
    - 6 - 
 

 

 平成２７年度 事業報告 

１ 法人運営事業 

（１）組織の強化   

     －財源の確保－ 

       <会員募集> 

      ・賛助会員に対し会員継続、会費納入を依頼 

         ・広報紙ゆうあいに募集記事を掲載、新規会員の増加を図る 

       <その他> 組織構成会員に協力依頼 

※参考 平成２７年度  登録会員数 

法人賛助会員３８団体・個人賛助会員２４５人 

（２）各種会議の開催 

①理事会 
開催年月日 主 な 議 案 及 び 議 決 事 項 

２７．５．２７ ①評議員の選任について 

②顧問並びに相談役の選任について 

③平成２６年度事業報告及び決算報告並びに監査報告について 

④平成２７年度上半期事業について 

⑤天王寺区社会福祉協議会 定款の変更について 

⑥天王寺区社会福祉協議会役員等の選任に関する規程の変更について等  

２７.１２．２２ ①評議員の選任について 

②天王寺区社会福祉協議会職員就業規則等の一部改正及び特定個人情報

取扱規程等の制定について 

③事業報告（４月～１１月）について 

④事業計画（１２月～３月）について 

２８．３．２９ ①平成２７年度補正予算（案）について 

②経理規程の変更について 

③平成２８年度事業計画（案）並びに予算（案）について等 

②評議員会 

 開催年月日 主 な 議 案 及 び 議 決 事 項 

２７．５．２７ ①顧問並びに相談役の選任について 

②平成２６年度事業報告及び決算報告並びに監査報告について 

③平成２７年度上半期事業について 

④天王寺区社会福祉協議会 定款の変更について 

⑤天王寺区社会福祉協議会役員等の選任に関する規程の変更について等 

２８．３．２９ ①平成２７年度補正予算（案）について 

②経理規程の変更について 

③平成２８年度事業計画（案）並びに予算（案）について等 

    ③善意銀行運営委員会 

開催年月日 主 な 議 案 及 び 議 決 事 項 

２７．５．２７ ①平成２７年度福祉ボランティア活動応援資金の払出について 
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２７.１２．２２ ①平成２７年４月～１２月の 

預託並びに預託金・物品の払出活用について（報告） 

２８.３．２９ ①平成２８年１月～３月の 

預託者及び預託内容並びに預託物品の払出活用について（報告） 

②平成２８年度の預託金の払出（活用）（案）について 

    ④地区社会福祉協議会会長連絡会 

 開催年月日 主 な 議 案 及 び 議 決 事 項 

２７．５．２７ ①共同募金配分金について 

②区内金婚ご夫妻へのお祝い品贈呈に関する周知等について 

③各種助成金について 

④地域福祉講演会について 

２７．１２．２２ ①区社協会長会の報告について 

②大阪市が募集する地域包括支援センター業務の受託（応募）について 

③ネットワーク強化事業の進捗状況について（報告） 

③１００歳訪問、 について 等 

２８. ２. １３   ①区社会福祉大会について 

②平成２８年度事業（公募事業・その他新規事業）について 等 

⑤地区募金会理事会（役員会） 

開催年月日 主 な 議 案 及 び 議 決 事 項 

２７．５．１５ 

 

①平成２６年度共同募金について 

②平成２６年度共同募金地区事務費並びに連合協力費について 

③平成２６年度共同募金決算報告並びに会計監査報告について 

２７．９．１６ 

 

①平成２７年度赤い羽根共同募金運動について 

②平成２７年度戸別募金の日程・資材の送付について 

③街頭募金の実施について 

⑥社会福祉施設連絡会（天王寺区内２３施設対象）  

開催年月日 主 な 議 案 及 び 議 決 事 項 

２７．６．２ 総会（出席者 １８名） 

①役員の変更について 

②運営委員の改選について 

③平成２６年度事業報告について 

④平成２７年度事業計画について 

⑤その他 情報交換 

２７．７．３ 運営委員会（出席者７名） 

①施設見学会について 

②施設職員交流会について 

③意見交換会 

２７．１０．２８ 施設見学 四恩たまみず園（出席者１９名） 

２７．１０．２４ 第１０回天王寺愛あいふれあいまつり 参加協力（来場者７３０名） 

２７．１２．２ 施設職員交流会１ 

①認知症サポーター養成講座～こんな感じでやってます～ 

②交流会 

２８．２．２５ 施設職員交流会２ 

①勉強会「障がい者雇用について」②情報交換 
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随時 その他 

・アクションプラン障がい班と協力し、地域で障がいについて理解を深

める勉強会「障がいについて知ろう！」を実施。 

・メーリングリストを作成し、地域住民や団体からの寄付の情報、区役

所・地域からの各種情報、助成金についての情報などの発信。 

・ボッチャ用具の貸し出し。 

・施設と各種団体との連携支援。 

 

（３）広報・啓発・調査活動の推進 

①広報活動 
    ア．区社協だより「ゆうあい」の発行 (№５１～５３) 

・発行日  27.6.14、27.9.12、28.1.11   

・発行部数 ３１，０００部（うち、区内新聞折込２７，７００部） 

イ．ホームページ「天王寺区社会福祉協議会 ゆうあい」新着情報の更新及び、 

ホームページ内フェイスブックを活用した、タイムリーな情報提供の実施。 

②啓発活動・啓発物品の作成 

ア．啓発活動 

27. 5.24 『桃陽ふれあいまつり』（桃陽小学校グランド） 

・びゅんびゅんごま、啓発チラシの配付 

27. 6. 6 『歯の健康展』(区民センター） 

・介護用品の展示と総合相談コーナー、 

・啓発チラシの配付 

27. 7.29 『地域福祉講演会』(区民センター） 

・成年後見落語「笑って合点!!成年後見制度まるわかり!!」 

・啓発チラシの配付 

27. 8. 4 『地域福祉推進』映画会(区民センター） 

・映画「ぼくはうみがみたくなりました」 

・啓発チラシの配付 

27. 9.13 『区民まつり』（五条公園グランド） 

                 ・「ゆうあいコーナー」としてボランティアビューローがおもちゃ作り 

（折り紙の吹き流し）の実施 

・子ども子育てプラザによる一時休憩コーナー 

・啓発チラシの配付 

27. 9. 5 『認知症サポーターフォローアップ講座』①（四天王寺きたやま苑） 

・「認知症勉強会・施設見学」、啓発チラシの配付 

27.10. 6 『認知症サポーターフォローアップ講座』②（区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ） 

・「認知症勉強会」、啓発チラシの配付 

27.10. 3 『みんなの健康展』（区民センター） 

・閉じこもり予防事業の９地区の写真展示 

・介護予防クイズ 

27.10.18  『真田山ボッチャ大会』（真田山小学校体育館） 

・ボッチャ大会の開催支援 

27.10.18 『大江ふれあいまつり』（大江小学校グラウンド・体育館） 

・ボッチャ大会の開催支援 

27.10.24 『天王寺愛あいふれあいまつり』（区民センター） 
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         啓発チラシの配付、パネル展示 

27.11. 8  『てんてん祭』（天王寺小学校） 

    ・びゅんびゅんごま作り、啓発チラシの配付 

28. 2. 6  『気づけるランド』（区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・大江会館） 

    ・啓発チラシ配布、パネル展示 

イ．啓発物品の作成 

     ボールペン（色：黒単色、色5色）1,000本作成 

     手作りしおり  70枚作成 

     区社協ＰＲ用手提げ袋  1,300枚作成 

 

