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平成23年度事業報告書

Ⅰ.重点課題の総括

1. ｢中京区地域福祉活動計画<第二次プラン>｣の評価と中京区社会福祉協

議会　r行動発展計画｣の推進
【成果】 ｢中京区地域福祉活動計画<第二次プラン>｣の推進4年目となった今年度

は､作業委員会において二次プランの評価と三次プラン作成に向けた作業に
ついて､本格的に毒手しました｡

また､ ｢行動発展計画｣の実施計画にもとついた事業については､区内大学

等に対する学生ボランティア活動の実態調査の実施や福祉体験メニュー作り
に向けた作業委員会の立ち上げなど､若い世代の地域福祉活動参画に関連す
る取り組みを推進しましたo

【課題】三次プランの策定にあたっては､区社協｢行動発展計画｣の評価や各学区

の｢実施計画｣の評価を踏まえつつ､市社協の行動指針や中京区の基本計画

等を加味した三次プランとなるよう､計画的に作業を進めていく必要があり

ます｡

2.学区社会福祉協議会の活動推進

【成果】地域で暮らす高齢者の居場所の一環となっている健康すこやか学級事業へ

の支援はもとより､要配慮世帯への見守り支援に関連する事業や助成､研修

等を強化し､学区域において一人ひとりを見守るきめ細かな地域福祉活動を

展開していくための取り組みを推進できましたo

また､学区社協活動の情報提供などを充実させるため､区社協ホームペー

ジ内に専用のページを設けることができました｡

【課題】三次プランの策定にあたり､各々の学区社協が自らの福祉課題を再確認で

きる機会や各学区の実情を踏まえた意見集約を行う場面を充実し､住民主体

の地域福祉活動を図っていく必要があります｡

また､地域の中で配慮を必要とする世帯等の見守りや居場所づくり等の活

動についても､より一層の強化が求められています｡

3.個別相談援助事業の強化
【成果】日常生活自立支援事業においては､事業に対する理解促進と生活支援員の

拡充に向けた取り組みとして､地域等への出張学習会を実施することができ､
1 2件の新規契約(年度末契約件数39件)につながりました｡また､各関

係機関との連携も深まり､個々のケースを通じた支援のネットワークが構築
されてきていますo

【課題】日常生活自立支援事業への理節が一定進んだこともあり､事業の利用を希
望されている待機者が増加していますC　一万で､今年度の生活支援員登録者

は2名にとどまったため､地域の中で生活支援員として活動いただける万々
の開拓を強化していく必要があります｡
また､平成24年6月からは､生活福祉資金貸付事業の結合支援資金につ

いても区社協が相談窓口となるため､地域の中で生きづらさを抱えて生活さ
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れている方々への支援に対し､より多くの住民で支援の輪を築けるような取
り組みを推進することが求められています｡

4.中京区災害ボランティアセンターの環境整備

【成果】全国的に災害時への対応強化が求められるなか､中京区役所との連携によ

り｢中京区災害ボランティアセンター設置･運営マニュアル｣の策定に至り

ました｡また､事務レベルではありますが､京都錦ライオンズクラブ様と災

害時の協定に関する協議に毒手し､万が一に備えた基盤整備や協力体制を推

進することができました｡

【課題】中京区災害ボランティアセンターの｢設置･運営マニュアル｣を机上のも

のにしないために､災害ボランティアセンターへの理解促進に関連する取り

組みやマニュアルの検証訓練はもとより､地域住民や災害時要配慮者､ボラ

ンティア等の参画を得た､より実践的な訓練を実施していく必要があります｡

5.法人の安定的な運営と財源確保に向けた取り組み

【成果】賛助会費の募集や共同募金配分金の使途については､広報紙やホームペー

ジ､地域福祉モデル事業助成の公開審査など､適正な情報公開を積極的に行

うことができました｡

また､今年度の賛助会費額は学区社協の多大なご協力もあり､昨年度比

55,750円増となりました｡

【課題】長引く不況により､補助金の削減や自主財源(賛助会費や共同募金配分金)

