平成２５年度事業報告書

平成２６年５月

社会福祉法人名古屋市西区社会福祉協議会

平成２５年度事業報告

平成２５年度は西区社会福祉協議会第 2 次地域福祉活動計画最終年（５年目）とし
て、計画に基づき事業を推進するとともに、平成２６年度から３０年度の期間で推進
していく第３次の地域福祉活動計画の策定を進めてまいりました。
また、名古屋市が進める事業の公募、施設の指定管理に対して、積極的に対応して
まいりました。
本会が設置・運営する西区在宅サービスセンターでは、在宅福祉サービスと地域に
おける福祉活動を総合的に推進する拠点としての機能を充分に発揮できるよう、運営
体制の整備を行うとともに、区役所、保健所と同じ施設にあることの強みを活かし、
区民の皆様にはワンストップサービスを心がけながら、協働した事業に取組みました。
また、平成２４年度より指定管理者として受託した西児童館・天神山福祉会館の運
営を通して、新たな地域福祉の活動拠点としてより多角的な事業運営を行い、更なる
地域福祉活動を展開してまいりました。
地域福祉推進事業では、事業推進の母体となります地域福祉推進協議会の支援を通
して、高齢者ふれあい給食会を始め、さまざまな事業に地域でお取り組みいただいた
他、推進協議会活性化メニュー事業の活用を通して、ふれあいネットワーク活動やサ
ロンの普及拡大に努めました。
また、名古屋市から受託する名古屋市社会福祉協議会と協力し、地域福祉推進協議
会を実施主体とした「名古屋市シルバーパワーを活用した地域力再生事業及び地域福
祉推進協議会活動活性化支援試行事業」を実施いたしました。
城西学区・榎学区・山田学区の３学区において、地域が抱える様々な課題を地域の
支え合いにより解決し、あわせて団塊の世代等シルバー世代の地域福祉活動への参加
促進に取り組みました。
高齢者支援につきましては、名古屋市より実施団体として受託する「高齢者はつら
つ長寿推進事業」において、平成２５年度もひきつづき高齢者の介護予防と自発的な
社会参加への促進に取り組みました。
また、いきいき支援センターでは、従来の総合相談支援業務をはじめ、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。そして、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する
とともに、認知症専門部会を中心として「認知症講演会」や「も～やっこ福祉フェス
ティバル～笑って知ろう認知症～」を開催し、区民の皆様に認知症に対する理解を深
めていただきました。また、２５年度より高齢者が孤立状態に陥らないよう地域にお
ける見守り活動を支援することを目的に、見守り支援員が配置され、地域と対象者を
つなぐ役割を果たせるよう努めています。
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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、事務局として取り組みました。また、子育てサロン「にしっこひろば″
もこもこ″」は、毎回多くの親子に参加いただいており、運営団体の一つとして、よ
り一層の充実を図りました。
ボランティア活動の普及につきましては、「傾聴ボランティア養成講座」を開催す
るとともに、「西区ボランティアまつり」についてもより多くの方に来場いただくこ
とができました。
両事業とも、ボランテイア連絡協議会の活性化と併せ、西区ボランティア連絡協議
会と共催する中で実施し、区内のボランティア活動の育成・振興に努めました。
また、福祉教育におきましても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」「アイマスク体験」「車いす体験」等の福祉体験につ
きましては、インストラクター等ボランティアの派遣調整を行いました。
さらに、区内社会福祉施設，西区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」を夏休み期間中に行い、中・高校生に参加
していただきました。
一方、災害対策の推進におきましては、昨年度に引き続き共同募金会を通じて義援
金の募集を積極的に行いました。
また、防災ボランティアとともに、地域でボランティアを受け入れる力＝受援力を
高めるため学区での自主防災訓練にも参加するとともに、新たに「災害ボランティア
センター設置運営訓練」を３月に実施し、災害時の対応について備えました。
障がい者支援につきましては、当事者団体の支援と合わせ「西区の福祉を盛り上げ
隊」に参加し、障がい者福祉の推進を図りました。
社協の財源基盤となる賛助会費、赤い羽根共同募金運動にも積極的に取り組み、赤
い羽根共同募金におきましては、助成金による公開プレゼンテーション事業に取り組
み、区内でのボランティア・NPO 活動を支援するとともに、共同募金への理解を深
めていただきました。
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
第６１回理事会
平成２５年５月２４日