（４）地域生活支援（法人独自）事業の推進 

①「すこやかシニア教室」（介護予防通所型特定高齢者事業フォローアップ）の開催 

平成２１年６月より、特定高齢者の介護予防事業修了後の機能低下を防ぎ、区内 

高齢者の健康維持・体力増進を目的として「すこやかシニア教室」（１クール７回 

講座と５回講座）を５クール実施した。 

      運動・認知症予防の講座と最終日に交流会の内容で、高齢者の方に健康に関する 

知識を身につけていただき、より健康でいきいきとした人生の実現を支援している。 

        実 施 期 間 回数 延人数 

第１９期 平成２７年５月１８日～  ６月２９日 ７回 １７１人 

第２０期  平成２７年７月２７日～ ８月３１日 ５回 １２５人 

第２１期 平成２７年９月２８日～１１月１６日 ７回 １７６人 

第２２期 平成２７年１２月７日～平成２８年１月１８日 ５回 １４０人 

第２３期  平成２８年２月１日～３月１４日 ７回  １５４人 

計  ５クール ７６６人 

②認知症サポーター養成講座の開催（定例・出前講座）３０回  参加者６５９人 

認知症に関する正しい理解を広げるため、一般向けに定例講座を５回、出前講座 

を２５回開催した。（詳細は、(5)福祉教育支援事業に記載〈P15〉） 

③子ども向け認知症サポーター養成講座        ５回  参加者３２２人 

  ＊今年度は、中学生向けに初めて講座を実施。福祉教育の視点から認知症に関す

る正しい理解を広げるため、ＤＶＤや独自資料、グループワークを実施し、わか

りやすい講座を開催した。 

④「認知症サポーター・フォローアップ講座」の開催   参加者３３人 

     認知症サポーター養成講座受講者を対象に、より認知症の理解を深め、支援者を 

養成することを目指して開催。 

     フォローアップ講座受講者に対して、「天王寺区ロバの会」や「和みの会」へ参加 

を促している。 

      実 施 時 期 参加者 内  容 

１回目① 平成２７年 ９月５日（土） １６人 
・認知症について（講義・対応方法） 

・施設見学（きたやま苑デイサービス） 

１回目② 平成２７年１０月６日（火）  ７人 ・認知症について（講義） 

２回目① 平成２８年２月１０日（水）   ８人 
・認知症について（講義・体験） 

・施設見学（えがおデイサービス） 

２回目② 平成２８年２月２６日（金）  ２人 ・認知症について（講義・体験） 

 

⑤「キャラバンメイト交流会」の開催  年６回開催  延参加者 ４５人  

 認知症サポーター養成講座を受講した方が、さらに「キャラバンメイト養成研修」 

を受講し、認知症に対する正しい知識を持ち、具体的な対応方法などを市民に伝え 
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る「講師役」となっており、現在の天王寺区登録者は３１名。学んだ知識や体験な 

どを地域・職域・学校などで市民に伝えるため「認知症サポーター養成講座」を区 

社協と共同実施している。 

     内 容   ・認知症サポーター養成講座の実施について 

・キャラバンメイトの今後の活動について 

（養成講座開催のための日程調整・事前学習など）   

・寸劇の事前練習等について 

           ・意見交換、活動報告等                    

           ・その他   

⑥「天王寺区ロバの会」への支援           平成２２年４月１日発足 

認知症サポーター養成講座修了者の有志が認知症の学習を重ね、天王寺区内の認 

知症の方やその家族が安心して生活できるようお手伝いをしていくことを目的に結 

成された。現在、「認知症対応型デイサービス」「ふれあい喫茶」で話し相手として 

の活動や、認知症カフェへの同行支援、主に若年性認知症の方が参加している「か 

みやまクラブ」への支援や、 

高齢者食事サービスに一人で参加するのが困難になった方の送迎を行うなど、地域 

活動を側面から支援している。 

⑦地域福祉講演会「笑って合点！成年後見制度まるわかり！」の開催 

  落語家の「桂ひな太郎氏」をお招きし、包括支援センターとの共催により、成年 

後見制度周知の為の落語会を開催。また、包括・成年後見支援センター・市民後見 

人・区担当者の皆さんにもご登壇いただき、ディスカッション形式で成年後見制度 

への理解を深めました。 

 ・開催日：平成２７年７月２９日（水） 参加者２００人 

⑧地域福祉推進映画会「ぼくはうみがみたくなりました」の上映 

 障がい者の理解を深めることを目的に開催 

・開催日：平成２７年８月４日（火） 参加者５３人 

⑨地域福祉フォーラム「新たな生活困窮者自立支援制度が意味するもの」の開催 

  平成２７年４月より開始された「生活困窮者自立支援制度」について、創設に 

向けて最初から関わりをもたれている大阪市立大学大学院・岩間伸之教授をお招 

きしての基調講演に引き続き、生活困窮者自立相談支援窓口「サポート天王寺」 

、包括支援センター、「見守り相談室」の各相談担当者や区民生委員児童委員協 

議会からは角野会長にご登壇いただき、パネルディスカッションを開催しました。  

 ・開催日：平成２７年１１月２６日（木） 参加者１００人 

   ⑩障がい者理解促進事業『気づけるランド』の開催 

障がい者の理解及び共に学び気づきが出来る事を目的に開催 

  区在宅サービスセンター全館を使って区内外の福祉施設やボランティアの方々 

の協力をいただき、語り・展示・販売・体験・鑑賞等の内容を盛り込んで障がい 

についての学びをみなさんと一緒に深めました。 

・開催日：平成２８年２月６日（土） 参加者２２６人 

 

 (５）職員の育成にかかる研修会等の実施 
    ①人権研修への参加           27.4.1～28.3.31    

    ②生活困窮者自立相談支援事業関連の研修 27.9.24、27.9.30 19 名 

③ホームページ画面操作等パソコン研修  27.11.30 10 名 

④要援護者の見守りネットワーク強化事業・機能３について 27.12.8、27.12.10 24 名 

⑤避難所運営ＨＵＧゲーム              27.12.16  ８名 
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（６）消防訓練の実施  
火災発生時における初期対応に万全を期すため、通報訓練、初期消火訓練、避難 

訓練と応急救護訓練・非常持出訓練を行い、自衛消防隊各班の役割と対応について 

の訓練を大江会館と合同で９月４日と１１月２３日の２回実施する。 

     なお、独自の訓練として 

①９月４日(金)：「初期消火」の訓練と「地震に備えて準備できること」について 

ＤＶＤを用いて災害対応時における基礎知識の習熟を図る勉強をする。 
②１１月１３日(金)：消火器の使用と消火の仕方などの訓練とＡＥＤについて説明 

を受ける。 

 

２ 社会福祉事業 

（１）「天王寺愛あいプラン」(天王寺区地域福祉アクションプラン＝ＡＰ)の推進 
①会議等開催状況 

      高齢班  班会議    ２回 

      障がい班 班会議    ２回 

      子育て班  班会議    ２回 

②実施事業   

       1)子育て愛あいフェスティバル(27.6.21 区民センター 参加者数 562人） 

民生委員をはじめ、地域や関係団体、ジュニアクラブ会員(小中学生)、高校生 

・大学生のボランティアの方々の参加のもと開催。  

2)愛あいふれあいまつり（27.10.24（土）区民センター   参加者数730人） 

地域住民をはじめ、福祉関係施設・事業所、関係団体・機関、地域・学生(小・ 

中・高・大）ボランティアが参加。福祉・地域活動情報等の提供、新たな気づき、 

世代間交流,障がいへの理解を中心に参加型のふれあいまつりを開催。  

      ・休憩ルーム  義援金：１１，４４５円 

（売り上げから材料費等経費をさしひいたもの） 

ピースクラブ：パンの売上金の一部：１，０００円 

     ・赤い羽根共同募金ブース  募金箱及び記念バッジ：１３，７７３円 

          ～天王寺区身体障害者団体協議会からの募金も含む～ 

3)障がい者スポーツ「ボッチャ」その他への協力 

     ・27. 6.22 区民カレッジ 認知症サポーター養成講座 

      ・27.10.18 真田山地区ボッチャ大会 

・27.10.18 大江地区ボッチャ大会（大江ふれあいまつり） 

・28. 1.30 味原地区ボッチャ大会 

・28. 3. 12 天王寺区ボッチャ＆レクリエーションひろば 

4)障がい当事者と地域との協同活動の支援  

   ・大江・生魂地区食事サービスやふれあい喫茶において、連合授産場の利用者が 

ボランティアとして参加 

5)各地区子育て支援サークルの拡充 

     ・出前講座・パパママ講座の実施 

6)ジュニアクラブ関係事業への支援・協力 

      ・運営委員会        5回 6/11 7/30 10/14  1/15 2/26 

      ・運営委員会事務局会議  5回 6/9 7/28 10/8 1/6 2/24 

・27.6.21 子育て愛あいフェスティバル (区民センター 54人参加) 

