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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

の せ 社 協 だ よ り 令和 2年９月 1日（1１７号）① 

＊この社協だよりは、共同募金配分金を活用しています。＊ 

                   

 

共同募金会では、国内で災害が発生した際

に、さまざまな被災者支援活動に取り組んで

います。 

また、令和2年7月に発生した豪雨災害・

被災地支援を行っており、中央共同募金会及

び被災地の各府県共同募金会では、被災をさ

れた方々を支援することを目的に災害義援

金の募集をしています。能勢町社会福祉協議

会（能勢地区募金会）においても受付をして

おります。 

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（能勢地区募金会） 

☎ ７３４－０７７０ 

〒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 
ＴＥＬ０７２（７３４）０７７０（代表）  ＦＡＸ０７２（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

≪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 

赤い羽根共同募金は、地域福祉の推進を目

的に社会福祉法に基づき都道府県単位で全国

一斉に実施されています。 

運動期間は毎年１０月から１２月です。 

今年も、各区・自治会や学校などを通じて

募金のお願いをさせていただきます。 

また、役場、生涯学習センター、淨るりシ

アター、住民サービスセンター、Ｂ＆Ｇ海洋

センター等へ募金箱の設置をお願いする予定

です。 

皆様のご協力をお願いします。 

令和元年度に能勢町社会福祉協議会へ配分

された配分金（平成３０年度募金による配分）

は、１，６４２，１６３円でした。 

能勢町社会福祉協議会では次の事業に活用

しました。 

★子育てサロン事業 

★ボランティア育成事業 

★ふれあいフェスタ事業 

★障がい施設等連絡会への助成 

★ふれあい会食会事業 

★広報誌発行事業 

★おせち料理配食事業 

子どもから高齢者まで、障がいの有無に関わ

らず幅広い対象者が参加できるイベントとし

て「能勢ふれあいフェスタ」を毎年11月に開

催しておりますが、新型コロナウイルス感染症

の状況を鑑みまして、来場者をはじめ関係者の

皆さまの安全を考慮し、イベントの開催をやむ

なく中止とさせていただくことになりました。 

開催を楽しみにしておられました皆さまに

は誠に残念なお知らせとなりますが、何卒ご理

解をいただきますようお願いいたします。 

※イベント当日に開催しておりました「福祉標

語表彰」においても、今年度は中止とさせて

いただきます。 

≪お問い合わせ≫ 

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

令和2年度『能勢ふれあいフェスタ』 

開催中止のお知らせ 災害義援金を募集しています 

＊この社協だよりは、共同募金配分金を活用しています。＊
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赤い羽根共同募金にご協力をお願いします！
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★ 9月１１日（金） お月見を楽しもう  

★ 9月２５日（金） ボランティアさんと楽しもう  

★１０月 ９日（金） 健康に感謝しよう 

★１０月２３日（金） 自然に親しもう（さんぽ） 

【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。 

※ 内容は都合により変更する場合があります。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止 

となる場合があります。中止の際は、能勢町社協 

のホームページにて随時お知らせをいたします。 

≪お問い合わせ≫ 

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

 
※ 本貸付は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください。 

貸付のごあんない（新型コロナウイルス感染症特例） 

■申込み先

住民票と住所地の一致するお住いの市区町村社会福祉協議会 

■申込みに際して必要な書類等
〔ご本人にご用意いただくもの〕※詳細については、下記の相談窓口までご連絡ください。 
① 本人確認書類
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減収していることが確認できる書類
③ 印鑑  ④ 住民票（世帯員全員・続柄記載のもの）
⑤ 貸付金振込先口座の通帳またはキャッシュカード（本人名義に限る）

〔市区町村社会福祉協議会でご記入いただくもの〕 
⑥ 借入申込書兼同意書  ⑦ 借用書  ⑧ 収入の減少状況に関する申立書
⑨ その他、大阪府社会福祉協議会が指定する書類

新型コロナウイルス感染症との関係など個別に事情を聞き取り、貸付判断を行います。 

≪お問い合わせ≫ 担当者不在の場合もありますので、まずは下記の相談窓口までご連絡ください。 

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

緊急小口資金 

本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症 

の影響を受け、収入が減少・失業した方のおら 

れる世帯に対する貸付です。 

貸付金額２０万円以内（特別な場合） 
※その他の場合は１０万円以内 

●利子  無利子 

●据置期間  １年以内 

●償還期間  2年（２４回払い）以内 

●連帯保証人  不要 

※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、
残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。 

