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（問合せ先）社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　電話 0791-42-1397　　FAX 0791-45-2444

赤い羽根共同募金運動に
ご協力ありがとうございました！

　１０月に行われた赤い羽根共同募金運動では、市民の皆さまのご協力の
もと、多くの募金が寄せられました。
　集められた募金は、令和４年度に県内の民間社会福祉施設等に配分され
るほか、その大部分が、赤穂市社会福祉協議会の小地域福祉活動や高齢者・
障がい者・児童福祉活動、ボランティア活動等へ配分されます。
　皆さまの手で集められた募金が、まちの福祉向上につながるよう有効に
活用させていただきます。

令和３年度共同募金実績報告　　令和３年12月15日現在

（目標額：１１，５００，０００円）
区　　分 実績額（円） 左の内訳

戸  別  募  金 7,160,700 15,095戸
街  頭  募  金 151,940 15回
学  校  募  金 229,362 5,675人
職  域  募  金 927,202 3,204件
中  口  募  金 981,863 676件
大  口  募  金 1,108,454 183件
その他の募金 349,662 無人募金箱

そ　　の　　他 55,825 預 金 利 息
期間外募金

合　　計 10,965,008 達成率 95.3％

戸別募金内訳
自治会名 募金額（円） 戸数（戸）

赤穂地区自治会 1,191,700 2,614
城西地区自治会 840,000 2,072
塩屋地区自治会 1,352,000 2,748
西部地区自治会 381,000 762
尾崎地区自治会 1,129,500 2,366
御崎地区自治会 830,500 1,661
坂越地区自治会 653,500 1,307
高雄地区自治会 363,500 727
有年地区自治会 419,000 838

合　　計 7,160,700 15,095

法人（大口）募金・個人（大口）寄付者
ご協力いただいた企業・個人寄付者名を掲載いたします。（1口5,000円以上抜粋・順不同）

法人６口（４件）（医）千水会赤穂仁泉病院、㈱ヤナギハラ、タテホ化学工業㈱、桃井製網㈱

法人４口（１件）住友大阪セメント㈱赤穂工場

法人３口（１件）赤穂遊技業組合

法人２口（32件）アーバンハウス㈱、あきた歯科、赤穂市漁業協同組合、赤穂発電所協力会社自治会、（医）てんわかかりつけ医院、
（医）伯鳳会赤穂中央病院、岩谷内科、奥村組砕石生産㈱、㈱赤松工業、㈱岡本鉄工所、㈱おさきかもめ屋城西館、㈱元祖かもめ屋、
㈱キリン・エンジニアリング・サービス、㈱葛島工務店、㈱デイリーエッグ、㈱パルシーズン、㈱ミチビキ建材、㈱目木組、関西福祉大学、
くぼかわ医院、高周波熱錬㈱赤穂工場、正同化学工業㈱赤穂工場、太陽鉱工㈱赤穂工場、寺田産業㈱、東洋紙業（資）、錦メンテナンス㈱、
兵庫奥栄建設㈱、富士フイルム和光純薬㈱播磨工場、松本クリニック、㈲こばやし葬祭、㈲三弥、㈲フォーティセブンリカーズ

法人２口未満（２件）シオヤ外科胃腸科医院、あこう典礼館花みずき

法人１口（102件）赤井歯科医院、秋山成長クリニック、赤穂あらなみ塩㈱、赤穂化成㈱、赤穂共栄住宅㈱、赤穂交通安全協会、赤穂生コン㈱、
赤穂ボランティア協会、（一社）相生・赤穂市郡歯科医師会、（一社）赤穂市医師会、（医）黒田如水会黒田医院、入潮産業㈱、岩本鮮魚店、
エスオーシーマリン㈱、大木産業㈱、大﨑表具店、大嶋皮膚科医院、奥野鈑金㈲、小野高速印刷㈱、㈱赤穂国際カントリークラブ、
㈱赤穂ブルドーザー、㈱赤穂ユニテックサービス、㈱五実興産、㈱エクステリア竹内、㈱カゴタニ、㈱亀井産業、㈱カンペ赤穂、㈱木戸組、
㈱クリハラント赤穂工業所、㈱坂本組、㈱霜野組、㈱主婦の店赤穂店、㈱関工務店、㈱総本家かん川、㈱田原文具センター、㈱中国銀行赤穂支店、
㈱東陽環境センター、㈱中田鉄工所、㈱中野建設、㈱西原管工設備、㈱日産電工、㈱ネオス、㈱原鉄工所、㈱備生本店、㈱三木組、㈱森崎組、
㈱ＭＯＲＥＳＣＯ、㈱横山サポートテック、㈱和田工務店、木南歯科医院、きむクリニック、米谷歯科医院、更科、澤田医院、三協電機㈱、

