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社協

　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
会費の納入に
ご協力を
お願いいたします。

50％
40％

10％7月11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

コロナで食事にお困りの方

☎072-429-9618

・ご自宅までお届けします
・高齢者向けの配食です
・土、日、祝日も配達しています

１食からご注文可能！初回無料試食あり

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

【こまめに水分を補給してください】
室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分、経口補水液 (※経口補水液とは、
食塩とブドウ糖を溶かしたものをいいます )などを意識して補給しましょう。

【暑さを避けてください】
できるだけ風通しのよい日陰など、涼しい場所で過ごしま
しょう。（屋内でも 30℃を超えるようならエアコン・扇風機
を使用しましょう）

以下の症状にお気をつけください。
＜熱中症の症状＞　めまい、立ち
くらみ、手足のしびれ、筋肉のこ
むら返り、気分が悪い、頭痛、吐
き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、
いつもと様子が違う
＜重症になると＞　返事がおかし
い、意識消失、けいれん、からだ
が熱い

【熱中症が疑われる人を見かけたら】
＜涼しい場所へ＞　風通しのよい日陰など、涼しい場所へ
＜からだを冷やす＞　衣服をゆるめ、からだを冷やす（首回り、
脇の下、足の付け根など）
＜水分補給＞　水分・塩分、経口補水液などを補給する

【自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐ
に救急車を！】
「熱中症」は、高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体
内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働
かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけ
でなく室内・夜間・就寝時で何もしていないときでも発症し、
場合によっては死亡することもあります。

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

40％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

10％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

地域で育むふれあいの輪

善意銀行寄託　令和元2年4月～令和2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

ロイヤルホールディングス株式会社 及び
ロイヤルインフライトケイタリング株式会社

日王株式会社

匿名

200,000円

アップルジュース200本

クッキー　120袋

チョコレート360箱

生活用品　5点

特に高齢の方は暑さやのどの渇きを感じにくくなります。以下のことを心がけ予防しましょう。

善 意
  銀 行

一方通行

第1駐車場

第2駐車場

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

熱中症を
予防

しましょう！

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2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

（順不同・敬称略） 

善意のご厚志、ありがとうございました。

社会福祉センター第 2駐車場前の
道路は一方通行です。

来館の際はご注意を！
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【栃木県佐野市での被災地支援活動の様子】【4月から「基幹包括支援センターいずみさの」が開設しました】

【小ネットの活動報告集会では福祉委員会と福祉事業所が
　　　　協力して開催しているカフェの活動報告がありました】

介護経験がある人同士で、日々の思いや不安につい
ておしゃべりしてみませんか？介護に役立つミニ講
話もありますので、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。

生活の困りごとや不安を相談員がお聞きし、どのよう
な支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な行
動プランを作成し、寄り添いながら自立にむけた支
援を行います。

「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」「就
職活動に不安がある」といった方に就労にむけた支
援（コミュニケーションの練習や就労体験など）を提
供します。

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、
相談者が自ら家計を管理できるように、定期的に一
緒に収支を確認します。

路上生活やネットカフェ生活など、不安定な住居形態
（ホームレス状態）の方に一時的な宿泊場所と食事
を提供し、住居探しを手伝うなど、生活の立て直し
を支援します。

住所がなければ就職活動が困難なことから、住居を
失った方・失うおそれの高い方を対象に、就職活動
をすることを要件に一定期間（原則3か月）、家賃相
当額（上限あり）を支給します。

参加は無料です。（希望者には飲み物を100円で提供します）

「認知症の方への対応方法」　講師：家治　庸一さん

※事前申し込み必要　※やむを得ず中止する場合があります。

その他、ご相談・お問い合わせは
泉佐野市社協・基幹包括グループへお電話ください。
◎新池中学校区にお住いの方は、
　TEL072-464-2366　包括支援センターしんいけへ
◎その他の泉佐野市内にお住いの方は、
　TEL072-464-2977
　　　　　　　　基幹包括支援センターいずみさのへ

