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出かけることをあきらめていませんか？ 

誰もが自由に外出できる街づくりを目指し、当団体では、2022 年 8 月 1 日より、 

『さわやか福祉タクシー』を開始いたします。 
温泉、観光、ご当地グルメ…介護なしでは外出できないからと、あきらめていませんか？ 

「体が思うように動かない」「介助が必要だから家族に迷惑がかかる」と、介護を理由に外出

をあきらめている方は少なくありません。 

行先や用途、利用者、運賃など様々な制約がある今までの福祉有償運送サービスから、新

たなサービスを始めます。高齢者や障がい者、持病がある方など、お一人では旅行や外出に

不安がある全ての方に対し、2 種免許を持った介護士が、行きたいところに自由に、そして

安全に外出のサポートをさせていただきます。車いすやストレッチャーでの介助は勿論、外

出先での歩行や食事介助や排泄介助なども可能です。車いす乗車だけでなく、座席のままの

ご利用もできます。さわやか福祉タクシーはそんなサポートが必要な方とそのご家族にとっ

て、安全・快適な外出ができるようお手伝いいたします。 

先日、奈良県大和郡山市で白杖をもった全盲の女性が踏切内にて特急列車に接触し、その

後死亡するという悲惨な踏切事故がありました。平成 30 年より視覚障がい者の外出支援を

行うためには、今まで行えていた介護福祉士や介護職員初任

者ではなく、同行援護従事者研修の資格が必須となりました。

視覚障がい者への支援は深い知識が必要なことは当然だと思

いますが、同行援護従業者資格取得の為の学校の数はなかな

か増えず、修了者は少ないのが現状です。当団体では、兵庫県

知事より指定を受け、同行援護従事者養成研修を開始します。

我々の経営理念である“五つの心”の中の一つである“相手の

立場に立つ”の考えのもと、目の不自由な方への支援ができる

方がなるべく多くなること、そして仕事でなくても街中で声

掛けができるような方が少しでも多くなること、そのために

も我々は日々勉強し、よい運営を継続してまいります。 

代表理事 高田 憲二
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トラ年のさわやかトラちゃん 
デイの皆さんの力作です 
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認定 NPO法人さわやか千の里理事会と第 4回通常総会の開催 
 

2022 年 3 月 9 日（水）10 時より、さわ

やか千の里の理事会が開催され、総会におけ

る審議事項である第4 期の事業報告と第5 期

の事業計画を中心に協議し、満場一致で了承

された。 

第 5 期の最重要事業計画（福祉有償運送事業

を廃止し新たに福祉タクシー事業に業態を変

更）は、これ迄の経緯と今後の展開を考慮すればさわやか北摂のご意見も必要と考えられ、理事

会終了後、さわやか北摂の理事を交え合同理事会として更に協議を重ねた。”誰もが自由に安心

して外出できる街づくり”に貢献する意義ある決断との理解が得られ了承された。 

認定 NPO 法人さわやか千の里の第 4 回通常総会は、3 月 16 日（水）10 時より事務所会議

室で開催され、審議事項全てが満場一致で可決された。なお、役員任期満了にともなう改選の件

では、佐野隆二郎理事の退任と薄木公平理事の就任が承認された。 

 

新たな移送サービスの開始について 

― 福祉タクシー・介護保険タクシー開業 ― 
 

 タクシーなどの公共交通機関をお一人でご利用できない方々の外出支援のために、設立当

初より移送サービス（福祉有償運送）を提供させていただいておりましたが、本年 2022 

年 7 月末をもって本事業を中止することになりました。 

川西市内唯一の福祉有償運送事業者として、誰もが自由に安心して移動できる街づくりを目

指して継続してまいりましたが、コロナ禍による人材不足やガソリン代の高騰も相重なり、

資金的な面においても大変厳しい状況がつづき、長年運営してきた福祉有償運送を断念せざ

るを得ないこととなりました。 

 8 月からは新たな移動サービスとして「福祉タクシー」と「介

護保険タクシー」をスタートさせます。以前と比べ双方とも料

金は上がりますが、福祉タクシーは制限のない自由なご利用が

できますし、介護保険タクシーは保険適用され低額でのご利用

可能（条件有）です。車はワゴン車ですので車内は広々していて、リクライニング車椅子や

ストレッチャーでもらくらくご乗車いただけます。それぞれのタクシー詳細については次ペ

ージの比較表をご覧ください。 

 外出することをあきらめかけていた方がこのさわやか福祉タクシーを利用し、行きたかっ

た場所に行ける喜びを感じていただけるよう、この事業を進めていきたいと思います。 

何卒ご理解とご支援のほどよろしくお願いいたします。 

合同理事会の風景 



 

