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　今年度からの５カ年計画である「地域福祉活動計画
Ⅴ」が完成しました。計画Ⅴでは大まかな取り組み内
容しか記載していません。それは、地域や各種団体・
企業など、それぞれが実情に応じ、身の丈に合った内
容を計画・実施していただきたいからです。
　詳しい内容をお知りになりたい方は、本会ホームペ
ージ・市社協窓口に冊子の配架がしてあります。
　ぜひ、所属されている団体や企業、個人で考えてい
ただき、本会にご連絡いただければと思います。

基本理念

〜 あ の 人 の 幸 せ を 　 私 の 幸 せ に 〜

基本目標

1つながる身近な地域のつ
ながりを強める
ネットワーク
づくり 2あつまる地域福祉活動を

集めて進める活
動拠点づくり 3はなせる何でも話せる地

域の窓口づくり 4ささえる暮らしを支える
仕組みづくり 5かなえる一人ひとりの思

いを叶えるなか
まづくり 6たよれるいつも頼りにさ

れる組織づくり
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＜支出項目別事業報告＞
法人運営費
○定例理事会【８回】・評議員会【２回】・評議員
選任・解任委員会【２回】
○第12回児童・生徒の福祉作文コンクール【最優
秀賞２点、優秀賞13点】
○職員研修【苦情の初期対応について】
○地域ひとつなぎ事業（高齢者の訪問・見守り体
制づくりへの助成）【9団体】
○地域福祉活動の基盤強化のためのネットワークづ
くり事業（地域を支える仕組みづくり）【京都生協
南ブロックと連携会議実施・「高齢者・障がい者
にやさしいお店、サービス」情報の更新】
○災害ボランティアセンター推進協議会　研修・
訓練【避難所支援の実技体験とハイゼックス炊
飯法について】
○事務局職員の設置費用等

市補助事業
○福祉バスふれあい号運行【177件、2,075人】
○校区敬老会【10校区、4,435人出席】　※古
川・今池・青谷校区は台風接近により、寺田校
区は衆議院議員解散総選挙会場となったことに
より中止のため、参加予定数を記載
○校区社協の運営・事業の助成
・集いふれあう事業助成
一人暮らし高齢者等料理教室【10校区57回】
介護問題を考えるつどい【5校区7回】
�障がい者問題を考えるつどい【4校区4回】
ふれあいサロン【10校区180回】
子育て交流事業【8校区62回】
・支えあう人づくり事業助成
ボランティアコーディネーター設置【6校区各2人】
一人暮らし高齢者安否確認【6校区85回】
ボランティア研修会【9校区15回】
校区社協委員研修会【10校区18回】
実態調査【5校区7回】
ご近所見るネット事業【2校区内6自治会】、
地域福祉懇談会【10校区11回】
・広く知らせる（広報誌発行）事業助成【9校区
37回】
・その他

校区社協運営助成、校区社協拠点設置助成
○校区社協会長会議【11回】
○福祉教育推進交流会
○校区別地域福祉活動推進計画の策定支援
○地域福祉リーダー研修会
○役職員研修
○地域福祉活動計画Ⅴの策定

委託事業（市・府社協より）
○福祉センター維持管理【4,039件、64,663人】
○声の広報等発行【声の広報じょうよう513人、
声・点字の市議会だより計87人】

○紙オムツ宅配（さわやか宅配便）【28人】
○生活支援コーディネーター配置
○生活福祉資金貸付等事業【貸付41件】
○福祉サービス利用援助事業【利用者48人】

共同募金配分事業（赤い羽根・歳末たすけあい）
○第39回城陽市社会福祉大会
○社協だより・声・点字の社協だより
○福祉協力校指定・助成【15校（全小・中学校）】
○一人親家庭新入学児童入学児童激励金【14人】
○校区社協活動助成【10校区】
○地域掲示板整備事業助成【新規・修繕計13基】
○在宅要介護者への激励金【343人】
○青少年福祉活動修学旅行援助【5人】
○校区社協年末年始事業助成【10校区】
○その他福祉活動助成【社会福祉団体16団体、
27自治会、公募8団体】

