
社協たからづかは、自治会・民生児童委員等のご協力により市民のみなさま
からいただきました社協会費と赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。（ 1 ） 社協 たからづか　第 2 1 5 号　増刊号

第215号増刊号
平成27（2015）年

１月15日 発行
ブ ロ グ

社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会 宝塚市安倉西2丁目1番1号  TEL. 0797（86）5000（代表） FAX. 0797（86）5069
E-mail：shakyo@nifty.com http://homepage1.nifty.com/takarazukashakyo/

社協創立60周年記念増刊号

●はじめに

●エリア規模に応じた地域福祉推進体制 ●これからも皆様と一緒に

宝塚市社会福祉協議会は住民の皆様、各関係機関、行政のおかげで創立60周年を迎えることが出来ました。本紙では皆様とともに歩ん
だこの60年間を振り返るとともに地域福祉の今とこれからについてご紹介させていただきます。

当会は、地域福祉推進体制として４つのエリア規模に応じて住民・
専門職・行政と協働の場づくりを進めています。

社協ではこれからも住民の皆様の主体性を基本とし、さらなる
地域福祉の推進に取り組んでいきます。具体的には以下の４点
です。
①地域で一人ひとりを支える仕組み
これまで国は福祉政策・制度の充実を図ってきました。しかし、現在
では引きこもり・生活困窮・多問題世帯など、制度だけでは対応でき
ない問題が多くなっています。今後は制度の枠にとらわれない問題解
決の仕組みづくりを住民の皆様とともに進めてまいります。
②地域でのつながりづくりや支え合いの支援
地域活動やボランティア活動の組織化・活性化等、自主的・主体的に
地域を支えている方々への支援は、当会の主要な事業です。社会的孤立
が様々な生活課題を生み出し、大きな社会問題となっている中、地域で
のつながりづくりや支え合いを進める地域支援を進めていきます。
③新たな時代に合った問題解決の仕組みづくり
近年、当会は「地域での見守り」の充実・強化をはたらきかけ、これを
テーマとした地域福祉活動が活発になってきました。今後はこうした
流れを、支え合いや地域福祉活動の活性化に結び付けていきます。新
たな時代の新たな地域福祉課題に対して先駆的・開発的に取り組んで
いきます。
④社協の活動基盤の充実・強化
地域福祉を計画的に進めるため、皆様とともに策定した「第５次地域福
祉推進計画」の実現に向けて、エリアごとの高い事業展開を図ります。
今後もエリア内のネットワークづくりを進めるとともに地域福祉を進
めるための財源確保を行うなど、地域福祉の基盤整備を積極的に進め
ていきます。

おおむね自治会範域において、見守りや支え合
いを進める活動組織の開設を促すとともに、そう
した活動の輪を広げていきます。

地域で解決が困難な制度狭間の課題をまとめ、
宝塚市セーフティネット会議につなぎます。今後は
このエリアの事業展開での高い自律性を軸に、さ
らに積極的な役割を検討します。

小学校区範域で、そのまちの生活課題や福祉
課題を把握し、そのための方策を地域住民、ボラ
ンティア、専門職、事業者等が集まって議論し、
対策を講じます。

地域で解決が困難な制度狭間の課題の解決を
図るため、市や社協だけでなく、地域住民、地域
組織、専門職等を交えた協議を行い、そのための
事業や政策を検討、提案します。

●この60年間を振り返って
１９５４～１９８０年 １９８１～１９９４年 １９９５～２００４年 ２００５年～現在

社協創設
1954年７月に宝塚市社協が発足し
ました。その後、社会福祉法人とし
て認可され、会員制度や広報誌の発
行、宝塚市社会福祉大会の開催など
現在にもつながる社協事業の基礎を
作りました。地域活動支援では民生
児童委員とともに独り暮らし高齢者
の実態把握やサービス開発に向けた
取り組みを行いました。また、1976
年にはボランティア活動センターを
開設しました。

在宅福祉サービスの開発・展開
「住民に見える組織」にするため、デ
イサービスやホームヘルプサービス
といった在宅福祉サービス受託をし
ました。また、1985年には宝塚市総
合福祉センターの開設をはじめ地域
福祉活動拠点の整備が進み、いきい
きサロンや会食会などといった小地
域福祉活動や当
事者家族の
組織化が
始まりま
した。