（ジュニア会員:35人、運営委員:8人、事務局:8人、ОＢ:1人、保護者:２人) 
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・27.8.17 休日の動物園を探検！～祝・天王寺動物園１００周年～（54人参加） 

（ジュニア会員：37人、運営委員：11人、事務局:6人） 

・27.10.24 愛あいふれあいまつり (32人参加) 

（ジュニア会員：17人、運営委員：10人、事務局:5人） 

・28.1.24 世界の国からこんにちは～外国の言葉を学ぼう！ (43人参加) 

（ジュニア会員：27人、運営委員：8人、事務局：8人）) 

・28.3.6  自転車マナー学習会～正しく走って安全に！～ (42人参加) 

（ジュニア会員：24人、運営委員：9人、事務局：9人）) 

 

（２）在宅福祉サービス事業の実施 
     ①防水シーツ給付事業（在宅で失禁等により寝具の清潔保持が困難な区民へ配布） 

          給付件数…  １８件 

     ②車椅子貸出事業（通院・旅行等の外出、在宅で使用等） 

          貸出件数…  ９７件 

③福祉用具貸出事業 

          貸出件数…  １０件  

内訳（ボッチャ用具:７件、ＤＶＤ:１件、高齢者疑似体験グッズ:２件） 

④ゆうあい杖給付事業（歩行困難者で希望者へ配布） 

      給付件数…  ２６件 

 

（３）高齢者福祉事業 
①高齢者福祉月間運動の推進  

 27.9月  金婚ご夫妻へのお祝い   ３５組  

和宗総本山四天王寺様からのご寄贈いただいたお祝い記念品「夫婦 

扇子」をお配りする。 

          区社協よりお届け…五条地域、生魂地域 

          地区社協よりお届け…天王寺地域、聖和地域、味原地域、真田山地域 

          各地域でお祝い会を開催…大江地域、桃陽地域 

          桃丘地域はお申し込みがございませんでした。 

 27.9.30 (水)  百歳高齢者お祝い訪問    

                        満百歳以上の高齢者  対象者8人のうち、3人の方を訪問。 

区長・区社協会長から、国・市・団体からのお祝品を贈呈 

                          お祝い品   区社協より・・・・・三ツ引きタンス 

                    （参考）   国（厚生労働省）・・内閣総理大臣祝状・銀杯  

                           大阪市老人クラブ連合会・・お祝い品 

  

（４）地区社会福祉協議会への支援 

   各地域に対し、包括と共働してヒアリングを行った。また、リーフレット及 

びのぼりを作成し、各事業への支援を実施した。（内容・個数は各地区の希望 

に応じて作成した。） 
地域名 支 援 内 容 相 談 日 

天王寺 ヒアリング・リーフレット              

のぼり（食事サービス・ふれあい喫茶） 
10/3､ 2/24 

 

大江 ヒアリング・のぼり（ふれあい喫茶） 1/25､3/22､3/28 
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聖和 ヒアリング・リーフレット 3/11 

五条 ヒアリング・のぼり（食事サービス） 1/15､ 3/10 

桃丘 ヒアリング・のぼり（食事サービス・ 

ふれあい喫茶・子育て） 
1/8､ 3/22､ 3/28 

生魂 ヒアリング・のぼり（ふれあい喫茶） 1/8､1/12､1/15､3/24､3/25 

桃陽 ヒアリング・のぼり（食事サービス・ 

ふれあい喫茶・子育て・ドレミファサロン） 
1/25､ 1/25､2/8､2/23、3/17 

味原 ヒアリング・のぼり（ふれあい喫茶） 12/25、3/17 

真田山 ヒアリング・のぼり（ふれあい喫茶） 2/18、2/23、3/3、3/17、3/17、 

3/25 

 

（５）福祉教育支援事業 
①区内各学校・地域等における福祉教育支援 

 日  時 受 講 団 体 等 人 数 

１ 27. 4.23 ジョブシティカレッジ天王寺校 ６名 

２ 27. 4.25 勝三南老人会（やわらぎ老仁会） ２２名 

３ 27. 5. 9 定例講座 ８名 

４ 27. 6.22 大阪区民カレッジ天王寺校 ３３名 

５ 27. 6.24 天王寺区ボランティア市民活動センター登録ボランティア ９名 

６ 27. 7. 7 定例講座 ９名 

７ 27. 8.18 郵便局［浪速区・天王寺区］窓口管理職 職員 １９名 

８ 27. 8.26 アクションプラン推進委員他 １６名 

９ 27. 8.28 桃丘地区民生委員他 ８名 

１０ 27. 9. 1 定例講座   ７名 

１１ 27. 9.17 味原地区高齢者食事サービス参加者・ボランティア １３名 

１２ 27. 9.17 のぞみの会（大阪赤十字病院 乳がん患者会） １５名 

１３ 27. 9.29 四天王寺たまつくり苑ケアハウス入居者・職員 ２２名 

１４ 27.10. 9 桃丘地区高齢者食事サービス参加者・ボランティア ２０名 

１５ 27.10.26 ジョブシティカレッジ天王寺校 ５名 

１６ 27.11. 4 大阪市立夕陽丘中学校（１年生） １６６名 

１７ 27.11.25 天王寺中学校ＰＴＡ   １６名 

１８ 27.11.27 大阪市立大江小学校（４年生）  ５６名 

１９ 27.12. 1 定例講座  １２名 

２０ 27.12.17 ジョブシティカレッジ天王寺校   ７名 

２１ 28. 1.12 大阪市立味原小学校（４年生）  ２４名 

２２ 28. 1.19 大阪市立五条小学校（４年生） インフルエンザのため中止 

２３ 28. 1.28 大阪市立聖和小学校（４年生）  ６６名 

２４ 28. 2. 2 定例講座   ６名 

２５ 28. 2. 3 天王寺区役所職員  １６名 

２６ 28. 2. 6 気づけるランド  １０名 
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②職業体験学習生徒の受け入れ 

中学校からの依頼に応え職業体験学習として生徒を受け入れ、地域のふれあい喫茶、 

介護予防事業などの事業を中心に体験学習を行う。 

 1)天王寺中学校 ２年生 １人 （27.7.１） 

 2)夕陽丘中学校 １年生 ５人 （27.11.6） 

  3)高津中学校  ２年生 ２人 （28.2.4～2.5 の２日間） 

③社会福祉援助技術現場実習の受入 

     社会福祉士を目指す学生を対象に、厚生労働省指定の実習を行う。（180 時間） 

1) 関西福祉科学大学 ２人（27.9.1～10.24） 

2) 日本福祉大学   ２人（27.9.1～10.28）      

④四天王寺大学 地域福祉について・出前講座（27.9.15） 

1)天王寺区社会福祉協議会の取り組みについて 

2)ボランティアについて 

 

（６）社会福祉法人大阪府共同募金会 天王寺地区募金会事業の事務局受託 

①理事会（役員会）  ・27.5.15    会場：区民センターホール 

・27.9.16     会場：区役所・講堂 

②配分金の配分内訳（配分金合計 854,173 円） 

・地区社協への助成              512,200 円 

  ・高齢者食事サービス委員会への助成      90,000 円 

・高齢者月間事業                

 ・携帯用エコバッグ作成                      251,973 円 

 ・気づけるランド運営経費等           

   ③周知・啓発・街頭募金活動 

・27.09.12 ゆうあいだより No.52 記事掲載 

・27.09.14 区内小学校へ周知用壁新聞掲示依頼 

    ・27.09.16 連合振興町会長会議での周知依頼 

    ・27.10. 1 街頭募金活動（近鉄上本町駅周辺） 

    ・27.10.18 大江ふれあいまつり      

    ・27.10.21 街頭募金活動（四天王寺境内西重門付近）   

      ・27.10.24 第 10 回天王寺愛あいふれあいまつり 

    ・27.11. 8 てんてん祭 

    ・28.01.11 ゆうあいだより No.53 記事掲載（気づけるランド）    

 