の低減が続くなか､引き続き透明性の確保を行いつつ､住民から応援しても

らえるような事業展開を図っていくとともに､広報についてもさらなる努力

を行い､賛同者の理朋を求めていくことが重要になってきています｡

Ⅱ.事業の稔括
1.法人運営

(1 )法人運営に関する話会議の運営

①正副会長会社の開催

開催日.会場 �>�vR�

第1阿 ��霾亥ｩyﾘ馼橙餠ﾘｶ8醜檍-ﾈ,X,ﾉ?ｩ/h,�,(*(,B�

平成23年4月18日(JJ) �"餾ｸ檠+x,ﾈﾈx醜,僵ｨ*HｦX効醜檍,ﾈ効醜,�,(*(,B�
Lトl京区地域福祉センター 橡_�ﾙ�馼ﾘ���

1.区社協職員の事務分掌について 

2.ボランティアセンター運営委員会の開催について 

3.平成23年度中京区子育て支援者研修会について 

※採用発令式 

第2回 ����c���yﾘ馼橙��c���Uﾘｶ8醜檍,�,(*(,B�

平成23年5月12日(木) 茶�繁/hｶ8粂,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター 茶"亳9+r雜8駟�)洩ﾉ�ﾈ,�,(*(,B�
2.｢共同募金受配金助成審査委員会｣の日程について 

3.｢中京区地域福祉活動計画推進賂議会｣の日程について 

<報告事項> 

1.中京区ボランティアセンター運営委員会の内容について 

2.共同募金受配金助成審査委員会の内容について 



第3回 ����c���ｧxｾh��ｺh檠+x檍ｶ8,ﾉ>�vX,�,(*(,B�

平成23年6月6日(刀) �"��b雕ﾈｧxｾh��ｺh檠+xﾚy�X檍,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター �2靫ﾉ_�鑠(-x/�*ｨ.x+(*H+Z33Xﾘh,ﾉJﾘﾗ8,�,(*(,B�

4.学区社協.民生児童委員会等合同研修会について 

<報告事項> 

1.監事監査の報告について 

2.賛助会費の募集状況について 

3,中京区地域福祉活動計画推進協議会の内容について 

4.共同募金受配金助成審査委員会の内容について 

第4回 ��粳[ﾙ�ﾃ#ID�7�,�-�*�+ﾘｹ�78�2ﾘ,ﾉuﾈ蟀wieﾘ,�,(*(,B�

平成23年7月4日(刀) �"饉ﾙ�ﾃ#9D�7�)�8��ｺh檠+yUﾈ�*8,ﾈﾏ9^(�)�I�X,�,"�

中京区地域福祉センター �*(,B�
3.(樵)紅中様からの車いす寄贈贈呈式について 

4.市.区杜協共同広報紙の内容について 

5.学区社協リーダー交流研修会について 

6.思春期の子どもと向き合うセミナーについて 

<報告事項> 

1.中京区地域福祉活動計画推進協議会の内容について 

第5回 ��陞靜ﾈ7ｸ8�986X4(4�wｹ�ﾈﾗXﾜ�,ﾈ､ｨﾜ8,�,(*(,B�

平成23年8月19日(金) �"韶掩(ｻ8�,ﾈ､ｨﾜ8,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター �2隗xｾh��ｺh8ｨ�ｸ5��ｸﾏ�zﾈﾊH�8檍,ﾈ�饑�ﾏ�ｫx檍,ﾈ戊�8,��
ついて 