第５３回評議員会

平成２５年５月２４日

開催場所
西区在宅
サービス
センター
研修室
西区役所
第２第３
会議室

内
容
評議員の選任、平成２４年度事業報告・
決算、第３次地域福祉福祉活動計画策
定委員・作業部会員の選任
出席 理事１２名 監事２名
理事・監事の選任、平成２４年度事業報
告・決算、、第３次地域福祉福祉活動計
画策定委員・作業部会員の選任理事会
議決事項の報告
出席 ２8 名
西区在宅 副会長の選任、評議員の一部改選、
サービス 諸規程の一部改正
センター
出席 理事１２名 監事２名
研修室
西区役所 役員の一部改正、理事会議決事項の
第２第３ 報告
会議室
出席 ３２名

第６２回理事会

平成２５年１２月１８日

第５４回評議員会

平成２５年１２月１８日

第６３回理事会

平成２６年３月１９日

西区在宅
サービス
センター
研修室

第５５回評議員会

平成２６年３月１９日

西区役所
第２第３
会議室
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平成２５年度補正予算、諸規程の一部
改正、平成２６年度事業計画・予算、名
古屋市西区社会福祉協議会第３次地
域福祉活動計画の策定状況、名古屋
市高齢者はつらつ長寿推進事業受託
契約の締結、名古屋市緊急小口資金
債権管理
出席 １３名 監事２名
平成２５年度補正予算・平成２６年度事
業計画、予算・理事会議決事項の報
告・名古屋市西区社会福祉協議会第
３次地域福祉活動計画の策定、名古
屋市緊急小口資金債権管理、理事会
議決事項の報告
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
要
加入の状況

一般会費：２２件２３９，５００円
賛助会費（個人：２，８７１口
２，８７０，７００円

法人・団体：３件）
３０，０００円

３．寄付
事

項

寄付の状況

摘

要

寄付金：計９３７，０３８円
（法人・団体８件７５３，０３８円／個人９件１８４，０００円）
その他指定寄付金：３４９，６８５円
（法人：５件３４９，６８５円）

Ⅱ．在宅サービスセンターの運営
在宅福祉サービスと地域における福祉活動を総合的に推進するための拠点となる「在
宅サービスセンター」を区民の皆さまにとって利用しやすく、親しみの持てる施設となるよ
うな運営に努めました。
平成２５年度利用実績 （延べ回数、延べ人数）
研修室・調理室 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ
点訳室
録音室
合計
利用回数
420 回
１９９回
25 回
２２７回
８７１回
利用人数
７,０６０人
９２４人
１１０人
５２８人
８,６２２人

Ⅲ．地域福祉部門
１．第２次地域福祉活動計画の推進及び第３次地域福祉活動計画の策定
(1) ふれあいネットワーク活動の推進（第２次計画№１）
シルバーパワーを活用した地域力再生事業実施学区における、個別支援事業を推
進していくなかで地域での見守りのネットワークである「ふれあいネットワーク活動」の推
進を行い新規１学区および２学区において実施の準備を行いました。
(2) ボランティア連絡協議会活動の活性化（第２次計画№２）
区内で活動をする、ボランティア団体からなる「西区ボランティア連絡協議会」の活動
をより活性化するために、新たな人材の発掘と養成を目的に、「傾聴ボランティア養成講
座」を実施し、更なる人材育成を行いました。
また、災害時のボランティア同士の連携について考える機会として、「災害ボランティ
アセンター設置運営訓練」をボランティア連絡協議会の参加を得て実施ししました。
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(3) 地域と福祉施設等の連携・交流の促進（第２次計画№４） 新
福祉施設が地域との交流や地域への貢献を行うためにどのようなことが出来るかを
把握するために、福祉施設を対象に施設が地域に対してできることなどのアンケートを
実施しました。今後はそのアンケート結果を分析し、施設の地域貢献を支援します。
(4) サロン・たまり場の充実と新規開設支援（第２次計画№９）
平成２４年度に引き続き「サロン担い手交流会」を開催し、各サロンの抱える課題の共
有や情報交換を行いました。今後も継続的に交流会を開催することで、各サロン・たまり
場運営者の抱える課題や問題解決の情報共有をし、活動の活性化を図ります。
（5）サロン担い手交流会の開催（第２次計画№８，９）
サロン運営に関わる方々が集い、運営の課題や効果について情報交換を行いました。
平成２６年３月６日（木） １７団体２７人参加
(6) 西区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画の策定 新
平成２５年度１年間をかけて、区民の皆さまや福祉施設、関係機関などの参画を得て
「第３次地域福祉活動計画（平成２６年度～平成３０年度）」の策定を行いました。
平成２６年度からはこの第３次活動計画に従ってより暮らしやすいまちを目指して地
域福祉の推進に取り組んでまいります。
２．地域福祉活動
(1)地域福祉推進協議会活動支援
・「活性化メニュー事業」（第２次計画№１）
より多くの区民の皆さま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。
① ふれあいネットワーク事業実施学区（４学区、４事業）
枇杷島、比良、浮野、城西
② サロン事業実施学区（１７学区、２９事業）
那古野、幅下、江西、城西、榎、栄生、枇杷島（３事業）、児玉（２事業）、上名古屋、
庄内（３事業）稲生(５事業)、山田、比良（２事業）、大野木（２事業）、浮野（２事業）、
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
城西
１
1
榎
１
栄生
１
枇杷島

