
平成 26 年度 社会福祉法人 交野市社会福祉協議会 

事業報告 

1．理事会、評議員会の開催 

年 月 日 会 議 名 案    件 

平成 26年 5月 29日（木） 

理事会 

1.理事の欠員補充による選任について 

2.評議員の欠員補充による選任について 

3.平成 26年度事業報告について 

4.平成 26年度一般会計決算について 

評議員会 

1.理事の欠員補充による選任について 

2.評議員の欠員補充による選任について 

3.平成 26年度事業報告について 

4.平成 26年度一般会計決算について 

平成 27年 3月 30日(月) 

理事会 

1.給与に関する規則の一部を改正する規則に 

ついて 

2.平成 26年度一般会計補正予算について 

3.平成 27年度事業計画について 

4.平成 27年度一般会計予算について 

評議員会 

1.給与に関する規則の一部を改正する規則に 

ついて 

2.平成 26年度一般会計補正予算について 

3.平成 27年度事業計画について 

4.平成 27年度一般会計予算について 

 

2．北河内地区社会福祉協議会連絡会 

北河内地区各市の社会福祉協議会事業の情報交換、役職員の資質向上を目的として、

今年度は本市が担当市として以下のとおり会議及び研修会を開催した。 

［会議］ 

年 月 日 会 議 名 案    件 

平成 26年 7月 31日（木） 
北河内地区社会福祉

協議会連絡会 

1.平成 25年度本連絡会会計報告について 

2.平成 26年度本連絡会事業計画（案）に 

ついて 

3.平成 25年度各市社協事業報告・決算に 

ついて 

4.平成 26年度各市社会福祉協議会事業計 

画・予算について 

5.大阪府社協からの連絡事項 

平成 26年 8月 26日（火） 
河北ブロック担当職

員会議 

1.平成 26年度研修会について 

2.各市社協の取組みについて情報交換 



平成 27年 2月 12日（木） 
北河内地区社会福祉

協議会連絡会 

1.本連絡会研修会の報告について 

2.大阪府社協からの連絡事項 

3.大阪府市町村社協連合会次期役員候補 

について 

4.各市社協との情報交換 

 

［研修会］ 

年 月 日 平成 26年 12月 15日（金） 

内  容 災害にも強い地域づくりを目指して～社協は組織としてどう動くべきか～ 

講  師 佛教大学 福祉教育開発センター 講師 後藤 至功氏 

参加人数 42人 

 

3．会員募集（協力団体：区長会・校区福祉委員会） 

社協が行う社会福祉事業の推進のための財源として活用している。 

会 員 別 会 費 額(円) 

一 般 会 員 並びに 特 別 会 員 5,255,176 

企  業  賛  助  会  員 551,600 

組  織  構  成  会  員 56,800 

合    計 5,863,576 

 

4．虹色ネットワーク会議 

 第 2期交野市地域福祉活動計画推進のため、地域福祉活動の進捗状況の把握や課題整

理を行い、主体的に計画（プロジェクト）の推進を行った。 

また、地域福祉を推進する者それぞれができることを一緒に考え、第 3期交野市地域

福祉活動計画策定に反映していけるよう意見交換を行った。 

 

年 月 日 内  容 

平成 26年 6月 16日（月） 
1.地域福祉活動計画取り組み項目別評価について  

2.今年度推進する取り組みについての意見交換 

平成 27年 1月 23日（金） 
1.地域福祉推進体制について 

2.平成 26年度進捗状況について 

 

5．第 2期 交野市地域福祉活動計画進捗会議 

年 月 日 内  容 

平成 27年 3月 18日（水） 

1.会議の位置づけ 

平成 25年度進捗会議以降の経過説明について 

2.第 2期交野市地域福祉活動計画（中項目） 

評価分析と結果について 

3.今年度実施の取り組み報告と振り返りについて 

 



6．ごきげんさん運動の取り組み 

1)キャンペーン活動 

 

2)啓発内容 

 啓発物品（のぼり旗、タスキ、缶バッジ、啓発ティッシュ、マグネットシート） 

 啓発活動（駅・保育園のにじまるちゃん巡回、公用車・青パトによる市内巡回等） 

 

3)校区福祉委員会の取り組み 

校区名 内 容 

旭 
登下校時の見守りを兼ねて実施（交差点 6カ所、旭小南門前等） 

旭小児童製作「あいさつ運動ポスター原画展」の開催 

岩船 
6月、10月を強化月間として毎日実施 

（小学校門前や通学路、地域巡回などを 3地区に分かれて実施） 

交野 毎月第 1週目に実施（交野小学校校門前 4ヶ所）、広報で協力者を募集 

私市 私市駅・河内森駅・私市区中道・通学路等、下校時間や土日に実施 

倉治 
毎月第 1週目、児童の登校時に各種団体と協力して活動を実施（7ヵ所）  

夏休みの地域安全パトロール活動 

郡

津 

郡津 登校時、郡津駅、交野幼稚園前交差点で実施。 

幾野 登校時、4ヵ所で実施（バス停や店舗前、交差点など） 

松塚 登下校時、5ヵ所、喫茶「松の実」等平常時から実施 

長宝寺  登校時、小学校の正門前で実施 

藤が尾  月～金、登校時に通学路全域で実施、毎日 15人程度の協力員が参加 

星田 
 毎月第 1・第 3火曜日の登校時、星田小学校付近で実施 

強化週間期間中は、登下校時に実施 

妙見坂 
 毎月第 2・第 4水曜日の登校時、妙見坂小学校付近で実施 

 強化週間期間中は、登校時各地区に分かれ、校区内 9ヵ所で実施 

期間 
【第 7回】平成 26年 6月 2日～6月 6日 

【第 8回】平成 26年 10月 6日～10月 10日 

参加者数 
【第 7回】1,958人 

【第 8回】1,465人 

参加団体 

民生委員児童委員、更生保護女性会、PTA、青少年指導員、校区福祉委員会、ボ

ランティアグループ、星友クラブ、ナルク、身障福祉会、商業連合会、福祉施

設、介護保険事業所、市・社協職員等 

実施場所 
京阪 4駅(郡津駅・交野市駅・河内森駅・私市駅)、JR2駅(河内磐船駅・星田駅) 

交野市内小中学校前および通学路等 

活動内容 

駅前・小中学校でのあいさつ、各校区内における登下校時の見守り・声かけ活

動、ボランティアグループの PR活動、公用車・青パトによる市内巡回、にじ丸

ちゃんの巡回 

 協力団体（小中学校、公共施設、福祉施設、校区福祉委員会、福祉関係団体、公立幼稚園、

私立幼稚園、介護保険事業所、市役所、ゆうゆうセンター内等） 



7．健康福祉フェスティバルふれあい広場の開催 

平成 26 年 11 月 9 日（日）に、第 23 回健康福祉フェスティバルが開催され、当日は

延べ約 3,882人の参加があった。雨天の為、「ふれあい広場」でのステージが中止とな

ったため、１階ロビーで共同募金活動を行った。広場では雨天にも関わらず多くの福祉

団体等の参加があり、バザーや模擬店、団体活動紹介パネル展示を通し、市民や関係機

関・団体間の交流ができた。 

社協は展示活用室にて、「みんな集まれ！！憩いの広場」と題して、各担当業務の紹

介、校区福祉委員会活動の紹介、クリアファイルの絵付け、スタンプラリー、サザエさ

ん体操などを行った。 

地域包括支援センターは、ブランチ（在宅介護支援センター）と共に、「高齢者の身

体を体験してそのこころを学ぼう～みんなで築こうやさしい町を～」と題して、小・中

学生と保護者を対象に高齢者の疑似体験を行った。 

 

年 月 日 会 議 名 案  件 

平成 26年 6月 9日(月) 

第 1 回交野市健康福祉フ

ェスティバル実行委員会

事務局会議 

1.今年度の開催日程について 

2.各課の役割分担について 

3.その他 

平成 26年 7月 28日(月) 

第 2 回交野市健康福祉フ

ェスティバル実行委員会

事務局会議 

1.参加団体意向調査の結果について 

2.部屋割り(案)について 

3.ふれあいホール(案)について 

4.第 1回実行委員会の開催について 

5.その他 

平成 26年 8月 8日(金） 

第 1 回交野市健康福祉フ

ェスティバル実行委員会 

1.平成 25年度実施状況について 

2.平成 26年度実施計画について 

3.平成 25年度決算・監査報告について 

4.平成 26年度予算について 

5.その他 

第 1回ふれあい部会 

1.委員紹介 

2.平成 26年度実行委員会報告 

3.平成 26年度役員選出について 

4.平成 25年度の概況報告 

5.平成 26年度の催しについて 

6.その他 

平成 26年 9月 19日(金) 第 2回ふれあい部会 
1.催し物等について 

2.その他 

平成 26年 10月 14日(火) 第 3回ふれあい部会 

模擬店出店者に対して 

1.食品衛生講習会(保健所より) 

2.危険物取扱説明会(消防本部より) 



平成 26年 10月 27日(月) 

第 3 回交野市健康福祉フ

ェスティバル実行委員会

事務局会議 

1.平成 26年度直前検討課題について 

2.進行マニュアルについて 

3.来場者カウントスケジュールにつ 

いて 

4.ゆるキャラスケジュールについて 

5.役割担当について 

6.物品仕分けについて 

7.アンケートについて 

8.その他 

平成 26年 11月 25日(火) 

第 4 回交野市健康福祉フ

ェスティバル実行委員会

事務局会議 

1.来場者状況について 

2.アンケート集計結果について 

3.意見交換 

4.反省会の開催について 

5.その他 

平成 26年 12月 2日(火) 