4.各学区敬老会等の日程について 

5.平成24年京都市社会福祉大会における表彰候補者 

等の推薦について 

6.理事会.評議員会の日程について 

<報告事項> 

1.生活福祉資金相談員の交代について 

2.市.区社協共同広報紙の発行について 

第6回 ��霓�8�484�985�4�8�7Yvﾈ*�.x,ﾈ轌.葦�WHｾ��ﾈ+Y?ﾈ.ｨ,��

平成23年9月22日(木) �,(*(,B�

中京区地域福祉センター �"��c(��yﾘ馼橙��c(��Uﾘｶ8醜檍,�,(*(,B�

(1)議長.議事録著名人について 

(2)主な補正案件について 

<報告事項> 

(1)中京区民ふれあいまつりの社協ブース仲画について 

第7回<監事会と合同開催> ��饉ﾙ�ﾃ#9D�7磯�ｾ��迚�h耳鴿^)�9uﾈ蠅����,�,(*"�

平成23年10月5日(水) �,B�

中京区地域福祉センター �"��c(��yﾘ馼橙��c%ｸ謦餠ﾘｶ8醜檍,ﾈ�9/hｶ8粂,�,(*(,B�

第8回 ��ﾉY�8,ﾈ-ﾈ+�,8*ﾘ.�/�ﾖﾈ*h.仞ij�x檍,�,(*(,B�

平成23年11月10L=](木) �"霄I:�Xｾ��9Gｨｾ���ﾉ�(ﾛ��X檍,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター 橡_�ﾙ�馼ﾘ���
1.平成23年度｢障害者週間｣街頭キャンペーンの実 

施について 

第9回 ��隗xｾh��ｺh檠+x檍ｶ8,ﾈｶ8粂,�,(*(,B�

平成23年12月5日(月) �"霎h7ｸ8�5ｨ98戊�8効醜檍,ﾈｶ9��,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター �2�&闔iY�8ｨ�:霽h柬(ﾞﾈｼh効醜檄8,ﾈｶ9��,�,(*(,B�
4.点字講座.要約筆記講座の開催について 

5.平成23年度内の十.安会議の日程調整について 

<報告事項> 

1.共同募金受配金助成審査委員会について 

第10凶 ��韜�ｩo�醜淤��,�,(*(,B�

平成24年1月19日(木) 茶�凉ﾘ饕餠ﾘｶ8醜ﾏ9^(�(,ﾉ%亥)_ｹd�,�,(*(,B�



中京区地域福祉センター 茶"偃Ywh檍ｶ9?ｩ/h,�,(*(,B�
2.共同募金受配金助成審査委員会の議題並びに公開審 

査について 

3.社協.共募合同研修会の内容について 

4.嘱託専門員の募集について 

<報告事項> 

1.区ボラセン運営委員会の報告について 

第11回 ���&闔iY�8ｨ�:霽h柬)�I�仄hｶ8檄8,ﾈｶ9��,�,(*(,B�

平成24年2月23日(木) �"��c8��ｧxｾh��ｺh檠+x檍ｶ8,ﾈｶ9��,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター �2��ｩ�XﾊHｸh醜,ﾈﾜﾉw�,�,(*(,B�
<報告事項> 

1.共同募金受配金助成審査委員会の結果について 

2.次期理事.評議員候補者の推薦進捗状況について 

第12回<監事会と合同開催> 栃ｬH馼檍,hﾘy:�9���

平成24年3月16日(金) ��饉ﾙ�ﾃ#ID�7磯hｼhﾇh枌韜�ｾ��迚uﾈ蠅����,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター �"饉ﾙ�ﾃ#9D�7��c8��yﾘ馼橙��c8��Uﾘｶ8醜檍,ﾈ�9/b�

