
　法人運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73,249,000円

　ボランティア活動推進事業 ・・・・・・・・・・・・・ 7,392,000円
　ボランティア活動を行いたい人と、 ボランティアの手助け
がほしい人との調整を行う他、ボランティア団体の育成や
情報提供、ボランティア講座の開催等を行います。

　福祉委員会活動事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,123,000円
　校区等福祉委員会の実施する地域福祉活動全般の支援など
を行います。

　小地域ネットワーク活動推進事業 ・・・ 6,966,000円
　校区等福祉委員会を単位としてひとり暮らしの高齢者や障
がい者の方々が、地域の中で孤立することなく安心して暮
らすことができるよう、地域住民が助け合い支えあうネッ
トワークを創造し、住みよい福祉のまちづくりを推進しま
す。  (見守り活動やサロン活動等の実施)

　共同募金配分金事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,192,000円
　前年度の募金を原資とし、地域福祉の推進を目的とした事
業を行います。

　介護等受託事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50,922,000円
❶高齢者生活支援サービス事業部門　（16,661,000円）

　　75歳以上の高齢者の戸別訪問や「ひとり暮らし登録」をされ
た方の安否確認を行うためライフサポーターが訪問します。  

❷ふれあい配食サービス事業部門     (6,555,000円)
　　ひとり暮らし高齢者などの昼食の確保及び安否確認を目的と

して、栄養面は元より食の楽しみを実感する内容の昼食を届
けます。 

❸家族介護用品給付事業部門 　　   (17,043,000円)
　　紙おむつなどに利用可能な家族介護用品給付券の発行事務

などを行います。

❹ファミリー・サポート・センター事業部門　(4,069,000円)
　　「子育ての手助けをしてほしい方」と「子育てのお手伝いをし

たい方」を会員として子育てを支えあう活動を行います。

❺生活支援コーディネーター事業部門  　　    （6,594,000円）
　誰もが地域で自分らしく暮らし続けていけるよう、地域の生活
課題を掘り起こし、必要なサービスや活動を展開していきます。

　地域包括支援センター事業 ・・・・・・・・ 139,623,000円
　高齢者の医療・保健・福祉の向上と虐待防止、介護予防マ
ネジメントなどを総合的に行います。

　訪問介護事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23,441,000円
　介護保険制度の居宅サービス計画に基づき、ホームヘル
パーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事、買い物、掃除な
どを行います。

　居宅介護事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33,762,000円
　障がい者の日常生活の援助や身体の介護を行うホームヘル
パーや外出時の支援を行うガイドヘルパーを派遣します。

　福祉サービス利用援助事業 ・・・・・・・・・・・・ 6,885,000円
　判断能力にハンディキャップがある方々の福祉サービスの
手続き援助や、日常の金銭管理を行います。

　生活福祉資金貸付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,201,000円
　他から借り受けることが困難な世帯へ自立を図るために必
要な資金の貸付を行います。

　献血推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 319,000円
　市内における献血事業の啓発と街頭献血を実施します。

　心配ごと相談事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123,000円
　日常の生活の悩みや、生計、家族問題など様々な心配ごと
に関する相談に応じます。

〔主な事業予算〕

351,198,000円

■ 法人運営事業 ………………

■ ボランティア活動推進事業  …

■ 福祉委員会活動事業 …………

■ 小地域ネットワーク活動推進事業

■ 共同募金配分金事業 …………

■ 介護等受託事業 ……………

73,249,000円

7,392,000円

4,123,000円

6,966,000円

2,192,000円

50,922,000円

心配ごと相談事業 ………………

献血推進事業 ……………………

生活福祉資金貸付事業 ………

福祉サービス利用援助事業 …

居宅介護事業 ………………

訪問介護事業 ………………

地域包括支援センター事業

123,000円 ■

319,000円 ■

2,201,000円 ■

6,885,000円 ■

33,762,000円 ■

23,441,000円 ■

139,623,000円 ■

摂津市社会福祉協議会（主な事業と予算）摂津市社会福祉協議会（主な事業と予算）令和２年度

ふれあいネットワーク

発行   ／ 社会福祉法人
摂津市社会福祉協議会

〒566－0022　大阪府摂津市三島２丁目５番４号　☎06－4860－6460
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摂津市社会福祉協議会 職員募集！

保健師の資格を有する方
応相談（令和２年７月以降）
地域包括支援センター業務

資 格 要 件

職 務 内 容
採用の時期

資 格 要 件

職 務 内 容
採用の時期

共同募金の配分金が決定しました！
　令和元年10～11月に実施された共同募金により、本協議会への
配分金が決定されました。共同募金にご協力いただいた市民・寄付
者の皆さまに感謝いたします。配分金は地域福祉の推進を目的とし
た社会福祉協議会の事業に有効適正に活用いたします。1,785,417円

