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さあ、みんながつながり、活躍できる地域を目指して！

みんなが集まる『あいあいカフェ』
豊川南小校区

北小校区

ゴミ出しで高齢者の支援

R3 年 10 月～

見守りを意識した会議や講習会
R2 年度９月〜

地域で集う『ささえカフェ』
萱野北小校区

R2 年８月～

➡Ｐ 2・3 へ

中小校区

R2 年 4 月～

ワクチン予約をお手伝いしました！
萱野小校区

R3 年５月、R4 年２月

世代を超えたみんなのこども食堂
萱野東小校区

R3 年４月～

❶ささえあいステーション開設!!
地域の方が気軽に来られる場所を目指
し、すべての小学校区内に開設！どなたで
もぜひお立ち寄りください。

生活上のお困りごと、地域活動のお悩み、
お気軽にご相談ください！
お話を聞いて一緒に考え、必要に応じて専門機関につないだ
り、地域での活動を紹介したりします。
◦隣の方の様子がおかしい。少し気になるな…。
◦定年退職した。これまでの経験を地域に役立
てたい。
◦他の自治会はどんな活動しているんだろう。

令和４年４月

例えば…

❷地域訪問

全小学校区でスタート！

地域で活動する団体や事業所など
を、校区担当の職員が訪問し、活動状
況や課題、
「今後こんな活動がしたい」
などのお話を聞き、関係づくりや情報
収集を進めます。

❸ささえあい推進会議の開催
校区ごとに年１～２回開催
校区ごとに住民や地域団体、学校、
事業所や企業など様々な方が集まり、
地域の情報や課題を共有し、解決のた
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30

箕面団地でゴミ出し
支援（中小校区）

みのお社協だより

近年、少子高齢化やコロナ禍による孤立・孤独
の進行、そしてひきこもりや虐待などの社会問題

おさがり服交換会
（豊川南小校区）

（北小校区）

銀行で
「出張福祉相談会」

キッチンカーの誘致
（萱野北小校区）

これまでに生まれた新たな取り組み

が 顕 著 に な っ て い ま す。 い つ 起 こ る か わ か ら な い
災害への備えも必要です。そのような中、頼りに
なって心強いのは、ご近所や身近な地域の人々の
存在です。住民一人ひとりや地域団体、学校、事
業 所 や 企 業 な ど、 み ん な が 世 代 や 分 野 を 超 え て つ
な が り 支 え 合 い、 安 心 し て 生 き 生 き と 暮 ら せ る 地
域を目指して「顔の見える総合相談・支援事業」は、
平成 年からのモデル期間（３年半）を経て、こ
の 月、全小学校区で展開します！

めの取り組みを検討します。
具体的な取り組みを始める際は、個別に関係者で集まり、
「取
り組み会議」を重ねていきます。

～さぁ、誰ひとり孤立させない箕面へ～

人と人がつながり、地域情報が集まる場所を目指して

みんながつながり、
活躍できる地域 を目 指して

顔の見える総合相談・支援事業

事業内容
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３年６か月の実践から、次の気づきがありました！
令和４年度からは気づいたことを踏まえ、取り組みをさらに進めていきます！
気づき ❶

相談者別相談件数（R3.4 月～R4.3 月）

待っていても困っている方は相談に来ない!?

小学校区ごとの相談窓口（ささえあいステーション）開設で、困ってい
る方が相談しやすくなると考えていましたが、実際は本人や家族からの相

議員

医療・介護・
福祉事業所
ボラン
ティア・
NPO

家族

本人

一般市民

生活関連
事業所

行政・
公共施設

本人・家族からの相談は少ないです。

ポイント 周りの方の異変に気づいたら、ささえあいステーションへ相談を！

気づき ❷

地域団体

談は少ない状況です。支援が必要な方（認知症やひきこもりの方等）は、
自ら相談することが難しいとも考えられます。そのような場合、周囲が異
変に気づくことが必要です。
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住民が集まることで様々な地域情報が集まる！

