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第 71 号 2021 年７月 10 日 

 

 

 

 

 

 

 

「認定 NPO法人さわやか千の里」誕生までの道のり 
 

NPO 法人さわやか千の里は、多くの人を支え、多くの人に支えられる団体を目指して取り

組んできました。その結果、兵庫県より「認定 NPO 法人」の認定を受け、（一財）非営利組

織評価センターより「グッドガバナンス認証」をこの春いただくことができました。 

阪神淡路大震災が起きた年の夏、知識もない、モノ、カネもない 31 人が集まって、何と

か人のお役に立ちたい、その一心で任意団体「さわやかサービス北摂」を立ち上げました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

編集発行：さわやか北摂広報部  川西市水明台 1-2-49  TEL 072-792-3532 

  

特定非営利活動法人 
さわやか北摂 

 

（1995 年 7 月設立） 

任意団体 
さわやかサービス北摂 

（2021 年 3 月認定） 

認定 NPO 法人 
さわやか千の里 

（2018 年 12 月設立） 

NPO 法人 
さわやか千の里 

● 障がい福祉 ● 訪問介護  
● 通所介護 等 

● たすけあい活動 ● 福祉有償運送 
● 社会貢献活動   ● 居場所運営 等 

さわやか北摂の変遷 

創設以来 26 年間、山あり谷ありの試練を乗り

こえ現在に至っております。NPO 団体のはしり

を自認して今日を迎えています。今後も少しでも

人様のお役に立てるよう頑張りますが、数え切れ

ない多くの方々のお力添えで今日を迎えましたこ

とを心から感謝申し上げます。 

活動者の皆様、利用者の皆様、市医師会・歯科

医師会の皆様、賛助会員の皆様、各種協力者の皆

様、ご指導いただいた皆々様に心から幾重にも感

謝申し上げます。 

理事長 高田 憲二 

会 長 久恒 千里 

 

則
久 

昭
代 

画 
      

（2000 年 8 月認証） 

特定非営利活動法人 
さわやか北摂 
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井戸敏三 知事  川西をご訪問 

20 年に渡る兵庫県知事の任期満了（7 月）を前

に、県内各地の挨拶廻りをされています。去る６

月 15 日、元県議会議員を 5 期 20 年勤められた

岡やすえ元県議宅にお立ち寄りになられました。

過去に何かとお世話になった者達（自治会役員

や、各種ご相談に乗って頂いた NPO など）が集

まり、井戸知事さんとのお話を楽しみました。こ

こしばらくは特にテレビ画面で拝見することが多

くなりましたが、対面でお目にかかりますと、お

おらかな笑顔の知事さんのお人柄に改めて拍手を送りたいと思いました。大役を降りられま

してもどうぞお健やかにお過ごしいただきたいと、全員でお祈り申し上げました。知事さん

お手植えの水明台の渓のサクラが咲く頃には、みんなで再会をお待ち申し上げております。 

 

 

 

 

 
 
認定 NPO 法人制度とは 

認定 NPO 法人制度は、NPO 法人への寄付を促すことにより、NPO 法人の活動を支援す

るために税制上の優遇措置として設けられた制度です。 

 

 

 

 

 

グッドガバナンス認証とは 

民間の第三者機関「一般財団法人 非営利組織評価センター」による認証。 

市民参加の度合い、環境への配慮、財務・会計、社会への情報発信など組織

運営に関わる 27 の評価基準を書面と訪問で審査。さらに外部の有識者か

ら成るグッドガバナンス認証審査委員会の審議を経て認証されます。 

企業や行政などが非営利組織と連携するときの一つの信頼性の指標として、

一定水準以上の組織運営能力が認証されます。 

広く市民から支援を受けている証 川西市初！ 

兵庫県初！ 非営利組織の信頼の証 

さわやか千の里が 『認定 NPO法人』 に認定されました 

さわやか千の里が 『グッドガバナンス認証』 を取得しました 
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衆議院議員 大串まさき氏、川西市議会議員 松隈紀文氏ご来訪 

＜さわやか千の里の福祉有償運送事業に関連して＞ 

 

