
　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。

　摂津市社会福祉協議会と摂津ライオンズクラブは５月21日、「自然災害発生時における災
害ボランティアセンター支援に関する協定書」を締結しました。
　地震や風水害などの発生で多数の人的、物理的な被害が発生し、地域住民の生活に大きな
支障が生じる場合、社協が運営する災害ボランティアセンターに対し、ライオンズクラブが
活動に必要な設備や資機材の提供や人的支援などを行います。
　市民の命を守るとともに、災害からの復旧支援に対して迅速に対応することが
できる取り組みとして、他の関係団体へも広げてまいりたいと考えています。

　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

社協会員会費を募集します

☎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。

募集登録ホームヘルパー・登録ガイドヘルパー
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

諸 手 当

応相談 資格要件
（右記のいずれか）　　

災害ボランティアセンター支援に関する
協定書を締結しました。

摂津ライオンズクラブとの自然災害発生時における

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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法人運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72,087,000円

ボランティア活動推進事業・・・・・・・・・・・・・7,394,000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。

福祉委員会活動推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・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事業 ・・・・・・・・・・8,044,000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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,483,000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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48,658,000円
❶高齢者生活支援サービス事業部門　（17,265,000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　　  （2,684,000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　　　　（17,624,000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  （4,010,000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　     （7,075,000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・・・・・・・・・156,529,000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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24,518,000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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34,603,000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・・・・・・・・・・・・・ 6,939,000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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,201,000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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・419,000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。

351,198,000円

■ 法人運営事業 ………………

■ ボランティア活動推進事業 …

■ 福祉委員会活動推進事業 ……

■ 小地域ネットワーク活動事業…

■ 共同募金配分金事業 …………

■ 介護等受託事業 ……………

72,087,000円

7,394,000円

4,123,000円

8,044,000円

2,483,000円

48,658,000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 ■

419,000円 ■

7,201,000円 ■

6,939,000円 ■

34,603,000円 ■

24,518,000円 ■

156,529,000円 ■

　令和２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。1,919,175円

共同募金の配分金が決定しました！本年度の

令和３年度配分金（令和２年度募金による）

主な事業予算

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３年度
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　地域の活動を担ってくださってる方々や、
地域について物知りな方々、行政職員等も
交えて、摂津市の課題についてグループ
ワークを行い、住み慣れたまちでいつまで
も安心して暮らしていけるように、みなさ
んと話し合っています。

生活支援コーディネーターからのお知らせです！
★市内活動場所のご紹介や、生活支援コーディネーターの
　活動等を投稿しています。一度、覗きに来てください！
　フォローや、友達登録をお願いします。

摂津市社会福祉協議会
生活支援コーディネーター

フェイスブック インスタグラム

　今回は、市営三島団地で進めている、今まで自分で出来て
いたことが、出来なくなった場合があった時に、困ったこと
をお手伝いする有償ボランティア活動について、支える側、
支えられる側がお互いに助け合えて、元気になれる仕組みに
ついてご報告をさせていただきました。

　より良い、支え合い活動になるよう関係者で話し合いを続
けています。

令和3年4月16日（金）に、第3回暮らしの応援協議会が開催されました。
暮らしの応援協議会とは…

援助が必要になったら（活動の流れ）

■主な活動の内容は、園の送迎や短時間のあずかりです。援助会員のお宅であずかります。
■安心・安全な活動のために、活動開始前に両会員と職員とで打ち合わせを行います。
■活動に必要な知識習得のため、家庭内での遊び方・病気やケガの対処法・救急法・調理実習などの
講習会があります。しばらく子育てから離れている方や子育て中の方にも参考になる内容です。

依頼会員

活動報告依頼申し込み

援助依頼援助会員の紹介

援助会員

ファミリー・サポート・センター

事前打ち合わせ・活動開始4

利用料金の授受5

61

23

せっつファミリー・サポート・センターせっつファミリー・サポート・センターせっつファミリー・サポート・センター
ファミリー・サポート・センターってなに？

依 頼 会 員 221人

援 助 会 員 94人

両 方 会 員 42人

・会員登録状況（令和３年６月１日現在）

　ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を行いたい方と育児の
援助を受けたい方からなる会員組織を設置し、会員が地域において育児に
関する相互援助活動を行うことを支援し、安心して子育てができる環境を
つくることを目的としています。

（3）令和３年６月15日



令和３年６月15日

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イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

　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～

　●お申し込み…☎06－6383－1577
★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！

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載している相談事業等が中止となる場合がございます。

ほほえみコール（電話訪問）

　ね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。
　もしお悩みでしたらご相談下さい。（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30分～

　●電話：06－6383－1577

介護相談を行います

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

　●お申し込み…☎06－6383－1577

【６月】 ▼22日
【７月】 ▼      6日・13日・20日・27日
【８月】 ▼      3日・10日・17日・24日
【９月】 ▼      7日・14日・21日・28日

相談日の
ご案内

■令和３年３月１日実施分
　・場　所：コーナン摂津鳥飼西店
　・受付数：22名（内採血者数：21名）
■令和３年３月11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：56名（内採血者数：51名）

ご協力ありがとうございました！

令和３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）

　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。

～献血は身近にできるボランティア～

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 ～

●献血場所
　令和３年
　 ７月 ５日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
 　９月 ９日（木）　摂津市役所
　10月 ４日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　12月 ９日（木）　摂津市役所
　令和４年
 　３月 ７日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
 　３月10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。

期間：令和３年３月１日～令和３年５月31日（敬称略・順不同）

㈱コノミヤ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59,700円
生活協同組合コープこうべ大阪北地区本部
　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 米60㎏

匿名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60,000円
匿名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,474円
匿名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 電動自転車１台

ご寄付ありがとうございました
団　　体 個　　人

・生活協同組合コープこうべ大阪北地区本部より
お米をご寄付いただきました。

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）
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