議案について 
<正副会長会議議題> 

1.第3回理事会.評議員会(3/23)について 

(1)議長.議事録著名人について 

(2)閉会挨拶について 

2.平成24年第1回理事会(4/2)について 

(1)議長.議事録著名人について 

3.各委員会の委員候補者について 

4.職員増に伴う事務室の変更について 

開催日.会場 �>�vR�

第1回 ���(hｹ霎i6ﾘｺiYｸ檠+x,ﾉ�僖8,�,(*(,B�

平成23年5月24日(火) �"隴hﾅxｴ�ｭb�&9�ﾉ9�,ﾉ�ﾈ馼甑:粳�9Uﾈ�)¥��,僵ｨ*IUﾒ�

中京区役所4階第2会議室 亳8醜,ﾈ�9Dh,�,(*(,B�

3.中京区社臨顧問の承認について 

4.中京区社協参事の承認について 

5.本会会員-の入会承終について 

6.平成22年度事業報告書(秦)並びに平成22年度 

資金収支計算書.事業活動収支計算書.貸借対照表. 
財産目録(秦)の承認について 

※監査報告 
<報告事項> 

1.各委員会の委員交代報告について 

2.市.区社協共催事業の案内について 

第2回 ��ﾉgｸ檍檍蹴ﾘ,ﾉ?ﾈ檍�9Dh,�,(*(,Bﾕ���

平成23年10月13日(木) �"ﾉ[ﾙ�ﾃ#9D�7�ｩLｨ檍ﾇh��ｾ��迚�bﾒﾒ韜�)�9uﾈ蠅�����

中京区役所4階第2会議室 �,ﾈ�9Dh,�,(*(,B�
<報告事項> 

1.平成23年度上半期事業報告並びに下半期の主な事 

業について 

2.被災地支援の活動報告について 

第3Fiー 白饉ﾙ�ﾃ#ID�7磯hｼhﾇh枌韜�ｾ��迚uﾈ蠅悦著,ﾈ�9Db�

平成24年3月23日(金) �,�,(*(,B�

中京区役所4階第2会議室 �"颯8ｯｩi驅�,僵ｨ*H鵁ｯｩUﾘｶ8醜ﾏ9^(�(,ﾈ�9Dh,�,(*(,B�
3,任期満了に伴う次期顧問候補者の承認について 

4.任期満了に伴う次期参事候補者の承認について 



5.本会会員-の入会承認について 

6.職員就業規則の改正について 

<報告事項> 

1.中京区災害ボランティアセンター設置.運営マニユ 

アルの策定について 

2.次期理事.監事.顧問.参事の就任承諾書の提出に 

ついて 

③評議長会の開催
開催日.会場 �>�vR�

第1回 ��饉ﾙ�ﾃ#)D�7磯hｼi_�ﾙ������兔�-�,兌ﾙ�ﾃ#)D�7��

平成23年5月24日(火) 倬�ｾ��辷ﾇh螽��韜hｼhｨ�:韵ｸ辷ﾇh螽����ﾘ妺�顰iUﾂ��

中京区役所4階第1会議室 俥�蝎mｩ�����,ﾈ�9Dh,�,(*(,B�

※監査報告 

<報告事項> 

1.中京区社協副会長の就任報告について 

2.中京区祉協顧問の就任報告について 

3.中京区社協参事の就任報告について 

4.関係機関.団体等の人事異動.代表者変更に伴う評 

議員の就任報告について 
5.本会会員-の入会承認について 

6.各委員会の委員交代報告について 

7.市.区社協共催事業の案内について 

第2回 ��饉ﾙ�ﾃ#9D�7�ｩLｨ檍ﾇh��ｾ��迚�h耳鴿^)�9uﾈ蠅悦鋳�

平成23年10月13日(木) �,ﾈ�9Dh,�,(*(,B�

中京区役所4階第1会議寅 橡_�ﾙ�馼ﾘ���
1.本全会員-の入会承認について-P2 

2.平成23年度上半期事業報告並びに下半期の主な事 

業について 

3.被災地支援の活動報告について 

第3回 ��饉ﾙ�ﾃ#ID�7磯hｼhﾇh枌韜�ｾ��迚uﾈ蠅����,ﾈ�9Db�

平成24年3月23日(金) �,�,(*(,B�

中京区役所4階第1会議室 �"颯8ｯｩi驅�,僵ｨ*H鵁ｯｩo�蹴謁ﾘ饕隰H饕佰9^(�(,ﾉ���

