平成２０年度事業報告書

平成２１年５月

社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会

平成２０年度事業報告
「第１次地域福祉活動計画」（以下第１次活動計画）の実施最終年度でありました
２０年度は、より多くの区民や関係機関・団体のご協力のもと、計画の推進と第２次
地域福祉活動計画の策定に取り組みました。
平成２２年１月に開設予定の「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、市社会福祉協議会とも連携をとりながら開設準備をすすめま
した。
第１次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」では「ふれあいネットワーク活動」「サロン事業」の運営支援等のメニューを
実施しました。
「ふれあいネットワーク活動」は区内４学区で実施されました。
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・振興に努めました。
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等ボラ
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、今年も多くの中・高校生に参加
していただきました。
８月末に発生いたしました豪雨災害におきましては、「なごやにし防災ボランティ
アの会」の協力をいただき市災害ボランティアセンターの活動拠点として、ニーズの
受付やボランティアの派遣等の活動を行いました。
「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サービス計画作成業務、
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、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や、認知症サ
ポーター養成講座を実施しました。
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「西区子育て支援会議」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″」
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りました。
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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。
「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′０８」は、１０月１９日に、民生委員児童委員，ボランティアのみ
なさんのご協力により開催し、多くの区民の皆さまにご参加いただきました。
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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Ⅰ. 社会福祉協議会の運営
１．理事会・評議員会の開催
事項
開催月日
開催場所
内容
第４４回理事会 平成２０年５月２６日 西区役所 評議員の選任、平成１９年度事業報告・決算
第５会議室 報告、諸規程の一部改正
出席 理事１０名、監事 2 名
第３９回評議員会 平成２０年５月２６日 西区役所 役員の選任、平成１９年度事業報告・決算報
講堂
告、諸規程の一部改正
出席 ２１名
第４５回理事会 平成２０年６月１日 西区役所 会長・副会長の選任、会長職務代理者の指
第５会議室 名について、常務理事の指名について、顧問
の選任について
出席 理事１１名 監事２名
第４６回理事会 平成２１年３月２５日 西区役所 平成２０年度一般会計補正予算、定款の一部
第 5 会議室 改正、諸規程の一部改正、第２次地域福祉
活動計画について、平成２１年度事業計画・
予算、平成２０年度社会福祉法人指導監査の
結果について
在宅サービスセンター新築工事について
出席 理事１２名 監事 2 名
第４０回評議員会 平成２１年３月２５日 西区役所 平成２０年度一般会計補正予算、定款の一部
講堂
改正、第２次地域福祉活動計画について、平
成２１年度事業計画・予算、諸規程の一部改
正、平成２０年度社会福祉法人指導監査の結
果について、在宅サービスセンター新築工事
について
出席３２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
要
加入の状況

一般会費：24 件２４４，５００円
賛助会費（個人：2,433 口
2,433,710 円
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法人・団体：1 件）
10,000 円

３．寄付
事

項

寄付の状況

摘

要

寄付金：計２，６１０，６２４円
（法人・団体１５件２，４４７，４８２円／個人１件１６３，１４２円）
物 品：計７３７，０００円
（車いす等、法人・団体：２件 個人：１件）
その他指定寄付金：２２９，４００円
（法人：４件２２９，４００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２２年１月の開設に向け名古屋市、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★印は第１次活動計画に関連する事業
（１）．｢西区地域福祉フォーラム｣の開催 [★第１次活動計画№18]
平成２１年２月２２日（日）「枇杷島スポーツセンター]
・地域福祉活動計画に関する講演会とシンポジウム
（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２０年１２月９日(火) [西文化小劇場]
（3）．第２次地域福祉活動計画の策定
平成２１年度からの５年間を計画期間とする、第２次地域福祉活動計画の策定作業に
地域の関係団体や行政、公募委員の参画をいただき取り組みました。
策定委員会・・・区内各種団体、ボランティア、福祉施設、公募委員、行政職員など１８名
で構成（３回開催）
作業部会 ・・・・区内各種団体、ボランティア、福祉施設、公募委員、行政職員など２８名
で構成し「ネットワーク」「人材育成」「サロン・たまり場」の３グループにわか
れ作業を進めました（７回開催）
２．地域福祉活動
(1)．地域福祉推進協議会活動支援 [★第１次活動計画№6,7,9,10]
・「活性化メニュー事業」
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。
（１４学区、２４事業に助成）
①ふれあい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（１３学区、２０事業）
那古野、幅下、栄生、枇杷島（２事業）、児玉（2 事業）、庄内（3 事業）
稲生(３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（事業数）
学区
ふれあいネットワーク活動
サロン事業
那古野
１
幅下
１
江西
１
栄生
１
枇杷島