ささえあいステーションには、相談に来られた方以外にも、立ち寄られ
た方が地域の様々な情報を届けてくれます。
◦近所のAさん、育児で悩んでいるみたいで心配。
◦子育てサロン、コロナで休止していたけど、そろそろ再開し
ようかな…。
◦あ
 そこの会社の社長さん、地域の活動に関心を持ってくれたよ。

このような情報がもとになり、様々な方がつながって新たな取り組みが
生まれています。

「ささえカフェ」
（萱野北小校区）

ポイント どなたでも、ささえあいステーションへぜひお立ち寄りください。

気づき ❸

ささえあいステーションに誰もが立ち寄れ
るカフェを開設している校区もあります。

福祉分野を超えた新たな出会いやつながりができた！

校区担当の職員が、関係づくりと情報収集のため、福祉分野に限らず様々な団体や事
業所等を訪問しています。
令和２年度は飲食店を訪問
令和３年度は寺社や教会、不動産事業所を訪問
➡地域の見守りに賛同してくれた事業所が多数
ポイント 事業所には「よりそい隊」

への登録を勧め、日頃からのつながりを推進！

（※）

ピックアップ

※みのお見守り支援システム
「よりそい隊」
日常業務の中での見守り活動等
に協力いただける事業所や企業
に登録いただいています。

高齢になっても安心して暮らせる地域を目指して

（北小校区の取り組み）
ポイント

◦住民だけでなく、福祉職も連携
◦校区よりさらに身近なエリアで

ささえあいステーションでご近所エリアごとに、民生委員や地区福

祉会、一声訪問員などの住民と「高齢者くらしサポート」職員など福
祉職が、気になる高齢者や地域の様々な情報を共有する会議を定期的
に開催しています。
今後は、福祉職を中心に、支援が難しい世帯の課題解決に向けて話
し合う「地域ケア会議」との連携も検討しています。
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必要に応じて
連携
地域での見守り会議