（７）日本赤十字社大阪府支部 天王寺地区事業の金銭管理の支援 
① 社資の受付と送金に関する事務 

② 地区分交付金に関する事務 

③ 収支伝票の作成と収納簿への記載 

④ 会計処理 

２７ 28. 2. 9 大江幼稚園ＰＴＡ  １８名 

２８ 28. 2.22 ジョブシティカレッジ天王寺校  １２名 

２９ 28. 2.27 民生委員研修会  ２１名 

３０ 28. 3. 3 三菱東京ＵＦＪ銀行職員  １８名 

合  計  ６５９名 
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 （８）善意銀行の運営 
次の方々から善意銀行への預託がありました。 
預託者一覧（順不同・敬称略） 

    ①金銭預託・払出 

    ○預託件数・・・７件    

預託者氏名 金額（円） 

匿名 2,678 

匿名 550,000 

吉井 義隆 100,000 

大阪府天王寺遊技業組合 200,000 

天王寺区身体障害者団体協議会 1,000,000 

長谷 令子                    200,000 

天王寺区民合唱団 50,000  

      合   計 2,102,678 

○払出件数・・・４件 

払出先氏名 金額（円） 

天王寺区子育て愛あいフェスティバル実行委員会 100,000 

天王寺愛あいふれあいまつり実行委員会 100,000 

天王寺区子供会育成連合協議会 100,000 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 15 ｸﾞﾙｰﾌﾟ（福祉ボランティア活動応援資金） 397,000 

      合   計 825,000 

②物品預託・払出   ○預託件数・・・４件  ○払出件数・・・１８件 

預託者団体名・氏名 物  品 払出先 

森下 雅三 お米 300Kg 区内 3 施設、地区社協 4 地域 

匿名 寝具 四恩学園 

奥 紀美代 婦人服 高津学園、連合授産場  

大江連合 

大岸振興町会 

コピー用紙 

(A4  56 束、  

1 束＝500 枚) 

天王寺区社会福祉施設連絡会  8 施設 

 

（９）あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業） 

  

相談件数 

１，９６０件 

（３月末） 

 高齢者（身体障がい者を含む）          １８３件  

 認知症高齢者           ８６１件 

 知的障がい者             ２７６件 

 精神障がい者           ６４０件 

  委託契約 

・新規  ６件 

・継続３２件 

（３月末） 

 高齢者（身体障がい者を含む）                 ０件 

 認知症高齢者               ３件 

 知的障がい者 ０件 

 精神障がい者                 ３件 

 

（１０）生活福祉資金貸付事務事業 
自立支援策として低所得者、障がい者、高齢者世帯に対し資金の貸し付けと必要 

な相談支援を行う生活福祉資金制度の受付窓口業務を平成２６年４月から始めてい 

ます。 
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①生活福祉資金 

   ・相談状況（貸付申込に関すること） 

     電話 １８０件、窓口 １１３件 合計２９３件 

   ・貸付ケース対する償還等の対応状況 

     電話  ２０件、窓口    ５件 合計  ２５件 

②臨時特例つなぎ総合支援資金 

   ・臨時特例つなぎ資金 

     電話    １件、窓口    ０件 合計   １件 

   ・総合支援資金 

     電話   ２３件、窓口   ２５件 合計  ４８件 

 

 （１１）生活困窮者自立相談支援事業 

     経済的困窮はもとより就労や家族問題など、生活に課題を抱える方への相談窓口 

を、（社福）大阪自彊館と共同体で平成２７年度より新たに受託しました。 

区役所４階に２名の相談員を配置し、「サポート天王寺」を開設しました。これま 

での相談窓口では対応が困難であった多岐に渡る相談に丁寧に応じています。 

相談支援実人員（１７７人） 

１男女別内訳 

性 別 男 ９６ 女 ７２ 不明 ９ 

 

２年齢内訳・相談経路（本人特定分）                                                    

                          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

３確認できた課題（重複あり）  

 
 
 

 

 
 
 

課 
 

題 
 

内 
 

容 

 
 

 

    
 

課
題
内
容 

病気 ３６ 

けが ２ 

障がい ２７ 

自死企図 ４ 

その他メンタルヘルスの課題 ９ 

住まい不安定 ４３ 

ホームレス １４ 

経済的困窮 １０８ 

(多重・過重)債務 ９ 

家計管理の課題 ７ 

就職活動困難 ３１ 

年
齢
別
内
訳 

０ ～ １０代  ２ 

    ２０代 １０ 

    ３０代 ２４ 

     ４０代 ３１ 

    ５０代  ２５ 

 ６０～６４歳 ９ 

   ６５歳以上 ４３ 

不  明 ４２ 

 

 

新 

規 

相 

談 

経 

路 

本人（来所） １１９ 

本人（電話・メール）  ２３ 

家族・知人（来所）  １３ 

家族・知人 

（電話・メール） 

３ 

自立相談支援機関経由  ４ 

関係機関・関係者紹介 １５ 
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就職定着困難 １４ 

生活習慣の乱れ ４ 

社会的孤立(ニート引きこもりを含む) １４ 

家族関係・家族の問題 ２１ 

中卒・高校中退 ４ 

ひとり親 ４ 

DV・虐待 ６ 

刑余者 ２ 

コミュニケーションが苦手 ７ 

本人の能力の課題(識字・言語・理解等) ３ 

その他 １２ 

  

 

 （１２）地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業（平成 27～29 年度受託事業） 

    ア 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業（市委託事業） 

地域に埋もれた要援護者を把握し、地域の見守りや適切な支援につなげるとともに、 

孤立死を防ぎ、地域の支え合い強化し、安心して暮らせるまちづくりを目的とした３ 

つの機能を持つ【見守り相談室】が、平成２７年度４月から大阪市内全区社協に開設。   

機能①『要援護者名簿にかかる同意確認と名簿の整備』 

     行政と地域が把握する要援護者情報を集約し、地域等への情報提供にかかる 

本人同意の確認を行うとともに、地域の見守り等につなぐ。また、区危機管理 

室と連携し、災害時の支援にも役立てる。 

   （対象者）  

    Ｈ２７年度 要介護３以上または２以下で認知症高齢者Ⅱ以上の方（1,557 名） 

地区名 発送日 発送数（通） 同意者数（人） 

桃 陽 平成２７年 ９月１５日 １９８ ８８ 

大 江 平成２７年１０月１５日 １７８ ６１ 

生 魂 平成２７年１０月３０日 １３８ ３５ 

味 原 平成２７年１１月 ５日 １３６ ５４ 

聖 和 平成２７年１２月 ４日 １７１ ５９ 

真田山 平成２７年１２月１４日 ３２０ ７７ 

天王寺 平成２８年 １月２５日 １５２ ５５ 

五 条 平成２８年 ２月 ８日 １５９ 未確定 

桃 丘 平成２８年 ３月２３日 ９１ 未確定 

           ※実際の地域提供リスト同意者数と異なる場合あり 

Ｈ２８年度 重度身体障がい者（１級・２級） 

    Ｈ２９年度 障がい者（知的・精神・視覚・聴覚・音声・言語機能・肢体不自由） 

          難病患者（医療機器等への依存が高い者）     

    ※同意方法：郵送。未返信等については、訪問調査員が訪問し確認する。 

機能②『孤立世帯への専門的対応』 

     孤立死リスクの高い要援護者（セルフネグレクト等）で地域から孤立、福祉 

サービスの利用を拒否される方に対して、見守りネットワーカー訪問し、適切 

な支援へとつなぐ。（※前地域生活支援事業の継続） 

    ○相談件数：５５４件 相談実人数：４０２人（男１３８、女２６２、不明２） 
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○ケース会議の開催：２回 ケース会議への参加：１６回 

 

機能③『認知症高齢者等行方不明時の早期発見』 

     徘徊の恐れのある方等を事前に登録し、登録者が徘徊等行方不明になった時、 

その方の氏名・特徴等を区内協力者にメールやファックスで情報を配信し、早 

期発見・保護につなげる。（※但し、休日夜間は夜間事業者対応） 

    ○事前登録者数：４名（男３・女１） 

    ○協力者数：111 件 

協力者内訳 
事業受託機関 介護保険関係団体 民生委員・児童委員 

３ ２７ ８１名 

※地下鉄最寄駅（天王寺・四天王寺前夕陽ヶ丘・谷町九丁目・鶴橋・玉造） 

近鉄：大阪上本町駅 

 