１

２

児玉

２

庄内

３

稲生

３

山田
比良

１
１

１

大野木
浮野
比良西
中小田井
合計

２
１

１
１
１
２０

４

(2)．ふれあい給食サービス
実施１７団体の活動を助成、支援しました。
「ふれあい給食サービス実施状況」
会
食
学区
実施回数
参加延べ人数
江西
12
198
城西
6
357
榎
4
353
南押切
10
760
栄生
10
620
枇杷島
12
624
児玉
8
771
上名古屋
11
671
庄内
4
196
稲生
12
546
山田
10
444
平田
11
525
比良
9
177
5

サロン名
ちっちゃいものクラブ
いきいきサロン
ウォームハート友遊
・ひまわり会
・びほほ会」
・こだまっこ
・ほっとサロン
・ふれあい手作り教室（2 事業）
・子育て相談教室
・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
・キラキラキッズ
あやめ会
ひらひらっこ
・ふれあいサロン大野木
・キャンディー
うきうきキッズ
ひらひらっ子
おたいっこ

配
実施回数

食
参加延べ人数

1

136

4
2

544
238

学区
大野木
浮野
比良西
中小田井
合計

会
実施回数
10
10
12
6
157

食
参加延べ人数
447
410
756
302
8,157

配
実施回数

食
参加延べ人数

1

75

8

993

(3)．オレンジリングキャンペーン（認知症サポーター養成講座）
地域福祉推進協議会主催により認知症サポーター養成講座を開催していただきました。
実施学区・・・山田・比良・大野木
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
２５４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２１年２月１４日(土) [西区山田支所講堂]
・福祉ボランティアグループ活動助成
(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 [★第１次活動計画№4]
子どもを対象とした、参加・体験型講習会を開催しました。
平成２０年１１月３０日(日) [西児童館]
(4)．福祉教育の推進 [★第１次活動計画№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、盲導犬歩行体験、車いす体験等のインス
トラクター派遣調整を行いました。
１７件 延べ３８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。
７月３１日～８月２８日 １４施設協力 ２８名参加
(6)．災害ボランティアセンターの運営協力 [★第１次活動計画№4]
・平成２０年８月末豪雨災害への対応
８月末に発生した豪雨災害にあたり、市災害ボランティアセンターの活動拠点として、
「なごやにし防災ボランティアの会」の協力をいただきながら、後片付けなどニーズの受
付やボランティアの派遣調整を行いました。
（西区拠点活動実績）
開設期間 ９月１日（月）～１２日（金）
活動件数 １８件
活動ボランティア数 延べ７１名
・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。
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（7）．ボランティア保険加入促進
・活動保険加入 グループ８２（１，４８０人）個人１２人
・行事用保険