地域福祉の基盤整備
1995年の阪神淡路大震災からの復
旧・復興の取組が進められ、またこ
れ以降、住民主体によるコミュニティ
施策が進み、まちづくり協議会が急
速に組織化されました。社協も７つ
のブロックに地区センターとコミュ
ニティワーカーを配置しました。ま
た３つの児童館・老人福祉センター・
身体障害者支援センターを市から受
託し、さらには介護保険制度施行と
共に居宅介護支援事業所・在宅介護
支援センターを開設するなど組織が
大きく拡大しました。

地域包括ケア体制の整備
各地域で住民による福祉活動が活発
になる中で、徐々に個別支援の相談
がコミュニティワーカーに寄せられ
るようになりました。一方、在宅福
祉は制度上の支援としての限界が見
え、地域福祉との連携が必要になり
ました。そのため国のモデル事業等
を活用しながら、地域福祉と在宅福
祉を一体的に進める「総合化」の取組
に着手し、地域支援を住民により身
近な自治会等小さな範域での地域包
括ケア体制づくりを支援しています。

第１回宝塚市社会福祉大会 発刊当時の社協たからづか 宝塚市介護者家族の会
かなえの会　結成総会

入浴ボランティア「なでしこ」
活動の様子

阪神大震災当時のボランティアの
活躍を伝える記事

フレミラ宝塚　外観 東日本大震災ボランティア
「宝塚希望応援隊」

日本地域福祉学会
地域福祉優秀実践賞　楯
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宝塚市社会福祉協議会創設60周年記念大会・第40回 宝塚市社会福祉大会を開催しました！
平成26年10月30日に宝塚ホテルで行いました「第40回　宝塚市社会福祉大
会」には540人もの市民の皆様にご来場いただき、中川市長をはじめ多くのご来
賓の方にもお越しいただきました。
第１部では宝塚市の地域福祉推進に各方面からご尽力されている市民や関係者
の方々の表彰を行いました。（下記　表彰者一覧をご参照ください）

第２部では女優の石井めぐみさんをお招きし、障害を抱える長男との生活を振
り返りながら、誰もが住みよいまちづくりについてご講演いただきました。
また、大会では当会の60年を振り返るスライドショーの上映や市内のふれあ
いサロン・民家型デイサービス・障がい者支援事業所によるお菓子や手芸品の販
売なども行い、大盛況の内に大会を終えることが出来ました。

第40回　宝塚市社会福祉大会　受賞者一覧

60周年記念理事長特別表彰

60周年記念理事長特別感謝

理事長表彰

理事長感謝

兵庫県共同募金会　会長表彰 兵庫県共同募金会　会長感謝

•	25年以上にわたり、宝塚市の福祉の向上のため、特に顕著に貢献された団体または個人。

•	長年にわたり、継続して日赤社資募集運動及び社協会員募集運動及び赤い羽根共同募金運動及び歳末助けあい愛の持ち寄り運動に協力があった自治会・民生児童委員
協議会。（93団体)

•	原則として10年以上にわたり、地域に密着した福祉活動やボランティア活動を実施し、
地域福祉の向上に貢献され、他の模範となる団体、または７年以上活動された個人。

•	共同募金運動において、５年以上におよび功労が優秀であり他の模範となる団体。 •	共同募金運動において、２年以上募金推進委員として多大なる功績があり他の
模範となる個人。