第 4回ふれあい部会 

（反省会） 

1.アンケート結果について 

2.意見交換 

3.その他 

第 2 回交野市健康福祉フ

ェスティバル実行委員会 

1.アンケート結果の報告について 

2.健康フェア部会及びふれあい部会 

からの報告について 

3.反省等意見交換について 

4.その他 

 

8．交野市社会福祉施設地域貢献連絡会 

1 

年 月 日 平成 26年 6月 2日（月）～6月 6日（金） 

名  称 ごきげんさん運動 

内  容 

・校区福祉委員会と連携し地域でのあいさつ運動 

・啓発グッズの活用による啓発活動 

・施設独自の取り組み 

2 

年 月 日 平成 26年 7月 25日（金） 

名  称 研修会 

内  容 

テーマ：「生活困窮への新たな支援制度の取り組みについて」 

    ～福祉に携わる者の役割とは～ 

講 師：厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 

    自立支援専門調査員 高橋 英之氏 

参加人数 102人 

3 

年 月 日 平成 26年 10月 6日（月）～10月 10日（金） 

名  称 ごきげんさん運動 

内  容 

・校区福祉委員会と連携し地域でのあいさつ運動 

・啓発グッズの活用による啓発活動 

・施設独自の取り組み 



その他、涼み処や地域ふくし協力事業所の協力、地域での会議に積極的に参加した。 

※交野市社会福祉施設地域貢献連絡会の活動年度は 1月～12月 

 

9．地域ふくし協力事業所 

  

 

 

4 

年 月 日 平成 26年 12月 17日（木） 

名  称 役員会 

内  容 

1.施設と地域のつながりアンケートについて 

2.平成 27年総会及び研修会について 

3.ホームページについて 

5 

年 月 日 平成 27年 2月 16（月） 

名  称 総会・研修会・施設見学会 

内  容 

【総会】 

1.平成 26年事業報告及び決算報告 

2.平成 26年決算監査報告 

3.平成 27年事業計画と予算 

4.新加入施設「サール・ナートかたの」の紹介 

【研修会】 

テーマ：交野市の生活困窮者自立相談支援事業の現状について 

報告者：交野市社会福祉協議会 寺嶋 幸司、小野田 和 

【施設見学会】 

見学先：サール・ナートかたの 

6 

名  称 社協だより 施設紹介の掲載 

内  容 

・ふじがお丘保育園 

・くらじワークセンター 

・わかば保育園 

・介護老人保健施設 青山 

目 的 

・地域住民の交流機会の充実 

・身近で相談できる環境づくり 

・地域福祉活動拠点の確保 

内 容 

・スペースの提供 

・障がい者用トイレの提供 

・会議室や活動室の貸し出し 

啓 発 
・ステッカー 

・ミニのぼり旗 

実 績 

【涼み処】の開設 

 ・期間 平成 26年 7月 1日（火）～9月 30日（火） 

・市内 42カ所 

 ・熱中症対策 

 ・社会福祉施設、店舗の地域開放 



10．広報活動 

1）社協だより「ふれあい」 

 社会福祉協議会の活動を多くの人に知ってもらうために「社協だより」を年間 4回 

発行し市広報紙と同時に配付した。 

 ※賛助会員の企業や情報交換のために大阪府内の社会福祉協議会にも配布した。 

 

 5月号（第 121号） 8月号（第 122号） 11月号（第 123号） 2月号（第 124号） 

編集委員会 

開催日 

平成 26年 

4月 7日（月） 

平成 26年 

7月 2日（水） 

平成 26年 

10月 3日（金） 

平成 27年 

1月 6日（火） 

配布部数 29,777部 29,745部 29,703部 29,816部 

企業賛助会員 118部 118部 118部 118部 

その他 

(市・府内社協） 
50部 50部 50部 50部 

 

2）社協マスコットキャラクターPR活動 

 社協をより広く PRするために、天の川星まつりや健康福祉フェスティバルなどへ、

職員がマスコットキャラクター“にじ丸ちゃん”の着ぐるみを着て参加した。 

 また、「あいさつ・声かけ運動」の強化週間には駅や保育園、校区福祉委員会が主催

するクリスマス会等でも PR活動をおこなった。 

 

3）社会福祉協議会のホームページ作成・更新 

①新着情報、②社協について、③小地域ネットワーク活動、④ボランティアセンター、

⑤軽度生活援助事業や配食サービス等の在宅福祉、⑥地域包括支援センター、⑦保健師

だより、⑧資金貸付（大阪府社協にリンク）等を中心に情報を発信し、平成 26 年度よ

り「生活困窮者自立相談支援事業」のページを追加した。 

 

11．ボランティア活動推進事業 

ボランティアセンターを拠点に、ボランティアグループ連絡会と協働し、それぞれの

市民が求める支援活動をするとともに、ボランティアの育成に努めた。 

1）交野市立ボランティアセンターの利用状況 

①ボランティアセンターの相談件数 

ボランティア活動相談(初回) 74件 

ボランティア依頼相談（初回） 
個人 22件 

団体 27件 

その他の相談 23件 

 

②ボランティア登録状況 

ボランティアグループ連絡会所属グループ 15団体 

その他のグループ 10団体 

登録ボランティア人数 479人 

 

 



③ボランティア依頼件数 

ボランティア依頼件数（個人） 147件 

ボランティア依頼件数（団体） 222件 

 

④ボランティアセンターの活動室をボランティアグループ連絡会所属グループ以外の

グループへ貸出し、市内のボランティア活動の拠点となるよう努めた。 

利用回数（延べ） 730回 

利用人数（延べ）  10,525人 

 

⑤今年度から２階フリースペースを開放し、活動拠点の拡大に努めた。 

利用回数（延べ） 58回 

利用人数（延べ）  201人 

 

2)ボランティアスクールの実施 

①一般市民に対してボランティア活動の啓発を行う講座を開催した。 

1 

年 月 日 平成 26年 7月 14日(月) 

内  容 つながり・ひろがり・仲間づくり～一歩踏み出してみませんか～ 

講  師 吹田傾聴「ほほえみ」代表 長谷川 美津代氏 

参加人数 14人 

2 

年 月 日 平成 26年 7月 15日（火） 

内  容 

・さまざまなボランティア活動を知る 

・ボランティアセンターでの活動について 

・ボランティア活動にふれる 

講  師 

交野市社会福祉協議会 中島 麻也子 

交野市社会福祉協議会 宅間 千尋 

ボランティアコーディネーター 天場 元美 

交野市ボランティアグループ連絡会 おもちゃ作りとニュースポ

ーツ・演芸「玉手箱」 

交野市ボランティアグループ連絡会 点訳「虹の会」 

参加人数 12人 

 

②「キッズボランティア大作戦」と題し、小学 4年生から 6年生を対象に福祉教育とボ

ランティア育成の講座を開催した。 

1 

年 月 日 平成 26年 8月 5日(火) 

内  容 

・「ボランティア活動」ってなに？ 

・コミュニティソーシャルワーカー（CSW)って？ 

・ボランティアグループ「玉手箱」との交流 

・自分たちにできること 

講  師 

ボランティアコーディネーター 天場 元美 

交野市社会福祉協議会 中島 麻也子 

交野市ボランティアグループ連絡会 おもちゃ作りとニュースポ

ーツ・演芸「玉手箱」 

参加人数 8人 



2 

年 月 日 平成 26年 8月中 

内  容 ボランティア体験プログラムに参加 

講  師 各福祉施設 職員のみなさん 

参加人数 6人 

3 

年 月 日 平成 26年 8月 20日(水) 

内  容 

・福祉施設でのボランティア体験 

・共同募金・ボランティア活動について 

・参加者交流会「活動を振り返って」 

講  師 
ハートフルステーションいわふね 職員のみなさん 

キッズボランティア卒業生 

参加人数 11人 

 

3)シニアボランティア育成 

福祉有償運送の運転ボランティア講座として新たなボランティア活動の担い手の 

 育成を行った。 

1 

年 月 日 平成 26年 9月 17日(水) 

内  容 
・福祉・ボランティア活動について 

・ボランティア活動者の体験談 

講  師 ボランティアコーディネーター 天場 元美 

報 告 者 木村 博計氏、山際 和彦氏 

参加人数 1人 

2 

年 月 日 平成 26年 10月 20日(月)・21日(火) 

内  容 運転協力者講習会 

講  師 関西ＳＴＳ連絡会 柿久保 浩次氏、伊良原 淳也氏 

参加人数 1人 

 

4）福祉教育の実施 

①福祉教育やボランティア学習を行った。 

 団体名 回数 年 月 日 内   容 
参加 

人数 

1 
交野市 

子どもプラン 
1回 平成 26年 12月 14日（日） 

・福祉やボランティア活 

動について 

・バリアフリー体験 

19人 

2 
星田 

小学校 
2回 

平成 26年 10月 8日(水) 

平成 26年 11月 7日(金) 

・朗読グループ「あい」、 

点訳「虹の会」による 

人権教育 

（アイマスク・点字） 

132人 

 

②ボランティア体験プログラムの実施（大阪府社会福祉協議会との共催事業） 

 大阪府社会福祉協議会との共催事業として、ボランティア活動の啓発を目的に市内福

祉施設での夏のボランティア体験を実施した。市内で 39人がボランティア体験をした。 

 

 



【体験受け入れ施設】 

施設名 人数 施設名 人数 

特別養護老人ホーム 美来 4人 特別養護老人ホーム あおやま 1人 

特別養護老人ホーム 天の川明星 4人 デイサービスセンター天の川 3人 

デイサービス いわふねの森 5人 Ｃａｆｅスタッキー 2人 

デイサービスセンター 美来 10人 交野保育園 4人 

デイサービスセンター あおやま 1人 きんもくせいデイサービスセンター 2人 

ミルキーウエイ 生活介護 3人 

 

