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≪編集・発行≫

社会福祉法人

能勢町社会福祉協議会

≪営業時間≫

平日（月～金）

午前8時30分

　～午後5時00分

〒563-0341 大阪府豊能郡能勢町宿野 114　能勢町立ふれあいセンター
TEL  072（734）0770（代表）　　FAX  072（734）2623（共通）
ホームページ　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｏｓｅ-ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ/
　■居宅介護支援事業所・ホームヘルプサービス事業所 ＴＥＬ072（731）2607
　■能勢町シルバー人材センター ＴＥＬ072（734）4680

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置しています！
コミュニティソーシャルワーカーは「生活・福祉の相談員」です。

　住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、要援護者の早期発見から支援につな
がるセーフティネットの構築を図るため、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）配置事業を実施してい
ます。

＊ご近所で気になる方がいる…　

＊福祉制度・サービスを利用したい…　

＊生活するお金に困っている…

＊身近な地域で知り合いを作りたい！　

＊子育てのことで悩んでいる…　

＊ボランティア活動をしてみたい！　　など

地域に出向いてお話をお聴きし、

困りごとについて、一緒に解決を

目指します！

ひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。

困ったこと、不安なことなど、相談する人がいない時は、CSWまで！！
≪お問い合わせ≫　能勢町社会福祉協議会　☎ 734－0770

 
 

 

 

平成３０年大阪府北部地震義援金、
平成３０年７月豪雨災害義援金

を受付けています

　平成30年6月18日に発生した大阪府北部を

震源とする地震と、平成30年7月の豪雨災害に
よって被害を受けられた被災者を支援するた
めの義援金を受付けています。

　受付期間　 

　ともに平成30年9月28日（金）まで

　　　　　　　　　　　（土日祝日は除く）

　受付窓口 　

　　能勢町社会福祉協議会（能勢地区募金会）

　　能勢町宿野114 能勢町立ふれあいセンター

　皆様の温かいご支援をよろしくお願い申し上

げます。

≪お問い合わせ≫ 
　能勢町社会福祉協議会　☎ 734－0770

～ご寄付ありがとうございます～

　頂いた金品等は、社会福祉事業に活用させて
いただきます。ありがとうございました。
　（平成 30年 4月 1日～平成 30年 6月 19日）

〇社会福祉のために寄付金 1,581,523 円をいた
　だきました。
〇社会福祉のために物品寄付をいただきました。
　❖菱　光徳（福 一）　様　　　
　　　　　　　鍋、弁当箱容器、炊飯器　等

　社協のホームページでは、地域福祉の活動や
事業を紹介していますので、ぜひご覧下さい！ 

http://www.nose-shakyo.or.jp/

能勢町社協　　　　検索
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平成29年度に実施しました事業と決算をご報告します。

