資料２

平成２０年 5 月２６日
第４４回理事会

平成１９年度事業報告書

平成２０年５月

社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会

平成１９年度事業報告
16 年度に策定しました「地域福祉活動計画」の実施４年目でありました 19 年度は、
より多くの区民や関係機関・団体と協働して実施していくため、協力の働きかけを推
し進めました。また、区制 100 周年に向けて行われた関連事業に協力しました。
21 年度に開設予定の「在宅サービスセンター」につきましては、西区役所，保健所
との合築として 11 月に着工し準備を進めました。
活動計画のなかでも取り上げています地域福祉推進協議会「活性化メニュー事業」
は「ふれあい・いきいきサロン」の運営支援等のメニューを実施しました。「ふれあ
い・いきいきサロン」は区内では現在 11 ヶ所で運営されています。
ボランティア活動の育成・振興につきましては、「西区福祉ボランティアのつどい」
を西区福祉ボランティア連絡協議会と共催するなど、区内のボランティア活動の育
成・振興につとめました。
小中学校の総合学習や地域でのイベント等のなかで行われている「高齢者疑似体
験」
「盲導犬歩行体験」「車いす体験」等の福祉体験におけるインストラクター派遣に
かかるボランティア派遣調整は､各学校・地域からの依頼に応えて行いました。
区内社会福祉施設，西区福祉ボランティア連絡協議会等の協力を得て毎年行ってい
ます「サマーボランティアスクール」を 8 月に行い、今年も多くの方に参加していた
だきました。
また、９月２日には西区総合防災訓練が行われ、そのなかで災害ボランティアセン
ターの設置運営訓練を災害ボランティアコーディネーターの参加を得て実施し、１月
２０日には「つくって・たべて・あそぶ!防災教室」を開催しました。
「地域包括支援センター」は、要支援・要介護状態に陥るおそれのある高齢者を対象
とした総合相談支援業務や、要支援認定を受けた人の介護予防ケアプラン作成業務、介護
予防特定高齢者施策の対象となる要支援・要介護に陥るリスクの高い高齢者の把握や、介
護予防ケアプラン作成などを行う介護予防マネジメント事業を、保健所等と連携して行いま
した。また、１９年度は認知症の家族教室など認知症高齢者を介護する家族支援事業に取
り組みました。
従来から取り組んでまいりました居宅介護支援事業者等介護サービス機関のネットワ
ークづくりの支援につきましては、「居宅介護支援事業者連絡会」等の運営を支援する
など、介護支援専門員等の活動を引き続き支援しました。
子育て支援につきましては「子育て支援会議」を、関係機関・団体とともに引き続き開催し
ました。また 17 年度から取り組んでおります子育てサロン「にしっこひろば″もこもこ″」「に
しっこサロン″もこもこ″」は、毎回多くの参加者がありますが、運営団体の一つとしてより一
層充実を図るとともに、子育て支援ボランティア養成講座を開催し、修了した方にサロン運
営にご協力いただきました。
介護の予防・自立を支援し、虚弱な高齢者に対して社会参加の機会を提供していま
す、「高齢者はつらつ長寿推進事業」にも多数の参加をいただきました。
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「寝具クリーニングサービス事業」及び震災に備えるための「家具転倒防止金具取
付サービス事業」については、内容等の充実を図り、多くの方にご利用いただきまし
た。
「福祉ふれあい′０７」は、９月３０日に雨の降る中ではありましたが、多数の区
民のみなさんにご来場いただき、民生・児童委員，ボランティアのみなさんのご協力
により、無事開催することができました。
西区介護保険事業所として実施しています介護保険事業は、居宅介護支援事業は一
層質の高いサービスに努めました。また訪問介護事業は「介護予防訪問介護」
、「障害
者ホームヘルプ」を充実し、より一層質の高いサービスの実施に努めました。
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平成１９年度事業報告
Ⅰ. 社会福祉協議会の運営
１．理事会・評議員会の開催
事項
第 41 回理事会