5)ボランティア研修事業 

①ボランティアグループ・市民活動団体リーダー研修会の実施 

 ボランティアグループ・市民活動団体のリーダーを対象象にリーダーとしてのスキル

アップ研修を行った。 

年 月 日 平成 26年 9月 30日(火) 

内  容 認知症サポーター養成講座 

講  師 交野市社会福祉協議会 今井 玲美、キャラバン・メイト 

参加人数 29人 

 

②登録ボランティア・市民活動団体研修会 

 ボランティアセンターの登録ボランティア、市民活動団体、ボランティア活動者を対

象に仲間づくりやボランティア活動とは何かを改めて考える機会とし、今後の活動に活

かしていくことを目的としたスキルアップ研修を行った。 

年 月 日 平成 26年 7月 31日(木) 

内  容 一人ひとりの思いを形にするボランティアのあり方～仲間の和を～ 

講  師 あそびの工房もくもく屋 事務局長 田川 雅規氏 

参加人数 53人 

 

6）社会福祉協議会での災害に備えた取り組み 

①災害ボランティア研修会の実施 

災害に備え、市民に対し災害ボランティアの研修会を行い、災害ボランティア事前登

録を実施した。平成 26年度末現在、63人が災害ボランティア事前登録をしている。 

年 月 日 平成 27年 3月 19日(木) 

内  容 災害に備えて 

講  師 元大阪市危機管理室勤務 防災士 辻本 晴美氏 

参加人数 31人 

 

②災害ボランティア・コーディネーター研修会の実施 

災害時に災害ボランティアセンターの運営を円滑に行えるように、災害ボランティア

センターの運営をする災害ボランティア・コーディネーターの育成を行った。 

年 月 日 平成 27年 1月 26日(月) 

内  容 災害ボランティアの役割について 

講  師 交野市社会福祉協議会 中島 かをる 

参加人数 26人 



 

7）エコキャップ運動への取り組み 

ペットボトルの再資源化とその収益で世界の子どもにワクチンを届けるという一般社

団法人イーコトキャップの取り組みに協力している。 

①エコキャップ運動実績 

キャップ回収数 ワクチン数 

491,600個 307,25人分 

注）エコキャップ 1,600個で 1本（1人）分のポリオワクチンとなる。 

 

②ペットボトル分別協力（キャップについているシールの取り除きや洗い作業等） 

 交野市ボランティアグループ連絡会（ボランティアグループほほえみ）に依頼 

 

12．福祉協力校の取り組み 

福祉教育・実践学習の機会の提供と体験・交流活動を推進することにより、児童・生

徒の福祉の心の醸成を図ると共に、児童・生徒を通じて家庭及び地域への啓発を図るこ

とを目的に、小中学校を福祉協力校として指定した。（取り組み期間は 2年間） 

指定校数：平成 23年度 2校指定（星田小学校、妙見坂小学校） 

平成 24年度 3校指定（交野小学校、長宝寺小学校、第一中学校） 

平成 25年度 3校指定（倉治小学校、郡津小学校、第二中学校） 

平成 26年度 3校指定（私市小学校、岩船小学校、第四中学校） 

                              

13．ひとり暮らし高齢者見守り事業（お元気コール） 

 ひとり暮らし高齢者で緊急通報システムを設置している利用者のうち、希望者に対し

て月 2回ナースコールセンターから電話で、利用者の健康状況の確認を行った。 

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

利用者人数 240人 240人 242人 238人 231人 231人 

 

14．コミュニティソーシャルワーカー（CSW)配置促進事業 

児童、障がい、高齢など年齢や身体の症状にとらわれない「福祉のなんでも相談員」

であるコミュニティソーシャルワーカー(CSW）を配置し、既存の制度では対応できない

個別ケースや複合化した個別ケースの相談に応え、地域住民や関係機関などと連携・協

働して、誰もが住みなれた地域で安心して暮らすことができるよう支援を行った。 

 

1） 研修会等 

①啓発研修会 

 いきいきネットの CSW及び施設 CSWの啓発のため、事例報告を含めた研修会を開催

した。 

 

月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

利用者人数 232人 230人 229人 225人 219人 211人 2,768人 



 

②実践報告 

 依頼を受け、交野市社協 CSWの実践報告を行った。 

年 月 日 平成 26年 9月 9日(火) 

研 修 名 平成 26年度 河北ブロック中堅民生委員児童委員研修会 

内  容 民生委員・児童委員と CSWの連携 

  

年 月 日 平成 26年 12月 8日(月) 

研 修 名 
平成 26年度 大阪府民生委員児童委員協議会連合会 

「福祉と共生のまちづくり研修会」 

内  容 CSWとの役割と民生委員・児童委員との連携 

 

③CSW出前講座 

年 月 日 平成 26年 7月 15日（火） 

場   所 ボランティアセンター 

講 座 名 ボランティアスクール 

内   容 コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の活動紹介 

 

年 月 日 平成 26年 8月 5日（木） 

場   所 ボランティアセンター 

講 座 名 キッズボランティア大作戦 

内   容 コミュニティソーシャルワーカー（CSW）ってなに？ 

 

年 月 日 平成 26年 11月 23日（土） 

場   所 豊年福祉会 軽費老人ホーム明星 

講 座 名 市民セミナー 

内   容 福祉何でも相談～コミュニティソーシャルワーカーとは～ 

 

年 月 日 平成 27年 2月 7日（土） 

場   所 星田西３丁目集会所 

サロン名 いきいきふれあいサロン（旭小学校区福祉委員会） 

内   容 福祉何でも相談～コミュニティソーシャルワーカーとは～ 

 

2）相談実績 

相談実人数 相談延べ件数 相談内容 

109 400 622 

年 月 日 平成 27年 2月 5日（木） 

内  容 

テーマ：「みんなで支える地域福祉」 

～コミュニティソーシャルワーカーとともに～ 

事例報告：交野市社会福祉協議会 中島 麻也子 

     豊年福祉会 地域福祉サポートセンター 松葉 智子氏 

講  師 講 師：神戸学院大学 教授 西垣 千春氏 

参加人数 50人 



 

相談内容 件数 

介護に関する相談 23 

身体的障害に関する相談 26 

疾病に関する相談 40 

心理的、精神的問題に関する相談 121 

社会参加、QOLの向上 16 

経済的、家の問題 167 

制度の相談 5 

医師・病院に関する相談 12 

他機関の紹介 2 

権利擁護に関する相談 26 

地域生活に関する相談 44 

移送サービスに関する相談 28 

一般施策に関する相談 112 

合計 622 

 

3)ケースカンファレンスの実施・参加 

回数 5回 

主な

内容 

・精神疾患のある独居高齢者の見守りや入院について 

・ゴミ屋敷状態で暮らしていた認知症と精神疾患の高齢者夫婦への見守りや

入院について 

・迷惑行為のある方への対応について 

 

4)福祉なんでも相談会 

 高齢化率が高く、公的な相談窓口が身近にない地域で、身近な相談場所の確保ととも

に、相談ニーズの把握や問題解決を図るために、自治会、校区福祉委員会、民生委員、

地域包括支援センター、在宅介護支援センター等と協力し、福祉なんでも相談会を実施

した。 

 

[相談内容] 

①梅が枝地区福祉なんでも相談会（年 5回開催）  （単位：延べ人数） 

介護の相談 健康相談 精神疾患について その他 計 

0 17 1 1 19 

 

②私市小学校区福祉なんでも相談会（年 3回開催） （単位：延べ人数） 

介護の相談 健康相談 
福祉サービス

について 
その他 計 

1 5 3 2 11 

 

15．生活困窮者自立相談支援モデル事業 

平成 27年度より本施行となった｢生活困窮者支援制度｣は、既存の制度等からこぼれ

相談方法 件数 

来所 74 

電話 179 

訪問 141 

手紙 4 

その他 15 



落ちてしまう人を受け止め、生活保護に至る前に支援することを目的としている。この

制度は、単に経済的困窮のみならず、社会的孤立などから回復すべく支援する新しいセ

ーフティネットとして作られた制度である。 

平成 26 年度 10 月より、交野市から｢生活困窮者自立相談支援事業｣モデル事業を受

託し、各種支援機関との連携を図りながら、就労支援を中心とした支援を行った。 

 

1) 相談概要 

① 年齢 

 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 合計 

男 性 0 0 7 11 7 1 3 22 

女 性 0 1 2 4 4 5 6 29 

合 計 0 1 9 15 11 6 9 51 

比 率 0％ 2.0% 17.6% 29.4% 21.6% 11.8% 17.7% 100% 

 

② 障がい区分 

 身体障がい 知的障がい 精神障がい 障がいなし 合 計 

人 数 4 4 0 43 51 

比 率 7.8% 7.8% 0% 84.3% 100% 

 

③ 初期受付窓口 

直接 貸付 
地域

包括 
CSW 

生活 

福祉課 

障がい

福祉課 

健康 

増進課 

納税

担当 

市民 

総務室 

医療 

保険課 
その他 合計 

19 8 1 4 7 1 2 0 1 2 6 51 

 

④ 相談内容(複数回答) 

仕事 借金 生活費 住宅 家庭 子育て 
両親の

介護 

病気や 

体調 

ひきこ 

もり 
合計 

23 8 20 11 4 2 1 16 5 90 

25.6％ 8.9％ 22.2％ 12.2％ 4.4％ 2.2％ 1.1％ 17.8％ 5.6％ 100％ 

 

16．善意銀行 

1）預託金の収支                   （単位：円） 

預  託  金 
払出額 

差引残額 

前年度繰越金 預託金 預金利子 次年度へ繰越 

13,717,459 647,521 2,796 300,000 14,067,776 

 

