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　地域のつながりが希薄化し、虐待や孤立死、格差の拡
大など社会的な課題が増加している中、社協はみなさま
の協力と参加を得て、行政では行き届きにくい分野の地
域福祉活動をすすめています。しかし、その財源について
は、行政からの補助金や寄付金・共同募金の配分金だけ
では十分な活動が行えない状況です。

地域の支えあいのために

→→

→→

社協会員加入と
会費納入に
ご協力を
お願いいたします。

50％
30％

20％

地域に密着した福祉活動を
さらに充実させるため、

50％は町会に還付
支部福祉委員会（町会単位）や町会が行う
地域の福祉活動に使われます。
●要援護者に対する月1回以上の見守り
　訪問活動
●閉じこもり予防や孤立防止、介護予防等
　を目的としたふれあいいきいきサロンや
　コミュニティカフェ　など

30％は地区福祉委員会に対して助成。
概ね小学校区単位の福祉活動等に使われています。
●世代間交流会（小学生と高齢者）
●高齢者交流会・子育てサロン
●研修会や講座の開催・啓発　など

20％は制度の狭間の課題解決など
社協独自の福祉事業にあてられます。
●障がい児者ふれあい交流会
●社協ふれあいクリスマス会
●福祉車両の貸出　●ボランティア活動推進　など

子育てサロンでは、笑顔の花が咲いています。

あなたの会費（寄付）が を支えます。まちの安心まちの安心
令和元年度  社協会員会費募集にご協力をお願いします

　社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、地域
福祉の推進を図ることを目的に、すべての都道府県
と市区町村に設置されている福祉団体です。
　地域の誰もが住み慣れた町でいつまでも安心して
暮らし続けることができる「福祉のまちづくり」を
理念としています。

地 域 住 民

町会・自治会

泉佐野市社会福祉協議会
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○コミュニティカフェ実施主体連絡会の開催
○地域支えあい学習会の開催

○自主防災会組織等への活動支援・出席等
　防災関係相談支援：延183件
○他市町村災害ボランティアセンターへの応援派遣
　運営支援者派遣：1ヶ所　1名
　職員応援派遣：4ヶ所　延12名
　災害支援用資材の貸出：1ヶ所

○心配ごと相談所の開設　
　開設延日数43日/相談件数　24件

○ボランティアバスの実施…22名
○災害ボランティアセンターの開設・運営

○サロン・ド・ボランティアの開催…１２回
　個人登録Vr145名/延活動人数1,528名
○ボランティアセンター運営委員会の開催
○ボランティアアドバイザー連絡会の開催
○登録ボランティアグループへの支援
　（12グループ）　連絡会の開催…2回
○講座および研修会の開催　…合計4回
○シャッピー喫茶の運営…延利用者1,145名
○ほっとサロン　年10回延参加者数44名
○ボッチャスクール　　　　　　　2回
○障がい児者ふれあい交流会（ボッチャ大会）
○第40回社協チャリティバザー
○第40回社協ふれあいクリスマス会
○第7回ボランティアフェスティバル

○理事会・評議員会の開催
○法人設立50周年福祉大会の開催
○理事・監事・地区福祉委員会合同研修会の開催
○職員研修の実施

○小地域ネットワーク活動の推進（14地区合計）
◆個別訪問活動　…対象世帯：2126世帯
　延訪問回数44,175回/延訪問人数79,097人
◆グループ支援活動…延実施回数2,931回
　参加者内訳：対象者47,298名/関係者14,410名
○地区福祉委員会連絡会の開催
○子育てサロン実施地区連絡会・研修会の開催
○小地域ネットワーク活動報告集会の開催
○学校における福祉教育への協力…7校
○地域の暮らしを話す会…14地区
○地域福祉活動計画推進委員会の開催…1回

