療・介護の資源の把握
　…など諸課題に取り組みます。

関係機関の
連携支援の構築

参考

参考
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申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会 ☎444ｰ3020

申込み・問合せ先
高砂市保健センター ☎443ｰ3936

申込み・問合せ先
ボランティア活動センター ☎442ｰ4047

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター ☎４４３－３７２３

～介護でお悩みの方、気軽にご参加ください～

～家族の介護をされている方、一緒に悩みを分かち合い、
共感し合える仲間と交流しませんか～

「いるかの会」

日　時：5月15日（日）10：30～14：00
場　所：高砂市伊保中央公民館 2階 調理室
内　容：仲間と一緒に作って！食べて！おしゃべりして！
　　　  みんなで楽しむサロンです。
参加費：500円（昼食代）

日　時：5月11日（水）13：30～15：00
場　所：高砂市文化会館　展示集会室　 内　容：総会

日　時：５月２０日（金）１４:00～１５:３０
場　所：特別養護老人ホーム　のじぎくの里　会議室
           （高砂市北浜町西浜７７３－３）
講　師：特別養護老人ホーム　のじぎくの里
         （デイサービス）介護福祉士　田川　浩一氏
　　   （グループホーム）管理者　鮫島　泰子氏
内　容：認知症についての講話・参加者の交流会
対　象：認知症に興味・関心のある方  認知症介護について学びたい方
定　員：30名（定員になり次第締め切ります）
＊参加費は無料です。＊昨年度と場所が変更になっています。

日　時：5月17日（火）①10時 ②11時 ③13時 ④14時 ⑤15時
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター １階　相談室1
実施方法：対話形式で、簡単な質問に答えていただきます。（１５分～３０分程度）
申込方法：電話又は来所にて予約が必要です。      
対　象：高砂市内在住の６５歳以上の方     定　員：各時間１名
費　用：無料     締　切：5月10日（火）

「子いるかの会」

～ランチはいかが？～

日　時：5月23日（月）14：00～15：30
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター 2階 交流スペース7
内　容：総会及び懇親会 ※会員以外の方もご参加いただけます。

日　時：６月１日（水）～９月７日（水）全１５回  １９：００～２０：３０
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター １階  交流スペース１
対　象：点訳やボランティア活動に興味のある人 15名
参加費：1,580円（内580円はテキスト代)
締　切：５月２５日（水）※講座修了者には修了証を交付します。

要約筆記ボランティア養成講座

認知症の人を

ささえる家族の会

若年性認知症の本人と

その家族の集い

高砂市支え合う

介護者の会

日　時：5月29日（日）　9：00～12：00
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター
対　象：障がいのある方、ボランティア活動に興味のある方、

いろんな人と交流してみたい方など
定　員：100名　参加費：500円　
締　切：5月20日（金）
内　容：オリンピックイヤーにちなんだゲームで楽しもう！

みんなでこころみ楽リエーション2016
障がい者とボランティアがレクリエーションを通じて、交流を図ります。
みんなで、楽しい一日を過ごしましょう！初めての方も大歓迎です。

点訳ボランテイア養成講座

高校生ボランティア“ＴＫＶ”

傾聴ボランティア養成講座

期　間：５月２６日(木)～７月７日(木)１０：００～１２：００(全8回)
毎週木曜日 ※7月3日(日)のみ13：30～15:30

場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター  ２階  交流スペース６他
対　象：要約筆記やボランティア活動に興味のある人 15名
参加費：2,000円（内1,000円はテキスト代)
締　切：５月１９日(木) ※講座修了者には修了書を交付します。

期　間：６月１８日(土)～１２月（予定）
　　　  月1回程度、行事での活動・研修会等を行います！
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター、市内他
対　象：市内在住・在学の高校生（主に1・2年生）
参加費：無料　　締　切：５月２０日(金)　
その他：参加者にはＴＫＶのユニホーム（Ｔシャツ）を支給
※市内の学校から参加申込される方は、各校で取りまとめます。

日　時：６月８日(水)～７月１３日（水）全５回※詳細は下記参照
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター １階　

交流スペース１ 他市内施設
対　象：これからボランティア活動を始めようと思っている方、地域

やいきいきサロン・施設や病院などで活動されている方
定　員：２０名　参加費：５００円　　
締　切：６月１日(水)　
内　容　※４回目の活動体験の日程は第１回目に調整します。

要約筆記とは、聴覚障害のある方に、会話や講義等の内容を要
約して書いて伝える活動です。

ボランティアをしてみたい！けど何から始めればいいの？一人で
はできないことも仲間たちと一緒に楽しく活動してみませんか。 物忘れが気になる方、もしかすると認知症予備軍であるMCI

(軽度認知障害)かもしれません。

耳よりホットライン

「すずらんの会」

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター
高砂市地域包括支援協力センター 
のじぎくの里

☎443ｰ3723

☎０７９-２４７-９２１０

回 日　　時 内　　　　　　容 講　　師

１

２

３

４

５

6月8日(水)
10：00～12：00

心理カウンセラー
椎　結子　氏

心理カウンセラー
椎　結子　氏

社協地域包括
支援センター職員

市内の福祉施設

社協職員・活動中
のボランティア

6月15日(水)
10：00～12：00

6月22日(水)
10：00～12：00

6月23日（木）
～7月12日（火）

7月13日(水)
10：00～12：00

傾聴の基本①
～傾聴ってどんなこと～

傾聴の基本②
～相手に寄り添う心で耳を傾けよう～

体験してみよう！
～施設でのボランティア体験～

認知症サポーター養成講座

さぁ！一歩踏み出そう

第１回　介護者のつどい　「認知症を理解する」

「あたまの健康チェックしてみませんか？」
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