（社）赤穂観光協会、（資）中村鉄工所、ジオマテック㈱、吹田鉄工㈱、杉口整形外科、杉本商店、瀨尾種苗園、せの内科クリニック、
たけもとクリニック、田淵医院、千種建設㈱、千鳥ヶ浜開拓農業協同組合、デイサービスわかば、呑海楼、中川眼科クリニック、中田第二歯科医院、
中谷機工㈱、中村印刷㈲、日本塩回送㈱赤穂支店、ノア、ハヤシアグロサイエンス㈱、播磨屋、播州信用金庫赤穂支店、備前日生信用金庫赤穂支店、
兵庫信用金庫赤穂支店、福田産婦人科、ヘルシーガーデン、堀クリニック、前田石油㈱、三木内科、御崎タクシー㈱、㈲赤穂サッシ販売、
㈲エム・エス・ティー、㈲小國商店、㈲鹿久居荘、㈲かねと運輸、㈲koji建設、㈲勝電工、㈲山陽水産、㈲西備建材店、㈲つづれや、㈲東計装、
㈲富士工業所、㈲山本冷機、菱彩テクニカ㈱赤穂工場、ロザイ工業㈱赤穂工場、渡辺内科小児科医院

個人３口未満（２件）住所知之、匿名

個人２口（２件）匿名（２名）

個人１口（14件）石津谷忠男、石橋洋子、伊多義典、馬場三郎、馬場幸子、北川良邦、児嶋佳文、髙田　泉、松本敏浩、三宅伸治、村上建明、矢野英樹、
匿名（２名）
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日常生活自立支援事業
（福祉サービス利用援助事業）

障がいや高齢などの理由で、判断能力の充分でない方が地域で安心して生活できるように、
福祉サービスの利用手続きや日常生活に必要な金銭管理、書類預かりをお手伝いする事業です。

対象者対象者

相談例相談例

この事業でお手伝いできることこの事業でお手伝いできること

・在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や障がい者
 （知的障がい、精神障がい、認知症など）
　※要介護認定や障害者手帳の有無は問いません
　　グループホームやケアハウスなどに住む方も対象です
・このサービスの利用を希望する意思のある方
　（ご本人自身の希望意思があること）

・福祉サービスを利用したいけど利用方法など、どうすればいいかわからない
・公共料金などの支払いを忘れてしまったり、支払いに関して自信をなくした
・通帳や届印、年金証書などをなくしてしまわないか心配、管理するのに疲れた
・郵便物の内容把握が分からなくなり、どうすればいいか不安である
・趣味や不要なものにお金を使いすぎて、やりくりがうまくできない

・福祉サービスの利用に関する相談や助言
・金融機関でのお金の出し入れや公共料金、福祉サービス利用料の支払いなど
・郵便物の確認と、手続きが必要な場合のお手伝い
・紛失の恐れがある通帳（５０万円程度まで）や印鑑、公的書類などの預かり

問合せは下記まで

相談からお手伝い開始までの流れ
①相談 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　どなたでもご相談いただけます。相談内容については秘密厳守！

②訪問・支援計画策定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　事業担当者が自宅を訪問し、困っていることや生活の希望をお聴きします。
　　本人と相談しながらお手伝いの内容・計画を作っていきます。

③契約手続き 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　お手伝いする内容に納得いただければ、本人と契約を結びます。
　　契約内容が理解できない方は利用できません。

