淀川社協だより

2011年7月

平成22年度 淀川区社会福祉協議会
各事業の収支報告
平成23年5月に開催された淀川区社会福祉協議会理事会及び評議員会において可決承認
された、平成22年度決算状況（平成22年4月1日〜平成23年3月31日）
をご報告します。
経常収入：合計 368,465,650円
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経常支出：合計 358,569,499円
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事業名
①法人運営事業
②区社協管理運営事業
③助成事業
④共同募金配分金事業
⑤地域福祉推進基金事業
⑥善意銀行事業
⑦淀川福祉基金事業
⑧通所介護事業
⑨居宅介護支援事業
⑩地域包括支援センター事業
⑪介護予防事業
⑫地域福祉活動推進事業
⑬地域福祉権利擁護事業
⑭老人福祉センター管理事業
⑮子育て活動支援事業

経常収入
71,566,224
7,810,822
5,964,265
8,438,892
989,163
2,840,114
1,400,000
35,169,658
53,916,339
84,364,963
16,983,405
30,223,511
263,400
19,534,200
29,000,694

円）

経常支出
72,026,494
7,810,822
5,964,265
8,438,892
814,887
2,250,949
1,400,000
33,654,482
46,097,875
84,364,963
16,983,405
30,223,511
263,400
19,517,134
28,758,420

事業報告
◇役員数
理事20名 監事2名 評議員41名
◇会員数
基本会員54名 名誉会員11名
賛助会員（個人 一口2,000円）491名 （団体 一口5,000円）
104団体
◇善意銀行、福祉基金の運営
区民からの寄付を善意銀行として預かり、区内の施設や団体等に
払い出した。
◇共同募金配分事業
大阪府共同募金会から配分される共同募金を基に、区内の施設や
団体が行う様々な事業に対して助成した。
◇長寿高齢者への訪問
区内在住の100歳の方を対象に、長寿をお祝いし、記念品を贈呈
した。
金婚夫婦（240組）
に対し、お祝いの記念品を贈呈した。
◇区社会福祉大会の開催
住民全体のまちづくりと地域福祉の推進を図り、
より多くの方に社
協の存在と役割を理解していただき、住民の福祉活動の輪をひろ
げることを目的として開催した。第1部は式典、第2部は「虐待から
子どもたちを守るために〜地域で私たちができること〜」
と題し、
京都産業大学准教授で臨床心理士の新恵里さんによる講演会を
開催した。また、地域福祉のパネル展示を行い区社協事業や各地
域の福祉活動を紹介した。
◇広報紙の発行
年2回（1月・7月）
「淀川社協だより」
を発行した。
◇地域福祉活動推進事業
地域社会福祉協議会が実施するサロン活動や福祉活動の推進・支
援を行った。
地域ネットワーク委員会の事務局として、連絡会や研修会の開催
を行った。
また、
「淀川区地域福祉シンポジウム ふれあいのまちづくり〜地域
福祉活動者からのメッセージ〜」や北ブロック
（北・福島・都島・淀
川・東淀川）の5区合同で
「平成22年度大阪市地域福祉活動推進事
業小地域福祉活動リーダー・ネットワーク委員研修会」
を開催した。

◇ボランティアビューロー事業
ボランティア登録状況…個人97名、グループ9グループ（231
名）、新 規ボランティア紹 介 5 6 0 件 、情 報 提 供 7 4 6 件 、ボラン
ティア活動回数622件、延べ活動人数1,416名。
『よどがわ・おもちゃドクター養成講座』
『 傾聴ボランティア養成講
座』の開催や、
『サロン淀川』や『やってみいひん会』の活動支援、ボ
ランティア情報誌「淀川区ボランティアビューローやすらぎ通信」
の発行、
ボランティア保険の受付などを行った。
◇淀川区地域福祉アクションプラン推進委員会事務局
区役所との合同事務局として、推進委員会、小委員会、ふりかえり
座談会を開催した。また、野中小学校で第4回「Do！ほっこり市」を
開催した。その他「あかりの輪をつなげよう〜門灯大作戦〜」や「認
知症サポーター養成講座」の実施、
「わたしの情報マップ」の作成・
配布を行った。
◇寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
寝具の清潔が困難な高齢者や障がい者を対象に、布団の丸洗い
サービスを行った。
利用者・高齢者215名、障がい者14名
◇ふれあい型高齢者食事サービス事業
大阪市高齢者食事サービス事業に基づいて各地域で実施されて
いる区内１６地域のふれあい型食事サービスを支援した。
◇青色防犯パトロール車事業
地域ボランティアが青色防犯パトロール車に乗り、日常的な防犯活
動を実施することで、犯罪抑止と安全のまちづくりに寄与してい
る。区内6地域で実施されている。
◇地域生活支援事業
高齢者にかぎらず、支援を必要とする地域住民を対象に、福祉課
題の発見、ニーズの把握、情報提供、相談援助、関係機関との調整
や継続的な見守り活動など総合的な支援を行った。
◇淀川区社会福祉施設連絡会の事務局運営
区内の社会福祉施設が集まり、情報交換や研修会、
「 福祉ってどん
な仕事？
！」
フェアを開催した。
◇社会福祉士養成のための実習受入れ
社会福祉士資格取得に必要な「社会福祉援助技術現場実習」にお
ける配属実習先として、5名の実習生の受入れを行った。