   イ 区パイロット事業『独居高齢者等見守りサポーター事業』（区委託独自事業） 

○区内の７５歳以上の独居または高齢者世帯を、ボランティアによる月 1 回程度の見 

守り訪問事業の事務局を担当 

 

対象：４月２日～翌年４月 1 日までに７５歳になる高齢者世帯で見守りを希望され、

かつ介護保険サービスを利用されていない方 

業務：①郵送での希望確認及び訪問面談（未返信の場合も訪問にて意向確認）。 

地域別リストの作成。 

   ②地域ボランティアリーダー活動報告の集約および連絡調整等事務処理。 

   ③コミュニティソーシャルワーカーによる対象者への見守り訪問 

   ④要援護者へのアウトリーチ 

   Ｈ２７年度訪問対象者数： 

地域名 天王寺 大 江 聖 和 五 条 桃 丘 生 魂 桃 陽 味 原 真田山 計 

年度当初 
59人 

（44） 

84人 

（61） 

62人 

(52) 

71人 

（50） 

72人 

（53） 

42人 

（34） 

129人

（94） 

38人 

（29） 

92人 

（75） 

587人 

(440) 

年度末 
41人 

（31） 

56人 

（42） 

52人 

(43) 

48人 

（37） 

54人 

（39） 

24人 

（19） 

94人 

（69） 

34人 

（25） 

48人 

（39） 

339人 

(301) 

   ※（ ）内は世帯数  
 

（１３）老人福祉センター事業 
①高齢者の生きがいづくり活動への参加促進 

高齢者の生きがいと健康づくりを探求する講座や高齢者のニーズに応じた事業を 

利用者と連携し実施 

    ・実施回数 11 回  参加人数 608 人 

②新規利用者の利用促進(てらまちサロンの開催) 

   

要支援・要介護

の高齢者 

要支援・要介護

以外の高齢者 

身体障がい

者・児 

知的障がい 

者・児 

精神障がい 

者・児 

発達障がい 

者・児 

４５人 ３３５人 １人 ３人 １人 ０人 

引きこもり 生活困窮者 その他 

８人 ２人 ７人 
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・実施回数 7 回  参加人数 93 人 

③世代間交流事業の促進  

     地域の高齢者とともに、子育て支援の一翼を担い、子ども子育てプラザ、子育て 

サークル、区内社会福祉施設や小中学校と連携し世代間の幅広い交流をはかる事業 

を実施 

 ・実施回数 9 回  参加人数 18,328 人 

④高齢者の自主的な地域福祉活動の支援（ふれあい塾事業の開催） 

     団塊、シニア世代を福祉活動の担い手として自主的に地域活動の場を見出せるた 

めの講座「ふれあい塾」を実施 

1)生きがいづくり講座 

  ・実施回数 2 回 参加人数 22 人 

2)健康づくり講座 

 ・実施回数 2 回  参加人数 35 人 

⑤高齢者の健康づくりと介護予防の促進 

健康・体力づくり事業 

     ・実施回数 11 回  参加人数 410 人 

⑥相談・情報提供機能の充実 

   高齢者の身近な生活や悩みに適切に対応できる相談体制づくりと区広報紙、機関 

紙、ホームページ、フェイスブックの活用によるリアルタイムな情報の提供や効果 

的な広報活動の実施 

1)チラシ・冊子等の設置 

2)天王寺区老人福祉センターだより 

3)区・市社会福祉協議会ホームページ 

⑦サークル活動の支援 

   教養の向上及び趣味と仲間づくりの場を提供し、サークル活動の安定した活動が 

出来るよう支援を行った。 

1)企画・立案運営委員会の開催   

     ・実施回数 5 回  参加人数 45 人 

2)サークル活動の支援 

・歌体操、写真、書道、民謡、詩吟、俳句、カラオケ、英会話、ヨガ、手芸等の 

サークルの公平な利用と新規会員募集のためのチラシやポスターを作成し周知 

した。   26 サークル      参加人数 7,096 人 

3)区民ギャラリーの参画  

・出展者  5 人 

4)天王寺・浪速・大正区合同吟詠大会 

・参加人数 10 人 

5)合同作品展      

・参加人数 258 人 

6)区民文化のつどい   

・参加人数 626 人 

⑧老人福祉センターカフェ（毎月、第２水曜に開催） 

・実施回数 12 回 参加人数 236 人 

⑨老人クラブの育成・支援 

     老人クラブの自主的な活動を積極的に支援する。また老人クラブとの連携による 

事業を推進するとともに未加入の高齢者の加入促進に向け広報活動を実施した。 

    ・にこにこ健康体操      参加人数    623 人 
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    ・グリーンコーラス      参加人数    541 人 

    ・春の歩こう会、秋の歩こう会 参加人数    154 人 

・グランドゴルフ大会     参加人数    161 人 

・お楽しみ演芸会       参加人数    388 人 

・日帰り社会見学       参加人数     89 人 

・パークゴルフ大会      参加人数     62 人 

・区民まつり         参加人数 16,000 人 

・天王寺区愛あいふれあいまつり  参加人数    730 人 

・大阪ガスクッキングスクール 健康づくり料理講習会  参加人数     17 人 

・年忘れ囲碁・将棋大会    参加人数     27 人 

・詩吟・カラオケ大会     参加人数     72 人 

    ・節分まつり         参加人数    150 人 

      ・大阪市高齢者福祉大会    大阪国際交流センター  周知について協力 

    ・区老人福祉センターだよりに老人クラブ活動や加入勧奨記事を掲載し、広報活動 

の支援 

⑩その他の設備 

・車椅子の貸し出し、また、常設として、囲碁・将棋・卓球・バンパー・テレビ・ 

図書・新聞等を設置している。 

⑪利用状況 

    ・利用者延べ人数 24,175 人(平成 28 年 3 月末)  

 内訳 男性 12,106 人 女性 12,069 人 

 

 

  (１４)助成事業、団体支援等 
①福祉活動支援事業・青少年育成団体等への支援の実施 

      ・区青少年指導員連絡協議会（中学生親善スポーツ大会、区民まつり等） 

     ②身体障害者等福祉対策事業 

       ・区身体障害者団体協議会  （生け花教室事業） 

③青少年福祉対策事業 

・区子供会育成連合協議会  （史跡めぐり） 

・区体育厚生・スポーツ振興協議会（天王寺区スポーツフェスタ） 

・区成人の日記念のつどい実行委員会 事業分担金の交付 

      ④精神保健福祉事業 

・精神障がい者関係団体との協力 

        ・ＮＰＯ法人「精神障害者支援の会ヒット」むつみ工房、ゆめくらぶ、あしすと 

の運営営委員会へ運営委員として出席 

     ⑤その他福祉団体事業の助成 

・天王寺区民生委員児童委員協議会(民生委員児童委員、主任児童委員の PR 活動） 

・区更生保護女性会 （（子育て活動（区民まつり、いきいき教室）事業）） 

・区食生活改善推進員協議会 （（食育推進（区民まつり、運動会）事業）） 

⑥助成金の交付 

・区民まつりの協賛金交付 

・社会を明るくする運動への事業分担金の交付 
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３ 公益事業・介護保険事業 

（１）居宅介護支援事業 

介護支援専門員（ケアマネージャー）が、要介護の方のご希望や心身の状態に応 

じた適切なサービスの提案や利用調整、ケアプラン作成を行い、安心してご自宅で 

生活を送れるように支援を実施。 

要介護ケアプラン作成数：６７４件 

 

（２）地域包括支援センター事業 

  ア 包括的支援４事業 

   ①総合相談支援 

    高齢者やその家族からの介護、福祉などに関する相談を総合的に受けると 

ともに、必要に応じて訪問し実態把握を行い、必要なサービスにつなげる。 

ブランチ（２ヶ所）とも連携して各地域の喫茶やカフェなどで主張相談窓 

口を実施。 

   包括の相談件数 

 