開催月日
開催場所
内容
平成 19 年 5 月 21 日 西区役所
副会長の選任、会長職務代理者の指名、常務理
第 2 会議室 事の指名、評議員選任規程の一部改正、評議員
の選任、平成 19 年度一般会計補正予算、平成 18
年度事業報告・決算報告、諸規程の一部改正、
第 2 次地域福祉活動計画の策定について
出席 理事 11 名、監事 2 名

第 36 回評議員会

平成 19 年 5 月 21 日 西区役所
講堂

第 42 回理事会

第 37 回評議員会

第 43 回理事会

第 38 回評議員会

役員の選任、平成 19 年度一般会計補正予算、平
成 18 年度事業報告・決算報告、諸規程の一部改
正、第 2 次地域福祉活動計画の策定について
出席 27 名
平成 19 年 12 月 25 日西区役所
副会長の選任、会長職務代理者の指名、評議員
第 1 会議室 の選任、第 2 次地域福祉活動計画の策定につい
て、諸規程の一部改正について、在宅サービスセ
ンターの整備について
出席 理事 8 名 監事 1 名
平成 19 年 12 月 25 日西区役所
役員の選任、第 2 次地域福祉活動計画の策定に
講堂
ついて、諸規程の一部改正について、在宅サー
ビスセンターの整備について
出席 29 名

平成 20 年 3 月 24 日 西区役所
平成 19 年度一般会計補正予算、諸規程の一部
第 5 会議室 改正、平成 20 年度事業計画・予算、第 2 次地域
福祉活動計画の策定について、平成 19 年度社
会福祉法人指導監査の結果について
出席 理事 14 名 監事 2 名
平成 20 年 3 月 24 日 西区役所
平成 19 年度一般会計補正予算、平成 20 年度事
講堂
業計画・予算、第 2 次地域福祉活動計画の策定
について、諸規程の一部改正、平成 19 年度社会
福祉法人指導監査の結果について
出席 29 名

２．会員・賛助会員加入の促進
地域福祉活動の貴重な財源となる賛助会費の加入促進に努めています。
事
項
摘
加入の状況

要

一般会費：24 件 245,000 円
賛助会費（個人：2,407 口
2,407,010 円
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法人・団体：1 件）
30,000 円

３．寄付
事

項

寄付の状況

摘

要

寄付金：計 4,207,758 円
（法人・団体 15 件 3,356,594 円／個人 4 件 851,164 円）
物

品：計 110,000 円

（車いす等、法人・団体：1 件）
その他指定寄付金：141,500 円
（法人：4 件 141,500 円）

Ⅱ．在宅サービスセンターの整備
本会事業の拠点となる「在宅サービスセンター」は、西区役所，保健所との合築
として平成 19 年 11 月に着工し、平成 21 年度の完成に向け名古屋市，市社会福祉
協議会等関係機関と開設に向けた準備をすすめました。

Ⅲ．地域福祉部門
１．地域福祉活動計画 ※以下にある★印は活動計画に関連する事業
（１）．｢地域福祉フォーラム｣の開催 [★活動計画№18]

「地域福祉活動計画実施報告会」
「ホスピタルクラウン～病院に笑いを届ける道化師～」
講師 大棟 耕介 氏 平成 19 年 12 月 8 日(土) [西区山田支所講堂]
（２）．「介護予防保健学級・高齢者健康講演会」(区老連，保健所と共催)
平成 19 年 12 月 18 日(火) [西文化小劇場]

２．地域福祉活動
(1)．地域福祉推進協議会 (名古屋市福祉基金等助成事業)
・「活性化メニュー事業」(試行実施、共同募金配分金助成事業)

[★活動計画№6,7,9,10]

より多くの住民が福祉活動へ参加するきっかけを増やし、地域における福祉活動の活性化を
図るため、地域福祉推進協議会に対する「メニュー事業」を実施しました。

11 学区、19 事業に助成
①ネットワーク事業実施学区（4 学区、4 事業）
江西、枇杷島、比良、浮野
②サロン事業実施学区（11 学区、16 事業）
那古野、枇杷島、児玉（2 事業）、庄内（3 事業）稲生(2 事業)、
山田、比良、大野木（2 事業）、浮野、比良西、中小田井
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「活性化メニュー事業」実施状況
学区
ネットワーク（事業数） サロン（事業数）
１
那古野
１
江西
１
１
枇杷島