2）預託・支払い明細書                （単位：円） 

預    託 払    出 

事  項 金  額 事  項 金  額 

前年度繰越金 13,717,459   

一般預託 347,521 

指定預託 300,000 



預金利子 2,796 
指定預託払出 300,000 

事務費等 0 差引残額 

収入合計 14,367,776 支出合計 300,000 14,067,776 

 

3）物品口座預託品目 

品  目 内 容 

食料品 ラーメン・玄米 

その他 車いす・電動車いす・洗濯用洗剤 

 車いすは、社協貸出事業に活用。洗濯用洗剤は、世代間交流センター管理事業に活用。 

ラーメンは市内社会福祉施設等に払出。玄米は大阪府社協へ払出。 

 

17．共同募金配分事業 

 大阪府共同募金会の支会として交野地区募金会で集めた募金を大阪府共同募金会へ

送金し、翌年度に赤い羽根の地域配分金として配分を受けた。 

 

1）共同募金（赤い羽根）募金一覧 

                     （単位：円） 

募  金  種  別 金     額 

戸別募金 3,718,533 

窓口募金(募金箱) 59,261 

街頭募金 51,383 

イベント募金 52,885 

学校募金 143,548 

記念バッジ募金 65,000 

カード募金 276,000 

クリアファイル募金 6,300 

初音ミクバッジ募金 6,300 

ストラップ募金      800 

その他 86,927 

合 計 4,466,937 

 

2）共同募金（赤い羽根）地域配分金  

                                       （単位：円） 

収 入 

5,265,175 
内 訳 

地域配分 2,875,795 

地域歳末たすけあい配分金  2,389,380 

 

支  出 

5,265,579 
内 訳 

団体配分 1046,000 

地域福祉活動計画推進事業 416,000 

広報事業（社協だより） 1,189,208 

災害研修・災害備品 226,991 

福祉協力校 90,000 

安心・安全なまちづくり事業 2,297,380 



3）災害たすけあい義援金 

平成 26年度に発生した、丹波市豪雨災害、広島県大雨災害、京都府豪雨災害、長

野県神城断層地震災害への支援のため窓口に募金箱を設置し、協力を呼びかけまし

た。 

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日の 1年間で以下のとおりご寄付をいた

だき、全額を大阪府共同募金会に送金いたしました。 

 

義援金名 金  額 

丹波市豪雨災害義援金 9,080円 

広島県大雨災害義援金 61,287円 

京都府豪雨災害義援金 17,532円 

長野県神城断層地震災害義援金 562円 

 

18．日常生活自立支援事業                  

判断能力に不安のある人に対して、適切に日常サービスが受けられるように、手続き

や金銭管理を支援することを目的に実施した。また、待機者解消に向けての取り組みを

行った。 

 

1）利用状況 

内  容 本事業の利用に関するもの 

合 計      対象者数 

 事項 

認知症 

高齢者等 

知的 

障がい者等  

精神 

障がい者等 

不 明・ 

その他 

ａ．問合せ件数 

（制度、事業について） 
6  3  8  1  18  

ｂ．初回相談件数 

（初回相談受付） 
0  1  2  2  5  

ｃ．相談援助件数 

（ａｂ以外） 
526  312  707  2  1,547  

① 前年度末利用者数 7 3 7 0 17 

② 新規契約者数 0  3  1  0  4  

③ 契約終了者数 4  1  1  6  6  

④ 当年度末利用者数 

   ①＋②-③ 
3  5  7  0  15  

 

2）社協の理事、評議員、医師会、歯科医師会、教育委員会、施設職員、市民を対象 

に人権研修を行った。 

年 月 日 平成 27年 2月 17日(火) 

内   容 ともに、地域で暮らす「障がいのある人達の支援を通して」 

講   師 交野自立センター 仲 佳子氏 

参加人数 73人 

 



3) 事業啓発を目的に出前講座を行った。 

年 月 日 平成 26年 10月 21日(火) 

対 象 者 交野市障がい者自立支援協議会 

参加人数 21人 

 

19．車いす・松葉杖貸出状況 

 介護保険外のサービスとして貸出をしている。個人への貸出のほか、高校やボランテ

ィアグループなどの体験時にも使用した。 

車いす等(台数) 松葉杖・杖(本数) 
合計 

個人 団体等へ 個人 

240 75 17 332 

 

20．資金貸付 

1）生活福祉資金 

低所得者、障がい者、高齢者世帯を対象とした大阪府社会福祉協議会の貸付制度の 

相談を受けるとともに申し込み手続きを行った。 

資金種別 相談件数 貸付決定件数 

生活福祉資金 146 13 

小口生活資金 23 1 

不動産担保型生活資金 1 0 

生活復興支援資金 0 0 

合    計 170 14 

 

2）総合支援資金 

失業により生計の維持が困難になった世帯に対して、再就職するまでの間の生活資

金制度（大阪府社会福祉協議会）の相談を受けるとともに申し込み手続きを行った。 

資金種別 相談件数 貸付決定件数 

総合支援資金 11 0 

 

21．世代間交流センター利用状況 

交野市より委託を受けて世代間交流センターの管理・運営を行なっている。 

  

  

一般計 市・福祉団体計 合計 

件数 人数 件数 人数 件数 人数 

4月 224 4,616 214 4,329 438 8,945 

5月 287 8,130 101 3,310 388 11,440 

6月 311 7,577 126 4,268 437 11,845 

7月 326 8,134 125 6,611 451 14,745 

8月 234  5,147 106 4,698 340 9,845 

9月 308 6,834 108 4,454 416 11,288 

10月 336 7,897 128 7,975 464 15,872 



11月 289 8,295 141 15,424 430 23,719 

12月 289 8,645 147 7,051 436 15,696 

1月 301 6,256 116 5,045 417 11,301 

2月 328 6,714 126 5,644 454 12,358 

3月 350 8,938 153 6,260 503 15,198 

合計 3,583 87,183 1,591 75,069 5,174 162,252 

 

22．地域包括支援センター事業 

 高齢者が可能な限り住みなれた自宅や地域で生活できるように、保健師・社会福祉

士・主任ケアマネジャーを配置し、必要な介護サービスやその他保健福祉サービスなど

高齢者の総合相談、介護予防、他事業所との連携・調整などの業務を行った。 

 

1) 介護予防ケアマネジメント 

要支援 1・2、二次予防事業対象者に対して、要介護状態になることを予防するた

め、具体的な日常生活上の目標を明確にし、対象者、家族、事業実施担当者が情報

を共有し、自立に向けての支援を行った。 

① 要支援者ケアマネジメント 

要支援認定者数 1,214人 

内 訳 
要支援 1 794人 

要支援 2 420人 

介護予防支援実施月平均件数 722人 

介護予防支援実施延件数（※1） 8,662人 

（※1）要支援 1・2の者のうち予防給付利用希望者へのケアプラン作成延件数 

 

②  二次予防事業対象者数  

二次予防対象者数（包括への情報提供同意ありの者）（＊1） 497人 

二次予防教室に申込みをした者 13人 

アセスメント実施者 13人 

 （＊1）基本チェックリストにより二次予防事業の対象となった者 

  

③地域高齢者（二次予防対象者）状況把握強化事業（平成 25年 4月 1日～） 

 二次予防対象者が要支援・要介護状態になることを予防する目的で、 二次予防事業 

（元気アップ教室）の申し込みをしなかった者に対して電話を行い、二次予防事業の 

勧奨および状況確認、地域包括支援センターの啓発、地域のサロンや元気アップ教

室の案内、「元気アップ教室」に参加する者に対して個別アセスメントを実施した。 

 

 ａ)二次予防事業対象者に対する介護予防事業（教室）等への参加勧奨・評価 

二次予防事業（元気アップ教室）の申込みをしなかった者 484人 

勧
奨
状
況 

方法 
電話実数 471人 

電話延べ回数 693人 

結果 
勧奨による参加者 37人 

アセスメント実施者 37人 



ｂ)二次予防事業（元気アップ教室）不参加者等のフォロー状況 

 フォロー人数 
フォロー回数 

訪問 電話 面談 計 

事業不参加者 5人 8回 8回 0回 16回 

事業参加者 1人 2回 3回 2回 ７回 

合計 6人 10回 11回 2回 23回 

 