※各事業の利用には収入や貯金額など一定の要件があります。

泉佐野 住居確保給付金 検索詳しくは

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

基幹包括支援センターいずみさの・包括支援センターしん
いけでは、「生活困窮者自立支援法」に基づき、生活に
困窮されている方への各種支援事業を行っています。

生活困窮者自立支援事業のご案内

お問合せ・ご相談・申請希望▶泉佐野市社協総務グループ（貸付担当：072－464－2259）までお電話ください。
※直接来所の場合は混雑している場合がありますので、まずはお電話にてご予約ください。

日　時 ： 7月31日（金）14：00～15：30
                      （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）2階
　　　　　　　　　　　　健康相談室
内　容 ： おしゃべりとミニ講話

介護者家族のつどい介護者家族のつどい

新型コロナウイルス
感染症

特例貸付のご案内

　令和元年度は、平成から令和に時代が移行された年でもあり、本協議会においても国が提唱する「地域共生社会」

の実現を目指し、泉佐野市からの受託事業であった地域包括支援センターと基幹包括支援センターを一元化し、引

き続き高齢・障がい等への総合相談に加え、生活困窮・母子支援・自殺対策等の新たな事業を受託し、世帯全体の

複合化・複雑化した課題を包括的に受け止める“丸ごと”相談支援の実施を行いました。また、平成30年に新規事業

として配置した第1層生活支援コーディネーターに加え、新たに第２層生活支援コーディネーター2名を配置し、CSW

と連携しながら“我が事”の地域づくりに取り組みました。

　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。

　大西町にあるサテライト事務所「シャッピーハウス」においては、掘り出し市の開催や会議室の貸し出しを行い効率

的な利用促進に努めました。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で一時的な生活資金にお困りの方に

向けた緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）の特例貸付を実施しています。

※本制度は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください。

詳しい内容については泉佐野市社会福祉協議会のホームページをご確認ください。

　また、台風19号に伴う被災地支援として栃木県佐野市へ0泊3日のボランティアバスを運行し14名のボランティア

に活動いただきました。　　

　新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、感染症拡大防止のため、予定していた諸会議・諸事業の自粛を行いまし

た。その他、具体的な各事業の報告は次のとおりです。

○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：2,116世帯
　　延訪問回数40,914回／延訪問人数78,606人
　◆グループ支援活動…延実施回数2,748回
　　参加者内訳
　　　対象者39,853名／関係者12,998名

令和元年度　泉佐野市社会福祉協議会 事業報告

○理事会・評議員会の開催
○理事・監事・職員合同研修会の開催
　　　　　　「災害ボランティアセンター設置訓練」
○職員研修の実施

法人運営関係

地域福祉事業の推進

○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

自立相談支援事業
あなただけの支援プランをつくります

就労準備支援事業
社会への第一歩

家計改善支援事業
家計の立て直しをアドバイス

一時生活支援事業
生活の立て直しを支援

住居確保給付金の支給



（ 6 ） 泉佐野市社協だより （ 3 ）泉佐野市社協だより

緊急事態宣言が出て、地域活動も自粛になりました。
福祉委員会で日頃から見守っている高齢者の方等はお元気だろうか…。
そんな思いのもと、今自分たちに何が出来るだろうか？を考え話し合い、

独自の活動を始めた地域があります。
今回は長滝地区福祉委員会のコロナに負けないっ！取り組みについてお聞きしました。

こんなと
きこそ！

！ 長滝地区
福祉委員会

キャッチボールができる
コミュニケーションを取りたい！
キャッチボールができる

コミュニケーションを取りたい！
地区
福祉委員

会

活動紹介

長滝地区福祉委員会 協力員さん
長滝地区 民生委員児童委員さん

長滝地区福祉委員会
       事務局長 西願幸雄さん

対象者さんよりコメ
ントを頂きました

対象者さんよりコメ
ントを頂きました

【取材を通じて】

日頃のサロン等でお話ししている協力員（ボランテ
ィア）と気軽に電話等でお話しが出来るように、見
守り対象者一人一人に対し、1～2名の担当協力員を
置きました。
また、担当協力員の名前と電話番号を記載した手紙
を作り、介護予防のパンフレットなどと一緒にポステ

ィングをしています。その
後電話をし、お話しをして
います。この活動を週1回の
ペースで行っています。
また、買い物帰りに担当の
対象者さんのお宅の近くを
通り、電気がついているか、
テレビ等の音は聞こえるか
気にかけています。