本年度の ありがとうございました！

地域福祉課総務係 ☎06－4860－6460

月曜日～金曜日
午前８時45分～午後５時15分
土・日・祝日・年末年始
（12月29日～1月3日）
給与規則に基づき支給。経験年数加算・
昇給あり（年１回）
（例）大卒・経験年数５年の場合：229,500円
あり（年２回）
あり
地域手当・扶養手当・住居手当（扶養手当
と住居手当は該当者のみ）
交通費別途支給・社会保険完備

勤務時間等

休 日

賃 金

そ の 他

賞 与
退職金制度

・雇用条件等

・採用に関する問合せ先

正職員（保健師）　採用人数：１名
介護支援専門員の資格を有する方
応相談（令和２年７月以降）
地域包括支援センター業務

月～金の間で週４日勤務
午前９時00分～午後５時00分
土・日・祝日・年末年始
（12月29日～1月3日）
初年度：193,000円 ２年目：211,500円
あり（雇用１年経過後、中退共退職金制度に加入）
交通費別途支給・社会保険完備

勤務時間等

休 日

賃 金

そ の 他
退職金制度

・雇用条件等

非常勤職員（介護支援専門員） 採用人数：1名

介護職員初任者研修修了者
（ヘルパー２級以上）の資格を有する方
応相談（令和２年７月以降）
市内の高齢者宅を訪問し、安否確認や情
報提供等を行う

月～金の間で週４日勤務
午前９時00分～午後５時00分

資 格 要 件

職 務 内 容
採用の時期

土・日・祝日・年末年始
（12月29日～1月3日）

163,000円

交通費別途支給・社会保険完備

勤務時間等

休 日

賃 金

そ の 他
・雇用条件等

非常勤職員（ライフサポーター） 採用人数：１名　※雇用期間は令和２年９月30日迄（延長の可能性あり）

地域福祉に熱意のある方の
ご応募をお待ちしております

採用定員に達しました場合は、受付を終了させていただきます。詳細につきましては、直接お問い合わせください。

☎06－4860－6350
摂津市社会福祉協議会
訪問介護事業所・居宅介護事業所

くわしくは電話でお問い合わせ下さい。
午前７時～午後９時
稼働できる時間帯に１時間だけでも可能
1,100～1,300円（時給）
（土日祝・早朝・夜間・年末年始時給UPあり）

■有給休暇（有給日数は、稼働状況により異なります）
■処遇改善加算・一時金（年３回）支給あり　■移動・事務手当てあり
■介護福祉士　■介護職員初任者研修修了者（ヘルパー２級以上）
■同行援護従事者養成研修修了者
■移動支援従事者養成研修（全身性・知的）修了者勤務時間

賃 金

応相談

諸 手 当

資格要件
（右記のいずれか）　　

　社会福祉協議会では、毎年７月１日から31日
の期間に会員会費を募集しています。会費には
以下の種類があります。

　集められた会費をもとにボ
ランティア活動や地域でのサ
ロン活動など福祉活動の推
進に役立てています。ご協力
をよろしくお願いします。

・住民会員会費 ……… 一口  300円

・賛助会員会費 ……… 一口  3,000円

・組織構成会員会費 … 一口  2,000円

匿名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60,000円
金銭寄付

期間：令和２年３月１日から令和２年５月31日（敬称略）
ご寄付ありがとうございました

令和２年度配分金（平成31年度募金による）

募集登録ホームヘルパー
登録ガイドヘルパー

社協会員会費を募集します
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　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サロン・リハサロンの実施を当面中止と
させていただいております。自宅での自粛生活が長引くと「生活不活発」による健康
への影響が心配されます。自宅でできる運動を紹介します。　   　（広島県資料転載）

　新型コロナウイルスの影響で、マスクをつけること
が夏場でも日常化しそうですね。
　マスクの使用は、熱中症のリスクを高めることが考
えられます。
　マスクをしていると、自分の呼吸によって温かい空
気しか入ってこないため、呼吸で身体を冷やすことが
難しく、むしろ体温を上昇させてしまいます。
　また、マスクによる加湿で、口の渇きを感じにくく
なるため、熱中症に気付くのが遅くなります。