 

総合相談 

 

 

 

項   目 件   数 

 訪問・出張による相談 ７５７ 

 電話による相談 ４，１００ 

 来所による相談 ４９４ 

 その他による相談 １４８ 

延べ相談件数  ５，４９９ 

  相談実人数 ８８２人 

 

 

 

 

 

 

 

相談内容 

 

 

 

 

 

 家族・家庭問題 ３４３ 

 経済・生活問題 １、００５ 

 介護サービスに関すること １，２８３ 

 介護予防サービスに関すること ９６５ 

 介護予防事業に関すること １４８ 

 福祉サービスに関すること ４９８ 

 保健・医療サービスに関すること ３９９ 

 虐待に関すること １９９ 

 成年後見制度の活用に関すること １７１ 

 生きがいづくり ３２ 

 その他 ４５８ 

述べ相談件数 ５，４９９ 

②権利擁護業務 

 高齢者虐待の早期発見・防止のための地域支援づくり、成年後見制度の利 

用促進、消費者被害防止のための情報提供をおこなう。医療関係者、地域住 
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民への相談窓口の周知、啓発活動や勉強会などを実施する。 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援 

 関係機関と連携して実施。また、ケアマネジャーが孤立しないよう支援す 

るため連絡会などを開催する 

 １）会議開催状況・地域ケア会議の開催 

   地域ケア会議（個別ケース検討）包括主催        １３回 

   地域ケア会議（個別ケース検討）包括・ブランチ共催    ６回 

   地域ケア会議（個別ケース検討）ブランチ主催       ７回 

   地域ケア会議（地域別ケア会議）            １０回 

   地域ケア会議（事例検証会議）              ２回 

   地域在宅サービスステーション連絡会議の開催      １２回 

   生活支援型サービス運営委員会の開催           ６回 

   地域密着型サービス運営推進会議への参加        １４回 

   その他ネットワーク構築のための会議開催・参加    １６９回 

   区地域包括支援センター運営協議会への参加        ４回 

   サービス利用調整会議                 ３３回 

   地域との関係づくり                  ３４回 

 ２）包括的・継続的ケアマネジメント 

   介護支援専門員個別相談件数           １，０４４件 

   居宅介護支援事業者連絡会の開催・参加         １８回 

   介護支援専門員への研修会の開催支援           ７回 

④介護予防ケアマネジメント 

 要支援と認定された方のケアプランを作成。また、要支援・要介護になる 

おそれのある方に介護予防事業を勧める等、介護予防と連携した事業を実施。 

 １）介護予防ケアプラン作成件数 

自包括作成件数  延べ １，５８０件 

委託先作成件数  延べ ６，９９８件 

     ２）二次予防ケアプラン受け渡し件数 

作成件数  延べ ３１０件 

⑤住宅改修支援事業            １件 

⑥家族介護慰労金支給事業         ０件 

  イ 地域別ケア会議の開催  

区内各地域で会議を順次開催して、高齢者支援に携わる地域支援者と関係者で、 

高齢者の生活・支援状況の共有、高齢者支援の課題の確認や解決方法の検討、顔 

の見える関係づくりを行い、高齢者や住民が安心して生活できる地域づくりを支 

援する。 

①桃陽地域「桃陽地域 民生委員連絡会」桃陽会館で６回開催 

・開催日時及び参加人数  

平成２７年 ４月２２日（水）午後７時００分～８時００分  ３０名 

平成２７年 ６月１７日（水）午後７時００分～８時００分  ２５名  
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平成２７年 ８月１９日（水）午後７時００分～８時００分  ２８名 

平成２７年１０月２１日（水）午後７時００分～８時００分  ２３名 

平成２７年１２月１６日（水）午後７時００分～８時００分  ２５名 

平成２８年 ２月１７日（水）午後７時００分～８時００分  １２名 

・内 容  地域からの活動報告、独居高齢者や支援困難事例の共有、要援護者 

の見守り支援の取組み検討、 

・参加者 地域（地区社協・民生委員・主任児童委員・連合町会役員）・区保健 

福祉課・区危機管理課・ブランチ・区社協・包括・福島区社協（10 月 

21 日欠席） 

②桃丘地域「桃丘地域別ケア会議」桃丘会館で２回開催 

・開催日時及び人数 

    平成２７年８月２８日（金）午後１時００分～午後２時３０分 １４名 

平成２８年２月２６日（金）午後１時００分～午後２時３０分 １９名 

・内 容  認知症サポーター養成講座、高齢者個別支援ケースの共有、情報交換 

        ・参加者  地域（民生委員・主任児童委員・民生委員児童委員協議会事務局）・ 

区薬剤師会会長・区役所保健福祉課・社協・ブランチ・包括 

     ③天王寺地域「天王寺ケアネット委員会」天王寺連合会館で１回開催 

・開催日時及び参加人数 

  平成２７年１２月４日（金）午後１時３０分～３時３０分  ２４名 

・内 容 「地域福祉についての意見交換会」 

      ・参加者 地域（地区社会福祉協議会、地区民生委員協議会）・区役所・区社協・ 

包括 

④五条地域「五条地域民生委員連絡会」五条会館で１回開催 

 ・開催日時及び人数 

   平成２８年２月５日（金）午後２時～２時３０分  １０名 

・内 容 「地域ケア会議について」「見守り相談室について」 

 ・参加者 地域（民生委員・主任児童委員・民生委員児童委員協議会 

事務局）、サポート天王寺職員、包括 

ウ 事例検証会議の実施 

  開催場所   在宅サービスセンターゆうあい ２階多目的ルーム 

第１回 
平成２７年１１月１１日（水）午前１０時～１２時   

・内  容   平成２６年度地域ケア会議の振り返り、五条地域事例振り返り 

・講  師   大阪市社会福祉協議会研修情報センター 沖田 裕子先生 

・参加人数  １１名（市社協１、区保健福祉１、区社協１、ブランチ２、 

包括６） 

第２回 
平成２８年１月１３日（水）午前１０時～１２時   

・内  容   地域ケア会議開催状況報告、生魂地域個別事例振り返り 

・講  師   大阪市社会福祉協議会研修情報センター 沖田 裕子先生 

・参加人数  ２４名（市社協１、民生委員６、主任児童委員１、ケアマネ 

ジャー３、区保健福祉２、サポート天王寺１、通所介護 
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事業所１、区社協１、ブランチ２、包括６） 

エ 地域福祉講演会「笑って合点！！成年後見制度まるわかり！！」開催  

・日  時 平成２７年７月２９日（水）午後２時００分～４時００分 

・場  所 天王寺区民センター １階ホール 

・内  容  

第１部 成年後見落語 落語家 桂ひな太郎師匠 

第２部 トークライブ  

進 行：桂ひな太郎師匠 

出演者：大阪市成年後見支援センター 相談員 横野 雅子氏 

市民後見人 鈴木 胤昭氏 

天王寺区役所保健福祉課  担当係長 池田  彰氏 

天王寺区地域包括支援センター  

チーフ 社会福祉士 瀬戸 英子氏 

オ 地域福祉フォーラム「新たな生活困窮者自立支援制度が意味するもの」開催 

・日  時 平成２７年１１月２６日（木）午後２時００分～４時００分 

・場  所 天王寺区民センター １階ホール 

・内  容 

基調講演「新たな生活困窮者自立支援制度が意味するもの」 

～地域に「支え合いのかたち」を創造する～ 

大阪市立大学大学院 教授 岩間 伸之氏 

パネルディスカッション  

進 行：岩間 伸之氏 

パネラーｰ：サポート天王寺 主任相談支援員 武内  雄一氏 

区民生委員児童委員協議会会長  ⻆野 桂治郎氏 

区地域包括支援センター 主査  中野村 加代氏 

ネットワーク強化事業管理者    金城  好子氏 

カ 相談窓口の開催 

①カフェ方式の相談スペースの実施 相談件数 ６３件 

名称 相談 開催日 開催場所 
ゆうあいカフェ ３０ 毎月第１水曜午後２～４時 ゆうあい３階にこにこルーム 

老人福祉センターカフェ ３３ 毎月第１水曜午後２～４時 区民センター３階 

  ②出張相談窓口（ブランチと協力開催）９地域のふれあい喫茶と小宮住宅で 

実施 計１０２回実施 相談件数１４７件 

天王寺 大江 聖和 五条 桃丘 生魂 桃陽 味原 真田山 小宮 計 

７ １１ １０ １２ １０ １１ １１ １０ １０ １０ １０２回 

（相談件数） 

１３ １３ １６ １６ ９ １４ １７ １２ １６ ２１ １４７件 

    ・小宮は「ふれあい広場」に参加   

開催場所：小宮住宅１号棟 集会所  

キ 家族介護支援事業 

①「認知症を予防する生活習慣」 
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日  時  平成２７年１１月３０日（土）午後２時００分～午後３時３０分 