④出前講座 

 市民または民生委員、医療及び介護従事者に出前講座を計 20回行った。 

年月日 
内容 開催場所 

対象者 参加人数 

平成 26年 4月 21日（月） 
地域包括支援センターの取り組み 私部会館 

交野市民児協第 1地区民生委員 22人 

平成 26年 4月 25日（金） 
地域包括支援センターの取り組み 倉治いこいの郷 

交野市民児協第 2地区民生委員 27人 

平成 26年 5月 8日（木） 
地域包括支援センターの取り組み ゆうゆうセンター 

交野市民児協第 4地区民生委員 22人 

平成 26年 5月 27日（火） 
地域包括支援センターの取り組み 星田山手東集会所 

交野市民児協第 3地区民生委員 27人 

平成 26年 6月 12日（木） 
認知症について知っておきたい基礎知識 松塚ふれあい館 

松塚地域住民 78人 

平成 26年 7月 1日（火） 
介護保険制度と相談窓口 さくら丘会館 

天野が原町地域住民 30人 

平成 26年 7月 4日（金） 
介護保険制度と相談窓口 私市山手 B集会所 

私市山手地域住民 47人 

平成 26年 7月 12日（土） 
認知症を正しく知ろう 妙見坂ふれあい館 

妙見坂小学校区いきいきサロン参加者 42人 

平成 26年 8月 22日（金） 
成年後見制度について ゆうゆうセンター 

新日本婦人の会 交野支部 20人 

平成 26年 9月 4日（木） 
介護保険 Q&A 郡津公民館 

郡津地域住民 33人 

平成 26年 9月 10日(水) 
健康寿命と食事について さくら丘会館 

岩船小学校区ふれあいサロン参加者 25人 

平成 26年 10月 1日(水) 
介護保険制度と相談窓口について 東幾野ふれあい館 

東幾野住宅自治会 楽々会 20 人 

平成 26年 11月 4日（火） 
介護保険制度と相談窓口 梅が枝住宅第一集会所 

長宝寺小学校区いきいきサロン参加者 33人 

平成 26年 11月 20日（木） 
地域包括支援センターの取り組み ゆうゆうセンター 

枚方 SW研究会老健部会会員 20人 

平成 26年 11月 22日（土） 
介護予防について 星田会館 

星田小学校区いきいきサロン参加者 35人 



平成 26年 11月 23日（日） 
認知症を正しく知ろう 軽費老人ホーム明星 

市民 56人 

平成 27年 1月 30日（金） 
認知症を正しく知ろう 妙見東自治センター 

妙見坂小学校区福祉委員、地域住民 56人 

平成 27年 2月 27日（土） 
認知症を正しく知ろう 星田西 3 丁目集会所 

旭小学校区いきいきサロン参加者 32人 

平成 27年 3月 14日（土） 
介護保険 Q&A 妙見坂ふれあい館 

妙見坂小学校区いきいきサロン参加者 40人 

平成 27年 3月 26日（木） 
「笑い」と健康 東幾野ふれあい会館 

倉治小学校区いきいきサロン参加者 20人 

 

2）権利擁護事業 

   高齢者の人たちが自分らしく尊厳ある生活が出来るよう、高齢者虐待や消費者被

害などの権利侵害に対する支援を行った。また、成年後見制度の普及や利用支援な

ど高齢者の権利が守られるような取り組みも行った。 

 

 ①高齢者虐待について 

高齢者虐待の予防・早期発見・早期対応ネットワーク構築のために高齢者虐待防

止会議を実施した。上半期は地域包括ケア会議との合同事例研究を行った。下半期

では研究の中で抽出した課題に沿って、交野独自の権利擁護諸制度を活用する為の

フローチャートやチェックリストを開発した。また、権利侵害を早期発見・防止す

るための研修会・出前講座も行った。 

会 議 名 回数 内   容 

高齢者虐待防止会議 12 

各機関からの情報提供 

テーマを絞り、マトリックスを使った事例研究

（各機関から提供）及び課題抽出 

成年後見制度活用チェックリスト開発 

  

②権利侵害に関する研修会 

年 月 日 平成 26年 9月 22日（月） 

対  象 専門職 

内  容 高齢者虐待の基本的支援 

発 表 者 きづがわ共同法律事務所 弁護士 青木 佳史氏 

参加人数 25人 

 

 

 

 

年 月 日 平成 26年 10月 27日（月） 

対  象 専門職 

内  容 DVの定義と支援について① 

講  師 堺市 女性相談員 近藤 眞弓氏 

参加人数 30人 



  

③ 権利擁護に関する出前講座 

年 月 日 
内 容 開催場所 

対象者 参加人数 

平成 26年 9月 29日（月） 
高齢者虐待・成年後見制度について ゆうゆうセンター 

交野市民児協第 3地区民生委員 26人 

平成 26年 10月 6日（月） 
高齢者虐待・成年後見制度について ゆうゆうセンター 

交野市民児協第 4地区民生委員 21人 

平成 26年 10月 15日（水） 
高齢者虐待について 倉治いこいの郷 

交野市民児協第 2地区民生委員 28人 

平成 26年 10月 31日(金) 
高齢者虐待・成年後見制度について 私部会館 

交野市民児協第 1地区民生委員 20人 

 

②成年後見制度の普及について 

年 月 日 平成 26年 6月 25日（水） 

対  象 市民 

内  容 事例やクイズを通して成年後見制度の概要を学ぶ 

講  師 行政書士中越和雄事務所 行政書士 中越 和雄氏 

参加人数 38人 

 

年 月 日 平成 26年 10月 22日（水） 

対  象 市民、専門職 

内  容 

成年後見制度連続講座及び個別相談会 

1回目 成年後見制度利用でかかるお金と手間 

個別相談会 

講  師 
NPO法人成年後見支援・普及センター（トムテ）  

司法書士 堀 泰夫氏  

参加人数 44人 

 

年 月 日 平成 26年 11月 5日（水） 

対  象 市民、専門職 

内  容 

成年後見制度連続講座及び個別相談会 

2回目 事例検討で学ぶ、後見人等の仕事と注意点 

個別相談会 

講  師 
NPO法人成年後見支援・普及センター（トムテ）  

司法書士 鈴木 嘉夫氏  

参加人数 54人 

 

年 月 日 平成 26年 12月 22日（月） 

対  象 専門職 

内  容 DVの定義と支援について② 

講  師 堺市 女性相談員 近藤 眞弓氏 

参加人数 33人 



年 月 日 平成 26年 11月 20日（木） 

対  象 市民、専門職 

内  容 
成年後見制度連続講座及び個別相談会 

3回目 書いてみよう。申立書面 

講  師 
NPO法人成年後見支援・普及センター（トムテ）  

司法書士 平木 寛二氏  

参加人数 21人 

 

③高齢者虐待の状況 

   虐待の疑いを含めて適切に対応を行った。虐待事例を把握した場合は、情報共有

を徹底しながら、市と地域包括支援センターが連携し、各関係機関の同行訪問・情

報収集を実施し、状況の確認を行うと共に、事例に即した対応により、虐待の速や

かな解決を図った。 

         

 

④地域包括支援センター法律支援事業（平成 26年 9月 1日～） 

大阪弁護士会（ひまわり）の担当弁護士が、訪問または電話相談を利用し、権利

擁護且つ、法的ケースに関わる事案（※成年後見、消費者被害、財産管理及び処分

等の法的な事案等）について担当弁護士から助言を受けることで、地域包括支援セ

ンター職員のスキルアップを図り、適切な権利擁護支援に繋げていった。 

  

 

3）総合相談支援業務 

   高齢者の心身の状況や生活の実態等を把握し、相談を受け、地域における適切な

保健・医療・福祉サービスや地域の資源につなげる支援を行った。 

また、身近に相談できる窓口として、ブランチ（在宅介護支援センター）を設置

（明星、天の川）し相談対応やなんでも相談会、在宅介護技術の講座を行った。 

 

①相談実人数 980人（延べ人数 1,261人） 

 

 ②相談内容                            （単位：件） 

介護・生

活等に関

する相談 

医療・保

健に関す

る相談 

所得・家庭

生活に関

する相談 

介護保険

制度に関

する相談 

権利擁護

に関する

相談 

苦情 

相談 

ケアマネ

後方支援 
その他 計 

507 399 46 572 116 19 91 4 1,754 

  

③ブランチ（在宅介護支援センター）在宅介護技術講座 

平成 26年 7月 4日（金） 
車イスについて 藤が尾会館 

藤が尾地域住民 33人 

平成 26年 11月 15日（土） 
車イスについて 天の川明星 

市民 21人 

平成 27年 3月 7日（土） 
在宅での介護について 天の川明星 

市民 22人 

 

対応件数 26件 

相談件数 38件 



4）包括的・継続的ケアマネジメント事業 

   高齢者が住み慣れた地域で暮らせるために主治医、ケアマネジャーなどの多職種

が連携し、継続的なケアマネジメントを行った。市内介護支援専門員の研修会や地域

包括ケア会議等を開催し、困難事例等のマネジメントを行った。 

 

会 議 名 回数 内   容 

地域包括ケア会議 12 

各機関からの情報提供 

テーマを絞り、マトリックスを使った事例研究（各

機関から提供）及び課題抽出 

支援センター連絡会 7 各在宅介護支援センターの相談や実態把握の報告 

介護支援専門員連絡会 6 研修会及び講演会の開催 

交野市医療介護連携会 2 

医師会・歯科医師会・北河内薬剤師会及び地域包括

支援センター共催による多職種連携を目的とした

研修会及び意見交換会 

  

5）地域包括支援センター運営審議会への参加 

   地域包括支援センターの設置や運営に関しては、中立性・公平性の確保や人材確

保支援等の観点から、「地域包括支援センター運営審議会」が関与している。平成

26年 6月及び平成 27年 3月に開催され、適切な運営の確認を行った。 

 

6）認知症重度化予防事業（平成 24年 10月 2日～） 

  交野市における地域包括ケアシステムの構築を図ることを目的として、医療と介

護の連携会の開催や地域支援ネットワークの構築を目指した各関係機関との交流会、

意見交換会を開催するとともに、交野市における若年性認知症施策の現状と課題把

握を目的とした、介護者及び当事者との意見交換会を開催した。 

会 議 名 回数 内   容 

多職種連携委員会 4 

交野市における多職種連携のシステム化、多職種連携を

行っていくうえでのツール作成及び多職種連携を目的と

した研修会等の企画、運営 

若年性認知症介護者 

意見交換会 
6 

若年性認知症を介護されている人とその当事者と意見交

換を行い、交野市における若年性認知症の現状把握及び

課題抽出 

市民フォーラム 1 

講演会 

テーマ：喜怒哀楽でわかる認知症の人のこころ～認知 

症の人を介護している家族、ケアの支援者に 

向けて～ 

講  師：医療法人 圓生会 松本診療所（ものわすれク 

リニック）  院長 松本 一生氏 

情報提供 

「交野市の相談窓口について」 

交野市医療介護連携会 2 
交野市内の医療・介護の関係機関や民生委員等との連携

を図ることを目的とした意見交換会を開催 

 