さわやか千の里では、かねてより福祉有償運送

等の移送サービスについて理事会などで検討を

重ねてきました。 

『福祉有償運送や高齢化が進む地域の公共交

通機関について市政はどういう方針で検討して

いるのか？』 という問題を提起するとともに、 

“川西市で唯一その問題に取り組んできた我々

の活動をご支援いただきたい”旨の嘆願書を衆

議院議員の大串まさき氏に提出しておりました。 

この度我々の熱い思いを受け、令和 3 年 5 月

29 日（土）大串まさき氏ご本人と市議会議員の

松隈紀文氏がさわやか千の里事務所にご来訪下

さいました。今年 2 月にさわやか北摂の理事で

ある岡田八郎氏を通して大串議員様宛に移送サ

ービスの現状報告などさせていただきましたの

で、この度の訪問につながりました。 

オブザーバーに市議会議員の岡るみ氏も同席

いただき、川西市が抱える高齢化に伴う移動困難

者の現状や、福祉有償運送の現状などについて協議致しました。 

 大串氏から移動困難者の移送問題は全国で起こっているとし、県をあげて取り組んでいる

静岡県のような実例をもっと増やしていくと、国も動きやすい為、まずは市で取り組んでい

った好事例を参考にする形で、兵庫県として取り組んでいく方向で考えていかねばならない

とご意見を賜りました。 

 松隈氏からは、市としてはオンデマンドモビリティ―も含めどのような方法が問題解決の

糸口になるか検討中であるため、市議会から市長や議会に今後どのように取り組んでいくか、

国や県とどう連携していけるかの協議を重ねていくとのご意見を賜りました。一方、全国的

に見ると、熱心に取り組んでいる NPO 法人でも、料金に見合わずやめていく団体が多いと

のうわさもよく聞きます。 

 最後に大串氏・松隈氏両名より、市は現状としてどの程度目標を立てて問題解決に取り組

んでいるかを確認し、市議会でもこの問題に注力していただく事を確認して協議は終了しま

した。 

大串まさき氏・松隈紀文氏を囲んで 
熱心に懇談しました（さわやか会議室）

b） 
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原本を縮小して載せると判読でき
ませんので、書き換えています 

 

 

 

 

― さわやか千の里は「認定NPO法人」として活動を続けます！ ― 

認定 NPO 法人さわやか千の里理事 行政書士 本田 圭 
 

私たち”さわやか千の里”は、これまで「困ったときはお互いさま」の理念のもと、家事

援助や福祉有償運送など、さまざまな地域社会への貢献活動を行ってまいりましたが、その

活動に対する一定の成果として、ついに令和 3 年 3 月

15 日より「認定 NPO 法人」として活動をスタートす

ることとなりました。 

「認定 NPO 法人」は、ご寄付をいただいた皆様に対

する税制優遇があるため、一層寄附金をいただきやす

くなるなどのメリットがあり、継続的に社会貢献活動

（たすけあい・居場所など）を行うことのできる環境づ

くりへと繫がります。 

また、令和 3 年 3 月 22 日に「グッドガバナンス認

証」を取得しましたが、この認証取得の過程において、改

めて健全な経営と自身による管理体制の構築を進めてま

いったところです。 

これからも「困った時はお互いさま」の理念を大切に

し、活動を続けてまいります。そして、私たちの活動を

継続するためには、多くの方にその趣旨をご理解いただ 

き、賛同、協力していただくことが不可欠です。 

そこで今回のご報告を機に改めて地域の皆様に 2 つのお願いをいたします。 

１．活動者としてご協力いただく方の募集 

私たちは、家事援助や福祉有償運送などに従事いただく活動者さんを募集しています。 

皆さまの空いている時間を少しだけ、地域の皆さまにご提供いただけませんか？ 

活動者（有償ボランティア）さんとして私たちの活動にご協力をお願いします。 

２．寄付金の募集 

１口 3,000 円よりご寄付いただけます。 
 
（税制控除の例） 
◆ 3,000 円のご寄付 → 最大 500 円が控除（所得税 400 円、市県民税 100 円） 

◆ 5,000 円のご寄付 → 最大 1,500 円が控除（所得税 1,200 円、市県民税 300 円） 

◆ 10,000 円のご寄付 → 最大 4,000 円が控除（所得税 3,200 円、市県民税 800 円） 

（但し、寄付による所得税の控除は、総所得税額の 25％が限度です） 
 
皆さまのご理解と幅広いご支援を引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 

    川西市水明台 1-2-49              TEL 072-792-0431 
  

 

認定ＮＰＯ法人さわやか千の里だより 

＜認定書＞ 

兵庫県指令県生第 3 号の１ 
 

NPO 法人 さわやか千の里 
理事長 高田 憲二 

 
令和 2 年 11 月 9 日付で申請を
受けたNPO法人さわやか千の里
の認定申請については、特定非営
利活動促進法（平成 10 年法律第
7 号）第 45 条第 1 項の規定に
より、令和 3 年 3 月 15 日から
令和 8 年 3 月 14 日までをその
有効期間として認定します。 
 
