
　高齢者のお食事会、ふれあい喫茶、ラジオ体操、
おもちつきなど地域の行事の開催や交流の場づくり、
掲示板での地域情報の共有など

　登下校の見守り、高齢者の見守り、街路灯の維持
管理、防犯パトロール、防災訓練、共同募金など

　緊急通報システム監視センターの名称が日本パナユーズ（株）から東洋テック（株）に変更になりました。
利用者の方々の機器についてはこれまでとご利用方法は変わりませんので、よろしくお願いいたします。

　

～緊急通報システム監視センターの名称が変更になりました～

～緊急通報システムをご利用ください～
　ひとり暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯等に、急病等の緊急事態の発生を知らせることが
できる通報機器を貸し出しします。
　利用には２人以上の協力員と、固定電話が必要です。
　光電話やケーブルＴＶ回線等でもご利用いただけますが、一部対応できない電話回線がありますので、
詳細はお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせ先○地域福祉課　６４８９－３１４４

「社協だより」の発行には、赤い羽根共同募金の配分金が使われています。
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緊急通報システム事業についてのお知らせ

　昨年６月、善意月間にあわせて市内一円で
実施いたしました「ともしびの箱善意運動」
におきまして、皆様のご協力により、
６，９７２，０８９円の善意が寄せられました。
　この運動によって寄せられた善意のお金は、
老人給食事業や子育て支援事業などの地域福祉
活動に活用させていただいております。

　神田南通にお住いの白井榮さまより「地域
福祉の推進のために」と、歳末たすけあい運
動へ１００万円のご寄附をいただきました。
　白井さまには長年にわたりご寄附をいただ
いており、その善意は地域福祉活動の充実に
役立てさせていただいております。
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理事長就任のご挨拶
　このたび尼崎市社会福祉協議会第１０代理事長に就任いたしました松井でございます。
　平素は、社会福祉協議会の事業及び活動に対して、多大なご支援ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　近年、少子高齢化が進行し、地域でのつながりの希薄化などにより、社会的孤立や生活・福祉課題が多様化、
複雑化してきております。
　このような中、当協議会では、地域福祉を総合的に推進するため、平成２９年度からの５ヵ年計画である、
第４期地域福祉推進計画を策定しました。
　「みんなで支えあい・助けあう地域づくりをすすめます」を基本理念に、４つの基本目標のもと、皆様のご
支援、ご参加をいただきながら、様々な取り組みを行ってまいりたいと存じます。
　微力ではございますが、当協議会の発展ならびに地域福祉の向上に精一杯努めてまいりますので、今後とも
どうかよろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会　理事長　松　井　定　雄

平成２９年３月３１日までに社協本部・支部事務局で受付させていただきました皆様　なお氏名掲載についての同意の確認が
取れていない方につきましては、掲載を差しひかえさせていただいております。（順不同、敬称略、既掲載者を除きます。）

尼崎市立武庫東中学校
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常光寺北町福祉協会
常光寺東町福祉協会
常光寺栄町福祉協会

　震災直後から平成２９年３月３１日までに総額７，７７４，６６５円もの善意が寄せられました。なお、皆様からお預かり
いたしました義援金は、中央共同募金会へ送金させていただきました。
　当協議会におきましては、義援金受付期間である平成３０年３月３１日まで、受付窓口として社協本部及び６支部、
５老人福祉センターで義援金の受付と募金箱の設置を行うほか、市役所１階にも募金箱を設置しております。
　被災地の復旧・復興にはまだまだ時間がかかります。引き続き皆様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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場づくり、 管理、防犯パトロール、防災訓練、共同募金など管理、防犯パトロール、防災訓練、共同募金など

　公園やまちかどの清掃、花壇づくり、
ごみ置き場の管理など

ふれあい・広報活動 防災・防犯・地域福祉活動　　

市役所１階、社協本部・支部
事務局、老人福祉センターに
設置した募金箱にご協力くだ
さった皆様

ルミエール千鳥福祉協会
上ノ島前側福祉協会

友 行 第 ５ 自 治 会
尼 崎 花 ま ち 委 員 会

塚口西コミュニティ交流広場推進委員会

尼崎市社会福祉協議会園田支部

福祉協会への加入を希望される方は、地域の役員さん、もしくは社協各支部事務局に
お問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　（各支部事務局の連絡先は最終ページに掲載しています。）