④お手伝い開始 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　住み慣れた地域で安心して自立した生活ができるようにお手伝いします！
　　①～③までは無料ですが、契約後のお手伝いは１時間 500 円の利用料が発生します。
　　必要があればお手伝いの内容を変更することもできます。
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　「何これ、楽しい。」
　これは、私がボッチャをした時の感想です。みな
さんは、ボッチャというスポーツを知っています
か。ボッチャとは、目標とするボールに、誰が一番
自分のボールを近づけられるかを競い合うスポーツ
です。この競技は、パラリンピックで行われる競技
の一つで、「地上のカーリング」とも呼ばれている
そうです。パラリンピックには、様々な競技があり
ます。しかし、その多くは車いすテニスやブライン
ドサッカー、陸上など、もともとあったスポーツ
を、障がいのある人でも楽しめるように考えられた
スポーツです。それに対してボッチャは、運動能力
に障がいがある競技者向けに発案された障がい者ス
ポーツの一つです。私は、年下のいとこと、このス
ポーツをしましたが、幼いいとこでも、一緒に楽し
むことができました。つまり、ボッチャは、誰もが
楽しめるスポーツと言えるのです。
　パラリンピックを開催する前の環境を整えるため
に、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラ
リンピック競技大会特別措置法が制定されました。
この法律で、交通機能の向上など、施設や設備の整
備が行われたそうです。障がいのある人が移動しや
すくなるということは、高齢者の人や小さな子供な
ど、すべての人が安心して生活できるということで
す。少しずつは、環境が整ってきていますが、全国
的に見ると、まだまだ安心できる町にはなっていな
いところがあります。そこで、誰もができるボッチャ
の競技のような視点をもとに、みんなが暮らしやす
い町について考えてみることにしました。
　障がい者や高齢者にとっての一番の課題は移動で
す。私の曾祖母も高齢のため、車いすで移動するこ
とが多くなりました。少しの段差でも、車いすが通
りにくいことがあり、時間がかかってしまいます。

車いすの人は、急な坂を上ることができなかったり、
少しの段差があると通れなかったりと、困ることが
たくさんあります。また、視覚障がい者の人は、信
号の色が分からない、段差に気づけない、自転車に
乗っている人や歩行者がいても分からない、などの
問題点があります。聴覚障がい者の人では、後ろか
ら自動車や自転車などが来ていても分からず、とて
も危険です。そして、曾祖母のように、高齢者の人は、
段差でつまずいてしまったり、階段を上ることがで
きず、行きたいところへ行けなかったり、車を運転
することができなくなったり、自分の思うように行
動できなくなってしまいます。このように、それぞ
れの問題点を洗い出すと分かるように、障がいに
よって課題も違います。例えば、視覚障がい者にとっ
ては必要な点字ブロックでも、車いすの人にとって
は、一つの障がい物 (バリア ) となってしまいます。
では、だれもが暮らしやすい町にするためにはどの
ような工夫をしなければならないのでしょうか。私
が考えた課題の解決策は二つあります。
　まず一つ目は、更なるバリアフリー化です。町中
の人通りが多い道路では、信号に音声案内や、延
長ボタンがついていたり、点字ブロックがあったり
します。また、駅や図書館などの公共施設や、大型
ショッピングセンターには、エレベーターやエスカ
レーターが設置されていたり、階段だけではなく、
スロープがついていたりするなど、整備が進んでい
ます。しかし、人通りの少ない道路などでは、まだ
まだ進んでいないところも多くあります。私がみん
なのために増えたらいいと思うものは、駅のホーム
にある転落防止柵や、自転車専用道路です。転落防
止柵は、電車に乗り降りする時だけ開くので、安全
です。自転車専用道路があると、歩行者や、車いす
の人が安心して移動することができます。
　二つ目は、交通手段の拡充です。通勤、通院、買
い物に行くことがスムーズにできれば、生活はか
なり充実すると思います。そのために、高齢者にタ
クシーチケットを配布したり、巡回バスや移動スー
パーを増やしたりすると、みんなが移動しやすい町
になると思います。どちらも費用のかかることなの
で、すぐにできることではないと思いますが、少し
ずつ進んでいってほしいです。
　このような町づくりを進めていくことは、とても
大切です。しかし、一番大切なのは、私たちの心だ