任について 

<報告事項> 

1..本全会員-の入会承認について 

2.中京区災害ボランティアセンター設置.運営マニユ 

アルの策定について 

3.次期評議員の就任承諾書の投出について 

開催日.会場 �>�vR�

第1回 ��饉ﾙ�ﾃ#)D�7磯hｼh戊�2霹�ﾘ�ﾗ8,佛x.豫Hﾛ��

平成23年5月16日(月) �"饉ﾙ�ﾃ#9D�7��c���T(馼橙��c���-兌ﾘｶ8醜檍,ﾈ�9/b�

中京区地域福祉センター 亳8粂,�,(*(,B�

第2回<正副会長会議と合同> ��饉ﾙ�ﾃ#9D�7磯�ｾ��迚�h耳鴿^)�9uﾈ蠅����,�,(*"�

平成23年10月5日(水) �,B�

中京区地域福祉センター �"��c(��yﾘ馼橙��c(��Uﾘｶ8醜檍,ﾈ�9/hｶ8粂,�,(*(,B�

第3回<正副会長会議と合同> 栃ｬH馼檍,hﾘy:�9���

平成24年3月16日(金) ��饉ﾙ�ﾃ#ID�7磯hｼhﾇh枌韜�ｾ��迚uﾈ蠅悦著,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター �"饉ﾙ�ﾃ#9D�7��c8��yﾘ馼檍自�c8･�,ﾙ[ﾘｶ8醜檍,ﾈ�9/b�

議案について 



(2)事業の企画･充実に関する詩会津の開催

(》部会･重点会の開催

ア) ｢区ボランティアセンター運営重点会｣の開催

日程 偃X,宛9���

第1回 橡_�ﾙ���

平成23年5月13日(愈) ��霎h7ｸ8�986X4(4�5ｨ985��ｹ[ﾙ�ﾃ#)D�7磯hｼi_�ﾙ�,�,"�

中京区地域福祉センター �*(,B�
2.区ボランティアセンター平成23年度事業計画につ 

いて 

<議題> 

1.地域における福祉教育.ボランティア学習推進事業 
｢小中学校における福祉教育推進事業について｣ 

2.学生ボランティア活動の実態調査について 

第2回 橡_�ﾙ���

平成23年12月26日(月) ��饉ﾙ�ﾃ#9D�7��9Kﾈｯｨ馼ｼi_�ﾙ�,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター �"�(hｹ霎hﾝ�･�7ｸ8�986X4(4�5ｨ985��ｹ�ﾙ'R阨阮87ﾘ6ｨ8b�

アル(莱)について 

<議題> 

1.福祉体験メニューづくりのための作業委員会(秦) 

について 

2.平成24年度事業計画について(素案) 

(丑区災害ボランティアセンター設置.運営訓練(莱) 

について 

(参学生活動支援事業(秦)について 

イ)第Ⅱ期｢中京区地域福祉活動計画｣推進協議会の開催

開催日.会場 �>�vR�

<第Ⅲ期通算ニ第7回> ��饑�ﾙ��

平成23年6月24日(金) 嫡貯(hｹ霎i&闔iY�9�I���X檍,ﾉ[ﾙ�ﾃ#)D�7�,ﾈ竧.��

中京区地域福祉センター ��x-ﾘ,hﾈ亥ｩ_�ﾙ�¥�-�,兌ﾙ�ﾃ#9D�7�,ﾈ竧.��x-ﾘ,iuﾂ�

算について(推進委員会事務局より) 

(2)平成22年度区民集会の報告について 
2.議題 

(1)中京区社協｢行動発展計画｣の進捗と平成23年 

度の取組について 

(2)平成23年度区民集会の開催時期および企画内 

容について 

(3)平成23年度のスケジュールについて 

<第Ⅲ期通算:第8回> ��靆H�2�

平成24年2月28日(火) �(�78�9>�7ﾘ985h8x98,ﾈﾋｸ�8,i&闔i��ﾆx,�,(*(,J2�

中京区地域福祉センター 俎X蹐ｨｹ韭�7ﾘ985h8x98ｬyyﾙ�鞜Hｺhｶ8橙�
代表幹事谷垣千秋氏 

2.議題 

(1)中京区福祉総合マップの改正について(推進委員 

会より) 