１

３

児玉

２

上名古屋

１

庄内

３

稲生

５

山田
比良

１
2

１

大野木
浮野
比良西
中小田井
合計

２
１

２

４

１
１
２９
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サロン名
ちっちゃいものクラブ
ちっちゃいものクラブ
ちっちゃいものクラブ江西分室
城西日曜サロン
榎ふれあいサロン
ウォームハート友遊
・ひまわり会
・びほほ会
・ふれあいサロン
・こだまっこ
・ほっとサロン
・上名古屋会館「文化教室」
・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
・育児サークルふれあい広場
・キラキラキッズ
・ふれあい広場“ベビーサロン”
・サロンはるか
あやめ会
・ひらひらっ子
まみ～ずサロン
・ふれあいサロン大野木
・育児サークルキャンディー
・うきうきキッズ
・いきいきサロンわいわい
ひらひらっ子
おたいっこ

(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
10
215
城西
6
360
榎
4
317
南押切
10
750
栄生
10
613
枇杷島
12
652
児玉
8
845
上名古屋
11
759
庄内
5
182
稲生
8
249
山田
10
414
平田
10
494
比良
9
248
大野木
10
675
浮野
11
478
比良西
12
815
中小田井
6
266
合計
152
8,332

配

食
参加延べ人数

実施回数

1

191

5
2

1,054
407

1

60

9

1,712

（３）名古屋市シルバーパワーを活用した地域力再生事業及び地域福祉推進協議会活動
活性化支援試行事業の実施
西区内の実施３学区（城西学区・榎学区・山田学区）の状況 （平成 26 年 3 月 31 日現在）
城西
榎
山田
活用連絡会回数

８回

８回

４回

個別支援事業

「城西猫の手貸し隊」
平成 24 年 1 月～

「榎ちょこっとお助け隊」
平成 23 年 12 月～

「山田こまりごとお助け事業」
平成 24 年 1 月～

ボランティアポ
イント認定事業

６事業（主に学区事業）

９事業（主に学区事業）

７事業（主に学区事業）

還元ポイント数

１，２９５ポイント

１，２８０ポイント

２，６１９ポイント

ボランティア
登録者数

１３６人

５１人

１２６人

地域活動推進
員配置日時・
場所

毎週月～土曜日
９時～１７時
城西コミュニティセンター
１人体制

毎週月曜日～土曜日
９時～１７時
榎コミュニティセンター
２人体制
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毎週火曜日～日曜日
９時～１２時
山田コミュニティセンター
３人体制

・西区協働ネットワーク研修の実施
地域住民やボランティア、NPO 等の関係団体との協働を目的に、実施３学区の意見交
換、情報共有を行う交流会を開催しました。
平成２６年３月３日（月）[西区在宅サービスセンター 研修室] １５名
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の運営
・ボランティアニーズへの対応件数

２２９件

（２）ボランティア活動活性化事業
・「西区ボランティア連絡協議会」育成・支援（第２次計画№２）
・「西区ボランティアまつり」開催
(西区ボランティア連絡協議会と共催・第２次計画№２)
平成２６年３月８日(土) [西区役所講堂・1 階も～やっこ広場他] ３００名
・ボランティア養成講座「傾聴ボランティア養成講座」の開催（第２次計画№２・６）
高齢者と関わるボランティアを対象に、基本的な接し方・活動に役立つヒント・安心し
て暮らせる地域づくりなどを考える講座をボランティア連絡協議会と共催で開催しま
した。（高齢者はつらつ長寿推進事業はつらつサポーター養成講座と合同で開催）
平成２５年９月６・１３・１７～２７日・１０月４日(全４回) [在宅サービスセンター研修室]
参加者延べ１３０名
(３)福祉教育の推進（第２次計画№７）
・「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、アイマスク歩行体験、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。
３４件 延べ ８７名派遣
(４)サマーボランティアスクール（第２次計画№５･６）
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２６日～８月２６日 １２施設協力 ２４名参加
(５)災害ボランティアセンターの運営協力
・西区総合防災訓練への参加
９月１日（日） 山田学区 災害ボランティアコーディネーター１１名参加
・学区自主防災訓練への参加（３学区１町内）
９月２２日(日) 大野木学区自主防災訓練へ災害ボランティアコーディネーター４名参加
１０月２７日（日） 城西学区自主防災訓練へ災害ボランティアコーディネーター８名参加
１１月２４日（日） 稲生学区自主防災訓練へ災害ボランティアコーディネーター３名参加
３月９日（日） 栄生学区大道町自主防災訓練へ災害ボランティアコーディネーター７名参加
・災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施 （新）
３月 1 日（土） 区役所１階も～やっこ広場にて
災害ボランティアコーディネーター１３名、住民・ボランティア役１８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。
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・区民向け防災講座の開催（年２回）
・１１月３０日（土） 参加者２４名
１月２５日（土） 参加者２９名
（６）ボランティア保険加入促進
・活動保険加入 グループ９５（２,２１６人） 個人６７人
・行事用保険