 中学生の部　大賞

　　　　　　　 「笑顔溢れる町に」
赤穂西中学校１年

萩
はぎ

原
わら

　明
め

依
い

令和3年度福祉作文 入選者令和3年度福祉作文 入選者作品作品
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中森　逸彌さん（尾崎）

子どもの喜ぶ姿が一番！

 

No.39
　今回は、民生委員児童委員をされながら、多彩なアイデアを持ち、
木工づくりをボランティアでされている中森さんにお話を伺いました。

Ｑ．活動を始めたきっかけは？
元々、工作が好きで家具作りをしていたところ、近所の方からテーブルや
いすを作ってほしいと頼まれたことがきっかけで、子どものおもちゃ作り
も始めました。木材などは知り合いの大松工務店（市外）からいただき、
子どもが安全に楽しく遊べ、幼少期の心遣いの教育に役立てばと思ったこ
とが始まりです。

Ａ．

Ｑ．活動をしていてうれしかったことは？
幼稚園にはこれまで、ベンチや人形遊び用のベッドなどをプレゼントしま
した。子どもの笑顔が一番の楽しみで、素直な「ありがとう♪」の言葉が
励みになっています。

Ａ．

Ｑ．これからの目標は？
元気な間は、木工づくりのボランティアを続けていきたいと思っています。
子どもがお世話になったところに、お返ししていきたいです。
自分のため人のために、お返しの人生を送りたいと思っています。

Ａ．

●介護の支援（介護給付）
・居宅介護（ホームヘルプ）
・重度訪問介護　・行動援護、同行援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所（ショートステイ）
・療養介護　・生活介護　・施設入所支援

　障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
は、大きく３つの支援に分かれています。
　サービスを利用するためには、各市町村への
申請が必要となります。

問合せ先：赤穂市社会福祉課障がい福祉係
☎43-6833　FAX45-3396
E-mail:shougai@city.ako.lg.jp

　　　　 　　　　 障障害害福祉サービス福祉サービス教えて !

　赤穂市社会福祉協議会では、障害福祉サービスのうち、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・
計画相談支援を実施しています。

●訓練の支援（訓練等給付）
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援 A 型、B 型
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助（グループホーム）

●相談の支援
　（計画相談支援給付・地域相談支援給付）
・計画相談支援
　（サービス利用支援・継続サービス利用支援）
・地域相談支援
　（地域移行支援・地域定着支援）

と思います。いくら環境を整えていても、互いに認
め合い、助け合うことができなければ、本当に暮ら
しやすい町にはなりません。パラリンピックの価値
は、「勇気・強い意志・インスピレーション・公平」

の四つの力だそうです。私も、相手の立場になって
物事を考えようと努力したり、自分にできることを
見つけて、実践したりしていきたいです。笑顔溢れ
る町を目指して。
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あこう福祉ニュース
まち発見！

自分の運転を必要とする人のために
　11月29日（月）、運転ボランティア養成講座を開催し、
一般の申込者や運転ボランティアの活動者など22名が参
加しました。交通安全講習では、兵庫県警本部と赤穂警
察署から講師を招き、運転するうえでの注意点を映像を
通して学びました。また現在、社協で実施している運転
ボランティアに関する事業の紹介も行いました。

寒さにも負けず！
　12月５日（日）、橋本町自治会（赤穂）が三世代交流事
業としてスポーツ大会を開催しました。45名の参加があ
り、輪投げとグラウンドゴルフの部に分かれ、チーム対
抗で競い合いました。大人は童心に帰って、子どもはめ
いっぱい楽しみ、笑顔あふれる会となりました。

心を込めて育てました
　12月９日（木）、歳末たすけあい運動の一環として、高
雄小学校と坂越小学校・田端自治会よりもち米の寄贈が
ありました。介護特別食、ひとり親家庭サポート事業、
生活困窮者支援事業、給食サービス等に配分させていた
だきます。ありがとうございました。