◇法人運営事業　

◇公共交通空白地有償運送事業

◇小地域ネットワーク活動推進事業　　

◇地区福祉委員会活動推進事業

◇いきいき地域支援事業

◇ボランティア活動推進事業　　

◇ふれあい給食サービス事業

◇共同募金配分金事業

◇日常生活自立支援事業　　

◇資金貸付事業

◇献血推進事業　　

◇ふれあいセンター管理運営事業

◇居宅介護支援事業　　

◇訪問介護事業　　

◇障害福祉サービス事業

◇シルバー人材センター事業

理事会・評議員会で決定した、平成30年度の事業計画・予算を報告します。

○法人運営事業

●小地域ネットワーク活動推進事業　　

●いきいき地域支援事業

●生活支援体制整備事業

〇ボランティア活動推進事業

〇ふれあい給食サービス事業　　

〇公共交通空白地有償運送事業

〇日常生活自立支援事業　　

〇資金貸付事業

〇献血推進事業　　

〇ふれあいセンター管理運営事業

〇共同募金配分金事業

〇居宅介護支援事業　　

〇訪問介護事業

〇居宅介護事業　　

〇移動支援事業

〇シルバー人材センター事業

●印は新規事業等です。

＜小地域ネットワーク活動推進事業＞　地区福祉委員会、関係機関・団体と連携し、地域共生社会推進を図ります。

＜いきいき地域支援事業＞　コミュニティーソーシャルワーカー（CSW）による相談支援を図ります。

＜生活支援体制整備事業＞　助けあい活動の仕組みづくりについて検討・推進を図ります。

②  平成 30年 8月 1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　（105 号）

平成29年度事業報告・決算　

平成30年度事業計画・予算　

収　入　　104,309,990円 支　出　　104,309,990円

収　入　　109,522,000円 支　出　　109,522,000円

（※内部取引消去をする前の金額です。）

（※内部取引消去をする前の金額です。）

科　目

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入・その他収入

介護保険事業収入

障害福祉サービス等
事業収入

シルバー人材センター
事業収入

施設整備等補助金収入

その他の活動収入

前期末支払資金残高より充当

合計額

  金　　額

1,436,000

237,188

24,394,408

1,681,000

2,725,555

25,959,515

2,591,870

33,423,172

783,000

8,822,251

2,256,031

104,309,990

割合

1.4%

0.2%

23.4%

1.6%

2.6%

24.9%

2.5%

32.0%

0.8%

8.5%

2.1%

100.0%

科　目

法人運営事業費

地域福祉活動事業費

ボランティア活動
事業費

要援護者対策活動
事業費

団体事務局・施設
運営事業費

在宅福祉活動事業費

シルバー人材セン
ター事業費

合計額

金　　額

7,172,306

26,748,997

4,585,961

3,580,230

826,275

29,380,654

32,015,567

104,309,990

割合

6.9%

25.6%

4.4%

3.4%

0.8%

28.2%

30.7%

100.0%

科  目

会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入・その他収入

介護保険事業収入

障害福祉サービス
等事業収入

シルバー人材センター
事業収入

その他の活動収入

合計額

  金  額

1,482,000

400,000

20,556,000

14,218,000

3,061,000

35,353,000

2,570,000

30,680,000

1,202,000

109,522,000

割  合

1.4%

0.4%

18.8%

13.0%

2.8%

32.3%

2.3%

28.0%

1.0%

100.0%

科  目

法人運営事業費

地域福祉活動事業費

ボランティア活動
事業費

在宅生活支援活動
事業費

団体・ボランティア
支援（事務局）、
施設運営事業費

在宅介護等事業費

シルバー人材センター
事業費

合計額

金  額

2,733,000

29,891,000

211,000

5,357,000

2,727,000

37,923,000

30,680,000

109,522,000

割  合

2.5%

27.3%

0.2%

4.9%

2.5%

34.6%

28.0%

100.0%
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熱中症に注意してください

①こまめに水分・塩分を補給しましょう。
②休憩は風通しの良い涼しい場所に避難しましょ
　う。　　　　　　　　　　
③できるだけ涼しい服装で仕事しましょう。

全国統一スローガン

「事故防止、急ぐな、あせるな、気を抜くな」

　就業に際しては、機械器具の徹底点検や、安
全保護具の点検整備を実行してください。安全
就業を最優先し、絶対に事故を起こさないよう、
より一層安全就業に努めましょう。

蜂に注意しましょう

　アシナガバチは、7月～ 8月、スズメバチは、
7 月～ 10 月、ミツバチは、1 年中危険です。
草が繁茂し、草刈りの必要な時期が、蜂に刺さ
れる最も危険な時期です。

蜂に刺された時の応急処置

①蜂に刺された場所から速やかに離れる。
②毒針が残っていたら速やかに取り除き、患部
　の周辺を指で強くつまみ毒を出す。
③毒が体内に回るのを抑制するために、きれい
　な水で冷やしましょう。また、手元に抗ヒス
　タミン軟膏があれば塗りましょう。