何かあったらすぐ言ってほしいなと思ったんですけ
ど、きっかけがないと言いづらいかなと思って。それ
でお手紙をつくりました。私たちも何かツールがあ
った方が声をかけやすいですし。こんな時だからこ
そ誰とでも話ができるようになっておく必要がある
と思いました。
ただ、ポスティング
や困ったときに連絡
してね。ではコミュ
ニケーションが一方
通行になってしまう
ので、コミュニケー
ションのキャッチボ
ールが出来る仕組み
を考えました。

一般社団法人らふ(※)さんの協力による手づ
くり子ども用マスクを子育てサロンの参加者
にメッセージを添えて配布しました。
マスクを配布したお母さんから協力員さんに
LINEで「マスクありがとうございます。サロン
が始まるのを楽しみにしています♡」とメッセ
ージが来ました。

長滝では日頃からサロン活動や
協力員さん同士で話し合う場が
あります。

普段の活動が非常事態でも孤立を生まない地
域につながったのだと思います。

協力員さんは「特別なことは何もしてないのよ」とおっしゃっていました。これまでの生
活様式を継続することが困難になるような非常事態の中、地域の人同士のつながりがあ
る状態＝『いつも通り』を続ける工夫を自然とされている様子が伝わりました。

介護サービスも上手く利用しながら
生活してるよ。一人やと寂しいから
声かけてくれて嬉しいわあ。

●どんな取り組みですか？
ママや子どもたちともつながろう！

http://laugh-sensyu.org/※らふ

●なぜ、この取り組みをしようと思ったのですか？

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

手作り子ども用
マ ス ク は 市 内
13ヵ所の子育て
サロン参加者に
配布しています。

○コミュニティカフェ実施主体連絡会の開催
○泉佐野わいわいの輪（第1層協議体）の運営

○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157件
○災害に強い街づくり研修会の開催
○ボランティアバスの実施…14名
○被災地支援ボランティア助成事業
　助成対象者数…15名

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

○サロン・ド・ボランティアの開催…１２回
　個人登録Vr163名/延活動人数1,569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…1回
○講座および研修会の開催…合計2回
○居場所と交流機会の提供
　シャッピー喫茶の運営…延利用者788名
　ほっとサロン　年10回延参加者数78名
　シャッピーハウスの運営…延利用者932名
　掘り出し市の開催…3回
○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41回社協チャリティバザー
○第41回社協ふれあいクリスマス会
○第8回ボランティアフェスティバル

ボランティアセンター事業の推進

○学校における福祉教育への協力…3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…3回

○CSW連絡会の開催
○地区担当CSW支援…延50件
○新池中学校区CSW活動実績…延476件

コミュニティソーシャルワーカー事業の推進

○おたがいさまの会…延支援時間369時間
　協力会員22名/利用会員28名
○福祉車両の貸し出し…延33回
○車イス貸し出し…延51回

在宅福祉活動の推進

○高齢者の総合相談……延5,942件
○高齢者虐待通報への対応…41件
○介護支援専門員に対する支援…487件
○事業者向け研修会…4回
○介護予防マネジメント
　介護予防サービス計画作成数…7,412件
　介護予防ケアマネジメント作成数…5,547件
○出張講座……24回実施／延896名
○介護支援サポーター事業
　登録者数76名/延活動回数510回
○介護者家族のつどい…6回
○認知症サポーター養成講座
　回数／18回　養成サポーター数／550名
○初期集中支援チーム事業
　支援対象者4名　チーム員会議8回
○WAOいずみさの…2回/合計83名参加

高齢者世帯への支援
                              （旧：地域包括支援センター事業）

障がい者世帯への支援
                              （旧：基幹相談支援センター事業）

○障がい者の総合相談……延5,271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…34件
○障がい支援区分認定調査業務…379件

総合相談事業
○心配ごと相談所の開設　
　開設延日数40日/相談件数　20件
○相談員連絡会議の開催…3回
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介護支援サポーター　研修会のお知らせ泉佐野市介護支援
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）