総合支援資金【生活支援費】 

本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症 

の影響を受け、収入減少や失業等により生活に 

困窮し、日常生活の維持が困難となっている世 

帯に対する貸付です。 

貸付上限 （単身世帯）月15万円以内 

   （複数世帯）月20万円以内 

貸付期間  原則3ヵ月以内 

●利子 無利子 

●据置期間 １年以内 

●償還期間 10年（120回払い）以内 

●連帯保証人  不要 

※ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、
残元金に対して年３％の延滞利子が発生します。 
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安全就業スローガンの決定について 
 全国シルバー人材センター事業協会の選定委員会において全国統一安全就業スローガ

ンが決定しました。 
■令和２年度～令和４年度までの３年間、全国統一安全就業スローガン

「いつまでも 働く喜び 無事故から」 

新型コロナウィルス感染症には十分お気をつけください 
石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒などを行い、できる限り混雑し

た場所は避けてください。また、十分な睡眠をとっていただくことも重要です。また、人

ごみの多い場所は避けてください。屋内でお互いの距離が十分確保できない状況で一定時

間を過ごすときはご注意ください。会員の皆様には、安全就業はもちろんのこと、感染症

にも十分気をつけてください。 

就業上の小さな礼儀 
「して上げる。」から「させてもらう。」の意識が基本です。 

 シルバーの基本理念は、「自立・自主・共働・共助」です。この基本理念をもとに高年齢

者のもてる能力・知識・技能を生かして地域社会に貢献奉仕をしていこうという組織です。 

 この点を十分理解して、発注先に出かけて頂きたいと思います。 

〇仕事は、気持ちの良い挨拶から始まり、挨拶で終わる。 

〇発注者の仕事へのお願い・希望などを十分把握して活動開始。 

〇「ありがとうございました」の挨拶をして退去。 

〇仕上がりを確認してもらう。 

〇安全優先、丁寧な仕事ぶり。  

事故防止の心得 
☆体力の低下や体調管理に注意しましょう。 

☆交通事故にあわないように注意しましょう。 

☆作業に適した服装を心がけましょう。 

健康をささえる運動の効果 

健康を維持するには、栄養・運動・休養に留意し、節酒・禁煙に努め、更に定期的に健康診断

を受けることが重要です。運動だけで健康を維持する事はできませんが、運動には、健康を維持、

増進するのに、非常に有益な働きがあります。 

運動を始める前に 

運動ならどんな方法でも良いとは言えません。 

良い運動を正しく理解しましょう。 

運動をするリスクも理解し、事前に医師のチェックを受け 

る必要の有る方もいます。                        

まず、歩きましょう！ 

いつでもどこでも誰でも一人でできる「歩行」は健康づく 

りに最適な運動です。健康に良い運動の基本は「歩くこと」 

です。まず歩きましょう。 

シルバー人材センターからのお知らせ 

「いつまでも  働く喜び  無事故から」
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ご寄付頂いた金品等は、社会福祉事業に活用

させて頂きます。ありがとうございました。 

（令和2年６月1日～令和2年７月31日） 

〇社会福祉のために物品寄付（敬称略） 

✤内山 敏郎  電動ベッド 

✤太田 涼子  棚、いす、テーブル等 

✤豊山 武   マスク 

 