令和3年3月15日 
 
兵庫県知事  井戸敏三 
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認定 NPO 法人 さわやか千の里様  

おめでとうございます！ 

 
 

（公財）さわやか福祉財団  会 長 堀田 力 
理事長 清水 肇子 

この度、認定 NPO を取得されたとのこと、おめでとうござい

ます！ 

川西市で第 1 号とのこと、これまでのご活動のすばらしい実績

が改めて形になって認められたということで、皆様もお喜びのことと思います。 

コロナ禍のご苦労が多々おありのことと思いますが、改めてつながり・助け合

いの重要性がうたわれている今、益々のご活動の発展を心より願っております。 

 

 

 

川西市長 越田謙治郎 

さわやか北摂さまは、川西市の市民活動の先がけとして 25 年以上

に渡り活躍してこられ、市にとっても大きな存在であります。この

度、認定 NPO 法人として認められ、尚かつグッドガバナンス認証

を受けられたとのこと、誠におめでとうございます。 

地域社会の為、川西市の為に、益々のご活躍を願っております。 
 

 

NPO 法人「成年後見センター川西」 

理事長 岡 康栄 

”困った時はお互いさま”の精神で立ち上げから 26 年、地域のためにと頑張ってこられた、

NPO 法人”さわやか千の里”のたすけ合い活動が、この 3 月 15 日付で「認定 NPO 法人」

として認定されたとの事。久恒さんからお聞きした時”すごい”と思

わず口走っていました。 

 全国で NPO 団体約 5 万の内、認定されたのは２％に過ぎないと

お聞きするまでもなく、私自身もNPO活動に係わっているため、今回の

認定の重みをしっかりと受け止めるとともに、心から敬意を表します。地

域の信頼も厚く、従来にも増して幅広い活動が期待されると思われます。 

”さわやかの原点である”困った時はお互いさま”が、これから一層

地域に根付いた活動として発展されますことをお祈りし、お祝いの言

葉とさせていただきます。本当におめでとうございます。 

                     （元兵庫県議会議員） 
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さわやかの今後の目標と展望 

＊＊ 市民活動を皆さまでお支え下さい ＊＊ 

 

高齢化が益々すすむ当地域には路線バスが走っています。約 1 万 5 千人の住む住宅団地

ですが、バス停まで行くのも坂道が多くあります。その為、高齢者にとってはバスを利用す

ることは年を追うごとに大変になってきました。 

さわやか北摂は設立時から 26 年間、地域の足として皆様と共に歩んできました。特に福

祉有償運送は、障がいのある方や要介護者など交通弱者の貴重な足として皆様に喜ばれ利用

されておりますが、最近ではご希望に添えない場合が増えてきました。通院などご利用時間

の重なりが主な原因ですが、皆様のご要望に応えるためには増車がどうしても必要ではない

かということになりました。さわやか千の里が認定 NPO に認定されたのを機に、皆様によ

り一層のご支援をお願いし、地域の移送サービスを充実させていきたいと考えております。 
 

【今後の目標と展望】 

誰もが自由に外出できる街づくりを目指して、川西市内の全ての移動困難者の外出手段を確

保していくために、5 か年計画で次のような目標を掲げております。 

① 福祉車両を 5 台購入する 

② それに伴う人員（ドライバー）を 15 名程度増員する 

③ 効率よくサービスの手配ができる IT システムを導入する 

④ 川西市内のエリア拠点を 2 か所に増やしたい 

⑤ 駐車場の確保や関連する環境整備に努める 
 

以上のような目標を達成するためには多大な経費が必要となります。何卒ご支援・ご協力の

程よろしくお願い申し上げます。 
 

【ご支援・ご協力の方法】 

同封の振込用紙にてお振込みください。ご利用料 

金と一緒にお引き落としもできます。 

厚顔なお願いでございますが、どうぞご一考下さ 

いますようよろしくお願い申し上げます。 

認定 NPO 法人さわやか千の里 

特定非営利活動法人さわやか北摂 

理事長 高田 憲二 

会 長 久恒 千里 

     

 
さわやか北摂・千の里の事務所 

さわやか千の里 ☎ 072-792-0431 

さわやか北摂  ☎ 072-792-3532 
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さわやかさんグループ 