新型コロナウイルス感染拡大予防の為、現在サポーター活動は中止となっています。（6/30時点）
活動再開の際はサポーターへ郵送にてご連絡いたしますので、ご理解・ご協力をお願いします。

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29日(水) 13：30～15：30
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28日（金）
研修参加希望者は事前に電話にて申し込みください。※開催予定が変更になる可能性があります。

研
修
会

ボッチャスクール

場　所‥泉佐野市社会福祉センター2階
定　員‥参加者10名
　　　　　付き添いの方がいる場合は 申込時にお知らせください
対　象‥障がい児者や興味のある方どなたでも
申　込‥当日の3日前までに社会福祉協議会へ
         　お申し込みください(TEL 464-2259)

障がいのある人もない人も共に楽しめ、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！

8月 6日（木）　13：30～15：30
8月20日（木）　13：30～15：30

開
催
日

※開催の予定が変更になる場合があります。

紙芝居や絵本、小道具（ペープサート・
パネルシアター) を使ったおはなし会で
す。親子ふれあい遊び、わらべ歌、絵
本の紹介と魅力についてお話します。
　　　　　　　　　　(30分～ 40分 )

ご興味のある方は
社協ボランティア
センターまで
　(☎464-2259)

ボランティア
グループ紹介

歌体操
「かがやき」

老化予防・健康増進を目標に
定例会や施設等で楽しく和や
かに活動しています。
一緒に活動する仲間を募集し
ています。

お知らせ

寝たきりに【ならない】【させない】【つくらない】

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。

［日時］
第1水曜日・第 3火曜日
　　13：30 ～15：00
［場所］
泉佐野市社会福祉センター

特技ボランティア紹介⑨

経済的困窮世帯への支援
                              　　（生活困窮者自立支援事業）

○新規相談受付数…139件
○支援調整会議の開催…12回
○就労準備支援講座の開催

○契約者数…54名
　(認知症10名・知的障がい者22名・精神障がい者22名)
○活動件数…2,416件

日常生活自立支援事業

○赤い羽根共同募金運動
　　　募金額2,604,017円
○歳末助け合い運動
　　　募金額926,785円

○相談件数221件
○申込件数…生活福祉資金7件
   　　　　　緊急小口資金4件
○新型コロナウイルス感染症特例相談件数72件

○高齢者・障がい者交流会の開催　…1回
○福祉センター利用状況
　大広間延5,262名／娯楽室延7,647名
　老人福祉センター541名／会議室合計16,795名

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

○社協だよりの発行…年6回
○社協ホームページの運営…年間閲覧数延53,168件

広報宣伝活動の推進

地域自殺対策強化事業

○支援者養成事業として講座を開催
○「不登校は不幸じゃないinいずみさの」のイベント開催

子育て世代に対する支援
       （子育て世代包括支援センター事業・母子保健事業）

○妊婦届の受付・母子健康手帳の交付
　および保健師による面接
○相談支援…延331件

寄附金収入¥1,839,293 法人運営事業
¥35,225,382
ボランティア活動
推進事業
¥5,916,962
地区福祉委員会
活動推進事業
¥61,269,127
善意銀行事業
¥1,763,190

共同募金配分金事業
¥1,945,298

資金貸付事業
¥3,462,784

福祉サービス利用援助事業
¥7,258,018

コミュニティ
ソーシャルワーク推進事業
¥27,461,065

社会福祉センター管理事業 
¥24,512,292

基幹型包括
支援センター事業 
¥152,714,365

生活支援
コーディネーター事業 
¥17,991,408

障害支援区分認定調査
¥7,376,779

介護支援
サポーター事業
¥1,450,261

有償協力員派遣事業 ¥1,585,409

令和元年度
支出

¥349,932,340

受託金収入
¥198,806,784

会費収入¥7,748,600

経常経費
補助金収入
¥49,697,483

事業収入
¥1,610,155

介護保険事業収入
¥60,978,173

障害福祉サービス等
事業収入
¥8,100,000

受取利息配当金収入
¥13,899

その他の収入¥7,671,879

積立資産取崩収入¥22,713,430

令和元年度
収入

¥359,179,696

令和元年度　泉佐野市社会福祉協議会　決算報告

おはなし会おはなし会

（健康機器）