○CSW連絡会の開催
○地区担当CSW支援　　　　……延87件
○新池中学校区CSW活動実績…延1135件
○社会参加ステップ事業　…登録者数1名

　平成30年度は、法人設立50周年にあたり、10月20日、泉の森ホールにおいて記念式典を開催し、これまで支えてく

れた方々に表彰状・感謝状を贈呈するとともに、タレントの島田洋七さんによる記念講演では会場が大きな笑いに包ま

れました。

　地域福祉事業においては、引き続き地区担当職員を配置し、福祉委員会活動への指導・援助を行い、コミュニティカ

フェが徐々に増えてきました。社会福祉協議会の移転に伴い、住民に寄り添った相談事業を充実するために、大西町に

サテライト事務所「シャッピーハウス」を開設しました。

　また、9月4日に上陸した台風21号では、市内でも多くの被害を受けたた

め、「社協災害ボランティアセンター」を開設し、19日間で市内外から112

名のボランティアに駆けつけていただき、瓦礫の撤去や災害ゴミ置き場へ

の搬送等の支援を行うことが出来ました。

　30年度新規事業として、介護保険法に基づく第1層生活支援コーディネ

ーター1名を配置し高齢者の社会参加促進及び生活支援に努めました。

　その他、具体的な各事業の報告は次のとおりです。

平成30年度　泉佐野市社会福祉協議会 事業報告

コミュニティソーシャルワーカー推進事業

法人運営関係

地域福祉事業の推進

生活支援体制整備事業の推進

災害につよい街づくり事業の実施

総合相談事業

ボランティアセンター事業の推進
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事業報告書および決算書の詳細は泉佐野市社
会福祉協議会のホームページに掲載している
他、社会福祉センターおよびシャッピーハウス
（ともに喫茶ルーム）で閲覧が可能です。

○おたがいさまの会…延支援時間435時間
　協力会員23名/利用会員43名
○福祉車両の貸し出し　……延52回
○車イス貸し出し　　………延36回

○高齢者の総合相談……延4,879件
○高齢者虐待通報への対応…48件
　　　　（うち「虐待あり」判断30件）
○介護支援専門員に対する支援……444件
○事業者向け研修会…………6回
○介護予防マネジメント
　介護予防サービス計画作成数　6,907件
　介護予防ケアマネジメント作成数5,594件
○出張講座……29回実施/延720名
○介護支援サポーター事業
　登録者数70名/延活動回数439回
○介護者家族のつどい………8回
○介護の日記念講演会の開催…69名参加
○認知症サポーター養成講座…14回
　養成サポーター数　518名
○初期集中支援チーム事業
　支援対象者7名　チーム員会議11回
○WAOいずみさの…2回/合計61名参加

○障がい者の総合相談……延6,588件
○相談支援事業所に対する支援…延591件
○自立支援協議会の事務局運営
○障がい者虐待通報受理件数…17件
○障がい支援区分認定調査業務……384件
○社協ふれあい大運動会の開催

○契約者数…52名
(認知症12名・知的障がい者19名・精神障がい者21名)
○活動件数…1,823件

○赤い羽根共同募金運動　募金額2,587,187円
○歳末助け合い運動　募金額1,160,264円

○相談件数223件
○申込件数…生活福祉資金9件/緊急小口資金2件

○高齢者・障がい者交流会の開催　…2回
○福祉センター利用状況
　娯楽室延8,520名/会議室合計17,338名

○社協だよりの発行　……　年6回

会費収入
¥8,029,500

寄付金収入¥2,117,787

経常経費補助金収入
¥51,944,754

事業収入
¥1,702,457

介護保険事業収入
¥114,295,886

障害福祉サービス等
事業収入
¥36,737,579

受取利息
配当金収入
¥23,524

その他の収入
¥2,055,861

積立資産取崩収入
¥22,515,800

    受託金収入
¥77,504,440

法人運営事業
¥36,347,110

社会福祉センター管理事業  ¥22,940,511

ボランティア活動
推進事業
¥6,859,206
地区福祉委員会
活動推進事業
¥40,098,657
善意銀行事業
¥1,606,926
共同募金配分金事業
¥2,362,162
資金貸付事業
¥3,466,415

福祉サービス利用
援助事業
¥7,342,145

コミュニティ
ソーシャルワーク事業
¥23,560,163

地域包括
支援センター事業
¥106,799,115

基幹相談支援
センター事業
¥39,724,285

生活支援
コーディネーター事業 
¥7,829,827

有償協力員派遣事業
¥1,661,185

平成30年度　泉佐野市社会福祉協議会　決算報告

基幹相談支援センター事業

広報宣伝活動の推進

日常生活自立支援事業

共同募金事業の推進

低所得世帯への支援

社会福祉センターの管理運営

在宅福祉活動の推進

地域包括支援センター事業

30年度
収入

¥316,927,588

30 年度
支出

¥300,597,707
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介護支援サポーターとして活動してみませんか！
●泉佐野市介護支援サポーター事業●