23．介護予防事業 

1） 配食サービス事業 

65歳以上で、低栄養状態（BMIが 18.5以下）であるために食事の提供が必要な人

に栄養改善のため、食事の提供と共に安否確認を行った。 

 

 

 

2） 認知症サポーター育成事業 

① 認知症サポーター育成事業 

  認知症について正しく理解し、地域で暮らす認知症の人やその家族をあたたかく見

守る「認知症サポーター」を育成し、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり

を目ざし、育成講座を年 10回開催した。 

年 月 日 団体名等 開催場所 参加人数 

平成 26年 5月 28日（水） 
ケアハウスきんもくせい 

（入居者・家族・職員・地域住民） 
ケアハウスきんもくせい 50人 

平成 26年 6月 12日（木） 福祉ネット松塚 松塚ふれあい館 78人 

平成 26年 7月 12日（土） 
妙見坂小学校区福祉委員会 

（ふれあいサロン） 
妙見坂ふれあい館 42人 

平成 26年 7月 16日（水） 岩船小学校児童（5年生） 岩船小学校 70人 

平成 26年 9月 30日（火） ボランティアグループ連絡会 ゆうゆうセンター 29人 

平成 26年 11月 12日（水） 私市小学校児童（5年生） 私市小学校 71人 

平成 26年 11月 23日（日） 
軽費老人ホーム明星 

（入居者・家族・職員・地域住民） 
軽費老人ホーム 明星 56人 

平成 27年 1月 30日（金） 民生委員・児童委員（第四地区） ゆうゆうセンター 20人 

平成 27年 1月 30日（金） 
妙見坂小学校区福祉委員会 

（校区福祉委員、地域住民） 
妙見東自治センター 56人 

平成 27年 2月 7日（土） 
旭小学校区福祉委員会 

（ふれあいサロン） 
星田西 3丁目集会所 30人 

合計 502人 

 

②認知症キャラバン・メイト事業 

  地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する「認知症サポーター」を育成する「認

知症サポーター養成講座」の講師役「キャラバン・メイト」のスキルアップやネット

ワーク拡大を目ざし、研修会や交流会を開催した。 

利用者数（人） 延べ配食数 

5 560 

年 月 日 内 容 参加人数 

平成 26年 5月 15日（木） 
＜交流会①＞ 

活動報告、事業計画、地域資源まとめ、開催計画立案 
11人 

平成 26年 8月 23日（土） 

＜スキルアップ研修＞ 

市民フォーラム「喜怒哀楽でわかる認知症の人のこころ～認

知症の人を介護している家族、ケアの支援者に向けて～」 

28人 

平成 26年 11月 19日（水） 
＜交流会②＞ 

若年性認知症家族会との交流、意見交換会 
23人 



 

3） 生活管理指導短期宿泊事業 

家族の一時的な不在や、高齢者のみの世帯で、一時的に体調不良となり生活が困

難になった時老人ホームに宿泊する事業。平成 26年度実績なし。 

 

24．任意事業 

 1）介護家族支援 

 認知症高齢者見守り事業（やすらぎ支援員派遣事業） 

  認知症高齢者を介護している家族の外出や介護疲れなどで休息が必要な時に、「や

すらぎ支援員」が居宅を訪問し、家族に代わって見守りや話し相手を行い、介護支援

を行った。また、やすらぎ支援員の質の向上のため研修会を年１回行なった。 

利用実人数 派遣回数 

9 253 

 

年 月 日 平成 26年 8月 23日（土） 

内   容 
市民フォーラム「喜怒哀楽でわかる認知症の人のこころ～認知症の人を介護し

ている家族、ケアの支援者に向けて～」 

講   師 
医療法人 圓生会 松本診療所（ものわすれクリニック）  

院長 松本 一生氏 

参加人数 27人（全体 325人） 

 

2）家族介護継続支援事業 

認知症や疾病、障がい等により介護が必要になった人の家族が、仲間づくりを通じ 

て、心身の負担を軽くし、安心してよりよい介護ができることを目的に当事者同士で

支え合う活動を行った。 

①介護者（家族）の会支援事業  

会議名 回数 内  容 

役員会 10回 定例会について打ち合わせ、会報発行など 

定例会 10回 

＜総会＞ 

・平成 25年度事業・決算報告 

・平成 26年度事業計画・予算 

・役員選出 

＜講座、情報提供等＞ 

 ・介護者の旅行について（旅のトータルサポートあるく）  

・訪問入浴実演講習会（アサヒサンクリーン） 

 ・介護食の試食と衛生管理（おおさかパルコープ） 

 ・災害時の介護者の防災（介護者（家族）の会 会長 勝井和代 氏） 

 ・元気アップ体操（高齢介護課 吉本聡子 氏） 

＜施設見学＞ 

 ・サールナートかたの 

平成 27年 3月 3日（火） 
＜交流会③＞ 

活動報告、平成 27年度事業計画 
17人 



＜リフレッシュ事業＞ 

 ・明治乳業、堺刃物博物館見学 

連絡会 

4回 

【北河内 5市連絡会】 

北河内 5 市（交野・寝屋川・門真・守口・大東）の交流を目的とし

て、連絡会および全体交流会を開催 

1回 
【大阪府介護者（家族）の会 連絡会】 

 介護保険制度改正、会員減少や担い手など課題について検討 

 

②家族介護者交流事業 

年 月 日 平成 26年 8月 23日（土） 

内   容 
市民フォーラム「喜怒哀楽でわかる認知症の人のこころ～認知症の人

を介護している家族、ケアの支援者に向けて～」 

講   師 
医療法人 圓生会 松本診療所（ものわすれクリニック） 

院長 松本 一生氏 

参加人数 14人（全体 325人） 

 

3）地域自立生活支援事業 

  配食サービス（任意） 

  基本チェックリストの運動器の 4項目の中 2項目以上該当し、かつ①認知症の 3項

目中 2 項目以上 ②BMI が 25 以上（肥満） ③調理方法がわからない ④治療食 の

いずれかに該当する人を対象に食事の提供を行い、栄養指導改善とともに安否確認を

行った。 

利用者数 延べ配食数 

85 8,964 

 

25．高齢者一般施策事業 

1）交野市軽度生活援助事業（ホームヘルプサービス） 

日常生活を営むのに支障のある高齢者のみの家庭などに、援助員が訪問し、家事な

どの日常生活の援助を行った。 

① 軽度な家事援助など 

実利用者数 延べ利用回数 

3 111 

 

② 介護保険に準じた援助 

実利用者数 延べ利用回数 

2 65 

 

2）生きがい活動支援事業 

日ごろ外出する機会が少ない高齢者や、日常生活を営むのに支障がある高齢者を対

象に、心身機能の維持向上や家での閉じこもりの防止を図り、日常生活動作訓練や趣

味活動などを、介護保険デイサービス事業所で行った。 

※ 介護保険認定の非該当者を対象 



       

 

 

3）交野市在宅配食サービス事業 

寝たきり、要介護 4以上、重度身体・知的・精神障がい者らを対象に配食サービス

を実施し、食事の提供と安否確認を行った。 

実利用者数 延べ配食数 

11 410 

 

4）交野市緊急通報体制整備事業 

概ね 65 歳以上の独居高齢者や寝たきりの高齢者らの安全確保を目的に、緊急通報

装置の貸与を行った。 

平成 19年度から利用者基準を設け、一部有料で設置。 

 

5）交野市訪問理美容サービス事業 

  理髪店や美容院に出向くことが困難な高齢者が、自宅でサービスを受けられるよう

出張サービスを行った。 

申請者数 実利用者数 延利用件数 

13 6 10 

 

6）交野市寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業 

  寝具類の衛生管理が困難な高齢者を対象に、水洗い及び乾燥消毒サービス事業を行

った。 

申請者数 延利用回数 

4 1 

 

26．移送サービス事業 

平成 23年度事業開始から合計で 18名を育成し、現在 14名の方が活躍している。 

また、利用登録者への登録面談、利用受付、ボランティア調整を行い、市内の要支援・

要介護認定者や身体障がい者を対象に移送支援を行った。 

 

［利用状況］ 

利用登録者 182人 

実利用者数 53人 

延べ利用者数 639人 

 

 

実利用者数 延べ利用回数 

0 0 

新規設置数 廃止台数 

年度末設置数 

独居数 
高齢者世帯数            

昼間独居世帯（有料） 
無料 有料 

34 71 
518 18 2 3 

541 



27.災害への取り組み 

1）交野市避難所運営訓練に協力 

 交野市が実施した、避難所運営訓練に災害ボランティアセンターのブースを設置し、

ボランティアセンターの啓発と、ボランティアの受け付けをおこなった。 

年 月 日 平成 26年 11月 16日（日） 

場所 第一中学校 

内  容 

災害ボランティアセンターブースの設置 

・災害ボランティア活動に関するパネル展示 

 ・災害ボランティア登録の受付（新規登録 11人） 

 

2）出前講座 

 地域住民や施設職員を対象に、災害ボランティアや災害時に備えた取り組みについて 

講座を開催した。 

 
年 月 日 テーマ 

参加

人数 

岩船小学校区福祉委員会 平成 26年 7月 26日（土） 
災害時のボランティア活動について～災害ボ

ランティアセンターと地域における役割～ 
35人 

倉治小学校区福祉委員会 平成 26年 8月 24日（日） 
災害時のボランティア活動について～災害ボ

ランティアセンターと地域における役割～ 
85人 

郡津小学校区福祉委員会 

（郡津地区） 
平成 26年 11月 30日（日） 

災害時のボランティア活動について～災害ボ

ランティアセンターと地域における役割～ 
49人 

社会福祉法人 心生会 平成 27年 1月 30日（金） 社会福祉施設で出来る防災対策を考える 20人 

 