１４１件

４．地域包括支援センター事業 (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
・高齢者虐待、権利擁護、消費者被害相談
５５４件
健康・福祉・介護等相談
(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
３３８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
６，１０８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
８４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」〔延べ４６人参加〕
・「家族サロン」〔延べ６９人参加〕
・「医師による専門相談」〔延べ１８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）
西陵高校はじめ３団体 ３回実施 ９７名受講
（７）．地域包括ケア推進会議・認知症専門部会の開催
地域の保健・医療・福祉サービスや地域福祉活動等に関係する団体にご参加をい
ただき、地域包括支援ネットワークを構築し高齢者の支援をすすめるための協議を
行うことを目的に開催。認知症に関する諸課題への対応について検討するための認
知症専門部会も開催。
「地域包括ケア推進会議」 年２回（９月・３月）開催
「認知症専門部会」
年２回（９月・３月）開催
５．児童福祉事業
(1)．子育て支援 [★第１次活動計画№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
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②子育てサロン（にしっこひろばもこもこ）
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.毎週金曜日午前 [西児童館体育室]
１９回実施、延べ３０５組参加
ｲ.毎週月曜日午前 [山田支所講堂]
４０回実施、延べ３，９２５組参加
ｳ.毎週水曜日午前 [枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ]
４４回実施、延べ３，１６４組参加
③子育て支援ボランティアフォローアップ講座
子育て支援ボランティアを対象に、フォローアップ講座として「手作りおもちゃ」につ
いて講習。
平成２１年３月２日（月）[西生涯学習センター第３集会室]
(2)．子ども会育成
・ジュニアリーダー養成講座助成
・学区安全委員研修会助成
・学区子ども会夏季事業助成
・西区子連総会開催助成
・西区指導者研修会・理事研修会助成
・子ども会・中学生ソフトボール大会助成
・綱引き大会助成
・学区子ども会事業活動振興助成
・学区子ども会連合会事業助成
(3)．保育園援護
・保育園連合会研修助成
・民間保育園連合会科学館見学事業助成
・区子育て広場助成
・区子育て支援事業助成
・民間保育園連合会巡回人形劇の事業助成
・保育士会研修助成
・民間保育園設備補助
・卒園児記念品支給事業
(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
・区青少年育成区民大会助成
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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２０年４月～２１年 3 月)
実施日数 登録人数 延参加人数
実施会場
実施日
会 場
(日)
(人)
(人)
榎
４１
２７６
６０７ 月曜午前 榎コミュニティセンター
庄内
４２
２８０
７２９ 月曜午後 庄内消防団詰所会議室
栄生
４７
２８０
７６８ 火曜午前 栄生コミュニティセンター
比良
４７
２８０
７２５ 火曜午後 比良コミュニティセンター
浮野
４９
２８０
８２５ 水曜午前 浮野コミュニティセンター
城西
４９
２５７
７１３ 水曜午後 城西コミュニティセンター
江西
５２
２１４
５４２ 木曜午前 江西コミュニティセンター
山田
４９
２８０
７２５ 木曜午後 山田コミュニティセンター
合計
３７６
２，１４７
５，６３４
(2)．寝具クリーニングサービス事業
ひとり暮らし高齢者等対象

１～３月実施２９４件

(3)．家具転倒防止金具取付サービス事業
ひとり暮らし高齢者等対象
(4)．敬老事業推進助成
・学区敬老事業助成
・高齢者慰問
・高齢者保健学級

７～３月までの実施２９件

19 学区
9 月 かぞえ９９歳以上、６６名へ祝品贈呈

７．障がい児・者福祉事業
・西区身体障害者福祉協会登山大会助成
・市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・者父母の会集団野外一泊研修助成
・手をつなぐ育成会バス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
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・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励ます会助成
・円頓寺七夕まつり障害児・者招待行事への協力
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
相 談
福祉資金等
３８
離職者支援資金
３６
緊急小口資金
４２
長期生活支援資金
１
(2)．被保護・低所得世帯等への支援
・住所不定者等応急一時援護

新規決定
４
３
８
０

９．福祉風土づくり推進
(1)．世代間交流事業助成
・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

年間

１０園２１事業

(2)．その他の福祉関係団体が行う福祉事業への支援
・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会長研修事業助成
・民生委員・児童委員社協ＰＲ活動助成
・区政協力委員協議会地域福祉推進研修助成
・女性芸能まつり助成
・地域女性活動促進事業・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
・遺族会役員研修会助成
・明るい選挙・福祉推進のつどい助成
・おもちゃ図書館「てんとうむし」事業助成
(3)．区制 100 周年関連事業への協力
西区制１００周年を記念した諸事業に協力しました。
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」
３回発行 (７,10,１月)
(2)．区社協ホームページの運営
掲載する情報の随時更新 (開設からの延べアクセス数５４，７２２件)

10

(件)
貸付中
３５
６
８
０

(3)．福祉講演会
平成２１年２月２２日(日)[枇杷島スポーツセンター]
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
・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′０８」 (※第２８回西区おまつり広場)

延べ１０件
延べ３７件
１０月１９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 》
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
２，８２７件
２．なごやかヘルプ事業
延べ利用人数
３，０１４人
（内訳）
「介護給付」等
１，４６４人
「介護予防給付」
９３４人
「障害者自立支援」
６１６人
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