「元気な高齢者」の社会
参加活動(介護支援など)
を促進し、自らの生きが
いと健康づくりの推進を
目的としています。

介護支援サポーターとは

活動の
流れ

興味が出たらまずは…研修申込

「さのぽ」ポイントを最大5000ポイントまで
　交換できます！　1スタンプ＝100ポイント

研修受講　　 サポーター登録

活動開始！（1日1回1スタンプ）

目
的

介護施設などでの施設利
用者の日常生活補助、趣
味の指導、話し相手、施
設主催行事の補助など。
(身体介護は除く)

活
動
内
容

介護保険で事業対象者・要
支援・要介護認定を受けて
いない泉佐野市在住の65
歳以上の方。

対
象
者

研修申込・お問い合わせは
お気軽に！
地域福祉グループ
TEL：０７２－４６9－２155

日　　時：7月22日(月) 10：00～12：00
場　　所：社会福祉センター（中庄1102）  小会議室
内　　容：「介護支援サポーターとは」　「認知症の理解」 等
申込〆切：7月19日（金）

研
修
会

『ご近所の方々が、お茶を飲みながら気軽に話せる場所』
となっている新長滝カフェ☆
開店してからもうすぐで3年目を迎えます！
簡単手芸や、趣味の披露など来られたお客さんが楽しめ
るイベントも同時開催中♪
また年に 2 回（夏冬）の青空市場（家庭菜園の野菜が
特別価格で買えちゃいます！）や、年に1回の即売会（地
元の方たちが作った素敵な手芸品♪）など目玉イベント
もあります！！

長滝地区・
新長滝支部福祉委員会

新長滝カフェ

3 月 10 日、住民の方々とぜんざいを食べ、
交流しました。
1人暮らしで体調のすぐれない方や、集まり
に来ることができないお年寄りの方には家ま
で届けました。今後たくさんの催し物を行い、
なかなか会う事の少ない住民の方とも交流を
深めていきます。

長坂地区≪見出住宅≫ 支部福祉委員会が 5年ぶりに再始動しました！

地区
福祉委員

会

活動紹介

日　時：毎月第3土曜日または第3日曜日
　　　　　9：30～ 11：30
○場　所：長滝住宅集会所
○参加費：100円
○メニュー：コーヒー、紅茶など　お菓子付
○運営：新長滝支部福祉委員会

簡単手芸

青空市場

初
回
は
ぜ
ん
ざ
い
を
皆
で

楽
し
く
食
べ
ま
し
た
♪
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展示期間 ・・・・ 約２ヶ月間
展示点数 ・・・・ 約１０点
作品の大きさ・・・幅１ｍ以内　
（洋画・日本画・写真・俳画・書道・ちぎり絵など
　展示可能なもの）

展示作品募集

社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階

廊
下
壁
面
の
ミ
ニ
ギ
ャ
ラ
リ
ー

泉佐野市立社会福祉センター ２階廊下部分にミニギャラリー
を開設しています。
長生会会員及び社会福祉センター利用者の方々から下記の
展示作品を募集しています。
福祉センターロビーでは、マッサージ機やヘルストロンなどの
健康管理機器やテレビが設置されており、たくさんの方々が
利用されます。作品を鑑賞し、こころのなごみになればと考え
ています。ギャラリーにお立ち寄りください。

介護をしている人、介護の経験がある人同士、気軽につどい、
日ごろ感じている介護の思いや不安を本音でおしゃべりしてみ
ませんか？認知症のことや介護の情報収集などでお困りの方も
お気軽にご参加下さい。

ミニギャラリー

介護者家族
のつどい

日　時 …  7月26日（金）　14時00分～15時30分（途中参加、途中退席も可能です。）
場　所 … 社会福祉センター（中庄1102）1階　相談室
参加料 … 無料（飲み物をご希望の方は100円で販売）
※事前申込不要

問合先▶基幹包括支援センターいずみさの
　　　　（☎464-2977　Fax462-5400）

善意銀行寄託

善 意 銀 行
平成31年4月～令和元年5月末受付分
善意銀行は、みなさまの善意を寄託（寄付）として受け、福祉活動の発展に寄与
するべく運用することを目的としています。