地域ケア会議

ささえあいステーション開設カレンダー（令和４年４月〜）
月

火

水

木

●彩都の丘 9：30 〜 12：00

●萱野北 9：30 〜 12：00

●南 9：30 〜 12：00

コミュニティセンター彩都の丘会館

コミュニティセンター萱野北小会館

北部・西南高齢者くらしサポート内

080-6100-4054

担当者

畑中

●西 9：30 〜 12：00

070-2443-4893

担当者

070-2443-4895

三好

担当者

●東 9：30 〜 12：00

コミュニティセンター西小会館

粟生外院自治会館 聚楽館

阪本

080-6100-4053

担当者

坊野

●箕面 13：00 〜 16：00

コミュニティセンター箕面小会館
080-6100-4054

担当者

畑中

●北 13：00 〜 16：00

サンプラルーム北

これまで実施のモデル校区に
おいて一部開設日、時間、場
所等が変更になっています。

ささえあいステーション
地域福祉の活動レポート

（みのおサンプラ
ザ1号館3階）

070-2443-4892

担当者

西小
校区

島中

担当者

力金をいただいた校区内の80歳以上の方に、「困っ
た時はここに相談して
くださいね」と声をかけ
配布しました。次は９月
に校区内の75歳以上の

方全員に配布する予定

Information

070-2443-4892

担当者

島中

●豊川北 13：00 〜 16：00

●中 9：30 〜 12：00

奥自治会館

コミュニティセンター中小会館

080-6100-4053

担当者

坊野

070-2443-4895

●豊川南 13：00 〜 16：00

あいあいルームとよみな
070-2443-4894

担当者

担当者

三好

●西南 9：30 〜 12：00

（多文化交流センター地下）

西南図書館

山岡

080-6100-4055

●止々呂美 13：00 〜 16：00

担当者

梅田

●萱野東 13：00 〜 16：00

＜第1・３・５週＞
止々呂美
ふれあいルーム
＜第 2・4 週＞
箕面森町ピースガーデン
コミュニティハウス
070-2443-4893

担当者

コミュニティセンター萱野東小会館
070-2443-4894

阪本

担当者

山岡

きっかけは、日本は世界で最も孤

独な人が多い国という新聞記事で

した。孤独死、老々介護による事

件事故などの記事を目にする度、
何かできないかとの思いでした。
体の衰えは自覚できますが、脳の

衰えは静かに忍び寄ってきます。

だから今、相談先を知り、備える
必要があります。

問合せ：西小校区ささえあいステーション
（担当：阪本）
お知らせ

コミュニティセンター萱野小会館

梅田

高齢者くらしサポートのマグネット＆シールを配布！

連絡先マグネットとシールを作成し、社協活動協

です。

080-6100-4055

●萱野 9：30 〜 12：00

悩み・困りごとは抱えこまずに相談！

西小地区福祉会では、高齢者くらしサポートの

お勧めの貼付場所：電話、
冷蔵庫

カフェやってます

取り組み発案 桜ヶ丘在住
大槻 孝さん（87）

070-2443-4893
みのお社協だより
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おひとりさまの達人にき
「前までは1年1年を目標にしていましたが、今は1日1日、今日もありがと

うと思って過ごしています。
」と話すのは、山の麓に住む小川さん。運転免許
証を返納してから、雨の日以外は毎日自転車で買い物、天気がよければ山道

を下って散歩に出かけています。食事も三食をしっかり取り、
「惣菜は栄養が

偏るから」と家事も自身で行い、
時には野菜炒めや豚汁も自分で作っています。
そんな小川さんも、お一人での生活に不安を感じ、買い物ついでに高齢者

お

が わ

て つ

じ

くらしサポートに相談しました。たっぷり話したことで、心配ごとを相談で

小川 哲示さん

謝して過ごします」と素敵な笑顔になっていました。

白島在住の85歳。
健康の秘訣は自転車に
乗ることと歩くこと。

きるところがあると安心できたそうです。「これからも生きていることに感
高齢者くらしサポート（地域包括支援センター）：高齢者の日常生活のお困りごとなどを相談できる窓口

米寿や卒寿を過ぎてもひとり暮らしを楽しんでいるかたを紹介してください 問合せ：総務課

有償ボランティア
（協力会員）募集中！

空いた時間に
助けあい、しませんか？
社協では、家事や
身の回りのことで
困っているかたを、
住民同士で助け合う
活動「ふれあいホー
ムサービス」を実施
しています。
ぜひ、あなたの空
いた時間に、できる
範囲で、お手伝いい

▲援助中
（洗濯物たたみ）
ただけませんか？
援助内容：室内の掃除など一般的な家事
報
酬：１時間900円 ※資格は問いません

問 合 せ：ふれあいホームサービス
TEL 072-727-9517

072–749–1575

第３回フードパントリー報告

～73世帯に食料品などを無料配布しました～
子どもが食べ盛
りになってきた
からお米はあり
がたい

コロナ禍で生活にお困りのひとり親家庭に食
料品などを無料で配布する「フードパントリー」
を3月13日日に開催しました。
今回ご協力いただいた団体・個人の皆様（敬称略）
【お
米】生活協同組合コープこうべ
大阪よどがわ市民生活協同組合
大阪北部農業協同組合、市民の方３名
【食 料 品】フードドライブの食品

【雑貨など】セブン-イレブン・ジャパン
次回は７月頃の開催を予定しています。決ま
り次第ホームページ等でお知らせします。
問合せ：地域福祉推進課 TEL 072-749-1575