３０６件

４．児童福祉事業
(1)子育て支援
①子育て支援会議（第２次計画№３）
区社協が事務局となり、保健所、保育園、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（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]
３５回実施、延べ２，０７１名参加
ｲ.毎週月曜日午前 [山田支所講堂]
３５回実施、延べ６，０５３名参加
ｳ.毎週水曜日午前 [枇杷島ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ]
３９回実施、延べ６，３３８名参加
③ 子育て情報誌「ぽかぽか２０１３」の発行 ２，８００部
(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
・新規子ども会旗作成経費助成
(3)保育園支援
・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
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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
・学童保育所図書券支給・消火器支給事業
・区少年補導委員会助成
・区児童遊園地整備費助成
・区安心・安全で快適なまちづくり大会助成
５．高齢者福祉事業
(１)高齢者はつらつ長寿推進事業
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。また、自主活動グループ発足の支援を行いました。
高齢者はつらつ長寿推進事業実績 (平成２５年４月～２６年３月)
実施日数 延参加人数
実施会場
実施日
会 場
(日)
(人)
榎コミュニティセンター
榎
４３
８５０ 月曜午前
庄内
４３
９３７ 月曜午後 庄内消防団詰所会議室
栄生
４９
１，１２２ 火曜午前 栄生コミュニティセンター
比良
５０
１，０３１ 火曜午後 比良コミュニティセンター
浮野
５０
９８６ 水曜午前 浮野コミュニティセンター
城西
５０
１，００８ 水曜午後 城西コミュニティセンター
江西
５０
１，０７７ 木曜午前 江西コミュニティセンター
山田
５０
１，０３１ 木曜午後 山田コミュニティセンター
合計
３８５
８，０４２
定
員：各会場２０名程度
内
容：介護予防体操やレクリエーションなど
自主グループ発足の支援
・江西ちぎり絵教室 月２回
・ちぎり絵浮野サロン 月１回
・山田はるみ健康体操クラブ 月３回 ・みんなで楽しく健康体操クラブ 月１回
・なごみ隊 月１回
・回想法グループ花咲か隊 月１回
・サロン オアシス 月１回
(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３２３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

８～３月までの実施１０件
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(4)敬老事業推進助成
・学区敬老事業助成
・高齢者慰問

１９学区
９月 かぞえ９９歳以上、１１９名へ祝品贈呈

６．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
・肢体不自由児・者父母の会野外一泊研修助成
・手をつなぐ育成会バスレクリエーション事業助成
・手をつなぐ育成会野外活動事業助成
・手をつなぐ育成会成人を祝う会助成
・手をつなぐ育成会クリスマス会助成
・円頓寺七夕まつり障害児・者招待行事への協力
７．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
１１３
総合支援資金
２７
緊急小口資金
３１
長期生活支援資金
１０
臨時特例つなぎ資金
０

新規決定
1
０
０
０
０

(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

年間

８．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)
・西区ジョギング大会

５６件

１２園１２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
・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
９．社会福祉の啓発 (区内福祉情報の収集と提供・第２次計画№１０)
(1)広報誌「ふくし西」
３回発行 (６・１０・２月 各６，８００部)
(2)区社協ホームページの運営
年間
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(件)
貸付中
1
０
０
０
０

１０．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′１３」 (※第３３回西区おまつり広場)

２５件
１７２件
１０月１３日(日)

１１．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。
１２．児童館・福祉会館の運営
（１）西児童館
① 月別利用者数
4月 5月 6月 7月 8月