１
１
１

ひらひらっ子
おたいっこ

２

庄内

３

稲生

２

山田

１
１

１

大野木
浮野
比良西
中小田井
合計

２
１

４

ちっちゃいものクラブ
ひまわり会
・こだまっこ
・ほっとサロン
・ふれあい手作り教室（2 事業）
・子育て教室
・天塚町四丁目南部町内会いきい
きふれあいサロン
・ふれあい広場
あやめ会
ひらひらっ子
・ふれあいサロン大野木
・キャンディー
うきうきキッズ

児玉

比良

サロン名

１６

(2)．ふれあい給食サービス

(名古屋市福祉基金・共同募金配分金助成事業)
実施１７団体の活動を助成、支援しました。

３．ボランティア活動の育成・振興
(1)．ボランティアセンター
・ボランティア相談，派遣調整の実施
１２８件
(2)．ボランティア活動活性化事業
・「西区福祉ボランティア連絡協議会」育成・支援
・「西区福祉ボランティアのつどい」開催 (西区福祉ボランティア連絡協議会と共催)
平成 20 年 2 月 9 日(土) [西区区役所講堂]
・福祉ボランティアグループ活動助成 (共同募金配分金事業)
(3)．ボランティア体験学習事業
・防災ボランティア講習会開催 [★活動計画№4]
親子を対象とした、参加・体験型講習会を開催しました。

平成 20 年 1 月 20 日(日) [西児童館]
(4)．福祉教育の推進 [★活動計画№3]
・「福祉体験学習」の支援
学校等からの依頼により高齢者疑似体験インストラクター等の派遣調整を行いました。

１２校 延べ６０名派遣
(5)．サマーボランティアスクール
中・高校生対象に、福祉の現場を体験する機会の提供を行いました。

8 月 2 日～29 日 13 施設協力

24 名参加
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(6)．災害ボランティアセンターの運営協力 [★活動計画№4]
・災害ボランティアセンター設置運営訓練(西区総合防災訓練の中で実施 場所：浮野小学校)
9 月２日(日)
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 5 名参加
・ボランティアネットワークづくりの支援
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとの打合会を定期的に開催しました。

(7)．ボランティア保険加入促進
・活動保険加入

グループ６８（１，４６５人）個人１８人

・行事用保険

１４２件

(名古屋市受託事業)
名古屋市西区南部地域包括支援センター
(１)．総合相談支援・権利擁護

４．地域包括支援センター事業

・高齢者虐待，権利擁護，消費者被害相談
健康・福祉・介護等相談

211 件

(２)．包括的・継続的ケアマネジメント支援
・区域内の介護支援専門員への相談・援助

358 件

(３)．新予防給付ケアマネジメント
・要支援１・２の方の介護予防サービス計画作成件数

5,405 件

(４)．介護予防事業ケアマネジメント
・特定高齢者の介護予防ケアプラン作成件数

35 件

(５)．介護支援専門員等の支援
・「居宅介護支援事業者連絡会」 開催支援
居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員の交流及び支援を図るもの。
[連絡会・２回開催 学習会・３回開催]
・「ほっとタイム」（介護支援専門員の勉強会）開催〔月 1 回開催〕
・「医療支援事業」〔月 1 回開催〕
西区医師会より医師の派遣をいただき事例検討会・医療知識の向上を図るもの。
（６）．認知症高齢者を介護する家族支援事業
・「家族教室」〔9 月～3 月実施 延べ 13 人参加〕
・「家族サロン」〔9 月～3 月実施 延べ 13 人参加〕
・「医師による専門相談」〔9 月～3 月実施 15 組参加〕
・認知症サポーター養成講座（オレンジリングキャンペーン）
「枇杷島学区女性会 65 名」 「西陵高校 58 名」 「栄生学区女性会 32 名」
はじめ 9 回実施 186 名受講
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５．児童福祉事業 (共同募金配分金事業)
共同募金配分金等を財源として、以下の団体が行う事業を助成、支援しました。

