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木津川市社会福祉協議会 検索

木津川市ボランティアセンター
木津川市ボランティア連絡協議会

問合せ
TEL.0774-72-9155

7月17日㈮13時30分～16時
（7月1日㈬から予約受付）

8月12日㈬13時30分～16時
（7月29日㈬から予約受付）

山城保健センター 木津川市社協（☎0774-71-9559）

和束町社協（☎0774-78-3312）和束町社会福祉センター

日　時 会　場 申込み・問合わせ

7月3日㈮13時30分～16時 加茂支所（☎0774-76-4338）加茂ふれあいセンター

8月7日㈮13時30分～16時 山城支所（☎0774-86-4151）山城保健センター

日　時 会　場 問合わせ

申込み・問合わせ：木津川市社協  ☎0774-71-9559

■必ず電話で予約してください。弁護士が応じます。

■多くの方にご利用いただくため相談は1人年間1回

　（4月～3月）に限らせていただきます。ご了承ください。

7月10日㈮
（7月1日８時30分から予約受付）

8月21日㈮
（8月3日８時30分から予約受付）

13時～15時30分

木津老人福祉センター

相 談 コ ー ーナ

心配ごと相談

（各月　先着5名　1人30分間）無料法律相談

山城南地区社協
司法書士法律相談

地域包括支援センターの活動～高齢者の総合相談窓口～

～感染拡大防止の取り組み～

　地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆様を介護、福祉、健康、医

療など様々な面から総合的に支えるため、様々な活動を行っております。

　皆様が住み慣れた地域で、いつまでも穏やかな生活が営めるよう、地域包括支

援センターをご活用ください。

親子でおもちゃで自由に遊んで頂ける場所です。

気に入ったおもちゃを貸し出しをしています。

お気軽にお越しください。

　新型コロナウイルス感染拡大防

止のため延期になりました。

時期は、未定です。

【お願い】※新型コロナウィルス感染対策のため３密の回避が困難な場合は、休ませて頂

きます。

　　　　　　なお、ご利用の際は、マスクをご着用下さい。また発熱や咳等の風邪の諸症

状がある場合は、ご遠慮下さい。

①　木津老人福祉センター　2Ｆ　（木津川市木津川端19）

　　　毎月第1・3水曜日　午前10時～11時30分

②　木津東部子育て支援センター　（梅美台こども園内）

　　　毎月第2木曜日　午前10時～11時30分

　地域包括支援センターでは感染拡大防止のため、手洗い・うがい・マスクの着用

による面談の実施を徹底しております。皆さん、安心してご相談ください。

・必ず電話で予約してください。

・木津川市・相楽郡内であればど

なたでもご利用頂けます。

瓶原　隆司様……座布団　天理教城南支部婦人会様……手作りマスク 180枚
布らぶクラブ様……手作りマスク 48枚　　
精華ゴルフセンターレインボー様……冷凍食品　約200個
その他、匿名で現金5,000円、野菜、もち米、手作りマスク100枚をいただきました。
配食食材料や地域福祉活動に活用させていただきます。ありがとうございました。

善意のご寄付
ありがとう
ございました

　ご寄付くださったマス

クは、支援の必要な方

や、その方を支援するボ

ランティアさん等にお渡

しし、大変喜んでいただ

いてます。

　支所や支部などの会議

や、ボランティアグルー

プでも活用させていただ

きます。ありがとうござ

いました。

木津老人福祉センター　2Ｆ　（木津川市木津川端19）

毎月第1・3水曜日　午前10時～ 11時30分
場　所

急　募 貸し出し等を手伝っていただけるボランティアを募集しています。

子どもさんのお好きな方大歓迎です。お気軽にどうぞ。

※ご都合のいい日程で協力いただいても、構いません。

医療・介護に関する総合的な相談

介護予防の取り組み

権利擁護・虐待の早期発見と防止

ケアマネージャーの支援

問合せ　地域包括支援センター木津西　☎0774-75-1294
　　　　地域包括支援センター加茂　　☎0774-76-0001

木津川市には、「木津西」「木津東」「加茂」「山城」の地域包括支援センターがあり、
木津川市社協が「木津西」と「加茂」を委託され、運営しています。

木津地域のおもちゃの図書館からのお知らせ 小・中学生ボランティア体験学習

７月28日・29日

　　（10時～ 16時）予定

市役所　住民活動スペース

　市役所へ来られる際は、お立ち寄

りください

※新型コロナウィルス感染拡大防

止の為状況により中止になる場

合もありますので、御了承下さい

ボランティア展～作品展示～

詳しくは、ボランティアセンターまで

ボランティアグループ
登録募集中

温かなお気持ち
ありがとうございました！

第一生命保険（株）奈良支社高の原営業オフィス様

…アクリルパーテーション10組

木津川市社協だより

この広報紙は一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

社会福祉法人　木津川市社会福祉協議会 http://www.kyoshakyo.or.jp/kizugawa/
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本所・木津支所 〒619-0214　木津川市木津川端19番地 〔木津老人福祉センター内〕 TEL.0774-71-9559　FAX.0774-72-7690
加茂支所 〒619-1127　木津川市南加茂台6丁目3番地 〔加茂ふれあいセンター内〕 TEL.0774-76-4338　FAX.0774-76-8277
山城支所 〒619-0205　木津川市山城町椿井北代102番地 〔山城保健センター内〕 TEL.0774-86-4151　FAX.0774-86-4521
介護保険事業所 〒619-0222　木津川市相楽山松川42番地２ 〔ハッピーコスモス〕 TEL.0774-73-2080　FAX.0774-73-2191
地域包括支援センター木津西 〒619-0222　木津川市相楽山松川42番地２ 〔ハッピーコスモス内〕 TEL.0774-75-1294　FAX.0774-75-1295
地域包括支援センター加茂 〒619-1127　木津川市南加茂台6丁目3番地 〔加茂ふれあいセンター内〕 TEL.0774-76-0001　FAX.0774-76-8277
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２０１９年度事業報告

