
洲本市内の11の社会福祉法人が一つに団結しました。
高齢・障害・児童・地域福祉分野のそれぞれの特性を活かした種別を超えたネットワークです。
福祉課題を抱えて困っている人を決して「ほっとかへん！」という思いを込めて令和３年３月に
設立しました。

洲本市社会福祉法人連絡協議会

洲本市社会福祉法人連絡協議会
（ほっとかへんネット洲本）



　社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定める
ところにより設立された公益法人で、社会・地域における福祉の発展・充実を使
命とする民間の非営利組織です。
　社会福祉法人は、地域住民の日々 の生活のなかで必要とする様 な々福祉サー
ビスの提供や支援を行っています。具体的には、高齢者の介護、障害児者への各
種支援、児童の保育・社会的援護など、様 な々分野・種類にわたっています。
　社会福祉法人の特徴は、公共性（地域社会のために活動している）、非営利性
（利益を目的としていない）、安定性（事業の継続性が確保されている）といった点
にあります。

社会福祉法人は、
地域の安心・安全をささえています！

　改正社会福祉法（平成29年4月1日施行）により、社会福祉法人には、『地域に
おける公益的な取組』を実施する責務が明確化されました。
　現在、各社会福祉法人では、社会福祉事業のほか、地域住民等との交流・意
見交換、福祉学習、ボランティア、福祉人材の育成、地域の要支援者に対する相
談支援など様 な々地域における公益的な取組を行っています。
　洲本市社会福祉法人連絡協議会では、今後、地域ニーズの把握に努め、それ
ぞれ分野が異なる社会福祉法人のネットワーク化を図りながら新たな地域公益
活動の創出をめざしていきます。

社会福祉法人が進める
「地域における公益的な取組」
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　当法人は、多様なサービスで、利用者様・家族様の意向を尊重し、創意工夫することにより、利用者
様・家族様の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう総合的に支
援します。
　毎月、イベントや行事を開催し利用者様に楽しんでいただき、地域住民の方 に々はホールを開放し、
「いちごサロン」や「百歳体操」を開催しています。
利用者様・家族様に寄り添った支援を行い、日々 、楽しく安心し笑顔が溢れる生活が送れる施設づくり
に努めています。
　人々が日々 の暮らしに安心を覚え、気軽に集いふれあえる「地域の広場」を身近なところに創ってい
きます。介護相談・子育て相談等の生活相談、地域の誰もが活動できる地域に根差した「地域の人々
と共にある」法人です。

所  在  地　洲本市上物部951-1
代表電話　0799-25-1511
主施設等
　・  小規模多機能型居宅介護支援事業所
　      地域支援ハウス いちごの家・上物部
　・  子育て支援ハウス いちごキッズ・上物部
　・  居宅介護支援事業所 いちごの家・上物部
　・  ヘルパーステーション いちごの家・上物部

分野

高齢福祉
児童福祉

いちえ福祉会

　当法人は、洲本市郊外の田園地域、緑豊かな丘の上にあります。
　昭和53年大野保育所として設立、現在「幼保連携型認定こども園おおの」園児定員95名、職員17名
　地域の子育てを応援しています。
①　一時預かり事業
　　【事前の利用登録と予約が必要】有料
　　家族の通院、入院、看護又は介護、出産、親族の冠婚葬祭、リフレッシュや不定期な就労など
　　１歳～就学前のお子様をお預かりします。
②　乳幼児子育て支援
　　【毎週火曜日AM10：00～11：00】無料
　　園庭開放、子育て相談、園イベントへの参加など気軽にお出かけいただけます。
　　お気に入りの「お出かけ広場」として登録をしていただくと定期的にご案内をお送りします。

所  在  地　洲本市大野740-1
代表電話　0799-24-4750
主施設等
　・  幼保連携型認定こども園おおの

児童福祉

大野福祉会

分野

2



弘道福祉会

　当法人は、設立して20年となります。「安心・信頼・貢献」を理念に、利用者や家族と繋がり、地域や
行政と連携をしながら、福祉に取り組んでいます。
　公益的な取り組みとしては、①認知症サポーターキャラバンメイト（養成講座・サポーター交流会）、
②元気はつらつ教室、③洲本市認知症初期集中チーム支援会議、④災害時要援護者避難施設、⑤子
供110番、⑥介護保険事業における社会福祉法人による低所得者への利用者負担軽減、⑦介護支援
専門員実務研修実習受入、⑧中川原独居老人給食会受入れ、⑨初任者研修開講。
　今後も地域と繋がり、福祉の充実に取り組んで行きたいと思います。

所  在  地　洲本市中川原町安坂字居屋敷986
代表電話　0799-25-8585
主施設等
　・  洲本特別養護老人ホームラガール
　・  洲本小規模多機能ラガール
　・  洲本中川原グループホームラガール
　・  洲本中川原小規模多機能施設ラガール