善意銀行基金・ボランティア基金事業
○善意銀行寄付【8件、306,816円】
○善意銀行助成【1団体、5万円】
○ボランティアグループ・連絡協議会への助成
【9グループ】

○ボランティアルーム・ミーティングルームの維
持管理

○第27回福祉ふれあいまつり実行委員会へ助成※
台風の影響により中止

○福祉協力校事業へ助成【15（全小中学校）】
○ボランティアニュースの発行

平成29年度

事業報告・決算 本会では「城陽市地域福祉活動計画Ⅳ」に基づき、
鋭意取り組みを進めてきました。
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○ボランティアグループ活動支援
○ボランティアフェスティバル【参加者260人】
○ボランティア講座【3回】
○ボランティア保険料補助【958人】
○ボランティア基金運営委員会

在宅福祉事業
○住民参加型相互援助サービス…公的な福祉制度
の対象外世帯への住民同士の支援活動【利用会
員5人、協力会員3人、支援105回】
○お待たせごはんですよ…高齢者等への配食【利
用会員131人、配食数22,084食】

老人福祉センター事業
○各苑サークル活動やレクリエーション等実施
　陽和苑は創立30周年記念式典開催

利用者 利用者
陽寿苑 60,874人 陽東苑 12,634人
陽和苑 39,286人 陽幸苑 26,063人

介護保険関係事業
○訪問介護等

年間派遣時間数
訪問介護（要介護高齢者） 11,756時間
介護予防訪問介護・総合 8,179時間
訪問介護（障がい者） 8,688時間
移動支援 322時間

○居宅介護支援【介護給付作成2,191件、予防給
付作成624件】
○ほのぼのサービス…要介護・要支援者に対し、
介護保険外のサービスを実施
○地域ふれあいセンター管理・貸室【貸室
226件】

○通所介護…自立支援を強化。手作業やリハビリ、
体操や外出など実施【実施日数308日、実利用
者数1,035人、利用延人数7,742人、1日平均利用
者数25.1人】

地域包括支援事業
○介護予防…対象者が介護予防サービスや総合事
業を利用する際のプラン策定【城陽包括5,405
件、西部包括1,876件、委託2,425件】

○総合相談…専門職の連携により高齢者とその家
族の相談対応【相談延べ人数　城陽包括1,965
人、西部包括846人】

○権利擁護…成年後見制度利用への支援、虐待事
例への対応

○包括的・継続的ケアマネジメント…事例検討会
【城陽包括5回】、地域ケア会議【城陽包括18
回、西部包括6回】

○地域住民へ出前講座などの広報・啓発活動
○介護予防教室【城陽包括6回、西部包括9回】
○家族介護者教室【城陽包括5回、西部包括3回】
○認知症初期集中支援チーム設置【相談人数14
人】

○認知症リンクワーカー（認知症の人やその家族
の不安に寄り添い、必要な支援を行う担当者）
設置検討

○認知症の人やその家族を支援する相談業務【相
談件数32件】

○認知症ケアパス（認知症の状態に応じて認知症
の人やその家族がいつ・どこで・どのようなサ
ービスを受ければよいか）の作成

○認知症サポーター養成講座【4回】
○認知症出前講座【9回】

収入
平成29年度

723,065,302円

介護保険等
事業収入

263,498,281円
36%

前年度繰越金
164,183,218円

23%

受託金収入
182,108,829円

25%

補助金収入
69,305,857円

10%事業収入
15,257,716円 2%

会費・寄付金収入
7,892,181円 1%

その他の収入
20,819,220円 3%

支出
平成29年度

723,065,302円

介護保険関係事業
219,187,477円

30%

次期繰越金
（第3号基本金含む）

166,978,370円
23%

地域包括支援事業
118,448,477円

16%老人福祉
センター事業
83,876,792円

12%

法人運営費
59,543,092円

8%

善意銀行基金
ボランティア基金事業

14,177,370円 2%

在宅福祉事業
13,523,405円 2%

共同募金配分事業
9,260,699円 1%

市補助事業
20,596,025円 3%

委託事業
17,473,595円 3%
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今年度は昨年の事業を引き続き行うとともに、下記の新規取組みも行っていきます。