ロゴマーク 

さわやか千の里 第 3回通常総会開催のご報告 

さわやか千の里の第3回通常総会が、3月22日（月）

午前10時～、水明台事務所会議室にて開催されました。 

 第3期（令和2年1月1日～令和2年12月31日）

の事業報告として、①たすけあい部門と福祉有償運送部

門では、昨今の新型コロナウイルスの影響により通常の

事業活動が困難な状況となり、結果として減収となった

ものの、「困った時はお互いさま」の理念に基づき、でき

る限りのサービスを行ってきたこと、②チャリティーバ

ザーへの参加や居場所でのイベント開催を見送ったこ

と、等の説明があった後、第3期の事業報告と第4期事

業計画等の議案が審議され、全員一致で認められました。また、3 月 15 日に認定された「認定

NPO法人 さわやか千の里」の件と3月22 日の「グッドガバナンス認証」の取得の件について

も簡単に報告されました。 

 

「認定 NPO 法人」取得の為にご協力いただいた方々のご芳名 
（2021 年 2 月～6 月末、アイウエオ順・敬称略） 

飯干 孝子 池田加津美 石橋 禎子 永江 清紀 太田 信子 岡 やすえ 小田切ヨシ子 

熊井 美幸 佐々木倬子 種田 高巳 直田 弘 南里 光冶 濱島 和恵 東尾 武雄 

古川 保子 柳 信一 山本 勝子 鷲野奈美子 （高額寄付者も含まれています） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さわやか北摂のホームページのリニューアルと、さわやか千の里の新しいホームページを

作成するにあたり、さややかのロゴマークを作りました。 

ロゴマークのデザインには 20 年以上つうしん等で皆様に親しんでいただいた馬越正八氏

（彫刻家・画家・詩人）の「愛とほゝえみ」のイラストを基にしました。 

「愛とほゝえみ」から「さわやかさん」のロゴマークにデザイン変更していただいたのは、

ホームページを作成してくださった時岡佑太氏です。 

主に、封筒・名刺・ホームページ・チラシに使用します。 

北摂と千の里、それぞれ独立はしていますが、ご利用者様や地域の方にますます笑顔にな

っていただけるように、さわやかさんグループとして協力して参ります。 

 

 

総会の風景 

ロ ゴ マ ー ク ができました 

さわやか千の里 

ロゴマーク 

さわやか北摂 

ロゴマーク 
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今年は五輪の為、休日が移動しています。 

海の日７/19（月）→ 7/22（木）、スポーツ

の日10/11（火）→7/23（金）、山の日8/11

（（水）→8/8（日）、８/９（月）振替休日と

なります。デイサービスは日曜のみお休み、事

務所はカレンダー通りです。お困りごとのお

手伝いは前もって事務所へおたずね下さい。 

０７２―７９２－０４３１ 

 

活 動 実 績 

 たすけあい 訪問介護 障害者支援 デイ利用者 

家事介助 (件) 移動介助 (件) （件） （件） （延人数） 

2021年 2月 108  324  995  615  263 

     3月  124  424 1,152  637  290 

2020年度合計 1,816 4,437 14,419 7,732 3,810 

 2021年 4月 134 418  1,036 623 257 
 

日本財団から新車 賜る 

2021 年 3 月 26 日、日産セレナ 8 人乗りの自

動車をたまわりました。 

前回は 2017 年 3 月にホンダ N ボックスを寄贈

していただき、高齢者や障がい者の移動に大活躍

しています。 

今までは軽自動車でしたが、初めて大きなセレナ

を頂きましたので、ゆったり乗れてお年寄りの

方々も大喜びです。 

乗車の際に、補助ステップが出るので乗り降りがとってもしやすく、幅も広いので安心です。

運転時に人が前に飛び出してきても自動でブレーキがかかったり、車線変更の際、後続車と

の距離を教えてくれたりと、安全運転に関する機能が盛りだくさんです。デイドライバーさ

んもより安全に利用者さんの送迎が出来ると喜んでいます (^_^) 

 

 
お知らせ 

 

◆ サービス提供責任者・男女 

◆ ヘルパー・男女 

◆ 助け合い活動者・男女 

◆ 福祉有償運送ドライバー・男女 

◆ デイ利用者送迎ドライバー・男女 

活動者募

集！ 

活動者募集！ 

さわやか北摂のホームページをリニューアルしました（URL を変更しました） 

（URL）https://sawayakasan-h.jp/wp/ 
 

（さわやか千の里のホームページは８月中旬頃公開予定です） 