・人生道場

・右馬野　博

[問合せ先]　社会福祉センター（中庄1102） tel ４６４－２５６３　
　　　　　　詳細は、１階受付事務所までお問い合わせ下さい。

200,000円

じゃがいも185㎏

・日王株式会社

・匿名

100,000円

生活雑貨6点
衣料品　2点

注　　意　
作品は、注意し慎重に扱いますが、万一の破損・汚損等の責任は負えまん。
また、保険制度もありません。

善意のご厚志、ありがとうございました。

（順不同・敬称略） 
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住所：泉佐野市中庄1102番地  電話：072-464-2259

お問い合わせ

泉佐野市社会福祉協議会泉佐野市社協ボランティアセンター

活動の申込み受付はサロン・ド・ボランティアか社協ボランティアセンターで行っています。

期　　間：7月1日～9月30日
受付場所：泉佐野市社会福祉協議会　ボランティアセンター
　　　　　tel  072-464-2259
開館時間：9：00～17：00

電話またはFAXにて泉佐野市社会福祉協議会まで　
（TEL 464-2259 / FAX 462-5400）

申し込み  ▶

ボランティア
入門講座

夏休みの期間にボランティアをしてみよう！！
「ボランティアしたことがないけどどうしたらいいの？」
「ボランティアってなに？」　「どんなことができるの？」

○子どもと遊んでみたい！

○おじいちゃんおばあちゃ
んと

　　　　　　　　　　話す
のが得意！

○畑作業、一人じゃできな
いけど

　　　一緒になら手伝える
かも！

色々なご質問にお答えします！！この機会にぜひボランティアセンターへ！
初めての人でも、ボランティアアドバイザーが
優しく教えます。
気になるボランティア活動はホームページに掲載中♪

日　　時　／　8月 7日（水）13：00～12：00　
　　　　　　　8月21日（水）10：00～12：00／13：00～15：00　
場　　所　／　社会福祉センター（中庄1102）2階　小会議室
対 象 者　／　①　音声録音・視覚障がい者への支援に興味があり、
　　　　　　　　　ボランティア活動をやってみたい方
　　　　　　　②　両日とも参加できる方
定　　員　／　12名（他に朗読ボランティアも参加予定）
講　　師　／　社会福祉法人　日本ライトハウス情報文化センター

❶新規ボランティアの登録
❷ボランティア保険の加入
❸ボランティア活動先の紹介
❹活動先の申込み受け付け

サロン・ド・ボランティア
毎月第4水曜日　13：30～
社会福祉センター2階

ボランティアセンター
月～金　9：00～17：00

サロン・ド・ボランティア
毎月第4水曜日　13：30～
社会福祉センター2階

ボランティアセンター
月～金　9：00～17：00

などなど、

夏の
ボランティア
体験プログラム

ボランティアが
したいけど、

どこに行ったら
いいんだろう？

あっ！そうや、泉佐野市にボランティアセンターがあった！

あっ！そうや、ボランティアの集い『サロン・ド・ボランティア』があった！

○○さんがボランティアしているから私もやってみよう！

ボランティアの入門講座として、
朗読ボランティアの養成講座を
開催します。
先着順になりますので、興味のあ
る方はご連絡下さい

朗読編

活動先/〔高齢者施設・障がい児者施設・保育・行政・社協〕
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泉佐野市大西１-16-5
らいふらいんぷらざいずみさの1階

ボッチャスクール

・スクール
・大会
いずれも

と　き　8月24日（土）
　　　　12：30～15：30

ところ　J:COM末広体育館　小体育室
講　師　大阪体育大学　教育学部　准教授　曽根　裕二　氏
対　象　障がい児者や興味のある方どなたでも（市外の方は参加費100円を頂きます。）

申　込　当日の3日前までに社会福祉協議会へお申込みください。（℡464-2259）

定　員　選手枠30名　付添者30名 定　員　選手枠36名
            付添者36名

障がいのある人もない人も共に楽しめるパラリンピ
ックの正式種目にもなっているスポーツボッチャを
通じて交流しましょう！
知らない人も、知っている人も、みんなと一緒にボ
ッチャを楽しもう！！