○財源確保に向けた検討
社協会費の減少が続くなか、自主財源の増強に向
けて会費の維持や新たな財源確保策の検討を行い
ます。

○地域福祉活動計画Ⅴ進捗状況の管理
平成30年度からの「地域福祉活動計画Ⅴ」の進捗
状況を評価・確認するための会議を設置・開催し
ます。

○生活支援体制整備事業の推進
第２層コーディネーターをモデル的に設置し、小
地域における居場所づくりや助けあい活動の仕組
みづくりに向けた取組みを行います。

○西部デイサービスセンターの修繕
開設21年を迎え、老朽化してきている施設修繕の
一環として、浴室の改修を行い、利用者の利便向
上を図ります。

平成30年度

事業計画・予算 表紙でご紹介した「城陽市地域福祉活動計画Ⅴ」の基
本目標と実施計画をもとに、城陽市の地域福祉推進を
目指し事業を行います。

収入
平成30年度

748,371,370円

介護保険等
事業収入

274,101,000円
37%

前年度繰越金
166,978,370円

22%

受託金収入
186,799,000円

25%

補助金収入
73,902,000円

10%事業収入
16,135,000円 2%

会費・寄付金収入
7,913,000円 1%

その他の収入
22,543,000円 3%

支出
平成30年度

748,371,370円

介護保険
関係事業

313,989,224円
42%

次期繰越金（第3号基本金）
40,000,000円

5%

地域包括
支援事業

136,434,469円
18%

老人福祉
センター事業
93,796,551円

13%

法人運営費
82,964,114円

11%

善意銀行基金
ボランティア基金等事業

9,658,600円 1%

在宅福祉事業
18,845,706円 3%

共同募金配分事業
10,439,000円 1%

市補助事業
21,472,000円 3%

委託事業
20,771,706円 3%

平成29年度 社協会員数 報告
久津川 古川 久世 深谷 寺田 寺田南 寺田西 今池 富野 青谷 合計

普通会員 1,629 1,000 1,636 945 953 1,035 2,020 1,504 1,431 888 13,041

賛助会員 3 20 102 237 19 9 31 18 39 4 482

特別会員 2 1 4 1 2 0 2 0 0 0 12

会員合計 1,634 1,021 1,742 1,183 974 1,044 2,053 1,522 1,470 892 13,535

※普通会員：1口500円　　賛助会員：1口1,000円　　特別会員：1口5,000円� （単位：口数）
※施設会費除く

久津川 古川 久世 深谷 寺田 寺田南 寺田西 今池 富野 青谷 合計

寄付金 26,250 23,170 13,900 4,100 18,550 19,200 33,400 31,760 38,975 80,600 289,905

※500円未満の篤志については、寄付金とさせていただきました。� （単位：円）
※総額：7,352,405円
※�城陽市社会福祉協議会にご入会いただき、ありがとうございました。また、会員募集にあたりご協力をいただいた
各自治会・校区社会福祉協議会関係者の方々、ありがとうございました。



※�陽和苑・陽東苑・陽幸苑に駐車場はありません。
　�また、陽寿苑には駐車場がありますが、満車にな
りやすいため、老人福祉センター送迎バスのご
利用をおすすめしています。ぜひご活用ください。
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¦ 陽寿苑　☎問合せ・申込み：55-1017
＜趣味の教室＞
○絵手紙教室　 無料・要申込
毎月第２木曜日　10：00～12：00
（日程変更の場合有）
○陶芸教室　 要材料費500円・要申込
  7月  7日（土）、9月15日（土）、
12月15日（土）
10：00～12：00（日程変更の場合有）
材料費500円
○健康マージャン入門教室：4回連続講座　
� 無料・要申込 　　
7月  4日（水）、7月11日（水）、
7月18日（水）、7月25日（水）
13：00～15：00 　　 
※超初心者・初心者限定
＜介護予防教室＞
○体操教室（体操&ヨガ）　
無料・申込不要
7月12日（木）、8月9日（木）、
9月13日（木）
13：00～15：00