４秒間かけて股関節に意識
をかけて腰を落とし、４秒間
かけて元に戻す（最大90度
までを目指す）。

背筋を伸ばし、イスに浅く座る。
両手でイスの座面前側を軽く押
さえる。
両足は肩幅くらいに開く。

ひざに力を入れて4秒間かけて胸に
近づけ、同時に上体をかがめる。4
秒間かけて元に戻す。

おすすめ筋トレメニュー

夏のマスク 熱中症に注意が必要です！

◆スクワット … 下半身の筋肉をバランスよく鍛える

◆もも上げ … 大腰筋+腹筋を鍛える筋トレ

・ゆっくり８秒声に出してカウントしましょう　・10回で１セット、週に３回以上が目標

※内股、ガニ股に注意

左右それぞれ
10回ずつ繰り返す

3度の食事

よく睡眠をとる

のどが渇いてなくても
水分補給を

熱中症予防のポイント
人ごみを避けた
散歩や室内運動

※ひざはつま先より先に出さない

●注意　痛みがある場合は、医師に相談しましょう　体調が悪い場合は、無理せずしっかり休養を取りましょう 久野譜也「60歳からの筋活」三笠書房より引用

［監修］久野譜也  筑波大学教授  医学博士、塚尾晶子  つくばウエルネスリサーチ  保健師  博士（スポーツウエルネス学）

＜足腰が弱い方はイスを使いましょう＞

背筋を伸ばし、イスに浅く座る。
両手でイスの座面前側を軽く押
さえる。
両足は肩幅くらいに開く。

足が床と平行になるように力を入
れて４秒間で上げ、４秒間かけて
元に戻す。

◆ひざ伸ばし … 衰えやすい「大腿四頭筋」を鍛える
左右それぞれ

10回ずつ繰り返す

毎日の自分の行動をチェックしてみましょう
□ お　話（直接会わなくても電話でお話ししましょう）
□ 体操等（無理のない範囲で身体を動かしましょう）
□ お天気の良い日は散歩に出かけましょう

高齢者のみなさまへ高齢者のみなさまへ高齢者のみなさまへ

自宅でできる♪

（3）令和２年６月15日



令和２年６月15日

愛の血液助け合い運動愛の血液助け合い運動愛の血液助け合い運動
～ご協力をお願いいたします～

　献血に関する理解と協力を求めるとともに、400㎖献
血への協力を求める「愛の血液助け合い運動」が本年も７
月１日から全国でスタートします。
　是非この機会に献血にご協力をお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響に
より、下記記載の相談事業等が中止になる場合が
ございます。

イ  ン  フ  ォ  メ  ー  シ  ョ  ン 詳しくは摂津市社会福祉協議会事務局へ
お問い合わせください。 ☎06－4860－6460

身の周りの困りごとや福祉に関する不安や心配ごと
社会福祉協議会にご相談ください！ ☎06－4860－6460

　ひとり暮らしの高齢者などの希望者を対象に電話訪問
を行っています。
　●●毎月第２･４水曜日　午前10時～

　寝たきりや認知症の高齢者の介護を続けてい
る方は、ついひとりで悩みがちです。
　くよくよ悩んでいないでご相談下さい。（電話も
しくは直接、社会福祉協議会までお越し下さい。）
●場所　社会福祉協議会相談室
●毎週金曜日　午後１時～５時

　●●お申し込み…☎06－6383－1577　

　新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な生活
　資金の貸付
　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。
※窓口が混雑しているため、ご相談の際には事前にご連絡 
をお願いします。 　　　　　　　　☎06－4860－6460

介護相談を行います

ほほえみコール（電話訪問）

心配ごと相談
　家族関係や生計、病気などに関する悩み事などの相談
に応じます。
●場所　社会福祉協議会相談室

　●毎月第１～第４火曜日　午後１時～３時

【６月】 ▼ 16日・23日
【７月】 ▼   7日・14日・21日・28日
【８月】 ▼   4日・18日・25日
【９月】 ▼   1日・   8日・15日 

相談日の
ご案内

ほほえみコールについて

❶相談員が電話訪問希望者のご自宅に
お電話をさせていただきます。
❷料金は無料です。
❸電話で知り得た情報は、一切外部には洩れません。
 （守秘義務）
★健康の話、趣味の話、日常の悩み・楽しみ何でも結構です。
相談員と楽しくお話しませんか？お申し込みお待ちして
おります！

3.5 ●3.5 ●お申し込み…☎06－6383－1577　

■令和２年３月２日実施分
　・場　所：コーナン摂津鳥飼西店
　・受付数：23名（内採血者数：22名）
■令和２年３月５日実施分（摂津ライオンズクラブ協賛）
　・場　所：摂津市役所
　・受付数：45名（内採血者数：42名）

令和２年度摂津市街頭献血 年間予定実施日 街頭献血実施報告（摂津市献血推進協議会）

ご協力ありがとうございました！

■令和２年　７月 ６日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　　　　　　９月10日（木）　摂津市役所
　　　　　  10月 ５日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　　　　　  12月10日（木）　摂津市役所
■令和３年　３月 １日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　　　　　　３月11日（木）　摂津市役所
■受付時間　午前10時～正午、午後１時～４時半
　※日時につきましては、都合により変更となる場合がご
ざいます。

　ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）
　制度の狭間や複数の福祉課題を抱えるなど、既存の福祉
サービスだけでは対応困難な事案の解決に取り組み、個別
支援や住民活動のコーディネートを行います。

●直通電話 … ☎06－6155－6140

　地域包括支援センター
　高齢者の相談を総合的に受け、必要なサービスにつなぐ
「総合相談支援」や虐待の早期発見防止などの「権利擁護」を
行います。

●直通電話 … ☎06－6383－1377

　摂津市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、市民のみなさんが参加する行事等は中
止していますが、福祉に関する不安なことや困りごと等の
相談をお聞きしています。気軽にお電話ください。
　その他、摂津市社会福祉協議会では様々な相談業務
を行っております。

第127号（4）
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