3）被災地への職員派遣 

 豪雨災害が発生し、大阪府社会福祉協議会からの要請を受け、大阪府内社協間災害ボ

ランティアセンター運営支援者を対象に被災地支援のために職員の派遣を行った。 

年 月 日 平成 26年 8月 22日（金） 

派 遣 先 京都府府福知山市災害ボランティアセンター 

支援内容 災害ボランティア活動 

派遣人数 1人 

 

4）交野市避難行動要支援者支援事業への協力 

年 月 日 平成 27年 2月 8日（日） 

内  容  
交野市「避難行動要支援者支援事業」 

おりひめ支え合いプロジェクトの全体交流会 

人  数 3人 

 

 

 

 

 

 



 

28．校区福祉委員会活動事業 

概ね小学校の校区を一単位として、地域住民が構成メンバーとなり、主体的に行って

いる地域の福祉活動。 

 

1)小地域ネットワーク活動 

 地域の中で起こっている生活上の課題を地域住民の問題として考え、互いに支え合い

助け合う活動。 

 

① グループ援助活動 

いきいきサロン活動参加者実績（延べ数） 386回 8,717人 

子育てサロン活動参加者実績（延べ数）  148回 4,081人 

世代間交流活動参加者実績（延べ数） 196回  8,592人 

共生型サロン活動参加者実績（延べ数）   131回 4,809人 

研修会活動参加者実績（延べ数） 9回 309人 

合計 870回 26,508人 

 

校区 活動内容 指定年度 

旭 ○いきいきサロン活動 回数 10回 14年度 

 人数 303人 

場所 
星田山手自治会館・ 

星田西 3丁目集会所 

○子育てサロン活動 回数 21回 

人数 714人 

場所 
星田山手自治会館・ 

星田西 3丁目集会所 

○世代間交流活動 

 お作法教室 回数 2回 

人数 98人 

場所 旭小学校 

 旭小まつり 人数 538人 

 囲碁・将棋教室 回数 2回 

人数 62人 

場所 旭小学校 

 グランドゴルフ 回数 2回 

人数 71人 

場所 旭小学校 

 三中校区ふれあいフェスティバル 人数 5人（委員） 

場所 第三中学校 

 子どもの居場所づくり 回数 2回 

人数 29人 

場所 星田山手東集会所 



 

交野 

 

○ふれあいサロン活動 回数 11回 14年度 

 人数 396人 

場所 私部会館 

 地域の勉強部屋 回数 4回 

人数 183人 

場所 星田山手東集会所 

 和裁教室 回数 9回 

人数 11人（実人数） 

場所 星田山手東集会所 

 食育講座 回数 2回 

人数 38人 

場所 星田山手東集会所 

○共生型サロン活動 

 サロン街かど 回数 50回 

人数 1,608人 

場所 星田山手東集会所 

     

岩船 ○いきいきサロン活動 

 

回数 33回 14年度 

人数 789人 

場所 

森区民ホール 

さくら丘会館 

寺会館 

○子育てサロン活動 回数 19回 

人数 311人 

場所 
森区民ホール 

さくら丘会館 

○世代間交流活動 

グランドゴルフ 

（グランドゴルフ大会を含む） 

（雨天時はディスコン） 

回数 8回 

人数 358人 

場所 岩船小学校 

囲碁・将棋・オセロ 

（オセロ大会を含む） 

回数 8回 

人数 183人 

場所 岩船小学校 

 わいわいフェスタ 人数 300人 

場所 岩船小学校 

昔の遊び(1年生) 人数 30人 

場所 岩船小学校 

 昔の暮らし体験(3年生) 人数 35人 

場所 岩船小学校 

○研修会 

 災害時のボランティア活動について 人数 35名 

場所 岩船小学校 



ふれあい映画会   

   

   

回数 3回 

人数 83人 

場所 私部会館・向井田集会所 

○子育てサロン活動 回数 10回 

人数 434人 

場所 私部会館 

○世代間交流活動 

 わかば保育園園児との交流 人数 71人 

場所 わかば保育園 

 私部保育園園児との交流 人数 57人 

場所 私部保育園 

昔の遊び(1年生) 人数 107人 

場所 交野小学校 

交小フェスタ 人数 723人 

場所 交野小学校 

昔の話(3年生) 人数 103人 

場所 交野小学校 

 おはなし会 回数 11回 

人数 551人 

場所 交野小学校 

 花いっぱい運動(2・3年生) 回数 6回 

人数 229人 

場所 交野小学校 

 清掃活動(6年生) 人数 138人 

場所 
交小周辺の 

ちびっこ広場、公園 

 

私市 ○いきいきサロン活動 回数 10回 14年度 

人数 382人 

場所 私市会館 

○子育てサロン活動 回数 10回 

人数 586人 

場所 井手の内会館 

○世代間交流活動 

私小 1年生「昔あそび」 人数 93人 

場所 私市小学校 

○共生型サロン活動 

男の談話室 回数 11回 

人数 70人 

場所 井手の内会館 

まごころサロン 回数 12回 

人数 590人 

場所 私市山手自治会館 



倉治 

 

○いきいきサロン活動 回数 30回 14年度 

人数 538人 

場所 

倉治いこいの郷 

倉治山手町集会所 

東幾野ふれあい館 

男の喫茶室 回数 12回 

人数 128人 

場所 倉治いこいの郷 

 歌声喫茶 回数 11回 

人数 204人 

場所 倉治いこいの郷 

 いきいきサロン合同クリスマス会 人数 151人 

場所 倉治公民館 

○子育てサロン活動 回数 11回 

人数 414人 

場所 倉治公民館 

○世代間交流活動 

 おもちゃづくり教室 回数 11回 

人数 128人 

場所 倉治いこいの郷 

 倉治小 1年生との交流会 人数 147人 

場所 倉治小学校 

郷土史かるた会 人数 122人 

場所 倉治公民館 

 倉治保育園児との交流会 人数 44人 

場所 倉治保育園 

 倉治小学校ふれあい広場 人数 636人 

場所 倉治小学校 

 

郡津 

 

○いきいきサロン活動 

  

回数 31回  13年度 

 人数 617人 

場所 

郡津公民館  

幾野南集会所 

松塚ふれあい館 

 元気アップ 回数 100回 

人数 2,278人 

場所 

郡津公民館 

幾野南集会所 

松塚ふれあい館 

 おひとり暮らし高齢者懇談会 回数 3回 

人数 119人 

場所 
幾野南集会所 

松塚ふれあい館 



 おしゃべり会 

（福祉ネット松塚） 

回数 10回 

人数 126人 

場所 松塚ふれあい館 

 男の喫茶 

（福祉ネット松塚） 

回数 10回 

人数 81人 

場所 松塚ふれあい館 

 松塚ハイキングクラブ 

（福祉ネット松塚） 

回数 9回 

人数 149人 

場所 松塚公園集合 

 朗読会 

（福祉ネット松塚） 

回数 22回 

人数 148人 

場所 松塚ふれあい館 

映画会 

（福祉ネット松塚） 

 

回数 7回 

人数 123人 

場所 松塚ふれあい館 

○子育てサロン活動 回数 25回 

人数 603人 

場所 
郡津公民館・幾野南集会所 

松塚ふれあい館 

○共生型サロン 

喫茶「松の実」 回数 48回 

人数 2,246人 

場所 松塚ふれあい館 

○研修会 

福祉ネット松塚 

「認知症について知っておきたい

基礎知識～地域で支え合うため

に～」 

人数 72人 

場所 松塚ふれあい館 

◯世代間交流活動 

 校区三世代グランドゴルフ 人数 89人 

場所 郡津小学校 

 郡津小学校ふれあい広場 人数 21人 

場所 郡津小学校 

 幾野地区 

3世代ディスコン大会 

人数 42人 

場所 第 2中学校 

 福祉ネット松塚 

  グランドゴルフ教室 

回数 13回 

人数 125人 

場所 松塚ふれあい館広場 

 福祉ネット松塚 

  3世代交流グランドゴルフ大会 

人数 26人 

場所 松塚ふれあい館広場 

福祉ネット松塚 

 3世代交流クリスマス会 

人数 110人 

場所 松塚ふれあい館広場 



 福祉ネット松塚 

3世代交流ひなまつり 

人数 101人 

場所 松塚ふれあい館広場 

桜まつり 人数 29人 

 松塚区民祭り 人数 28人 

 

長宝寺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○いきいきサロン活動 回数 18回 11年度 

人数 319人 

場所 
梅が枝第一集会所 

駅前集会所 

○子育てサロン活動 回数 3回 

人数 31人 

場所 ブロッサム集会所 

○世代間交流活動 

 かるた大会 回数 4回 

人数 96人 

場所 

梅が枝ふれあい館 

ブロッサム集会所 

フルレ集会所 

駅前集会所 

 オセロ大会 回数 4回 

人数 108人 

場所 

梅が枝ふれあい館 

ブロッサム集会所 

フルレ集会所 

駅前集会所 

 三世代グランドゴルフ大会 人数 55人 

場所 長宝寺小学校 

長宝寺小 2年生との交流会 

（けやきの木交流会）  

人数 34人 

場所 長宝寺小学校 

 

藤が尾 

 

○いきいきサロン活動 回数 10回 14年度 

 人数 215人 

場所 藤が尾会館 

○子育てサロン活動 回数 10回 

人数 252人 

場所 藤が尾ふれあい館 

○世代間交流活動 

 ピンポンサロン 回数 20回 

人数 586人 

場所 藤が尾会館 

 藤小フェスタ  

（グランドゴルフ） 

人数 211人 

場所 藤が尾小学校 



 グランドゴルフ交流会 

（藤小 3年生との交流会） 

人数 108人 

場所 藤が尾小学校 

 餅つき交流会  

（藤小 2年生との交流会） 

人数 430人 

場所 
藤が尾会館 

ふれあい館 

藤小 1年生との昔あそび交流会 人数 109人 

場所 藤が尾小学校 

 手品 人数 154人 

場所 藤が尾小学校 

○共生型サロン活動 

 喫茶「陽だまり」 

 