移送サービスの新制度 

比較表 さわやか福祉タクシー さわやか介護保険タクシー 

特徴 

自費でのタクシー 
 
一般的に介護で使われるタクシーは

「介護タクシー」や「福祉タクシー」

と呼ばれています。さわやか北摂では

「さわやか福祉タクシー」と呼びます 

介護保険適用のタクシー 
 

利用対象や利用条件が厳密に決めら

ており、利用にはケアプランに組み

込まれている必要があります 

利用対象 
介助やサポートが必要な方であれ

ばどなたでも利用できます 

以下①～③のすべてに該当する方 
 
① 要介護 1 以上 

又は障害者（区分程度 1 以上） 
② 1 人で公共交通機関に乗れない 
③ 家族など付き添う人がいない 

利用条件 

基準や条件はありません 

要支援者・要介護者・障がい者・ケガをさ

れている方・妊婦さん等も可 

利用目的 

ご利用目的はご自由です 
 
通院・入退院・買物・映画や舞台鑑賞・

行楽・食事・お子様やお孫様とお出か

け・お稽古・お仕事など 

日常生活上又は社会生活上で必要

な行為に伴う外出に限定されます 
 
通院・銀行・本人が行く必要がある買物 

などに限られます 

利用方法 さわやか事務所まで電話でご予約 ケアマネージャーさんへ相談 

利用料金 

運賃 

+介助料金 

+介助機器使用料 

運賃（さわやか福祉タクシーの 7 割程度） 

+介助料（介護保険適用）原則 1 割負担 

+介護機器使用料 

※ 別 途 料 金 表 を ご 参 照 く だ さ い  

同乗者 ご家族やご友人なども同乗可能 ご本人以外は原則同乗できません 

割引など 
高齢者割引・運転免許返納者割引・

障害者割引あり 
割引はありません 

タクシー 

チケット 
各種タクシーチケット利用可能 ご利用できません 

ドライバー 
ヘルパー資格があり 

2 種免許を取得したプロドライバー 

ヘルパー資格あり 

福祉有償運送運転者講習の修了者 

車輌 

車椅子・リクライニング車椅子・ストレッチャー等全ての車椅子に対応し車椅

子のままでご乗車可能。リクライニング車椅子でも余裕をもってご乗車してい

ただけます。また、一時的な時（急なケガや病気など）でも車椅子やストレッ

チャーを当団体でご用意できます。 
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デイサービス開業 20年 

―水明台デイサービス 10周年― 
 

さわやかデイサービス水明台をご利用の皆様、いつもお越しいただき有難うございます。 

水明台デイサービスは緑台デイサービスから引き継ぎまして、お陰様で、今年で 10 年を迎

えます。最初のさわやかデイサービスセンター（2002 年開業）から数えると満 20 年！！ 

最初のデイはおひとり様からのスタートで始まって少しずつ増え、規模としては現在 18 人

定員の施設となりました。顔馴染みが作りやすい位の丁度良い規模と思っておりますので、

今後ともお楽しみいただけるよう頑張って参ります。見学がてら入浴介助（ジェットシャワ

ー浴又は特殊浴槽）やさわやか自慢の手作り昼食も含めて、ぜひ体験してくださるよう、お

待ちしております。 

また各種のイベントでは、さまざまな分野の方々のご協力があり、充実した内容の楽しい時

間が持てました。ご利用者さんの笑顔あふれる「さわやかデイ」を一緒に作り上げて頂き、

感謝いたします。これまでのさわやかデイサービスの歴史の中では、数えきれない程多くの

方々にご支援を頂いております。ありがとうございました。 

  

2002 年 8 月～2009 年 5 月 

 

2012 年 12 月～現在に至る 

 

2009 年 8 月～2013 年 7 月 

 