こんにちは

淀川区地域包括支援センター です
どんなことを相談できるの？
※家族の方の介護に関する相談、悩み
※介護や日常生活での困りごと
※介護福祉サービスの相談や利用について
※近所に気になる人がいる・・・などなど

窓口はどこ？
平成２３年４月からお住まいの、より近いところに
地域包括支援センターが設置されました。お住まい
の地域により担当する窓口が小学校区ごとに分かれ
ています。
ご相談はお近くの地域包括支援センターへどうぞ。

環境装置
粉体機器
下水処理
設計
施工
〒532-0034
大阪市淀川区野中北1丁目15-13

TEL 06-6394-0780
FAX 06-6396-1741
http://wakikogyo.jp

◇淀川区子ども・子育てプラザの管理運営
つどいの広場事業や児童健全育成事業などを実施し、延べ利用者
数は36,996名であった。

善意銀行だより

地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが住みな
れた地域で安心して暮らし続けることができるように介
護や福祉などに関するご相談を受け様々な機関や関係
者と協力して応援していきます。
包括名称

担当地域

淀川地域
包括支援センター

新高・西三国・東三国・新東三国・三国

淀川区東部地域
包括支援センター

北中島・宮原・西中島・木川・木川南

淀川区南部地域
包括支援センター

塚本･田川・十三・野中・神津・新北野

淀川区西部地域
包括支援センター

加島･三津屋

善意銀行は、区民のみなさまや、団体・
会社のご寄付をお受けして、淀川区地域
福祉推進のために有効に活用させていた
だいております。なお、善意銀行への寄付
金は税法上の控除の対象になります。平
成23年1月から5月末日までの預託をい
ただいた方は次のとおりです。本当にあり
がとうございました。 （敬称略・順不同）
〈金銭のご寄付〉
ＡＳＡ淀川、十三寄席噺のにぎわい、春秋館
グループ遊友、匿名 ５件

※相談される方の立場に立ってお話を伺い、秘密は守ります。
ご相談は無料です。

地域に密着した親切丁寧

売るだけじゃない！
合鍵、網戸の張替え
手すり等のペンキ塗り
ジュータン張替え
家具の移動
金物と工具なんでもそろう

株式会社 筒井商店

を持って愛 をなす

各種製缶板金

◇淀川区老人福祉センターの管理運営
地域高齢者学級「いちょう学園」など様々な講座やサークル活動を
推進し、延べ利用者数は28,849名であった。

を持って和 となす

建設業許可番号
（般−7）
第91053

◇居宅介護支援事業
ケアプラン作成数 40件。
◇通所介護（デイサービス）事業
年間延べ利用者数4,149名、1日平均利用者数17.0名。

〈物品のご寄付〉
神津地域ネットワーク委員会…介護用タオ
ル・お手玉、匿名…車いす、ポータブルトイ
レ、食料品

和
愛

ワキ工業株式会社

◇地域包括支援センター事業
地域で暮らす高齢者が、住み慣れた地域で尊厳ある生活を続けて
いけるよう、適切なサービスが切れ目なく提供される体制づくりを
目的に平成18年4月に設置された。
総合相談や介護予防支援ケアプランの作成、地域ケア会議や各種
連絡会の開催、ネットワークづくり、介護支援専門員の後方支援な
どを行った。
◇介護予防事業
閉じこもり等予防事業（やすらぎ教室）、口腔機能向上事業（健口
教室）、運動器の機能向上事業（筋トレ教室）、栄養改善事業（栄養
バランス事業）を開催した。高齢者健康医療相談事業延べ相談件
数474件。
◇あんしんさぽーと事業
認知症高齢者や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不
十分な方を対象に、福祉サービスの利用支援や金銭管理、通帳や
証書などの預かりサービスを実施した。利用実人数64名、延べ相
談援助件数8,997件。

お好み焼き

淀川区十三本町 1−10−3

フレンドリー商店街
☎ 0 6−6 3 0 2−5 6 0 1

愛和株式会社
淀川区塚本6-5-3-501

電話・FAX

06-6391-3559

090−1671−1043
定休日 日・祝

★この広報誌は赤い羽根共同募金を活用して作られています。