(2)平成23年度区民集会の報告について 

(3)作業委員会報告について 

(4)平成24年度のスケジュールについて 

(5)作業委員の追加について 



ウ)共同募金受配金助成審査委員会の開催

開催日一会場 �>�vR�

平成23年5月26日(木) ���)[ﾙ�ﾃ#9D�7�&闔iY�9�I��8(6h8ｸ馼ｼh��ﾊ9�ﾉ��b�

中京区地域福祉センター 俤�,ﾉ�(ﾛ�,�,(*(,B�
2,平成24年度からの共同募金配分金を財源とした助 

成事業の公平性.透明性確保について 

平成23年11月21日(月) ��饉ﾙ�ﾃ#)D�7絢I:�Xｾ�GｩZｨｾ�閏ﾙ�ﾃ#9D�7粟h��ｺh��

中京区地域福祉センター 俎9Z｢�,ﾈ諍7)¥��,�,(*(,B�
2.平成24年度｢地域福祉推進モデル事業助成｣につ 

いて 

3.｢福祉団体事業.福祉活動助成｣について 

平成24年2月6日(月) 橡_�ﾙ���

中京区地域福祉センター ��饉ﾙ�ﾃ#9D�7烏ｩZｨｾ��>�.逢｢�,�,(*(,B�
<議題> 

1.平成23年度配分金(平成24年度執行分)の使途に 

ついて 

①近年の配分金額と使途内訳について 
②区社協直接執行分の事業について 

③福祉団体事業.福祉活動助成について 
④平成24年度地域福祉推進モデル事業助成について 

平成24年度地域福祉推進モデ′レ事業助成公開審査会 

平成24年度地域福祉推進モデル事業助成助成額審査 

エ)生活福祉資金調査委見会の開催

開催日.会場 �>�vR�

平成23年4月5日(火) ����ﾉ��Hﾈ�,ﾉ�(ｶ2員ｩ�陝ﾈ�3ｩ�ﾉ���ｧ｣���iﾈ冷��

中京区地域福祉センター �"�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

平成23年6月28日(火) ����ﾉ��Hﾈ�,ﾉ�(ｶ2��hｼcｩ�ﾉ���ｧ｣##yiﾈ冷��

中京区地域福祉センター �"�+ｸ,ﾉ�ﾂ�

(3)会見増強･財源確保

(か法人会見の増強

京都市･区社協の社会福祉事業施設の会員制度見直しに伴い､区内の福祉施設

等に対して中京区社協への会員入会について案内したところ､下記の11施設よ

り会員入会の申し込みがあり､第3号会員(公私社会福祉事業者)が56施設と

なりました｡

■運営主体(法人名) 倡ｹ�ﾙkﾂ�

(福)保健福祉の会 倬�;h6h485H�ｸ7(5�7��ｸ6�4r�

(揺)保健福祉の会 倬�;h6h485H�ｸ7(5��i?�7��ｸ6�4r�

(宿)七野合 俶�ﾉц6h485H�ｸ7(5�5ｨ985��ｲ�

(福)七野会 �4�8ｸ�ｸ7h7ｨ�ｸ8�蹂揵р�

(福)壬生老人ホーム 刔i�ﾈ6h485H�ｸ7(5�5ｨ985��ｹ���i��ﾈ7｢ﾘ8��

(福)行風合 偃��ﾙ��ﾈ6h485Bﾘ7(5�5ｨ985簫�

(医)洛和合 亊ｹ��*ﾉ&闔i^�x辷�5ｨ985簫�

京都市 仍�78�9�y�ﾈ��･��(8ｨ6�7(8ｨ6Rﾘ5h��985ｨ985��ｲ�

(福)京都聴覚言語障害者福祉協会 仍�78�9�ﾈ6ﾘｹ�&闔i^�x辷�5ｨ985��ｲ�

(宿)京都聴覚言語障害者福祉協会 仍�78�9�ﾈ6ﾘｹ驟i�ﾈ6h485H�ｸ7(5�5ｨ985��ｲ�

(福)京都福祉サ-ビス協会 仍�78�9gｹEﾉ&闔i^�x辷�5ｨ985��ｲ�



②賛助会見制度の推進･強化
区や学区の地域福祉事業を発展させるための財源を確保するため､平成2 3年

1月から5月にかけて､賛助会員を募集しました｡

平成23年度の実績額は10, 983, 000円(前年比55,750円増)とな

り､各学区社協の活動費(約76.6%)や､区社協の事業･運営費(約23.4%)等

に活用させていただきました｡

@共同募金運動への推進協力

中京区共同募金会運営委員会(平成23年9月1 3日､平成24年2月14日)