¦ 陽東苑　☎問合せ・申込み：53-3700
＜週間行事＞
○ビデオ健康講座・健康体操　 無料・申込不要
月・金曜日　10：00～
○カラオケ　 無料・申込不要
火曜日　午前中
○ラジオ体操　 無料・申込不要
土曜日　10：00～
○保健師の健康相談　 無料・申込不要
火・木・金曜日　9：00～
＜月間行事＞
○フラワー教室（アレジメント）
要花代1,500円・要申込
第２水曜日　午前中
○認知症予防ゲーム　 無料・申込不要
第３木曜日　13：30～14：30
○七夕まつり　 要昼食代700円・要申込
7月9日（月）　10：30～14：30
久世保育園児とのふれあい（午前）
口からはじめる介護予防（午後）

¦ 陽和苑　☎問合せ・申込み：52-9670
＜年間行事＞日時決定次第苑内掲示します
◯ふれあい「七夕飾り」　 無料・要申込
7月6日（金）10：00～11：00
　皆で作った飾りを、園児さんと
ご利用者が一緒になって笹に飾り、
観賞したり園児の歌で和みます。
◯「輪投げ大会」　 無料・要申込
7月中旬
予選　1週間　10：30～14：30
決勝　1　日　13：30～14：30
　期間中の来苑者全員参加の個人
/ペアでの輪投げ大会です。
是非ご来苑ください。
◯ふれあい「敬老の日」　 無料・要申込
９月中旬
　「敬老の日」を祝し、園児さんが
ご利用者さんへ歌の披露や肩たたき
をしてくれます。
◯「交通安全のつどいと食事会」　 無料・要申込
９月下旬
　元「古川女性の会」の方々がご利
用者さんに交通安全教室とカレーを
振る舞ってくださいます。
〈月間行事〉
◯物忘れ予防教室　 無料・要申込
毎月第４金曜日　
奇数月は10：30～12：00
偶数月は14：00～15：30
　認知症予防を目的として、脳を活性化するための
様々な取り組みをしています。（指・足運動、特製
パズルなど）

¦ 陽幸苑　☎問合せ・申込み：53-9393
＜行事予定＞
○花文字の展示会　 無料・申込不要
6月30日（土）～7月14日（土）
○家族介護者教室　 無料・申込不要
8月9日（木）　13：30～
（広報じょうようにてお知らせ）
※ 問合せ・申込みは、西部地域
包括支援センターまで（55-
7222）