ボッチャ大会
チームを組んで対戦をします。
2020年のパラリンピック種目にもなっていますの
で、ボッチャスクールで練習した人は、ぜひ大会に
もご参加ください。

と　き　8月6日（火）・22日（木）
　　　　12：30～14：30

7月10日（水曜日）13時30分～　【非常時の為にろうそくづくり】

※8月はお休みです。

場　所 ： シャッピーハウス

日　時 ： 毎月 第2水曜日 13時30分～

皆さんのお越しをお待ちしています♪

お引越し
ほっとサロン 曜日も場所も引越しました♪

ろうそくを作る方は、ふた付きの空き瓶をお持ちください。

ほっとサロンは性別・年齢・障がいあるなしに関係なく誰もが参加でき、いろんな人
と出会い、仲間づくりや社会参加のきっかけになることを目指して開催しています

華一座
皿回しや、南京玉すだれなどを披露
します。町会や施設で希望があれば
お伺いしています。メンバーは衣裳
に着替えて活動
しています。皿
回しは、参加者
も一緒に体験で
きるので、みな
さんで楽しみま
しょう。

特技ボランティア
紹介⑤

ボランティアセンター
登録施設紹介○

主に農作業を利用者と一緒にしていただける方を募集し
ています。
電話番号：072-4424-3377
場　　所：泉佐野市中庄 1081-90
担　　当：酒井

さらなプラス

※活動を希望される方は、社会福祉協議会ボランティア
センターまでご連絡ください。

障がいのある方が通う施設です。

[ 内　　容 ]

[ 活動日時 ]

[お問合せ ]
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シャッピーハウスシャッピーハウスシャッピーハウス
開所

月～金曜日
（祝日除く）
10：00～16：00

泉佐野駅
貝塚方面→←泉南方面

佐野
公民館

63

シャッピーハウス
泉佐野市大西１-16-5

らいふらいんぷらざいずみさの1階

どなたでも参加ＯＫ！
みんなで持ち寄りマーケット令和

はじめての

7月6日（土） 13：00～16：00
社会福祉センター2階  小会議室

行政書士 りんくう法務事務所

行政書士による個別・無料相談会

高齢者向け配食サービス

☎072-429-9618

・１食からご注文可能です
・安否確認もお任せ下さい
・土、日、祝日も配達しています

初回１食無料！お試しください

普通食４８６円（税込）、ごはん付き５４０円（税込）

まごころ弁当
泉佐野貝塚店

お気軽にご利用ください！

（受付平日10時～17時）
（泉佐野市新町1丁目4-8）

ご来所による相談は、随時受付しております。（要予約）

要予約

喫茶ルームはどなたでもご自由にお使いいただけます。
打合せ、自習などお気軽にご活用ください。

みんな寄ってね！

日時：8月21日（水）11:00～15:00
場所：泉佐野市大西１丁目16-5　シャッピーハウス館内

※申込書はＨＰからダウンロードいただくか、社会福祉協議会へ問合せください。
※メールの際は記入された申込書を添付し送信してください。

１区画長机１台分（180×45ｃｍ）あたり運営協力金500円（先着10区画予定）
8月9日までに社会福祉協議会総務グループへ申込書をＦＡＸまたはメール、
来所にてご提出ください。
　　　（募集要項はＨＰ（http://izumisanoshakyo.or.jp/）に掲載しています）

ＦＡＸ/072－462－5400　E-mail/info@izumisanoshakyo.or.jp

シャッピーハウス掘り出し市

出店
募集

日　時▶8月25日（日） 10:00～14:00　※雨天決行
場　所▶大木小学校　駐車場
対　象▶市内在住の小学生と保護者　　定　員▶30組（先着順）
参加費▶小学生300円、大人500円、幼児無料（昼食代・保険料含む）
持ち物▶軍手・タオル
申込／8月2日（金）までに泉佐野市社会福祉協議会（469-2155）へ

第16回 親子ふれあい木工交流会
自然いっぱいの中で、木材、竹などを使って作る喜びと、親子の絆を一層深めていただくことを目的に開催します。

100円で飲み物も準備しています♪

［主催］大土地区福祉委員会

墓 石

住所：大阪府泉佐野市市場西1丁目12-1

TEL：072-462-1308
FAX：072-464-5275

URL http://www.ishitsunesekizai.co.jp
Mail  t-takeda@ishitsunesekizai.co.jp

（株）石常石材店