9月

10 月 11 月 12 月 1 月

2月

（単位：人）
3月
合計

2,083

2,202

3,209

1,813

1,796

2,825

2,887

3,052

1,807

2,104

2,021

2,104

27,903

② 子ども育成活動の実施
クラブ活動（将棋、卓球、おりがみ、親子体操など）、行事（夕涼み会、クリス
マス会など）、伝承あそび、子どものまち事業「マイクロなごや」、移動児童館、
中高生の居場所づくり「ナイト児童館」を実施しました。
③ 子育て支援活動の実施
にしっこひろば「もこもこ」
、ちびっこルームの開放、屋内遊園、子育て支援講
座（ベビーマッサージ、怒りのコントロール、おてて絵本）を実施しました。ま
た、西区子育て支援ネットワーク会議へ参加しました。
④ 留守家庭児童クラブの実施
日常生活における挨拶や整理整頓などのマナーや社会性の習得、行事や集団遊
びを通しての行動力、自主性、協調性など、児童の発達促進を行いました。
⑤ 地域住民等との交流
老人ホーム訪問、福祉会館との交流（芋ほりなど）
、高校のクラブとの交流（演
劇部など）、地域の方に趣味や特技を教わる「腕自慢・技自慢」（皿回しなど）、職
人体験（雅創作工房にちょうちん作り）を実施しました。
⑥ 名古屋市西児童館サービス向上委員会の実施
民生・児童委員などの地域の関係者、学校や地域の関係機関に委員を委嘱し、
外部からの客観的な視点で助言や指導をしていただく「サービス向上委員会」を
６月と２月に開催しました。
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（2）天神山福祉会館
① 月別利用者数
4月 5月 6月 7月

8月

9月

10 月 11 月 12 月 1 月

2月

（単位：人）
3月
合計

4,410

4,381

4,370

4,592

3,927

3,942

4,237

4,265

4,619

4,333

3,907

3,435

50,418

② 福祉増進事業の実施
機能回復訓練や介護予防事業、各種相談事業など多分野で実施しました。
③ 名古屋市福祉会館わくわく通所事業の実施
閉じこもりがちな二次予防事業対象者を対象に各種介護予防プログラムの提供を行い
ました。
④ 地域住民等との交流
世代間交流や中高生ボランティアの受入など多様な交流を行いました。
また次年度の学区丸ごと地域回想法講座に向けて地域回想法リーダー養成講座を開
催しました。
⑤

名古屋市天神山福祉会館サービス向上委員会の開催
年２回１３名の委員にて開催し、建設的な意見交換を行いました。

《 参 考 》
１３．名古屋市西区南部いきいき支援センター事業

(市社協事業への協力)

(１)総合相談支援・権利擁護
実数２４件 延べ６９件
・高齢者虐待、権利擁護、消費者被害相談、
実数１，７９２件 延べ２，３０７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
・困難ケース相談
実数４９件 延べ１３４件
・区域内の介護支援専門員への相談・援助等の支援
実数２０８件 延べ３１１件
・地域ネットワーク作り等
実数３６５件 延べ５６２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
委託５，６１６件 直営４，７９４件
合計１０，４１０件
(４)介護予防事業ケアマネジメント
・二次予防事業対象者のべ事業参加者数
２７４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・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」〔年１１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。

13

（６）認知症高齢者を介護する家族支援事業
・「家族教室」〔年２回（１回５コマ） 延べ６７人参加〕
・「家族サロン」〔月１回 延べ１２２人参加〕
・「医師による専門相談」〔月１回 延べ２３人参加〕
・認知症サポーター養成講座
学校、官公所、企業、一般住民等を対象に開催しました。１８回実施 ５３３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しました。また、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を開催し、認知症に関する正しい理解を推進するため
の取り組みについて協議、実施しました。
・「地域包括ケア推進会議」 年２回（５月・２月）開催
・「認知症専門部会」
年４回（５月・７月・１０月・２月）開催
認知症講演会 開催 来場者数約１９０名
も～やっこ福祉フェスティバル～笑って知ろう認知症～開催 来場者数約２６０名
（８）いきいき支援センター分室の設置
身近なところで相談いただける窓口として、平成 24 年 7 月より西区菊井にいきいき
支援センター分室を設置し、相談支援体制の強化に努めております。
（９）見守り支援員の配置 新
高齢の方などが孤立状態に陥らないよう、地域における見守り活動を支援すること
を目的に平成２５年度より見守り支援員を配置し、地域からの孤立防止のために訪
問活動を行ったり、定期的な電話による電話訪問を行い、地域とのつながり作りをお
こなってきました。

１４．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

２，９２９件

２．なごやかヘルプ事業
延べ利用件数

３，４２６件
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