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50％
40％

10％

社協会員会費の募集は
町会・自治会の
ボランティアの方々に
ご協力いただいています。

　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。

→→ →

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

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3年度  社協会員会費募集にご協力をお願いします

地 域 住 民

町会・自治会

➡

泉佐野市社会福祉協議会

地域の
支えあいのために
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　令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた1年となりました。感染拡大の影響で顕在化

した生活困窮の相談窓口として、新型コロナウイルス感染症特例貸付の相談・申請受付や生活困窮者自立支援機

関としての支援を行いました。

　市民にとって身近な相談窓口となる「地域型包括支援センターしんいけ」を受託し、高齢・障がい・生活困窮・

母子・自殺対策等、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窓口を設置しました。10月からは

市内全域に地域型包括支援センターが設置され、本会は受託した「基幹包括支援センターいずみさの」として、各

地域型包括支援センターと連携を図りながら総合相談支援体制の整備に取り組みました。

　地域活動支援については、コロナ禍において人が集まることが困難な状況が続きましたが、感染症対策や代替

プログラム、ICTツールの導入等の工夫をしながら、地区福祉委員会等住民主体の支えあい活動推進の支援に取

り組みました。　

　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、予定していた多くの諸会議・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。

令和2年度　泉佐野市社会福祉協議会 事業報告

○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：2,194世帯
　　延訪問回数38,510回/延訪問人数74,207人
　◆グループ支援活動……延実施回数1,435回
　参加者内訳：対象者17,182名/関係者5,580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書の作成
　学校における福祉教育への協力……5校
　地域の暮らしを話す会……10地区
　　　　　　　　　　　（書面開催含む）
○地域福祉活動計画推進委員会の開催……2回

○理事会・評議員会の開催
○理事・監事・役職員合同研修会の開催
　「災害ボランティアセンター設置模擬訓練」

法人運営関係
○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69件
○災害に強い街づくり研修会の開催
　災害ボランティア事前登録の実施

災害につよい街づくり事業の実施

○ボランティア活動のコーディネート
○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
　　（11グループ）　連絡会の開催……1回
○ボランティア活動説明会の開催……2回
○居場所と交流機会の提供
　シャッピーハウスの運営
○第42回社協ふれあいクリスマス会

ボランティアセンター事業の推進

○心配ごと相談所の開設　
　開設延日数30日/相談件数　13件
○相談員連絡会議の開催……2回

総合相談事業

○CSW連絡会の開催
○管理者担当者合同連絡会の開催
○新池中学校区CSW活動実績……延60件

コミュニティソーシャルワーカー推進事業

地域福祉事業の推進

○コミュニティカフェ実施主体連絡会の開催
○生活援助サービス従事者研修の実施
○高齢者・障がい者等の見守り支援事業の実施

生活支援体制整備事業の推進
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○高齢者の総合相談
　……基幹包括：延4,522件 しんいけ：延3,626件
○高齢者虐待通報への対応……49件
　　（うち「虐待あり」判断21件）
○介護支援専門員に対する支援
　……基幹包括：延1,010件 しんいけ：延607件
○事業者向け研修会……2回
○介護予防マネジメント
　介護予防サービス計画作成数　5,218件
　介護予防ケアマネジメント作成数2,453件
○出張講座……4回実施/延76名
　介護予防教室の開催……1回
○介護支援サポーター事業
　登録者数72名/延活動回数72回
○介護者家族のつどい……5回
○認知症サポーター養成講座
　開催回数8回　養成サポーター数　193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6回
　自宅訪問8回実施

○おたがいさまの会……延支援時間191時間
　協力会員21名/利用会員30名
○福祉車両の貸し出し……延16回
○車イス貸し出し………延37回

在宅福祉活動の推進

地域自殺対策強化事業

○新規相談受付数
　……基幹包括：903件　しんいけ：221件
○支援調整会議の開催……22回
○就労準備支援講座の開催……3回
○外国人のための情報交換のつどい……6回

経済的困窮世帯への支援
（生活困窮者自立支援事業）

○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……94件
○相談支援……延426件

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）

○一般市民啓発活動……参加者62名
○支援者養成事業……4回
○若年層対策事業……1回
○相談支援事業……延べ相談件数218件

広報宣伝活動の推進

○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57,631件

日常生活自立支援事業

○契約者数……53名
　（認知症7名・知的障がい者21名・
　 精神障がい者25名)
○活動件数……2,692件

共同募金事業の推進

○赤い羽根共同募金運動
　募金額2,615,699円
○歳末助け合い運動
　募金額1,072,721円

高齢者世帯への支援
（基幹包括支援センター・包括支援センターしんいけ）

○障がい者の総合相談
　……基幹包括：延6,293件 しんいけ：延1,660件
○相談支援事業所に対する支援……延900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……32件
　　（うち「虐待あり」判断4件）
○障がい支援区分認定調査業務……377件