回数 10回 

人数 295人 

場所 藤が尾会館 

 

星田 ○いきいきサロン活動 回数 10回 12年度 

人数 538人 

場所 星田会館 

○子育てサロン活動 回数 11回 

人数 233人 

場所 星田保育園 

○世代間交流活動 

 囲碁サロン 回数 30回 

人数 181人 

場所 星田会館 

 喫茶サロン 回数 11回 

人数 152人 

場所 星田会館 

 人形劇公演 人数 163人 

場所 星田会館 

 星田区サマーフェスティバル 人数 20人 

場所 星田公園 

 星田小学校昔あそび（1年生） 人数 23人（委員） 

場所 星田小学校 

三中校区ふれあいフェスティバル 人数 10人（委員） 

場所 三中 

 

妙見坂 ○ふれあいサロン活動 

（ふれあい映画会含む） 

回数 35回 13 年度 

 人数 1,030人 

場所 

妙見坂ふれあい館 

妙見東自治センター 

南星台集会所 



◯子育てサロン活動 回数 28回 

人数 503人 

場所 
妙見坂ふれあい館 

南星台集会所 

○世代間交流活動 

 囲碁教室 回数 6回 

人数 100人 

場所 妙見坂小学校 

 妙小 運動会 人数 101人 

場所 妙見坂小学校 

妙小 2年生との昔あそび交流 

  

人数 74人 

場所 妙見坂小学校 

 妙小 4年生とのグランドゴルフ 人数 97人 

場所 妙見坂小学校 

妙小 6年生とのグランドゴルフ 

  

人数 93人 

場所 妙見坂小学校 

 妙小カーニバル 人数 16人（委員） 

場所 妙見坂小学校 

三中校区ふれあいフェスティバル 人数 10人（委員） 

場所 三中 

◯研修会 

 ＡＥＤ取扱い講習会 

（普通救命講習会） 

回数 2回 

人数 38人 

場所 
妙見坂ふれあい館 

妙見東自治センター 

 出前講座「認知症を知ろう」 人数 42人 

場所 妙見坂ふれあい館 

 「認知症サポーター」講座 人数 58人 

場所 妙見東自治センター 

 出前講座「介護保険のしくみ」 人数 40人 

場所 妙見坂ふれあい館 

 先進地域視察研修 人数 22人 

場所 京都市市民防災センター 

 三中校区公開講座 

「子どもを元気にするかかわり」 

人数 2人 

場所 三中 

 

②個別援助活動 

校区福祉委員会名 実施校区数 

旭小学校区福祉委員会 

倉治小学校区福祉委員会 

長宝寺小学校区福祉委員会 

郡津小学校区福祉委員会（郡津・幾野・松塚） 

藤が尾小学校区福祉委員会 

 

5校区 

 

 



 

③校区福祉委員会活動 

事業内容 校区福祉委員会名 実施校区数 

広報紙の発行 

旭小学校区福祉委員会 

岩船小学校区福祉委員会 

交野小学校区福祉委員会 

私市小学校区福祉委員会 

倉治小学校区福祉委員会 

郡津小学校区福祉委員会 

長宝寺小学校区福祉委員会 

藤が尾小学校区福祉委員会 

星田小学校区福祉委員会 

妙見坂小学校区福祉委員会 

10校区 

ホームページの 

開設・運営 

旭小学校区福祉委員会 

倉治小学校区福祉委員会 

藤が尾小学校区福祉委員会 

星田小学校区福祉委員会 
4校区 

総会・役員会の開催 

旭小学校区福祉委員会 

岩船小学校区福祉委員会 

交野小学校区福祉委員会 

私市小学校区福祉委員会 

倉治小学校区福祉委員会 

郡津小学校区福祉委員会 

長宝寺小学校区福祉委員会 

藤が尾小学校区福祉委員会 

星田小学校区福祉委員会 

妙見坂小学校区福祉委員会 

10校区 

 

④モデル事業への取り組み 

 平成 23年度～平成 26年度指定校区 

あいさつ・声かけ運動 

旭小学校区福祉委員会・岩船小学校区福祉委員会・交野小学校区

福祉委員会・私市小学校区福祉委員会・倉治小学校区福祉委員

会・郡津小学校区福祉委員会（幾野地区・松塚地区）・藤が尾小

学校区福祉委員会・星田小学校区福祉委員会・妙見坂小学校区福

祉委員会 

個別援助活動推進 

旭小学校区福祉委員会・交野小学校区福祉委員会・倉治小学校区

福祉委員会・郡津小学校区福祉委員会（幾野地区・松塚地区）・

藤が尾小学校区福祉委員会・星田小学校区福祉委員会・妙見坂小

学校区福祉委員会 

要援護者支援推進 

旭小学校区福祉委員会・岩船小学校区福祉委員会・交野小学校区

福祉委員会・倉治小学校区福祉委員会・郡津小学校区福祉委員会

（郡津地区・松塚地区）・長宝寺小学校区福祉委員会・藤が尾小

学校区福祉委員会・星田小学校区福祉委員会・妙見坂小学校区福

祉委員会 

 

 

2)会議・研修等開催状況 

①校区福祉委員会委員長会議 

 年 4回開催し、校区福祉委員会の活動内容や企画の検討、また地域の課題解決や活動

の改善へ向けた協議などを行った。 

 

 



開催日 内  容 

平成 26年 6月 20日（金） 

1．新任委員長紹介 

2．平成 26年度 校区福祉委員会委員長会議について 

3．地域診断モデル事業 進捗状況について 

4．「あいさつ・声かけ運動」の取り組み状況について 

5．平成 25年度事業報告、平成 26年度事業計画について 

平成 26年 9月 19日（金） 

1．「あいさつ・声かけ運動」について 

2．健康福祉フェスティバルの校区ブースについて 

3．地域診断モデル事業 進捗状況について 

4．情報交換 

(1)災害ボランティアセンター研修の開催について（岩船・倉治・郡津） 

(2)子どもの居場所づくりについて（旭） 

(3)交小 6年生の地域清掃活動について（交野） 

(4)男の談話室について（私市） 

(5)心生会と協働したピンポンサロンの実施について（藤が尾） 

平成 27年 1月 16日（金） 

1．平成 27年度 校区福祉委員会の予算について 

2．各サロンの出前講座について 

3．地域踏査票について 

4．情報交換会 

平成 27年 3月 20日（金） 

1．平成 26年度 決算書および平成 27年度 予算書の作成について 

2．平成 27年度 校区福祉委員会 総会について 

3．モデル事業 平成 26年度実績報告および平成 27年度申請について 

4．平成 27年度 事業計画について 

 

②交流会・研修会他 

 各校区福祉委員会の連携や情報交換を図り、地域福祉活動の充実や新たな担い手確保

のための交流会・研修会を行った。 

開催日 内  容 
参加

者数 

平成 26年 5月 23日（金） 

【 第 1回 会計研修 】 

1．小地域ネットワーク活動の項目について 

2．校区福祉委員会活動予算について 

3．小地域ネットワーク活動の対象経費について 

4．事業報告兼収支報告書ならびに会計様式について 

5．ボランティア保険について 

19人 

平成 26年 6月 2日（月） 

【「男の喫茶」見学交流会 】 

場 所 倉治いこいの郷・倉治公民館 

内 容 1.「倉治いこいの郷」見学 

    2.「健康吹き矢」体験 

3.「男の喫茶」開設校区からの報告（倉治・私市・松塚） 

4. 情報交換会 

58人 



平成 26年 7月 31日（木） 

【 子育て支援活動をつなぐ交流会（第一地区）】 

 場 所 交野市地域子育て支援センター 

 内 容 1．子育て支援講座「手遊び 10連発」 

（講師 交野市地域子育て支援センター 薮田裕美子氏） 

     2．支援者交流会 

16人 

平成 26年 8月 30日（土） 

【 子育て支援活動をつなぐ交流会（第四地区会）】 

 場 所 ゆうゆうセンター 

 内 容 1.つどいの広場「夏祭り」 

      （関係団体、支援者が協力してブースを運営） 

     2．支援者交流会 

35人 

平成 26年 11月 20（木） 

【 子育て支援活動をつなぐ交流会（第三地区会）】 

※わんぱくっこ育成推進会議と合同開催 

  主 催  星田地域子育て支援センター 

  場 所 星田地域子育て支援センター 

  内 容  1. 各期間の子育て支援における経過報告 

      2．支援者交流会 

14人 

平成 27年 2月 13日（金） 

【小地域ネットワーク活動リーダー研修会】 

 主 催 大阪府社会福祉協議会 

 場 所 大阪国際交流センター 

 参加者 校区福祉委員会委員長、事務局長等 

 テーマ 地区福祉委員会と多様な団体の連携 

～参加者や担い手の広がりを目指して～ 

内 容  実践報告（茨城市・富田林市・岸和田市） 

15人 

平成 27年 2月 20日（金） 

【第 2回 会計研修】 

 1．平成 27年度予算について 

2．平成 26年度決算書及び平成 27年度予算書の作成について 

3．各書類の提出について 

20人 

 

平成 27年 3月 26日（木） 

【子育て支援活動をつなぐ交流会（第二地区会）】 

 場 所 倉治公民館 

 内 容 1．倉治小学校区福祉委員会 子育てサロン 見学 

     2．支援者交流会 

27人 

 