(1)．子育て支援 [★活動計画№8]
①子育て支援会議
区社協が事務局となり、保健所、児童館等子育て支援機関と連携協力して、小地域を対象と
した子育て支援事業を実現するネットワークづくりを推進しました。
月１回 12 回開催

②子育てサロン
子育て支援会議参加機関が分担して企画運営しました。

ｱ.「にしっこひろばもこもこ」 毎週金曜日午前 [西児童館体育室]
４３回実施、延べ 873 組参加
ｲ.「にしっこサロンもこもこ」 毎週月曜日午前 [山田支所講堂]
３６回実施、延べ 2,759 組参加
ｳ.「にしっこひろばもこもこ」 第 1・3 月曜日午前 [枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ]
２４回実施、延べ 1,392 組参加
③「子育て支援ボランティア養成講座」(手づくりおもちゃコース)
8 月 9 日(木)10 日(金) [西児童館]

6 名参加

④「あそべあそべみんなあそべ」（親子の交流イベント）
子育て支援会議主催により、「あそびうた」をとおした交流イベントを、新生保育園の協力によ
り実施しました。

2 月 16 日（土）〔西区役所講堂〕 講師 二本松 はじめ 氏
(2)．子ども会育成
共同募金配分金等を財源として、団体が行う事業を助成しました。
・子ども会ジュニアリーダー養成講座開催助成
・学区子ども会事業活動振興
・学区子ども会連合会事業助成
・学区子ども会安全委員研修会開催助成
・子ども会連合会総会・安全総会開催助成
・子ども会安全委員会助成
・区子ども会指導者研修会開催助成
・区子ども会ソフトボール大会助成
・区子ども会綱引き大会助成
・区子ども会夏季事業助成

(3)．保育園援護
・民間保育園連合会科学館見学事業助成
・民間保育園連合会巡回人形劇の上演助成
・保育士会研修助成
・保育園連合会研修助成
・民間保育園設備助成
・卒園児記念品支給事業
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(4)．留守家庭児童育成支援他
・区学童保育連絡協議会スポーツ大会・球技大会開催助成
・学童保育所医薬品引換券支給・消火器支給事業
・区児童遊園地整備補助
・区少年補導委員会助成
・区青少年健全育成大会助成

６．高齢者福祉事業
(１). 高齢者はつらつ長寿推進事業 (名古屋市社協との協定業務)
閉じこもりがちで健康に不安を持つ高齢者等に、地域の施設において介護予防的なプログ
ラムを提供することにより、心身機能の低下を防止し、仲間づくりや社会参加を促進することを
目的とするもの。地域のボランティア等と協働しながら地域ぐるみで介護予防を推進しました。

実施場所：区内コミュニティセンター等 ８ヶ所
実施時間：週１回、２時間 (10～12 時、13 時 30 分～15 時 30 分の 1 日２会場)
定員
：各会場２０名
内容
：介護予防体操やレクリエーションなど
高齢者はつらつ長寿推進事業実績 (平成１９年４月～２０年 3 月)
実施会場

実施日数 登録人数 延参加人数
(日)

(人)

榎

４２

２４５

庄内

４２

２４０

栄生

５０

２４６

比良

４８

２４２

浮野

２５

１２０

城西

４８

１９９

江西

４６

１９６

山田

４７

２３９

３４８

１，７２７

計

(人)

実施日

会

場

５８９月曜午前 榎コミュニティセンター
６７２月曜午後 庄内消防団詰所会議室
７４４火曜午前 栄生コミュニティセンター
８４７火曜午後 比良コミュニティセンター
３４６水曜午前 浮野コミュニティセンター
６１４水曜午後 城西コミュニティセンター
５７２木曜午前 江西コミュニティセンター
７６３木曜午後 山田コミュニティセンター
５，１４７