蜂さされ防止対策

①作業開始前の現場確認（棒で叩く等）
②殺虫スプレーの準備（蜂専用の家庭用・業務
　用など）　　　　　（安全就業ニュースより抜粋）

能勢町介護保険事業者連絡会が  
設立されました！！

　去る5月23日、能勢町内の介護保険事業者を対象

に入会説明会を行い、能勢町介護保険事業者連絡会
が設立されました。

　本会は、より質の高い介護サービス提供を追求

し、能勢町域の介護レベルの向上に寄与するため、

各事業者間の緊密な連帯等により、利用者の視点

に立った良質な介護サービスの提供をめざすこと

を目的としています。

　本事業者連絡会は、研修会の開催や各種広報活

動などの実施を通じて、介護保険事業者間の連携

を十分に深めていきたいと考えています。

※６月末現在の入会状況は下記のとおりです。

（入会事業者　順不同）
・あい愛ケアデイサービス
・ケアプランうたがき
・うたがきヘルパーステーション
・ケアプランセンターささゆりの里
・青山荘在宅サービス供給ステーション
・特別養護老人ホーム青山荘
・さわやか豊能訪問看護ステーション
・訪問看護ステーションねこの手
・能勢町立東部デイサービスセンター
・能勢町地域包括支援センター
・能勢町社会福祉協議会　居宅介護支援事業所、
  ホームヘルプサービス事業所

事務局：能勢町社会福祉協議会

　ひとりでお住まいのお年寄りを対象に年 6 回、
「ふれあい会食会」を実施しています。ひとり暮
らしによる孤独感の緩和、仲間づくりや情報交換
などを目的に 2か月に 1回実施しています。

次回は 8月 28日（火）です。
　参加希望の方はご連絡下さい。送迎もしており
ますので、お気軽にお申しつけ下さい。

≪お問い合わせ≫
 能勢町社会福祉協議会　☎ 734－0770

（105 号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成 30年 8月 1日  ③

シルバー人材センターからのお知らせ

ふれあい会食会を開催しています！

ぜひ参加しませんか？

前回の様子　理学療法士による体操をしました。
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□介護相談：介護についての疑問や悩みなどヘル
　パーが相談を受付けています。お気軽にお電話
　下さい。

□ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排泄
　などの身体介護、掃除や洗濯、食事の準備や調
　理などの生活援助を行っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

≪お問い合わせ≫　能勢町社会福祉協議会
ホームヘルプサービス事業所

☎ 731－2607

□介護相談：介護についての疑問や悩みなどケ
　アマネジャーが相談を受付けています。お気
　軽にお電話下さい。

□ケアプランの作成：介護保険の認定を受け、要
　支援・要介護の判定をされた方について、介護
　保険をご利用の際、ケアマネジャーがご希望に
　そってケアプランを作成します。

≪お問い合わせ≫　能勢町社会福祉協議会　　　
居宅介護支援事業所　　　　
　☎ 731－2607　　　　　

【8～9月の予定・内容】　
★8月10日　　　　★8月24日　　　
　作って楽しもう　　　家族に感謝しよう　
★9月14日　　　　★9月28日
　お月見を楽しもう　　ボランティア
　※内容は都合により変更する場合があります。

【対象者】就学前の親子
【会　場】能勢町立ふれあいセンター
【時　間】午前10時～11時30分
【参加料】無料　　※事前申込不要です。

　毎年、「能勢ふれあいフェスタ」で開催している、『社協ふれあいバザー』の物品寄付を募集いたします。

　　　　　使っていない品物などありましたらお寄せください。
　　　　　　※古着は、ご遠慮ください。　　※日用品は、未使用・未開封の物をお願いします。

　品物は、社協事務局へお持ちいただくか、ご連絡いただければご自宅までいただきに参ります。バザー
の売上金は、社協の活動資金に役立てます。　　
　≪お問い合わせ≫ 能勢町社会福祉協議会　☎ 734－0770

④  平成 30年 8月 1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　（105 号）

「社協ふれあいバザー」の物品寄付を募集します！

♪ 子育てサロン～にこにこ～　８・９月予定 ♪

「社協ふれあいバザー」の物品寄付を募集します！「社協ふれあいバザー」の物品寄付を募集します！

ホームヘルパーの訪問 ケアマネジャーへ相談

ホームヘルプサービス事業所

　　　からのお知らせ 　 居宅介護支援事業所

　　　からのお知らせ

子育てサロンの様子