高齢福祉

分野

児童福祉

三愛会

　当法人は、昭和27年に法人を設立し、洲本市と神戸市で児童福祉にかかわる事業を展開していま
す。事業内容は幼保連携型認定こども園・児童厚生施設（児童館）・放課後児童健全育成事業（学童
保育）を行っています。
　見つける・育てる・活かすをモットーに、洲本市においては「幼保連携型認定こども園 洲本こども園」
及び「分園 乳児棟そら」を運営し、「感性、ぴぴっ。個性、きらり。」をスローガンに、地域の子どもたちの
健全育成に努めています。
【法人理念】
◆利用者の最善の利益を尊重し、よりよい福祉サービスの提供
◆新しいことに挑戦し、ともに感動を味わい成長
◆地域の福祉拠点としての役割を果たし、地域社会との共生を目指します。
地域の核となるよう常に邁進し、地域貢献事業も積極的に取り組んでいます。
《地域貢献事業》
・ボランティアや福祉人材の育成・子育て相談・子育て支援・園庭開放・行事を通して地域の老人等と
の世代間交流

所  在  地　洲本市本町7-4-25
代表電話　0799-22-0897
主施設等
　・  幼保連携型認定こども園 洲本こども園

分野
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高齢福祉

洲本たちばな福祉会

　当法人は、昭和25年に創立されました。「地域のお年寄りは地域の手で」をスローガンに家庭的な
サービス提供を行っています。
　公益的な取組としては、①安否確認を兼ねて昼食を届ける配食サービス、②地域住民を対象に「音
楽療法・運動療法」を実施する介護予防教室、③地域住民を対象に介護技術の習得を目的に行う介
護技術講習会、④地域の高齢者の安否確認、見守りを目的に実施している地域サポート型施設、⑤近
隣中学生を受け入れるトライやるウィーク（職場体験）、⑥学生や地域住民が清掃活動やご利用者とコ
ミュニケーションを図るボランティアの受け入れ、⑦投票所に行くことが困難なご利用者のための不在
者投票等を実施しています。今後も地域のためにできることを行っていきます。

所  在  地　洲本市由良1-6-7
代表電話　0799-27-0146
主施設等
　・  由良総合福祉センター
  　（特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、
          ケアハウス等）
　・  洲本たちばなプラス
　  （地域密着型特別養護老人ホーム等）
　・  宇山たちばなプラス（小規模多機能型居宅介護事業所、保育所）
　・  天川たちばなプラス（小規模多機能型居宅介護事業所）
　・  千草たちばなプラス（地域密着型特別養護老人ホーム等）

分野

障害福祉
高齢福祉

淡鳳会

　当法人は、島内初の身体障害者に特化した福祉サービス事業所として開設後、２０年が経過し、近年
は高齢福祉サービスにも取り組んでいます。
　「一人ひとりの自己決定を最大限に尊重し、その人らしい生き方を追求できるように援助する」「一
人ひとりが、地域社会の一員として自立を目指し心豊かで健康な生活が送れるよう支援する」を理念と
し、島内３市それぞれに福祉サービス事業所を運営しています。
　洲本市内では、障害福祉サービス（生活介護・地域活動支援センター・グループホーム・相談支援）、
高齢福祉サービス（認知症グループホーム）を運営し、多くの方にご利用頂いております。
　公益的な取組として、①低所得者への利用者負担減額、②災害時要配慮者避難施設としての活用、
③地域住民交流活動支援、④高齢者の積極的な雇用、⑤当事者支援活動等（障害者）を実施してい
ます。
　今後も引き続き、地域福祉に貢献していけるよう努めていきます。

所  在  地　洲本市鮎屋字久シ原636
代表電話　0799-22-5444
主施設等
　・  フローラすもと
　  （生活介護、地域活動センター）
　・  グループホームフローラ

分野
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分野

児童福祉

千草福祉会

　当法人は、幼保連携型認定こども園 千草こどもの園の運営を行っています。子ども達にとって園は、
楽しいことが、たくさんある「昼間の家庭（ｄａｙ　ｈｏｍｅ）」であるように、また、子育て中の家庭にとって
安心できる頼りがいのある園であることを園の理念としています。そして、「Kindergarten（こどもたち
の園）」として、自由な空間の中で、調和に満ちた生命を育む子どもたちが、集い合う園としてありたい
と考えています。また、淡路島の豊かな自然の中で四季を通じ様 な々自然に触れあい、体でエコロジー
（自然界での共生）を理解し、他者に対する思いやり、そして自然を大切にする優しい心を育みたいと
考えています。
　公益な取組としては、①ボランティアや福祉人材の育成②子育て相談窓口の開設③園庭等の解放
④交流広場⑤子育て支援⑥子育て情報発信等を実施しています。これからも地域の子育て支援の充
実に努めていきます。