障がい者世帯への支援
（基幹包括支援センター・包括支援センターしんいけ）
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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。

○相談件数350件
　申込件数…生活福祉資金14件/総合支援資金7件/
　　　　　　緊急小口資金3件
○新型コロナウイルス感染症特例相談件数4,444件
　申込件数…特例貸付緊急小口資金1,128件　
　　　　　　特例貸付総合支援資金874件　
　　　　　　特例貸付総合支援資金（延長）394件　
　　　　　　特例貸付総合支援資金（再貸付）235件

低所得世帯への支援
○福祉センター利用状況
　大広間利用者数延2,328件
　娯楽室延3,662名
　老人福祉センター（健康機器）457件
　会議室合計9,569名

社会福祉センターの管理運営

ボランティア活動推進事業
¥5,061,225

地区福祉委員会
活動推進事業
¥39,741,090
善意銀行事業 ¥317,700
共同募金配分金事業
¥872,347

資金貸付事業
  ¥10,803,747
福祉サービス利用援助事業
¥8,937,125

コミュニティ
ソーシャルワーク推進事業
¥7,200,000

社会福祉センター管理事業 
¥21,989,405

基幹型包括
支援センター事業 
¥117,685,312 生活支援

コーディネーター事業 
¥27,971,236

障害支援区分認定調査
¥8,285,000

介護支援サポーター事業
¥1,444,748

地域型包括
支援センター事業
¥36,830,564

有償協力員派遣事業
¥1,520,748

法人運営事業
¥17,896,876

会費収入¥7,873,500

介護保険事業収入
¥40,823,524

障害福祉サービス等
事業収入
¥8,285,000

受取利息配当金収入
¥4,648

その他の収入¥852,507

固定資産売却収入¥10,000
その他の活動による収入

¥1,000,000

令和 2年度
収入

¥322,436,488
経常経費
補助金収入
¥49,573,633

受託金収入
¥212,007,135

寄附金収入
¥1,526,506

事業収入
¥480,035

令和2年度　泉佐野市社会福祉協議会　決算報告

災害ボランティアセンター設置
模擬訓練を行いました

カフェ連絡会を開催しました

プレゼントのお渡し会に変更して
クリスマス会を開催しました

令和 2年度
支出

¥306,557,123
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★Zoomではなそ 子育てる～む
コロナ禍で人と話をする機会が減っている子育て中のママパパ・プレママ
パパの皆さん♪
Zoomを使って子育てトークしてみませんか？？
お家から、お子さんとの参加もOKです。
同じ子育てママの『NPO法人おやとこらいぶねっと』の方たちとの交流も
ありますよ。先輩ママに質問してみませんか★

つな
ぐ泉佐野

踏み出して
みよう！ リモートから

始まる
つながりづくり

【とき】8月 3日 ( 火 )13 時 30分～ 15時 30分
　　　 8月 21日 ( 土 )13 時 30分～ 15時 30分
【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 (℡464-2259)
※やむを得ず延期・中止等変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

ボッチャスクールボッチャスクール

日　　時 ／ 令和3年7月14日（水）13：30～15：00
対　　象 ／ 子育て中のママパパ
　　　　　 プレ（妊娠中）ママパパ
内　　容 ／ Zoomミーティングルームにてフリートーク
申込方法 ／ メール・電話もしくは右記QRコードを読み取り、必要項目を入力
※申し込みいただいた方にメールにて、当日のZoomのURLを送付します。
申込期限／7月7日（水）

先着15名

協　　力：NPO法人おやとこらいぶねっと
問合せ先／泉佐野市社会福祉協議会　地域福祉グループ
℡：072-464-2259　メール：csw＠izumisanoshakyo.or.jp

※詳しい内容は泉佐野市社協
　インスタグラムを
　見てください

ボランティア
グループ紹介

泉佐野市こころの
バリアフリーを考える会

こころの病や精神障がいがあってもなくて
も、わけへだてのない共生社会を目指して
います。毎月第 2 土曜日午後から「ぼちぼ
ちサロン」を社会福祉センターで開催してい
ます。どなたでも参加できますので、興味
のある方はご連絡
ください。