ボランティア同士の交流や新たなつながりづくりのために…

「ボランティア交流スペース」を活用ください！
ボランティアグループ連絡会ではボランティア交流スペースで月1回「ちょこっとボランティア」

を実施しています。
日
内
5

時：5/17火、6/21火 10時～ 12時
容：手芸、使用済み切手の整理など

令和 ４ 年 ５ 月 １ 日発行

場 所：箕面市船場西1-11-35 総合保健福祉センター分館
問合せ：ボランティアセンター TEL 072-749-1535

令和４年度

地域で孤立している住民に気づき、コロナ禍で
広がる孤独・孤立の問題の解決、予防を図って

事業計画

3つの
重点テーマ

いきます。

地域福祉活動計画の
着実な推進

法人全事業の予算額

持続可能な
運営体制の整備

1,166,079千円（昨年度比＋35,201千円）

・本部事業…ご近所福祉の推進やボランティアセンター

の運営、権利擁護のための「日常生活自立支援事業（ま

かせてねット）
」
、
住民による生活支援事業「ふれあいホー

令和

ムサービス」
、箕面市から委託を受け実施している中東

・在 宅支援サービス事業…ホームヘルパー事業や稲デ
イサービス事業、ケアマネジャー事業など

・老健事業
（公益事業）…介護老人保健施設の運営、入所、
短期入所、デイケアサービス、訪問リハビリテーションなど

部地域包括支援センター（高齢者くらしサポート）
、生
活困窮者自立支援事業、ささえあいステーションなど

繰入金
（介護保険等収入）7.9%
その他の活動による収入 1.2%
その他の収入 0.2%
受取利息配当金収入 3.0%
介護保険事業収入 4.2%
事業収入1.4%

年度 予算

4

本部事業の予算額

介護保険事業等の
安定経営

※受託事業と統合

・協力金収入…毎年、住民の皆様に協力いただいている社協活動
協力金収入
・寄附金収入…個人や企業からの寄附
繰入金
（介護保険等収入）7.9%
協力金収入 4.2%
その他の活動による収入
1.2%
寄附金収入
・補助金受託金収入…
箕面市や大阪府社協からの交付金や受託金
0.2%
その他の収入 0.2%
受取利息配当金収入 3.0%
・事業収入…広告収入など
介護保険事業収入 4.2%
事業収入1.4%
・繰入金…老健、ヘルパー、ケアマネ、デイサービス事業からの収入
・受取利息配当金収入…基金の利息等
収入

312,672
千円

令和４年度事業計画、予算、各計画の詳細は
補助金・
ホームページに掲載しておりますのでご覧ください
受託金収入
77.7%

令和
年度

3

特別協力金
協力事業所

（令和４年１月１日〜３月31日）
（五十音順・敬称略）  
◦石堂鍼灸整骨院

◦イーチ合同会社ファミリーマート箕面市役所前店

◦ファミフル訪問看護ステーション
随時受け付けています

寄附金収入
0.2%

生活
18

地域
事業

収入

312,672千円（昨年度比＋130,692千円）

活動協力金
ありがとう
ございます！

協力金収入 4.2%

◦プチハンズ

◦北摂瓦斯

資金
日常
支援

312,672
千円

補助金・
受託金収入
77.7%

生活困窮者自立支援事業
18.5％
地域包括支援センター
事業 14.0％
資金貸付事業 1.1％
日常生活自立
支援事業 6.5％

法人
運営事業
25.1%

支出

312,672
千円

ふれあいホーム
サービス事業 1.4％

地域福祉
活動推進
事業
28.9％

善意銀行事業 0.5％
団体事務事業 4.0％

地域福祉の活動財源として活用いたし
ます。多くの事業所の皆様のご協力あり
がとうございます。現在募集活動中の地
区もあり、協力金をいただき次第、次号
以降に順次掲載していきます。
◦カジカフェ

◦ドライバー・ホース

◦理容フクイ

ご協力いただけるかたは、
社協総務課
【TEL：072–749–1575】
までお問い合わせください

「社協だより」への広告募集
「社協だより」は、箕面市内の全世帯と公共
施設を対象に、67,100 部を配布しています。

事業名・所在地・担当者・業種を
お知らせください。
問合せ先
市社協 総務課 広報誌担当
TEL 072-749-1575  FAX 072-727-3590

みのお社協だより
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ふれ
サー

善意

団体

お知らせ

新型コロナウイルスの感染防止のため延期または中止になる可能性がございます。

Information

老健新施設管理者就任

た なか

当会が指定管理者として運営する
箕面市立介護老人保健施設におい
て、川上克彦施設管理者の退職に伴
い、令和４年４月１日より、田中千足
施設管理者が新たに就任しました。
どうぞよろしくお願いいたします。

ち たる

田中 千足

求人

社協で働きませんか？

●ヘルパーステーション
ホームヘルパー、ガイドヘルパー
●デイサービスセンター
看護師、介護士、調理員、運転手
●介護老人保健施設
詳しくはホームページを
ご覧ください
看護師、介護士