福祉バザー・ふれあいひろばinかも　中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止の為、今年度は各支所の福祉バザー、及びふれあ

いひろばinかもを中止させていただきます。ご理解、ご協力をお願いいたします。

コロナに負けないぞ！！

　「家に一人でいると胸がドキドキするが、公園に来

ると落ち着きます。みんなの顔を見てほっとする。」

ラジオ体操、ウォーキング、おしゃべり、参加は自由

わたしたちを取り巻く環境は変わっても、きずなは変

わりません。

　「元気に過ごしていますか？」

「給付金詐欺に気を付けましょう」

お互いに声をかけあいながら、今ま

での交流が途切れることがないよう

に見守り合っています。

　お便りを通じて皆さんとのつな

がりを感じながら、サロンで再会

できる日を楽しみにしています。

　2019年度を振り返ると、平成から令和となって新しい時代が始まり、オリンピック・パラリンピッ

クの準備も着々と進んで、何もかもが良い方へ向かうかのような空気の中、新型コロナウイルスが世

界中で蔓延するという、予想だにしなかった年度末を迎えました。様々な活動を自粛する中で、「今だ

からこそできる事」を作り出していこうという工夫と努力が、地域活動の中に見え始めていることは

大変有難いことであり、それこそがウイルスと共存しながら安心・安全に生活をするという「新しい

生活様式」の模索なのであろうと思っています。

　また、「第３次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画」については、市行政・策定委員・

作業部会委員をはじめ多くの方々のご協力により、現状と住民ニーズの把握を行い、望ましい地域の

姿を思い描いて、策定することができました。令和６年度までの５か年の計画として、活動の指標と

なるものと考えております。

　色々な出来事があった2019年度でしたが、何とか無事に終了することが出来ましたのは、住民の皆

さま、ボランティアの皆さま、民生児童委員協議会、市行政をはじめとする関係機関の方々のご協力

のおかげと、厚く御礼申し上げます。取り組まなければならないことは山積しておりますが、今後も

ますますのご指導とお力添えをお願いいたします。

①個別課題・地域課題の把握
　　地域懇談会、団体懇談会、協議体、地域ケア会議、ネットワーク研修会、見

　守り隊研修会、山城南ブロック研修会等々の機会を持つことで、参加者の個

　別課題・地域課題を捉える目を養い、把握に努めました。

②課題解決に必要な活動の創出と充実
　　把握した課題をさらに協議体、地域ケア会議、ネットワーク研修会、見守り隊研修会、山

城南ブロック研修会、役職員研修会等々の場に載せていくことにより、活動を生み出した

り、今ある活動を充実させたりすることができました。

③地域の各種団体、職能団体、行政機関等との連携強化
　　民生児童委員協議会、地域長会、ケアマネ会、栄養士会、弁護士会、司法書士会、社会福祉

士会、医師会、認知症疾患医療センター、市行政、保健所、警察、消防署等々の各団体・機関

の皆様のご協力をいただき、しっかりと連携を取って地域づくりを推進することができ

ました。

④住民を真ん中に、地域のネットワークの構築
　　支部が中心となって住民活動を推進することにより、住民ニーズに沿った、顔の見える

活動を行うことができました。小地域の中でネットワークを構築し、さらに市内のネット

ワークにも広げていくことで、地域包括ケアシステムの一翼を担う社会福祉協議会とし

ての役割を果たしています。

⑤住民が力を発揮できる仕組みと場所づくり
　　協議体で課題を解決する活動について議論をする中で、だんだんと自分たちでできる

事を形にしていく取り組みが進んできました。しかし、２月には活動自粛要請が始まり、

今後の取り組みについては、コロナウイルスとの共存という視点での見直しを進めてい

かなければなりません。

⑥職員の資質向上
　　福祉職場の魅力向上と福祉人材の育成・定着のための様々な制度を整えていることを

認められ「きょうと福祉人材育成認証制度」の認証をいただいておりますが、令和７年ま

での５年の期間で更新していただきました。これまで以上に地域福祉に貢献できるよう、

職員一人一人が自己啓発に努め切磋琢磨します。

重点
課題

人件費支出
203,805
（56％）

支　出
363,708

収　入
363,708

事務費支出16,785（4％）

貸付事業支出 692

積立金支出 17,292
固定資産取得支出 1,542
その他の支出 140

次年度繰越金50,413（14％）会費収入9,960
（3％）

寄付金収入 379　貸付事業収入 970
事業収入 3,658　負担金収入 4,552
障がい福祉サービス等事業収入 5,713
補助金事業等収益収入 5,173
助成金収入 709　受取利息配当金収入 1,758
固定資産売却収入 30
積立金取崩収入 2,754
その他の収入 1,452

補助金収入
71,509（20％）

繰越金
44,494（12％）

受託金収入
75,166（21％）

その他
27,148（7％）

介護保険事業収入
135,431（37％）

事業費支出
60,124（17％）

返還金支出 2,163
分担金支出 100
助成金支出 10,652

その他
32,581（9％）

2019年度　一般会計決算報告（単位：千円）

～わたしたちの新しいつながり方～

地域の公園で体操

電話やインターホン越しの声かけ

サロン便り(通信)の発行
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福
祉
職
は
初
め
て
の
経
験
で

す
が
、
少
し
で
も
地
域
の
皆
様

の
お
役
に
立
て
る
様
頑
張
り
ま

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

市内各地のサロンから“見守り”や“つながり続ける”取り組みの報告が届いています。
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