収 入 

科 目 金額（円） 割合（％） 

事
業
活
動
に
よ
る
収
入

会費収入 1,452,500 1.3% 

寄附金収入 244,818 0.2% 

経常経費補助金収入 20,959,196 18.0% 

受託金収入 10,991,000 9.4% 

事業収入 4,234,441 3.6% 

介護保険事業収入 32,977,173 28.3% 

障害福祉サービス等事業収入 3,001,018 2.6% 

シルバー人材センター事業収入 29,880,103 25.7% 

助成金収入 416,000 0.4% 

その他の収入 144,393 0.1% 

その他の活動による収入 9,781,026 8.4% 

前期末支払資金残高 2,425,549 2.0% 

合 計 額 116,507,217 100.0% 

（※ 内部取引消去科目含まない金額は、１１２，７２６，１９１円です。） 

支 出 

科 目 金額（円） 割合（％） 

法人運営事業 11,661,172 10.0% 

小地域ネットワーク活動推進事業 17,657,981 15.2% 

ボランティア活動推進事業 557,568 0.5% 

ふれあい給食サービス事業 3,030,000 2.6% 

いきいき地域支援事業 5,580,166 4.8% 

生活支援体制整備事業 5,935,043 5.0% 

共同募金配分金事業 1,642,163 1.4% 

日常生活自立支援事業 359,024 0.3% 

資金貸付事業 1,621,616 1.4% 

献血推進事業 80,000 0.1% 

ふれあいセンター管理運営事業 754,300 0.7% 

公共交通空白地有償運送事業 890,081 0.8% 

居宅介護支援事業 17,959,342 15.4% 

ホームヘルプサービス事業 18,917,714 16.2% 

シルバー人材センター事業 29,861,047 25.6% 

合 計 額 116,507,217 100.0% 

■資  格 

介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（ホ

ームヘルパー２級以上）のどちらかと、普通 

自動車運転免許必須（AT限定可） 

■業務内容

利用者宅を訪問し、掃除・調理・洗濯・買物、 

食事・排泄・入浴介助等

■勤務時間

午前８時から午後６時までの間の都合のよい

時間帯（土日勤務できる方、大歓迎）

■待  遇

社協規定による時間給（交通費有）

■そ の 他

自宅から利用者宅へ直行直帰

≪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 

☎ ７３１－２６０７（三浦・谷口） 

資格を活かして一緒に働きませんか

かして？に働きませんか？

令和元年度 決算 １１６，５０７，２１７円 （※内部取引消去科目含む）

令和元年度に実施した事業・決算をご報告します。

令和２年７月１４日（火）に、能勢町社会福祉

協議会において、車いす２台を寄贈いただきまし

た。今後、この車いすは、地域福祉活動に活用さ

せていただきます。 

④ の せ 社 協 だ よ り 令和 2年９月 1日（1１７号） 

           

ご寄付頂いた金品等は、社会福祉事業に活用

させて頂きます。ありがとうございました。 

（令和2年６月1日～令和2年７月31日） 

〇社会福祉のために物品寄付（敬称略） 

✤内山 敏郎  電動ベッド 

✤太田 涼子  棚、いす、テーブル等 

✤豊山 武   マスク 

 