所  在  地　洲本市千草己25
代表電話　0799-22-6600
主施設等
　・  幼保連携型認定こども園
　　  千草こどもの園

分野

　当法人は、奈良県の中南部に位置し、昔から目の不自由な人にとっての聖地として厚い信仰と深い
願いが込められ、全国各地から訪れる方が絶えませんでした。この地に住みたいという人 た々ちの情
熱と信念が結実し故常盤長老の「思いやりの心を広く深く」の呼びかけの下に「社会福祉法人壷阪寺
聚徳会」が誕生しました。我が国初の養護盲老人ホーム慈母園をはじめ高齢者や知的障がい者など
多岐にわたり社会福祉事業を営んでおります。
　洲本市五色町にある養護盲老人ホーム五色園では、視覚に障がいをお持ちの高齢者60名が生活
されており、今年で創立48周年を迎えた歴史のある施設であります。社会福祉法人改革にあわせ、養
護盲老人ホームの機能を生かしながら相談支援事業所の併設や地域サポート施設の認定を受けて
おります。今後も施設入所者のみならず、地域の高齢者から障がい者まで幅広く地域福祉の貢献に
努めて参ります。

所  在  地　洲本市五色町鳥飼浦2277-3
代表電話　0799-34-0550
主施設等
　・  養護盲老人ホーム 五色園
　・  在宅介護支援センター（指定特定相談
　　  支援事業所）、短期入所事業

高齢福祉

壺阪寺聚徳会

分野
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障害福祉
兵庫県社会福祉事業団

　当法人は、兵庫県及び兵庫県内各市町との
密接な連携の下、広く県民福祉の向上と増進
に寄与することを目的に、「支える心とおもいや
り」をスローガンとし、リハビリテーション病院、
障害（児）者支援施設、高齢者施設など、兵庫
県下63か所で89施設、洲本市では3施設を運
営し、子どもから高齢者まで総合的に支援して
います。

所  在  地　洲本市五色町広石北847
代表電話　0799-35-0231
主施設等
　・  五色精光園
　  （障害者支援施設、グループホーム、
　　  障害者就業・生活支援センター等）
　・  洲本市五色健康福祉総合センター
　  （特別養護老人ホーム、グループホーム等）
　・  特別養護老人ホーム くにうみの里

分野

高齢福祉

分野

　公益的な取り組みとしては、「地域の元気を支える取り組みの展開」を事業計画に掲げ、①多世代
交流ができるコミュニティの形成、②介護保険対象外サービスの柔軟な展開、③地域交流行事の開
催など、地域社会の一員として、地元の住民、自治体、団体、企業、ボランティアの皆さん等と連携し、施
設が地域の安全・安心拠点となれるよう取り組んでいます。
　今後も、医療・福祉の専門集団として、様 な々ニーズに応えて参ります。

　当法人は、「一人ひとりを大切に（＝人権）共に生きる（＝共生）」という基本理念として掲げ、淡路ふく
ろうの郷を開設し１５年を迎えました。神戸での新規事業も進み、一人ぼっちの聴覚障害者をなくそう
と県全域を広く見ながら事業を行っています。淡路ふくろうの郷は特別養護老人ホームとして介護の
経験を重ね地域の方 を々支えています。淡路聴覚障害者センターは、手話・要約筆記奉仕員養成や通
訳派遣を行いコミュニケーション支援、生活相談、援助等くらしの支援を行っています。中川原高齢者
・障がい者地域ふれあいセンターは、旧中川原中学校に開所し、おのころの家（就労継続支援B型）介
護保険事業として居宅介護支援事業所桜が丘（ケアプラン）デイサービスセンター桜が丘の運営を行
っています。地域との協働・共同事業おたがいさま中川原は、「困った時はおたがいさま」精神で地域
で困っている人を地域の人が支える有償ボランティア活動を行っています。

所  在  地　洲本市中川原町中川原28-1
代表電話　0799-25-8550
主施設等
　・  特別養護老人ホーム 淡路ふくろうの郷
　・  淡路聴覚障害者センター
　・  中川原高齢者・障がい者地域
                                             ふれあいセンター
　  （就労支援B型事業、居宅介護支援事業所、障害者相談支援事業所、デイ等）

ひょうご聴覚障害者福祉事業協会

障害福祉
高齢福祉
分野



洲本市社会福祉協議会

　当法人は、旧洲本市と旧五色町の社協が1つの社協となって15年が経過しました。
　「だれもがみとめ　ささえあい　ともにくらせる　まちづくり」をスローガンに、地域、各種団体、企業、
行政などと幅広く連携・協働しながら地域福祉の推進に取り組んでいます。
　公益的な取組としては、①ボランティアや福祉人材の育成、②心配ごと相談窓口の開設、③介護保
険事業における社会福祉法人による低所得者への利用者負担減額、④ふれあいサロンの運営支援、
⑤まちの子育てひろばの開設、⑥有事における災害ボランティアセンターの運営、⑦ひとり暮らし高齢
者の安否確認を兼ねたふれあい給食・配食の実施、⑧当事者支援活動（認知症家族会、ひきこもり家
族会、縁むすびプロジェクト等）等を実施しています。
　今後も社会・地域における福祉の発展・充実に努めていきます。

所  在  地　洲本市山手2-2-26
代表電話　0799-26-0022
主施設等
　・  洲本市総合福祉会館（本部・洲本支部）
　・  洲本市五色地域福祉センター（五色支部）
      （地域福祉事業、ボランティアセンター、
          権利擁護デスク、通所介護事業所、居宅介護支援事業所、障害者相談支援事業所、
          児童センター等）

地域福祉

分野
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