場  所  ゆうあい２階多目的ルーム 

講  師  NPO 法人認知症予防サポートネット 事務長 福田 晃氏 

参加人数  ３５名  

②「筋力づくりは元気の基」 

日  時  平成２８年２月１日（月）午後２時００分～午後３時３０分 

場  所  ゆうあい２階多目的ルーム 

講  師  リズム体操研究会 理事 平田 和美氏 

参加人数  ３１名  

ク 認知症サポーター養成講座への協力 

        定例４回、出前講座１２回 

ケ 和みの会(介護者家族の集い)活動への協力  ９回・延べ１０９名参加  

コ 食事サービス運営委員会の開催      ６回 

     ５３件審査 ５１件決定（新規３６件+再アセスメント１５件） 

却下２件 

サ 二次予防事業把握のための講演会 ５回開催 

     開催地域：大江１、五条２、桃陽１、真田山１ 

シ 天王寺区在宅医療・介護連携推進会議への参加 

・開催場所  天王寺区役所 ３階 講堂 

 ・開催日時及び参加人数 

①第１回  平成２７年５月２８日（木） 午後２時～４時 ３１人 

     ②第２回  平成２７年８月 ６日 木） 午後２時～４時 ２４人 

     ③第３回  平成２７年１２月３日（木） 午後２時～３時３０分 ３０人 

     ④第４回  平成２８年２月２５日（木） 午後２時～４時 ２５人 

ス 大阪赤十字病院病薬連携 ～吸入指導～ の会への参加 

・日  時 平成２７年９月６日（日） 午後１時３０分～５時００分 

・場  所 大阪府薬剤師会館 大ホール（大阪市中央区和泉町１－３－８） 

・内  容 『呼吸機能と吸入療法』 

ミニレクチャー「気管支喘息と COPD の現状」丸昌薬局 堀越 博一氏 

          特別講演Ⅰ「ゲームでわかる？！閉塞性肺疾患」独立行政法人国立病院 

機構東近江総合医療センター 呼吸器内科医長 小熊哲也氏 

実習とディスカッション「呼吸機能検査と肺の力ゲーム・ピークフロー・ 

デバイス確認」大阪赤十字病院 呼吸器内科 副部長 吉村 千恵氏 

小児科 医師 肥田 晋矢氏 

薬剤部 小間   実氏 

  ・参加人数 ７０名 

セ 実習生の受け入れ 

   ①社会福祉士 （日本福祉大学２名、関西福祉科学大学２名） 

     平成２７年９～１０月 １８０時間 

   ②看護師１名（兵庫県看護協会 認定看護師教育課程訪問看護コース） 

    平成２７年１１月１９日（木）～２０日（金）６時間×２日 
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ソ 啓発事業 
        ゆうあい No.５１号（平成２７年６月１４日発行）  

・７月２９日地域福祉講演会の開催周知（１面） 

・ゆうあいカフェ、老人福祉センターカフェ開催報告（２面） 

・地域別ケア会議の報告（２面） 

ゆうあい No.５２号（平成２７年９月１２日発行） 

  ・講演会「筋肉づくりは元気の基」の開催周知 

ホームページでの事業紹介 

・ゆうあいカフェ・老人福祉センターカフェ 

・地域別ケア会議、家族介護支援事業など 

 

（３）介護予防事業 
平成１８年度より実施している介護予防事業は、平成２３年度より「運動器の機能 

向上」「口腔機能向上」「栄養改善」の３種類の事業を統合した「複合型プログラム」 

に変更。対象となるのは、６５歳以上の高齢者で「基本チェックリストにより「二次 

予防事業対象者」となり、さらに医師による診察の結果を受け「介護予防プログラム 

利用が望ましい」と判断された人が「通所型介護予防事業複合型」と「通所型閉じこ 

もり等予防事業」に参加できる。 

(通所型介護予防事業 複合型) 

１クール……２０回（運動器１４回、栄養３回、口腔３回） 

①運動器の機能向上プログラム… 

    立つ、座る、歩く、階段を昇り降りする等の、基本的な日常動作に必要な筋力を 

つけ、転倒予防を目的としたトレーニングを行う。 

②栄養改善プログラム… 

    高齢期の食生活のポイント（バランスの食事内容など）について講義や実習など 

を通じて学ぶ。 

③口腔機能向上プログラム… 

    口腔内の清潔を保つことや、しっかりと噛み安全に飲み込む力を高めることによ 

り、食事や会話を楽しめるよう、歯磨きや健口体操等について学ぶ。 

     平成２７年度 ４月～３月 実施クール数 １６クール 

運動器の機能向上プログラム 参加延べ人数  １，３６２人  

栄養改善プログラム 参加延べ人数    ２４６人 

口腔機能向上プログラム 参加延べ人数    ２５６人 

参加延べ人数合計 １，８６４人 

(通所型閉じもこもり等予防事業) 

１クール……６回（月１回） 

通所型閉じこもり等予防事業（なにわ元気塾）（平成２４年度から９地域で実施） 

     生活機能が低下した高齢者（二次予防事業対象者）および閉じこもりがちな高齢者 

に対し、からだを動かし地域の人と交流の機会をもつことで、認知機能の活性化や社 

会性の広がりを図る。また、本事業の参加をきっかけとして外出の機会を増やすなど、 

要支援、要介護状態になることをできる限り予防し、自立した活動的な生活を送るこ 

とができるように支援する。 

     延べ利用者数   

天王寺   ７５人   大  江   １３５人  聖  和    ２４７人 
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五  条    ９５人    桃  丘   １００人    生  魂    １０３人 

桃  陽  ２０９人  味  原   １７３人    真田山    １７０人 

                         ４月～３月 計 １，３０７人 

 