“障がい”をみんなで考える
　12月４日（土）、総合福祉会館にて「障がい者週間とも
に考える市民のつどい」を２年ぶりに開催し、149名が参
加しました。福祉作文入賞者の表彰・発表、記念講演で
は、ぴーす＆ピースを講師に迎え、擬似体験を交えながら、
知的障がいのある方への理解を楽しく学びました。

あなたの孤独を分かりたい
　11月24日・12月２日・９日の３日間、「ひきこもり啓
発講座」を開催し、21名が受講しました。受講者はひき
こもり経験者、家族、支援者の思いや活動について知り、
ありのままを受け入れる大切さなどを学びました。
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（問合せ先）社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　電話 0791-42-1397　　FAX 0791-45-2444 E-mail  ako-shakyo@ako-shakyo.jp　　　〒 678-0232 赤穂市中広 267 番地

【一般相談】  　　1月　5日（水）　　1月12日（水）
  1月26日（水）　2月　2日（水）　　2月　9日（水）
【弁護士相談】（要予約）　　1月19日（水）

【カウンセラーによるこころの相談】（要予約）
  1月　5日（水）　1月26日（水）　　2月　2日（水）
※時間はいずれも午後１時～５時までです。
※相談は無料です。

問合せは、下記までご連絡ください。

心配ごと相談所のご案内心配ごと相談所のご案内
（１月５日～２月９日まで）

●委任預託　 〈敬称略〉

住　　所 預　託　者 金　　額 預　託　内　容

御 崎 匿　名 3,000 福祉のために
― 匿　名 20,000 福祉のために

御 崎 匿　名 3,000 福祉のために
南 野 中 匿　名 5,000 福祉のために
元 沖 町 円応教 朝霧教会 50,000 寄付
加里屋中洲 匿　名 5,000 福祉のために
尾 崎 籠谷　義則 50,000 福祉のために
朝 日 町 匿　名 1,217 長女（咲和子）２歳記念

◎善意銀行受付窓口・・・赤穂市社会福祉協議会◎

あなたのやさしさを善意の窓口へ――― 赤穂市善意銀行
マスコットキャラクター

ぜんい君 こころちゃん預託状況（11月26日～12月20日受付分）
あたたかい善意をありがとうございました

●法人会費 5,000円
●個人会費 2,000円　●一般会費 500円　

賛助会費賛助会費
ありがとうございましたありがとうございました

　賛助会費は、社会福祉協議会の貴重な財源です。安定
した地域福祉事業の充実や発展を図るためにも、皆様の
あたたかい援助が必要です。ご協力をお願いいたします。

【個人】 桝本　章　　桝本　由香子 （敬称略）
　　　　岡田　勲　　匿名２名

福祉の拠点をみんなで支えてください。

おもちゃライブラリー冬のイベント

親子で楽しい時間を過ごそう

●日　　時　２月19日（土）　午前10時～10時45分
●場　　所　総合福祉会館　３階集会室
●定　　員　15名
●参　加　費　無料
●講　　師　ＳＬＦジャントランス　松本あゆみ 氏
●申込期間　２月１日（火）～２月７日（月）
　（下記までご連絡もしくは、総合福祉会館へご来館のうえ申込みください）

　おもちゃライブラリーでは、赤穂市ファミリーサポートセンターと冬のイベ
ントを開催します。 トランポリンでふわ～んと体を動かしながら、親子で楽し
く過ごしましょう。

先着順

●マスク着用（２歳未満除
く）、自宅で検温のうえ
お越しください。

●風邪などの症状がある
方は、参加を控えてくだ
さい。

●状況により、イベントを
中止とさせていただく
場合があります。

ひきこもり家族のつどい
　外出しづらくひきこもり状態にある方の家族
を対象に、つどいを開催します。
　日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫 
です。
　ぜひこの機会に、一緒に
　お話ししてみませんか。
◆日　　時：1月27日（木）
　　　　　　午後１時～４時
◆場　　所：みんなのいえ
　　　　　　（赤穂市塩屋656-17）
◆対　　象：ひきこもり状態にある方の家族
◆参　加　費：無料
◆問合せ先：下記までお問合せください。