ホームページ

期間：R4.1.1 ～ R4.3.31 敬称略。単位は円

名

地

区

匿名
吹田市
匿名
西
匿名
豊川南
箕面モンキートレイルラン 実行委員会 豊中市
カトリック箕面教会
萱野
浦中 斉
中

金

名

地

鍵本 庄造
匿名
今井 幸子

区

金額・物品

萱野
箕面
南

衣類
20,000
紙おむつ、パッド

●法人に一任
氏

名

綜合メディカル（株）
学校法人箕面学園

地

区

萱野北
西

金額・物品

アルコール消毒ジェル
非常用備蓄セット

※皆様から寄せられた善意のご寄附は、地域ぐるみで行う在宅支援やボランティア
活動への支援など様々な福祉活動に役立たせていただきます。

皆様の善意をお待ちしています

社協ホームページリニューアル！
5月2日からホームページをリニューアルします。
ぜひご覧ください！
ホームページ

箕面市社協

検索

https://www.minoh-syakyo.or.jp/

次回
「みのお社協だより第158号」
は９月発行予定です。
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とって欠かせない存在です。
問合せ：箕面市民生委員児童委員協議会 事務局

令和4年度 赤十字活動資金への
ご協力をお願いします

額

5,000
50,000
50,000
30,000
10,000
10,000

●介護老人保健施設指定寄附
氏

相手として、地域住民の立場にたち困りごと
を抱える人と制度をつなぐ役割を担う地域

けや被災者の心のケア、大阪コロナ重症セン
ターへの看護師派遣など様々な赤十字活動に
役立たせていただきます。今年も皆様のご支
援をよろしくお願いいたします。
問合せ：日本赤十字社箕面市地区事務局

～あたたかいご支援ありがとうございました～
氏

民生委員・児童委員は、ボランティア精神
にのっとり、地域で暮らす人々の身近な相談

お寄せいただいた大切な資金は、国内の被
災地への救援物資(毛布、緊急セット)のお届

寄せられた善意
●善意銀行

5月12日は
民生委員・児童委員の日です！

献血デーのご案内
コロナ禍の影響により献血協力者及び血液
在庫量が激減しています。尊い命を救うため
皆様のご協力をお願いいたします。
（献血に
ついての詳しい情報は下のQRコードからア
クセス）
日時：①５月 ５ 日木 祝 10時～ 16時
②５月18日水 10時～ 16時半
（途中１時間休憩あり）
③５月22日日 10時～ 16時

※新型コロナウイルス感染拡大状況に
よっては中止となることがあります

場所：①③みのおキューズモール
②箕面市役所
対象：17歳(女性は18歳) ～ 69歳
で採血基準を満たすかた

問合せ：箕面市献血推進協議会事務局
民生委員・児童委員／赤十字／献血デー共通連絡先
総務課 団体事務
TEL 072-749-1109
FAX 072-749-1566

この広報紙は、ボランティアグループ「ささゆり声の会」のご協力で音訳されています。希望者は事務局まで。

令和４年度

社協活動協力金のお願い
箕面市社会福祉協議会が進める『つながり、声かけ、支えあい』の地域づ

くりは、住民や事業所の皆様からの活動協力金に支えられています。
安心して暮らせるまちづくりのために、ぜひご協力をお願いいたします。

活動協力金
一口

500円

特別活動協力金
一口

5,000円

いずれも何口でも結構です。
社協活動協力金は所得税の寄附金控除
の対象となります。
（その年中に支出した寄附金の合計金額
2,000 円以上が控除の対象）
控除を受けられるかたはご連絡ください。
領収書をお渡しします。

令和３年度

インターネットからクレジットカードなどを
利用いただけるようになりました！
右のQRコードから申込フォームにアクセスできます

活動協力金 ご協力ありがとうございました！

全市的な社協活動に

地区福祉会活動に

活動協力金の 40％は全市的な社
協活動にかかる事業費や事務費、
ふれあいホームサービスの運営費
などに

サロン活動や地域での見守り活動
など地区福祉会活動に

40％

（4,629,200 円）

60％

（6,943,800 円）

令和３年度
実績額
11,573,000円
コロナ対策万全！
サロン活動

社協だより

ふれあいホームサービス

みのお社協だより

No.157

8