(3)．寝具クリーニングサービス事業 （賛助会費還元・共同募金配分金事業）
ひとり暮らし高齢者等対象
１～３月実施２８９件
(4)．家具転倒防止金具取付サービス事業 （賛助会費還元・共同募金配分金事業）
ひとり暮らし高齢者等対象
７～３月までの実施３５件
(5)．敬老事業推進助成 (共同募金配分金事業)
・学区敬老行事助成
・高齢者慰問

19 学区
9 月 かぞえ 99 歳以上、62 名へ祝品贈呈
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７．障がい児・者福祉事業 (共同募金配分金事業)
・西区身体障害者福祉協会登山大会助成
・市身体障害者スポーツ大会選手派遣費用助成
・手をつなぐ育成会野外活動助成
・肢体不自由児・者父母の会野外一泊事業助成
・手をつなぐ育成会レクリエーション事業助成
・育成会・父母の会障害児・者合同クリスマス会助成
・手をつなぐ育成会成人を祝う会助成
・手をつなぐ育成会卒業生を祝う会助成
・円頓寺七夕まつり障害児・者招待行事への協力
・傷痍軍人会研修助成
・傷痍軍人妻の会研修助成

８．低所得者世帯福祉事業
(1)．生活福祉資金貸付 (愛知県社協との受託事務)
資金種類
福祉資金等
離職者支援資金
緊急小口資金
長期生活支援資金

相 談
４２
２１
３５
１

新規決定
１
１
６
１

(件)
貸付中
６２
５
６
１

(2)．被保護・低所得世帯等への支援 (共同募金配分金事業)
・住所不定者等応急一時援護

年間

９．福祉風土づくり推進
(1)．世代間交流事業助成 (共同募金配分金事業)
・地域ふれあい事業助成 (区内幼稚園・保育園)
・西区家族ジョギング大会、親子凧あげ大会助成

９園１８事業

(2)．その他の福祉関係団体が行う福祉事業への支援 (共同募金配分金事業)
・西区民生委員・児童委員大会助成
・民生委員児童委員連盟西区支部研修事業助成
・区政協力委員協議会地域福祉推進研修助成
・女性芸能祭助成
・地域女性活動推進事業・男女平等参画推進事業助成
・保護司会「社会を明るくする運動」助成
・遺族会役員研修事業助成
・明るい選挙・福祉推進のつどい助成

(3)．区制 100 周年関連事業への協力（共同募金配分金事業）
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１０．社会福祉の啓発 (区内福祉情報の収集と提供)
(1)．広報誌「ふくし西」 （賛助会費還元事業）
３回発行 (７,10,１月)
(2)．区社協ホームページの運営 （賛助会費還元事業）
掲載する情報の随時更新 (開設からの延べアクセス数４０，８８５件)
(3)．福祉講演会 (共同募金配分金事業)
平成 19 年 12 月 8 日(土)[西区山田支所講堂] 地域福祉フォーラムと同時開催
１１．賛助会費還元事業
・車いす仕様車貸出事業
・車いす貸出事業
・子ども会社会奉仕活動支援
・老人クラブ社会奉仕活動，ニュースポーツ活動支援
・「西区福祉ふれあい′０７」 (※第２７回西区おまつり広場)

延べ２０件
延べ２２件

９月３０日(日)

１２．共同募金運動、歳末たすけあい募金運動への協力
愛知県共同募金会名古屋市西区支会(名古屋市西区共同募金委員会)の事務局とし
て、共同募金運動を推進しました。

《 参 考 》

Ⅲ．在宅福祉部門 (名古屋市社会福祉協議会 西区介護保険事業所)
適正な運営とサービス提供に努めました。

１．居宅介護支援事業
延べ利用件数

３，３８２件

短期目標額 34,714,000 円 実績額
２．なごやかヘルプ事業
延べ利用件数

33,908,520 円（達成率 97.7%）

３，１０７件

短期目標額 125,372,000 円 実績額
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123,141,295 円（達成率 98.2%）