申込不要

時間内
出入り自由

　市民の皆さまの日常生活のあらゆる不安や悩
みごとの相談に応じます。一般相談・弁護士相談・
こころの相談について、どれを選べばよいか分
からないという時は、担当者よりご案内させてい
ただきます。お気軽にご相談ください。
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ご意見・問合せは

社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　
〒678-0232 赤穂市中広267番地
電話 0791-42-1397　FAX 0791-45-2444
E-mail　ako-shakyo@ako-shakyo.jp

検索赤 穂 市 社 協

■ 編集後記 ■ 

新年あけましておめでとうございます。年末年始は、皆さまどのように過ごされましたか。
今年一年、表紙のような笑顔で過ごせる年になることを願っています。
今年も「あこう社協だより」をよろしくお願いします。 （か）

インスタグラム
始めました

ホームページ
公式SNSも
ご覧ください！

　社会福祉協議会では、市民の皆さまの新生活に少しでもお役に立てればと、
素敵な衣裳を取り揃えてお待ちしています。

●期　間　２月３日（木）～２月５日（土）　午前９時～午後５時
●会　場　総合福祉会館　２階貸衣裳室
●特　典　①花嫁衣裳 ………………………… ２割引・記念品  
　　　　　②その他貸衣裳 …………………… １割引  
　　　　　③花嫁衣裳 20 万円以上ご契約者
　　　　　　　 　……………………………… 持込料半額負担（上限４万円）
　　　　　④新郎新婦衣裳・振袖写真撮りのみ
　　　　　　　 　……………………………… ３割引
●レンタル料
　　　打　　掛  ………………………… 30,000 円～
　　　ウエディングドレス  …………… 20,000 円～
　　　紋　　付  ………………………… 15,000 円～
　　　タキシード  ……………………… 12,000 円～
　　　モーニング ………………………… 5,000 円
　　　振　　袖  ………………………… 10,000 円～
　　　留　　袖 …………………………… 4,000 円～
　　　ゲストドレス ……………………… 3,000 円～
　　　子ども服 …………………………… 3,000 円～ ●問合せ先　赤穂市社会福祉協議会貸衣裳室

　（☎42－1397  FAX45－2444）

お願い
　ご来館の際は、少人数で、マスクの着用、手指消
毒のご協力をお願いいたします。
　密集を避けるため、一組ずつの対応となります。
時間帯によっては、お待ちいただく場合がございま
すので、事前にお電話にてご予約いただきますよう
お願いいたします。

生活福祉資金　新型コロナウイルス特例貸付のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等、収入減少があった世帯を支援するため、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。
※受付できるのは初回申請の方のみです。
●緊急小口資金　貸付限度額　10 万円以内（ただし、条件によっては 20 万円以内）
●総合支援資金　貸付限度額　単身世帯月額 15 万円以内 ×３カ月
　　　　　　　　　　　　　　複数世帯月額 20 万円以内 ×３カ月
　総合支援資金の申請については、緊急小口資金の利用をしていただくことと、自立に向けた支援を進めるた
め、貸付を受けている間に市自立相談支援機関の支援を受けることが必要です。
　詳細は、兵庫県社協・赤穂市社協ホームページ、facebook、Instagram、または下記にてご確認ください。

受付期間：令和４年３月末まで

2022 春の貸衣裳予約会2022 春の貸衣裳予約会

詳細は、兵庫県社協・赤穂市社協ホームページ、facebook、Instagram、ま
たは下記にてご確認ください。受付期間：令和４年３月末まで

■■  生活福祉資金  新型コロナウイルス特例貸付生活福祉資金  新型コロナウイルス特例貸付ののお知らせお知らせ  ■■
　新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等、収入減少があった世帯を支援するため、 
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。
※受付できるのは初回申請の方のみです。
●緊急小口資金　貸付限度額　１０万円以内（ただし、条件によっては20万円以内）
●総合支援資金　貸付限度額　単身世帯月額15万円以内×３カ月　複数世帯月額20万円以内×３カ月
　総合支援資金の申請については、緊急小口資金の利用をしていただくことと、自立に向けた支援を進め
るため、貸付を受けている間に市自立相談支援機関の支援を受けることが必要です。