収 入 

科 目 金額（円） 割合（％） 

事
業
活
動
に
よ
る
収
入

会費収入 1,452,500 1.3% 

寄附金収入 244,818 0.2% 

経常経費補助金収入 20,959,196 18.0% 

受託金収入 10,991,000 9.4% 

事業収入 4,234,441 3.6% 

介護保険事業収入 32,977,173 28.3% 

障害福祉サービス等事業収入 3,001,018 2.6% 

シルバー人材センター事業収入 29,880,103 25.7% 

助成金収入 416,000 0.4% 

その他の収入 144,393 0.1% 

その他の活動による収入 9,781,026 8.4% 

前期末支払資金残高 2,425,549 2.0% 

合 計 額 116,507,217 100.0% 

（※ 内部取引消去科目含まない金額は、１１２，７２６，１９１円です。） 

支 出 

科 目 金額（円） 割合（％） 

法人運営事業 11,661,172 10.0% 

小地域ネットワーク活動推進事業 17,657,981 15.2% 

ボランティア活動推進事業 557,568 0.5% 

ふれあい給食サービス事業 3,030,000 2.6% 

いきいき地域支援事業 5,580,166 4.8% 

生活支援体制整備事業 5,935,043 5.0% 

共同募金配分金事業 1,642,163 1.4% 

日常生活自立支援事業 359,024 0.3% 

資金貸付事業 1,621,616 1.4% 

献血推進事業 80,000 0.1% 

ふれあいセンター管理運営事業 754,300 0.7% 

公共交通空白地有償運送事業 890,081 0.8% 

居宅介護支援事業 17,959,342 15.4% 

ホームヘルプサービス事業 18,917,714 16.2% 

シルバー人材センター事業 29,861,047 25.6% 

合 計 額 116,507,217 100.0% 

■資  格 

介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（ホ

ームヘルパー２級以上）のどちらかと、普通 

自動車運転免許必須（AT限定可） 

■業務内容

利用者宅を訪問し、掃除・調理・洗濯・買物、 

食事・排泄・入浴介助等

■勤務時間

午前８時から午後６時までの間の都合のよい

時間帯（土日勤務できる方、大歓迎）

■待  遇

社協規定による時間給（交通費有）

■そ の 他

自宅から利用者宅へ直行直帰

≪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 

☎ ７３１－２６０７（三浦・谷口） 

資格を活かして一緒に働きませんか

かして？に働きませんか？

令和元年度 決算 １１６，５０７，２１７円 （※内部取引消去科目含む）

令和元年度に実施した事業・決算をご報告します。

令和２年７月１４日（火）に、能勢町社会福祉

協議会において、車いす２台を寄贈いただきまし

た。今後、この車いすは、地域福祉活動に活用さ

せていただきます。 
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ご寄付頂いた金品等は、社会福祉事業に活用

させて頂きます。ありがとうございました。 

（令和2年６月1日～令和2年７月31日） 

〇社会福祉のために物品寄付（敬称略） 

✤内山 敏郎  電動ベッド 

✤太田 涼子  棚、いす、テーブル等 

✤豊山 武   マスク 

 

収 入 

科 目 金額（円） 割合（％） 

事
業
活
動
に
よ
る
収
入

会費収入 1,452,500 1.3% 

寄附金収入 244,818 0.2% 

経常経費補助金収入 20,959,196 18.0% 

受託金収入 10,991,000 9.4% 

事業収入 4,234,441 3.6% 

介護保険事業収入 32,977,173 28.3% 

障害福祉サービス等事業収入 3,001,018 2.6% 

シルバー人材センター事業収入 29,880,103 25.7% 

助成金収入 416,000 0.4% 

その他の収入 144,393 0.1% 

その他の活動による収入 9,781,026 8.4% 

前期末支払資金残高 2,425,549 2.0% 

合 計 額 116,507,217 100.0% 

（※ 内部取引消去科目含まない金額は、１１２，７２６，１９１円です。） 

支 出 

科 目 金額（円） 割合（％） 

法人運営事業 11,661,172 10.0% 

小地域ネットワーク活動推進事業 17,657,981 15.2% 

ボランティア活動推進事業 557,568 0.5% 

ふれあい給食サービス事業 3,030,000 2.6% 

いきいき地域支援事業 5,580,166 4.8% 

生活支援体制整備事業 5,935,043 5.0% 

共同募金配分金事業 1,642,163 1.4% 

日常生活自立支援事業 359,024 0.3% 

資金貸付事業 1,621,616 1.4% 

献血推進事業 80,000 0.1% 

ふれあいセンター管理運営事業 754,300 0.7% 

公共交通空白地有償運送事業 890,081 0.8% 

居宅介護支援事業 17,959,342 15.4% 

ホームヘルプサービス事業 18,917,714 16.2% 

シルバー人材センター事業 29,861,047 25.6% 

合 計 額 116,507,217 100.0% 

■資  格 

介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（ホ

ームヘルパー２級以上）のどちらかと、普通 

自動車運転免許必須（AT限定可） 

■業務内容

利用者宅を訪問し、掃除・調理・洗濯・買物、 

食事・排泄・入浴介助等

■勤務時間

午前８時から午後６時までの間の都合のよい

時間帯（土日勤務できる方、大歓迎）

■待  遇

社協規定による時間給（交通費有）

■そ の 他

自宅から利用者宅へ直行直帰

≪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 

☎ ７３１－２６０７（三浦・谷口） 

資格を活かして一緒に働きませんか

かして？に働きませんか？

令和元年度 決算 １１６，５０７，２１７円 （※内部取引消去科目含む）

令和元年度に実施した事業・決算をご報告します。

令和２年７月１４日（火）に、能勢町社会福祉

協議会において、車いす２台を寄贈いただきまし

た。今後、この車いすは、地域福祉活動に活用さ

せていただきます。 
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ホームヘルパー募集中！！

ピップ株式会社様より
「車いす」を寄贈いただきました