▲　高齢者の見守り

「ともしびの箱善意運動」
　へのご協力
　ありがとうございました

あたたかい善意　
　ありがとうございました

　平成28年4月に発生した熊本地震の
             義援金へのご協力ありがとうございました。

あたたかい善意　
　ありがとうございました

「ともしびの箱善意運動」
　へのご協力
　ありがとうございました

　平成28年4月に発生した熊本地震の
             義援金へのご協力ありがとうございました。

ふれあい・広報活動 防災・防犯・地域福祉活動　　

環境美化活動など環境美化活動など

こども縁日と納涼流しそうめん▲

福祉協会（町会・自治会）にご加入ください。
　みなさんのお住いの地域で組織されている福祉協会（町会・自治会）や社会福祉連絡協議会
では、住民のみなさんが日頃から交流を持って、地域のつながりを深める支えあい・助けあい
のさまざまな活動や事業をおこなっています。
　子どもからお年寄りまでみんなが安全・安心に暮らせる地域づくりのために、福祉協会（町
会・自治会）にぜひご加入ください。

福祉協福祉協福祉協福祉協福祉協福祉協会会（町（町（町（町（町（町会・会・会・会・会・会・自治会自治会自治会自治会自治会自治会自治会自治会自治会自治会自治会）））））にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。にご加入ください。

地域の運動会▲

安　心

安全



　尼崎市社会福祉協議会（以下「社協」）では、平成 29年度からの５ヵ年における社協の重点目標を
まとめた、第４期地域福祉推進計画を策定しました。
　社協はほっときません！をスローガンに、地域のみなさんと共に、地域の多様な機関・団体と連携・
協働しながら、４つの基本目標に沿って地域福祉を総合的に推進していきます。

①ささえあい地域活動センター「むすぶ」の設置・推進
②支部地域福祉推進計画の推進

①相談窓口機能の強化・拡充
②課題解決機能の向上
③関係機関との連携
④相談事例蓄積の工夫と事例検討会の実施

①住民主体のつながりの場づくりの拡大
②住民主体の地域福祉活動への支援
③担い手の確保のための登録制のしくみづくり

みんなに頼られる元気な社協づくりをすすめる

地域福祉推進計画は、尼崎市社協の地域福祉推進の理念や目標、取り組むべき課題と対応策（事業）を明らかにし、地域福祉を総合的に
推進するための計画です。また、尼崎市が策定する「あまがさきし地域福祉計画」と、社協の計画が連携しながら取り組みを進めます。

　地域で安心して暮らすための地域福祉
活動をひろげる

Ⅰ　多様な主体と地域住民が地域福祉活動に
　　共に取り組めるしくみをつくります

Ⅱ　様々な圏域（活動エリア）における地域づくりを
　　すすめます

Ⅲ　支部機能の強化を図り、地域の多様なニーズに
　　応えます

①担い手の育成・支援
②学びを通した地域課題への意識づくりの推進
③地域の課題解決に向けた多様な団体、専門機関との協働の推進

①居場所づくりの推進・支援
②災害時に助けあえる顔の見える関係づくり

みんなが支えあえる
　つながりづくりをすすめる

Ⅰ　住民同士がつながる活動をすすめます

①専門機関・団体との連携
②地域と関係機関・専門職をつなげるためのしくみづくり
③制度の谷間や狭間への対応
④住民相互の助け合い活動の支援

Ⅱ　様々な生活課題解決のために必要なネット
　　ワークづくりをすすめます

Ⅰ　総合的な相談支援体制づくりをすすめます

①地域で行っている活動や各種機関等の資源の把握
②情報共有体制の充実と活動等の開発支援

Ⅱ　社会資源情報の収集と共有化をすすめます

①自主財源の安定確保
②地域福祉活動推進のための介護保険事業
③地域福祉活動推進のための市補助・受託
　事業の展開

①安定して事業を推進できる職場づくり
②職員の専門性確保のための人材育成
③事務局体制の強化

Ⅰ　福祉協会の活動を支える会員確保のため
　　加入促進をすすめます

①福祉協会の活動を支える会員の拡大
②情報発信のための取り組み強化

Ⅱ　地域福祉活動のための安定的な財源を
　　確保します

　