陽和苑

■近鉄久津川駅を西へ徒歩10分です。

府道八幡・城陽線 久津川公民館

久津川小学校

至奈良

至京都

近
鉄
京
都
線

久
津
川
駅

久津川交番平川幼稚園

薬局

城陽市地域
ふれあいセンター

久津川保育園

陽和苑

■近鉄寺田駅を北西へ徒歩10分です。

城
陽
寺
田
郵
便
局

至奈良

至京都

近
鉄
京
都
線

寺
田
駅

文
化
パ
ル
ク
城
陽

整形外科

弁当店

旧寺田西保育園西城陽中学校

寺田西小学校

府道内里・城陽線

西部
デイサービスセンター
陽幸苑

陽幸苑

■JR城陽駅を北へ徒歩10分です。

陽東苑

至奈良

至京都

J
R
奈
良
線

城
陽
駅寺田小学校

電器店

久
世
神
社

久世保育園
久世小学校 クリーニング店

城陽中学校

東部コミュニティー
センター

陽東苑

■JR山城青谷駅を西へ徒歩10分です。

陽寿苑

陽寿苑

至京都

至奈良

至京都

至山城大橋

J
R
奈良線

国
道
24
号
線
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6　社協だより

車いす 餅つきセット 回転ダーツ ジャンボ
サイコロ

手話サークルてまり
手話が学べるDVDが完成しました
城陽手話サークルてまりさんが、手話を身近に感
じてもらえることを目的に、モデルや撮影・編集ま
でのすべての工程をサークルメンバーで行ったＤＶ
Ｄが完成しました。
収録内容 �指文字（50音を指で表したもの）・数字・

簡単な挨拶
料　　金 150円/枚
問合せ先 市社協　TEL：56-0909
※�お申込みがあってからＤＶＤをダビングするため、配付で
きるまで１週間程度かかります。

�

福祉サービス利用援助事業
「生活支援員」募集
判断能力に不安のある高齢者や知的・精神障がい
のある方等の自宅へ訪問し、日常生活に係る支援を
行います。
活動内容 �上記事業の対象者宅に訪問し、日常生活

に係る金銭管理（生活費の払出しや各種
支払い手続き）や郵便物の確認、整理の
援助等

※年３回程度研修があり、未経験の方でも安心です。

活動頻度 �月1・2回程度、1回1～2時間程度（担当し
ていただく利用者によって変動します）

時　　給 860円／時間（別途交通費の支給あり）
問合せ先 市社協　TEL:56-0909

城陽市共同募金会義援金情報
◯平成28年熊本地震義援金
　 募集期間 平成28.4.15～平成31.3.31
　　　　　平成30.5.31現在�合計額3,201,794円

◯九州豪雨災害義援金�
　 募集期間 平成29.7.10～平成30.9.28
　　　　　平成30.5.31現在� 合計額88,837円
城陽市共同募金会では、上記義援金を福祉センタ
ー１階の窓口で受付けており、老人福祉センターへ
も募金箱を設置しています。ご寄付いただいた義援
金はその全額を被災された方々の生活再建のために
お届けしています。ご協力をお願いいたします。

サマースクールのボランティアを
募集しています
城陽サマースクールでは「障がいのある子どもた

ちに実りある休みを…」との思いで、夏休みを存分
に楽しんでもらえるよう、様々な活動を行います。
子どもたちの楽しい休暇を作るお手伝いをしてみ

ませんか。１日のみの参加でも大歓迎です。少しで
も関心のある方は、市社協（TEL：56-0909）まで
ご連絡をお待ちしています。

日時 内容 場所
7月  7日（土）13：30～ 説明会 福祉センター
7月14日（土）12：30～ 開校式・人形劇 福祉センター
7月23日（月）  9：00～ プール 富野小学校
7月26日（木）  9：00～ 工作・料理 南部コミセン
7月30日（月）  9：00～ プール 今池小学校
8月  1日（水）  9：00～ プール 青谷小学校
8月  8日（水）  9：00～ プール 宇治支援学校
8月25日（土）12：00～ 閉校式・夏祭り 南部コミセン
9月  3日（月）10：00～ 反省・交流会 福祉センター

無料貸出備品のご紹介
本会では、レクリエーション物品やご寄付いただ

いた車いす等の貸し出しをしています。
地域での季節のイベント、急に車いすが必要にな

ったときなど、ぜひ、ご活用ください。（下の写真
は一例です。）
物品貸出可能期間 必要と思われる期間
車いす貸出可能期間 最長２か月
申請時に必要なもの 印鑑
※�貸出している場合がありますので、事前にお問い合わせ
ください。

本会へのご寄付
ありがとうございました
（H30.3.1～5.31現在）【敬称略】

○山根　邦雄　　車いす１台

ご寄付いただきました車いすは市民
の方への無料貸出しや福祉教育に活用
させていただきます。今後とも、ご支
援・ご協力をよろしくお願いします。