ボランティアセンター　
☎072-464-2259
ＦＡＸ462-5400※状況により変

更する可能性が
ありますので、
事前にボランティ
アセンターまでお
問合せ下さい。

障がいのある人もない人
も共に楽しめる「スポー
ツボッチャ」。
パラリンピックの正式種
目にもなっているボッチ
ャを通して楽しく交流し
ましょう！
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今月のピックアップ包括 佐野中圏域包括支援センター　泉ヶ丘園

対象区域 佐野中学校区内にお住まいの方

相談内容 妊娠届受付・母子健康手帳発行・子育て相談
高齢者相談（高齢者虐待対応を含む）　
障がい者相談（障がい者虐待対応を含む）
生活困窮者・ひきこもりの相談
（就労支援や住居確保給付金事業、家計改善支援事業を含む）

日　時 ： 令和3年 7月17日（土）午後1時～4時
場　所 ： 市立社会福祉センター（泉佐野市中庄1102番地）
対　象 ： 泉佐野市内に暮らす外国人
通　訳 ： 英語、ネパール語、中国語、ベトナム語、
　　　　  フィリピン語 等

来所 or Zoom相談
　仕事・在留資格・福祉制度や生活一般に関する相談
相談をご希望の場合は予約が必要です。
（OFIXメールアドレス : jouhou-c@ofix.or.jp）

【内　容】

佐野中圏域地域包括支援センター泉ヶ丘園
〒598-0047　泉佐野市りんくう往来南5-17
TEL 072-468-8103　FAX 072-468-8104

地域の方々が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるために『身近な福祉の
相談窓口』として、支援を必要とされる方々の孤立を防ぎ、
地域の方々とともに生活全般における悩みを解消して
いけるよう努めて参ります。

コロナ禍で困窮状態にある外国人のために、
大阪府国際交流財団（OFIX）と泉佐野地球交流協会（ica）、
社協の3者による共催で合同相談会を開催します。

※その他、市民や企業の方々から社協・icaに寄贈いただいた
　食料品等の配布も行います（先着30名まで）。
（受取の際には、簡単なアンケートにお答えいただきます）

すべての地域住民の方が、地域、暮らし、生きがいを共に創り、
高め合うことのできる地域づくりに寄与することを目的として、
高齢者、障害者、母子、児童、くらしに不安な方などを対象に、
全世代型・全対象型の支援機関です。

地域型包括支援センターに
ご相談ください！

外国人のための
地域合同相談会

みんなの
地域福祉活動計画

「地域福祉活動計画」は、地域における民間福祉
活動の取り組みの方向性をまとめた計画です。

第3次計画（令和3年度～８年度）
基本目標1 ▶ 自分らしく生き、チャレンジ

できる地域をつくろう

「生きる」を支える公的制度外の
取り組みをすすめます。

　地域には、様々な事情で生活に困窮された方
がおられますが、公的制度で支援をうけるため
の審査機関を待つ間の食事にも欠ける状態にな
るまでなかなか相談できない方々もおられます。
　現在、食料ロスを減らすための活動に取り組
む団体も増えてきています。そのような団体と
連携しながら、困窮者支援にとりくんでいます。

第3次地域福祉活動計画の
全文・詳細については、
社会福祉協議会の
ホームページをご覧ください。

行
動
４
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介護支援
サポーターさんの声

介護支援サポーター研修会　参加者募集！泉佐野市介護支援
サポーター事業

※下記の５つの要件をみたす団体

研修申込・お問い合わせは
お気軽に！

基幹包括支援センターいずみさの
TEL：０７２－４６4－2977

日　　時：令和3年7月26日(月) 10：00～12：00
場　　所：社会福祉センター（中庄1102）  2階小会議室
対　　象：泉佐野市在住の６５歳以上の方
（要支援・要介護認定を受けていない方、事業対象者に該当されない方）
内　　容：「介護支援サポーターとは」
　　　　　「認知症の理解」等
受講された方は、希望により介護支援サポーターの登録を
して、活動することができます。

※新型コロナ感染症の状況により、研修会が中止となる可能性があります。

研
修
会

初めて施設に行くのは緊
張したけれど、行ってみ
たら施設の人も親切で安
心して活動できました!