（４）子育て活動支援事業、大阪市ファミリー・サポート・センター事業及び地域 

子育て支援拠点事業（ひろば型）【子ども・子育てプラザ】 

①子育て活動支援事業 

次代を担う子どもの健やかな育成を図り、家庭や地域の子育て力を高めるため、 

在宅で子育てを行っている家庭や地域の子育て活動を支援するとともに、乳幼児期 

の親子や子育て支援関係者、就学期の子どもたちが集い交流する機会を提供する。 

(1)子育て情報の収集、管理、提供 (2)地域の自主的な子育て活動への支援 

(3)子育て中の親子の支援 (4)児童の健全育成事業 (5)地域関連事業  

(6)区独自事業 

1)ジュニアクラブ活動への協力 

2)「子育て愛あいフェスティバル」等をはじめとする区事業への協力 

(7)一般利用 

１）利用状況 

開設日数 ２９３日 

登録者数 

乳幼児 １，４２８人 

乳幼児保護者 １，１１１人 

児童 ６４６人 

計 ３，１８５人 

自主的な子育て

活動支援 

地域子育て支援サー

クル出前講座等 

実施回数 １０回 

参加人数① ４５１人 

子育て中の親子

の支援 

講座・イベント 

実施回数 ７７回 

参加人数② １０，１９４人 

平均参加人数 １３２人 

一般開放 
参加人数③ ７，３６６人 

平均参加人数 ２５人 

児童の健全育成 

自由な遊び場の提供 
参加人数④ ９，３９５人 

平均参加人数 ３２人 

行事 
実施回数 ５６回 

参加人数⑤ ８０９人 
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平均参加人数   １４人 

地域関連事業 
世代間交流・地域イベ

ント参加等 

実施回数 １８回 

参加人数⑥ ２，４２５人 

一般利用 

子育てサークル 

一般サークル 

サークル団体数 ４団体 

利用回数 １１３回 

参加人数⑦ １，１７４人 

区事業 区事業への協力等 参加人数⑧ ２，７４４人 

計（①～⑧） ３４，５５８人 

②ファミリー・サポート・センター事業 

子どもの預かり、幼稚園や保育所などへの送迎等、臨時的・突発的な保育ニーズに 

応えるために、子育ての援助を行いたい人(提供会員)と援助を受けたい人(依頼会員)と 

を組織化し会員同士による子育ての相互援助活動を実施するための調整業務等の実施。 

   １）会員数 

会員種別 
会員数 

男 女 計 うち新規 

依頼会員  ７  １４３ １５０ ５４ 

提供会員 ２ ４４ ４６ ５ 

両方会員  ０ １８ １８ ３ 

計 ９ ２０５ ２１４ ６２ 

   ２）活動件数 

活動内容 活動件数 

保護者の急用・病気 １０６ 

保育所関係施設の開始前・終了後の預かり ２８２ 

施設への送迎 ５８６ 

放課後・いきいき活動後 ４９７ 

仕事と育児の両立支援 １０９ 

保護者の求職活動のとき  ０ 

リフレッシュのとき ４ 

計 １，５８４ 
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③地域子育て支援拠点事業 

乳幼児をもつ親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、交 

流を図り、育児相談などを行う場を身近な地域に設置することにより子育てと仕事の 

両立支援にとどまらず、地域の実情に応じたきめ細やかな子育て支援サービスを提供。 

(1)子育て親子の交流の場の提供と交流の促進  

(2)子育てに関する相談及び援助の実施  (3)地域の子育て関連情報の提供  

(4)子育て及び子育て支援に関する講習の実施  (5)その他 

１）利用状況 

開設日数 ２４１日 

交流の場の提供 
参加人数① １６，６７６人   

平均参加人数 ６９人 

子育て支援講習  

実施回数 １２回 

参加人数② ４４３人 

平均参加人数 ３７人 

ブックスタート 

実施回数 １５回 

参加人数③ ２１７回 

平均参加人数 １４人 

計（①～③） １７，３３６人 

 

 

（５）ボランティア・市民活動センターの運営 
① ボランティア需給調整事業 

1)ボランティア登録者数（28.3.31現在） 

・個人登録       ２００人 （Ｈ２７年度新規登録者       ３人） 

・グループ登録  ３９Ｇ ３６７人 （Ｈ２７年度新規登録Ｇ ３Ｇ １７人）  

2)援助依頼に関する相談・対応件数 

１）前年度（平成２６年度）からのボランティア活動継続数       ４４件  

２）今年度（平成２７年度）ボランティアに関する相談・問合せ等  １，０５９件  

 

内    訳 

  

・ボランティアを紹介  （  ２８件） 

・他機関等を紹介（調整）  （  １２件） 

・情報提供 （  １０件） 

・依頼者側のキャンセル （   ５件） 

・その他  （１，００４件） 

３）訪問・打合せ回数  （  ２４件） 

４）ボランティア活動回数  （ ７５４件） 

５）延べ活動人数  ２，５１０人  
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② 平成２７年度養成研修事業  

 事  業  名  称 開催日時・内容・講師・参加人数等 

１ 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

６ 

わが家の災害対応ワー

クショップ 

 

 

 

 

ボランティア養成講座 

 

 

 

 

 

 

傾聴講座 

 

 

 

 

 

 

 

コモンセンス・ペアレ 

ティング 

（つぼみの会共催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

コモンセンス・ペアレ

ティング（フォローア

ップ講座） 

（つぼみの会共催） 

 

傾聴を学ぼう 

日 時 27.7.25（土）10：00～12：00 

内 容 ①身の回りを知る 
②災害時をイメージする 

③対応を考える 
講 師 山本 隆 

参加者  19 人   
 

日 時 27.8.1（土）10：00～12：00 
内 容 ①ボランティアとは何か 

    ②ボランティアを楽しむコツ 
    ③ボランティアの可能性を考えましょう！ 

    ④天王寺区のボランティアグループ紹介 
講 師 椋木 美緒 

参加者  ４人    
 

日 時 ①27.8.21（金） ②8.28（金） ③9.1（火） 
10：00～12：00 

内 容 ①傾聴とは・ボランティア心得、聴き方体験 
    ②聴き方のくせ、ロールプレイ、注意事項 

    傾聴体験（きたやま苑・えがおデイ・りんごの木） 

    ③「傾聴体験」振り返り・ロールプレイ 

講 師 長原 洋子 
参加者  ①23 人 ②23 人 ③18 人  

 
日 時 ①27.4.23 ②5.14 ③5.28 ④6.11 ⑤6.25  

⑥7.9 ⑦9.10（いずれも木曜日)10:00～12:00 
内 容 ①発達・適切な期待値・育み 

    ②見せて話す・良い結果と悪い結果 
    ③効果的なほめ方 

    ④予防的教育法 
    ⑤問題行動を正す教育法 

    ⑥自分をコントロールする教育法 
    ⑦家族の伝統・復習 

講 師 サンシャイン CSP トレーナー 
参加者  ①18 人 ②19 人 ③19 人 ④18 人 ⑤19 人  

⑥13 人 ⑦15 人 
 

日 時 27.10.1（木）10：00～12：00 
内 容 怒鳴らない子育て 

講 師 香川 芳美 
参加者  15 人    

 
 

日 時 ①27.11.5（木） ②11.12（木） 
10：00～12：00 
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７ 

 

 

 

８ 

 

 

 

（つぼみの会共催） 

 

 

 

地域で支え合う 

～親が行う親支援～ 

（つぼみの会共催） 

 

災害ボランティア養成

講座 

内 容 傾聴とは、ロールプレイ 

講 師 長原 洋子 
参加者  ①23 人 ②22 人  

 

日 時 28.3.8（火）10：00～12：00 

内 容 親が行う親支援 
講 師 井上 芳子 

参加者  14 人  
 

日 時 ①28.2.9(火) ②2.20（土）③2.27（土） 
10：00～12：00 

内 容 ①災害ボランティア基礎講座・車いす体験 
    ②避難所運営ゲーム（HUG） 

    ③備蓄品を使った調理 
講 師 ①区社協職員 ②区社協職員 ③原田育代 

参加者  ①９人 ②15 人 ③20 人 

 
③啓発事業 

1)天王寺区ボランティア通信の発行 

・隔月発行：１回につき２００部 

関係機関団体、ボランティア登録者に発送、及び窓口設置等 

・各種ボランティアに関する情報や各種講座・イベントの紹介 

2)ボランティア活動情報誌「コンボ」へのチラシ等挟み込み及び地下鉄への配架。 

地下鉄谷町九丁目駅へのチラシ等配架 

3)各種ボランティア活動情報（パンフレット・ビラ等）配布  

窓口設置、各行事などで配布 

④ その他の事業 

1)ボランティア交流会の開催 

毎月第４水曜日  １３時３０分～１５時３０分 （１２月は第２水曜日） 

登録ボランティア同士の研修、交流を図る。（スキルアップ講座、井戸端交流会、 

施設見学など）  延べ参加者数 １１５人 

2)ボランティアグループ支援活動 

各種ボランティアグループの活動支援                    

登録ボランティアグループの例会・行事などの活動支援 

3)ボランティア養成講座及びフォローアップ講座の開催 

4)ボランティア保険の受付 

5)福祉ボランティア活動応援資金の受付（１５グループ） 

 

 

４ その他 
エコキャップ回収運動の推進（ワクチンで世界の多くの子どもたちの命を救おう） 

・ペットボトルのキャップを集めてワクチンにかえる活動に協力。 

・平成２７年度より、地域の方々から寄せられたキャップは大阪市立中央授産場の事業 

 と一体化を図ることにした。 

・平成２７年度大阪市立中央授産場取扱い  

エコキャップ １１２，８３４個  ワクチン １６９人分 