Ⅲ　災害時に備えた体制づくりを
　　すすめます

①事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
②災害発生時に対応できる体制づくり

Ⅳ　市社協の組織と経営を強化します

　地域で安心して暮らすための地域福祉
活動をひろげる

Ⅰ　多様な主体と地域住民が地域福祉活動に
　　共に取り組めるしくみをつくります

Ⅱ　様々な圏域（活動エリア）における地域づくりを
　　すすめます

①担い手の育成・支援
②学びを通した地域課題への意識づくりの推進
③地域の課題解決に向けた多様な団体、専門機関との協働の推進

①居場所づくり

①地域で行っている活動や各種機関等の資源の把握
②情報共有体制の充実と活動等の開発支援

Ⅱ　社会資源情報の収集と共有化をすすめます

　　加入促進をすすめます

Ⅱ　地域福祉活動のための安定的な財源を
　　確保します

みんなに頼られる元気な社協づくりをすすめる

①安定して事業を推進できる職場づくり
②職員の専門性確保のための人材育成

Ⅲ　災害時に備えた体制づくりを

①事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
②災害発生時に対応できる体制づくり

Ⅳ　市社協の組織と経営を強化します

　また、各支部事務局に配置されている地域福祉活動専門員が
地域に出向き、地域のみなさんとともに地域の課題の把握や
　　　解決に取り組んでいます。

あまりんのカイセツ！

あまりんのカイセツ！

　各地域で住民主体の取り組みとして実施してきた、ふれあい
喫茶や「あま・紡ぎ体操」をはじめとする体操などに加えて、
子どもの居場所づくりを目的とした子ども食堂等の立ち上げ・
活動支援の取り組みをすすめています。

【居場所づくり】

あま・紡ぎ体操（介護予防運動）Viva ～虹色のシャボン玉～
（地域の中での子どもたちの居場所）

　　社協には様々な相談窓口があり、各部署でそれぞれ専門的な
相談に対応していますが、その中でも特に各支部事務局は、地域
の身近な相談窓口として、地域住民のいろいろな困りごとに、各
部署や専門機関・団体と連携しながら幅広く対応します。

【相談窓口】

　　　　　　　　基本目標４では、基本目標１～３を
　　　　　　　実現するために必要な財源確保や人材
　　　　　　　育成、災害時にも対応できる体制づく
　　　　　　　りに取り組みます。
　　みなさんに安心して頼っていただける社協である
　ために、元気な社協づくりをすすめます。

Ⅰ　総合的な相談支援体制づくりをすすめます

基本目標１ 誰でも気軽に相談できる
　　　　　　　場をつくる

　地域で安心して暮らすための地域福祉　地域で安心して暮らすための地域福祉

　つながりづくりをすすめる
Ⅰ　住民同士がつながる活動をすすめます

みんなに頼られる元気な社協づくりをすすめる

Ⅰ　福祉協会の活動を支える会員確保のため
　　加入促進をすすめます
Ⅰ　福祉協会の活動を支える会員確保のため
　　加入促進をすすめます

基本目標2

基本目標3

基本目標4

～ みんなで支えあい・助けあう地域づくりをすすめます ～　
第４期地域福祉推進計画を策定しました。

▲▲

　　　　　　　　基本目標４では、基本目標１～３を

あまりんのカイセツ！

お互さま！！

みんなが支えあえるみんなが支えあえる基本目標3基本目標3

　　　制度の谷間や狭間の生活課題に対応するため、
　　地域住民が主体となった住民相互の助け合い活動を
　　推進し、その活動支援を行います。
　生活課題の解決にあたっては、地域福祉活動専門員が
地域に出向いて得た情報や、地域住民・専門機関・団体
などから寄せられた情報に基づいて、地域住民と共に
課題の解決に向けて検討し、また、各支部に設置する
ささえあい地域活動センター「むすぶ」の機能を活か
して担い手の養成等を行い、助け合い活動につなげます。

制度の谷間や狭間の生活課題に対応するため、

あまりんのカイセツ！
【住民相互の助け合い活動】
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▲

▲庭木の剪定（住民相互の助け合い活動の一例）