・体操する場所を自分たちで確保できる
・動画（DVD）を映す機器を準備できる
・1人がけの背もたれつきのいす（人数分）を用意
・週1回以上かつ6カ月以上継続して体操ができる
・毎回おおむね5人以上（うち65歳の方が半数以上）
　参加できる

① 体操に使うDVDを貸し出します
② 体操の専門家を派遣します
　 ( 事前説明・初回３回・３カ月後 )
③ 手づくりの運動手帳を1人 1冊プレゼント
④ 1 年以上続けたグループには希望があれば、
　 年 1回専門家を派遣します
⑤ 年 1～ 2回、「保健師によるためになる健康話」、
　 「主任介護支援専門員による正しい介護保険の    
　 利用のしかた」等お話にお伺いします

度重なる緊急事態宣言で外出もなかなか出来ない中、体力・気力の衰え

は大丈夫ですか？　このたび、泉佐野市の理学療法士と作業療法士の

協力のもと、「さのトレ体操」のDVDを作成しました。手軽にタオルを使

い、フレイルの予防効果のある筋力トレーニングと脳トレもできます！

【募集する団体】 【５つの支援をしま
す】

今年度はモデル事業として、1～2団体を募集！

自らの生きがいづくり・健康づくりを行いながら、地域社会で活動する方法を学びませんか？
研修を受講された方は、介護支援サポーターとして、市内の介護施設等でお話相手や趣味の相手、レク
リエーション・行事のお手伝い等の活動を行い、地域社会に貢献して頂きます。この活動には１回１ポ
イント（100円）が付与されます。1年で最大5,000円のさのぽポイントが受け取れます。
まずは気軽に研修会に参加してみませんか？

まずは団体の代表者を決めて、基幹包括支援センターいずみさのへ相談・

申し込みください。DVDの貸出や体操の指導など立ち上げの相談等打ち合

わせを行います。

※モデル事業のため、他の団体等より見学に来られる場合がありますので、

ご協力お願いします。また、アンケート・実施風景の撮影等ご協力お願いし

ます。※応募団体多数の場合は、抽選の上、２団体に決定しますのでご容赦

ください。

「さのトレ体操」
始めませんか？

「さのトレ体操」
始めませんか？

【相談・申込先】
　　　　基幹包括支援センターいずみさの　072-464-2977



（ 8 ） 泉佐野市社協だより

泉佐野市社協では、本年度より赤い羽根共同募金
の配分金を財源とし、だれもが安心して暮らせるま
ちづくりのために、泉佐野市内の地域にねざした
住民・ボランティアによる活動を奨励するための助
成を行います。審査を経て助成決定を行います。

誰に相談していいか分からない、こんなことでも聞いてくれる
かな、等どんなことでもお気軽にご相談ください！
※状況により、やむを得ず中止する場合がございますのでご了承ください。

令和3年7月3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

就労継続支援B型事業所

ほっとハート

☎072-429-9619

障がいをお持ちの方、
一緒に働いてみませんか？？
ご自宅へ
送迎可

工賃月額
約３万円

マイペース
簡単作業

見学・体験
受付中！

（株）ブレイブハート
泉佐野市長滝1255-1

(1) 泉佐野市内を活動の場としていること
(2) 非営利団体であること
(3) 上記項目を全て満たし、かつ市民を対象とした
     地域福祉活動事業であること

(1) 新規事業立ち上げ費助成　上限10万円
(2) 事業費助成　　　　　　　上限5万円

善意銀行寄託　令和3年4月～令和3年5月末受付分

対象

【申請受付までの流れ】
申請受付開始（５/12から開始しています）
応募締め切り　8/31 審査　11月頃

審査結果通知　１月末頃予定
助成金交付　令和４年４月以降

事業完了報告
事業完了後１カ月以内３月実施の場合は１５日以内

助成種類

令和4年4月1日～令和5年3月31日事業対象期間

予約不要 相談無料 秘密厳守

令和3年5月12日～8月30日まで
詳しい内容については、ＨＰをご覧になるか、ボランティアセンターまで
お問い合わせください。ＨＰ（https://izumisanoshakyo.or.jp/） 

申請期間

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 200,000円

善 意
  銀 行

⇩

⇩⇩
⇩

⇩

日　時 ： 8月26日（木） 13：00～16：00
場　所 ： いこらも～る泉佐野　１階　特設会場
　　　                    （下瓦屋２丁目２番７７号）

●第1.2.3.5月曜日　13：00～15：30
　場所　社会福祉センター2Ｆ　

（定例開設） 
●第4　月曜日　13：00～15：30
　場所　シャッピーハウス

問い合わせ先
地域福祉グループ　072－464－2259

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

善意のご厚志、ありがとうございました。

いずみさの福祉活動応援助成金のご案内

【あなたに寄り添う　心配ごと相談所】　出張相談開催