•	勤続９年に達した民生児童委員。

•	原則として10年以上にわたり、障害者福祉の向上に貢献され、他の模範となる
団体、または７年以上活動された個人。

•	社会福祉協議会の事業に多額（個人50万円、団体100万円以上の金品）の寄付をさ
れた個人または団体、及び長期にわたり継続して寄付をされた個人または団体。

•	原則として５年以上にわたり、児童福祉の向上に貢献され、他の模範となる団
体、または個人。

•	社会福祉協議会の事業に特別に貢献された団体または個人。（７団体・個人１名）

団体

団体

団体 団体

団体

団体

個人

個人

個人

個人

個人

個人

福寿荘点字勉強会グループ　・　宝塚市介護者家族の会かなえの会

ＭＯＡ山月光輪花 安倉グループ　・　清荒神清澄寺　・　宝塚市仏教会　・　大本山中山寺
公益財団法人プラザ・コム　・　宝塚市老人クラブ連合会　・　宝塚市医師会

かなりやの会　・　おしゃべりさろん　・　すみれサロン
玉瀬ふれあいサロン　・　ふれあい喫茶 ローレル
ふれあいサロン中山台「あいあい」

障害者情報クラブ

宝塚ＧＦ（グラウンド・ゴルフ同好会）　・　さらら仁川商店会

特定非営利活動法人「長尾すぎの子クラブ」　・　ゆめひろば
ママが講師

朝田　知子　・　井上　綾子　・　吉川　伸子　・　山口ひろみ
坂上　圭子　・　浦　　武彦　・　澤田　政男　・　青井　國雄
福持智津子　・　林　　三郎　・　西条　　平　・　米村トシ子
足立　道子　・　小川　　租　・　和泉　孝代　・　安藤　元子
木村　光秋　・　谷口　利保　・　西浦　朱実　・　殿本　広美
藤井美代子　・　福住　和朗　・　奥井　義雄　・　大野　貞子
北山　真琴　・　藤澤　美子　・　壹岐　收一　・　西尾志津恵
松本　純一　・　八木　秀樹　・　石川　市雄　・　原田　洋介

佐々木育子　・　田林　房雄　・　鐵野美智子　・　中根三和子
田中　リツ　・　馬場　　清

兵庫県宝塚断酒会
中山　光子

浅野佐良子　・　竹村　一枝　・　藤原　隆文

中俣　　力　・　小林　智子

西垣　　潤　・　増田　晶子　・　秦　　　忍　・　先山　純子

尾﨑　　久　・　中村　一雄　・　久保　敏子　・　大上　　清　・　小坂　正春　・　安藤　純子　・　中　八重子

加数　　寿（故人）

御所の前町自治会 シティー逆瀬川自治会 末成町自治会 福井・亀井自治会 県営小林団地自治会 光明町自治会 
小林自治会 鹿塩自治会 東仁川団地自治会 仁川旭ガ丘自治会 仁川うぐいす台自治会 仁川北自治会 
仁川高丸自治会 仁川台第１区自治会 仁川団地自治会 宝梅自治会 宝南自治会 逆瀬川スカイハイツ自治会
逆瀬川自治会 宝梅園団地自治会 阪急青葉台自治会 宝塚南口自治会 宝南第一自治会 宝塚自治会 
武庫山１丁目自治会 武庫山自治会 長寿ガ丘自治会 宝塚御殿山北自治会 池田自治会 宮の町自治会 
鍋野自治会 小場自治会 清荒神自治会 泉ガ丘北自治会 第一売布ガ丘自治会 宝塚売布住宅自治会
米谷自治会 中山荘園自治会 ラ・ビスタ宝塚団地自治会 向月町自治会 小浜自治会 星の荘住宅自治会
泉町東自治会 鶴の荘自治会 美座自治会 安倉自治会 安倉南自治会 県営安倉団地自治会
金井町自治会 里の坊自治会 メゾン宝塚自治会 県営宝塚泉町鉄筋住宅自治会 丸橋自治会 事業団山本宿舎自治会
山本自治会 中筋自治会 中筋山手自治会 雲雀丘西地区自治会 城丸自治会 北口谷自治会
中山寺自治会 平井自治会 県営中筋団地自治会 中山台自治会 中山桜台自治会 中山五月台六丁目自治会
中山五月台７丁目自治会 平井山荘自治会 雲雀丘山手自治会 花屋敷つつじガ丘自治会 花屋敷松ガ丘自治会 長尾台自治会
中山桜台ラヴェニール自治会 宝塚山手台自治会 ふじガ丘自治会 宝塚大岩谷自治会 玉瀬自治会 大原野西部自治会
大原野東部自治会 波豆自治会 上佐曽利自治会 切畑自治会 安倉宝和自治会 安倉西４ロ−ズ自治会
春日自治会 市営安倉南住宅自治会
宝塚市第１地区民生児童委員協議会　　宝塚市第２地区民生児童委員協議会　　宝塚市第３地区民生児童委員協議会　　宝塚市第４地区民生児童委員協議会
宝塚市第５地区民生児童委員協議会　　宝塚市第６地区民生児童委員協議会　　宝塚市第７地区民生児童委員協議会

◎地域福祉活動功労者　（６団体・個人32名）

◎優良民生児童委員　（個人６名）

◎障害者福祉功労者　（１団体・個人３名）

◎多額寄付者　（２団体・個人２名）

◎児童福祉功労者　（３団体・個人４名）

（１団体） （個人１名）

（２団体・個人７名）

（100団体・個人１名）

本大会は「ストップ・ザ・無縁社会」全県キャンペーン　協賛事業の一環です