さわやかデイサービスセンター さわやかデイサービス緑台 さわやかデイサービス水明台 

右側は座ったまま全身にシャワーが

掛かり、身体に負担の少ないジェット

シャワー、左側は 2018 年導入した

入浴者が浴槽の縁をまたぐことなく

入浴できる特殊浴槽。浴槽の縁が上下

してお湯が入ります。どちらも楽に入

浴できるので大好評です。 

↑自慢の手作

り昼食 

 
←音楽のイベ
ントではダン
スも飛び出し
ました 
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『深く考え生きる』 

と題して、ニューイヤーメッセージを載せて頂き

ました。いきいきライフさんとは長いおつきあい

で、業界の事などいつも勉強させて頂いています。 

今後共どうぞよろしくお願いいたします。 
 

認定 NPO 法人 さわやか千の里 

代表 高田憲二 

会長 久恒千里 

健康福祉情報新聞 第 16３号 

ティータイムで～す 
お勉強やゲームのあとは 

ひと息ついて！ 

デイのお楽しみ 節分豆まき 
赤鬼めがけて 次は それ～ と 

豆つぶてで追い払いましょう 
ゲーム大会で～す 

がんばって！応援にも力が入ります 

君子蘭と共にお誕生日祝い おめでとうございます 
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第 12回デイサービス運営推進会議から（書面での開催） 
 

新型コロナの心配が未だ続いている中、第 12 回デイサービス運営推進会議は書面にて開

催する形式で３月に行われました。その中で、デイサービス管理者からは【さわやかデイサ

ービスで行う取り組み：自立支援介護について】と題した議題が出され、運営推進会議の構

成員４名の方々より書面にてご意見・助言を頂きました。 

管理者が提出した書面には介護保険法第1条が引用さ

れ、続けて当施設の目的である「ご利用者様がその能力

に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが出来る

ように支援する」ことを常に重視しているデイサービス

での取り組みが、例を挙げて記載されています。 

今回は構成員のご意見の中から、さわやかデイサービ

ス水明台の ご利用者様のご家族の伊豆昌子様 より頂戴

したご意見をご紹介させていただきます。 

 

「さわやかデイサービス水明台」 御中 

家族：伊豆昌子 
 

このコロナ禍において、通常の「さわやかデイサービス」体制に加えて「感染防止」と

いう大きな仕事が重なり「さわやか」のご苦労はどれほどのものかと想像致します。 

失礼な言い方ですが、たぶん神経をすり減らし、ヘトヘトと言う時期もあったことと思

います。おかげさまで、母をはじめ利用者は元気に通所出来ていることを心よりありが

たく思います。冒頭のご紹介で「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことが出来るような…」とした介護保険法第 1 条を初めて熟読しました。「さ

わやか」がどれほどかこの目標に向かって、各々利用者の状態を分析し、解決すべき課

題を提供してくださっているかは、利用者の家族として身をもって感じているところで

す。 

例えば、母は車いすでの通所ですが、母本人が「ショートステイでは車椅子に 1 日中

乗りっぱなしだけど、さわやかでは車椅子⇔椅子への移動を繰り返している」と話して

います。このことによって、どれほどの下肢の機能維持が保たれているか。「さわや

か」のきめ細かな取り組みに感謝以外ありません。 

我が家でも母の出来ることを探し出しました。母に、家族が留守をしているときのチャ

イムや電話が何時に鳴ったかのメモを頼んだところ、しっかりメモして報告してくれる

ようになりました。加齢に伴って生じる心身の変化はあっても、尊厳を保持し、その有

する能力を発揮して日常生活を営んでほしい、家族の切なる願いです。 

どうか、これからもよろしくお願い申し上げます。 

このような機会を与えて頂き「さわやかデイサービス」の取り組みをより深く 

理解することが出来ました。ほんとうにありがとうございます。 

 
   
伊豆様、運営推進会議にご出席いただき又、温かいご意見を頂戴し、誠にありがとうござい

ました。 

コイノボリ 

デイ利用者さんの力作です 
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 研 修 会〈ご 案 内〉講 習 会 

さわやか北摂では 2 つの資格を取得できます 

福祉のお仕事ではない方にも幅広く役立つ内容ですのでおススメです。 

どちらの講習もさわやか事務所（水明台 1-2-49）で受講可能、無料駐車場完備 

日程・料金など詳細は HP 又はさわやか北摂 072-792-3532 まで 

視覚障がい者の外出を支援する資格が取得できます。 

同行援護従業者養成研修 

◆移動時やそれに伴う外出において必要な代筆と代読を含む 

視覚情報の支援と移動の援護 

◆排泄介助・食事介助その他外出する際に必要となる援助 

 

一般課程で学べる内容（講座 2 日間・演習 1 日間） 

視覚障がい者（児）福祉サービス／同行援護制度と従 

業者業務／障害・疾病の理解／障害者（児）の心理／ 

同行援護の基礎知識／（演習）基本技能／応用技能 

応用課程で学べる内容（講義と演習 1 日・演習 1 日） 

障害・疾病の理解、障害者（児）の心理、（演習）場面 

別基本技能、交通機関の利用 

 

安心安全な運転のヒントがたくさん勉強できますので、 
一般の方でも普段ハンドルを握る時に大変参考になる資格です。 

福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習 

◆福祉有償運送運転(協力)者講習とは？ 

「有償運送」とは、有料でお客様のご希望の目的地へ送迎するこ 

とを指します。 

例えば、タクシー、ハイヤーなども同様で、運賃をいただいて送迎する場合は、二種免許が必

要となります。しかし『福祉有償運送運転者講習及びセダン等運転者講習』を受講し修了すれ 

 ば二種免許を取得していなくても、白ナンバー車両で 

 有償移動サービスとして、福祉車両やセダン等の車両 

 を運転する事が可能となります。 

◆自治体および各非営利団体・法人、訪問介護事業所・

居宅介護事業所等において、自家用自動車（白ナンバー

車両）で有償移動サービスとして、福祉車両やセダン型

の車両を運転する事が可能となります。 

  

受講者の声 

眼が見えない・見えにくいとは

どんなことなのかを深く理解す

ることができました。実際に目

隠しで演習を行う場面では視覚

障害者の立場からガイドヘルパ

ーの必要性を強く感じました。 

受講者の声 
福祉有償運送講習 2 日間で概要か

ら実習まで充実した内容でした。 

受講後は利用される方に寄り添え

る運転を心掛ける様になり、すぐに

現場で役に立ちました。 
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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 11月 86 

 

 

 

394 693 472 294 

    12月 91 

 

 

 

 

 

375 658 469 299 

2022年 1月 64 329 576 403 283 

     2月 76 317 570 369 284 

     3月 76 322 631 446 310 

2021年度合計 1,116 4,322 8,913 5,698 3,298 

 

日本財団（東京）から来所賜り、びっくりしました！！ 

昨年 12 月 21 日、お礼に、とおっしゃって立派な

男性（S 様）が当団体をおたずね下さいました。お礼

を申し上げるのは当方なのでびっくり致しました。 

団体立ち上げ時から 27 年間のあいだに車輌のご

寄贈や各種物品購入のご支援など、市民活動を支えて

頂きました。当日には第 1 回目に寄贈されたホンダ

アクティ車椅子対応の軽自動車（現在は貨物車）をご

覧頂きました。『まぁ、こんな車見たことないですよ』

と言って写真にも収まって頂きました。しっかり現役

車です。（(^_^)）長い間のご支援のお礼に、チャリティーバザーの収益を、せめて日本財団さ

んを通じて次の立ち上げ団体へ廻して頂くようご寄付させていただいております。社会貢献

活動も“チリも積もれば山となる”を信じて。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

例年夏に行なわれていたサマーカーニバル

が、2 年越しに自治会の実行委員会のご努力

で秋に行なわれる事になりました。 

10 月 1 日（土）2 日（日）の予定だそうで、

さわやか千の里も参加の予定です。皆さまも

楽しみにしてくださいませ。ボランティアさ

ん募集中です。   （さわやか千の里） 

 

お知らせ 
 
 
◆ デイサービスドライバー 

（朝 1 時間、夕 1 時間） 

◆ たすけあい活動者 

（個人宅の掃除） 

（食事の支度） 

年齢不問です（40～70 代活躍中） 

 

活動者募
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 
★ さわやか福祉タクシー・さわやか介護タクシーの料金表 
★ 同行援護従事者養成研修・福祉有償運送運転者講習 等の詳細がご覧いただけます 

（URL）https://sawayakasan-h.jp/wp/ 
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