にオブザーバー参加し､要請に応じて適宜受配金の執行状況について報告すると

ともに､ 10月1日の街頭募金活動にも参加し運動の推進協力をはかりました0

2.研修･啓発･表彰

(1)役見等に対する研修

①関係機関･ Bl体等との合同研修会の開催

ア)学区社協･民生児童委員会等合同研修会の開催

◆開催日　　平成23年1 1月29日(火)午後2時′-4時

◆会　場　　京都アスニー　4階ホール

◆内　容　　孤独を防ぎ新たな支えあいを地域に広める講演会

【テーマ】家族にとらわれない新たな緋の構築
～孤独を防ぐ支えあいを目指して～

【講　師】杉原潤子さん(京都教育大学　教育学部教授)

◆参加者数　225名

イ)学区社協･共同募金会合同研修会の開催

◆開催日　　平成24年2月27日(月)午後1時30分′-3時30分

◆会　場　　ラポール京都4階　第8会議室

◆内　容　　【講　演】備えと構えを学びましょう
～笑って減災なまず流′-

【講　師】たかしま災害支援ボランティアネットワークなまず

◆参加者数　51名

り)子育て支援研修会の開催

◆開催日:　平成23年6月7日.-6月30日

◆会　場　　壬生保育所･軍楽保育所･朱雀乳児保育所･六満保育園･

朱-保育園･カトリック聖母保育園･二条保育園.御前児童館

同心児童館･円町児童館･壬生児童館･じゆらく児童館

◆内　容　　【テーマ】子育て支援機関の機能を知ろう
～現場見学.機能説明～

◆参加人数　80名

②会見団体向け研修会の開催
学区社協･民生児童委員会等合同研修会(内容は前述)を会員団体にも案内し､

研鍔を深めました｡
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③地域福祉推進セミナーの開催<市社協との共催>

◆開催日　平成23年7月8日(金)午後1時30分～3時30分

◆会　場　ひと･まち交流館京都　大会議室

◆内　容　【テーマ】新しい福祉課題にどう取り組むのか
一今､社協の行動指針に求められるもの-

【コーディネーター】鈴木典夫さん(福島大学行政政策類　教授)

【シンポジスト】北村秀明さん(勧修学区社協　会長)

松永洋子さん(東山区民生児童委員会　会長)

源野勝敏さん(京都市地域包括支援センター協議会　会長)

宮崎明夫さん(京都手をつなぐ育成会　会長)

◆参加者数　中京区内から17名の参加

④地域福祉リーダー養成講座の開催<市社協との共催>
◆開催日　平成23年1 1月17日～12月2巨] (計4回)午後2時～4時

◆会　場　ひとまら交流館京都　4･5会議室

◆内　容　①11月17E]地域の人材を活かす支え合いのしくみづくり

②11月22日　孤立させない身近な地域の見守りと居場所づくり

③1 1月28日　　もっと身近に!町内会とともにすすめる活動づくり

④12月2日　　人に優しく､災害に強い､

これからの地域福祉活動を一緒に考えましょう

◆参加者数　中京区内から1 0名の参加

(2)区民への啓発

(か｢中京区福祉のまちづくりを考える区民集会｣の開催

◆開催日　平成24年1月30日(月)

◆会　場　ハートピア京都　3階　大会議室

◆内　容　【基調報告】コミュニティ活性化へのチャレンジ
～東日本大震災から見えてきたこと～

<コーディネーター>後藤至功さん(悌教大学福祉教育開発センター講師)

<シンポジスト>渡辺英樹さん(中京消防署西大路出張所　第二部担当係長)

伊香めぐみさん(中京保健センター　保健師)

日野勝さん(中京区身体障害者団体連合会　会長)

荒川林太郎さん(京獅社会福祉協議会地域福祉推進室地域支援部長)

◆参加者数　122名

(3)表杉･推薦

(か市長表彰への推薦

該当者なし

②市社協会長表彰への推薦
◇地域福祉活動表彰(社会福祉協議会)　1学区

(民生児童委員協議会) 1学区

◇社会福祉事業特別功労者表彰(社会福祉協議会役員) 2名
JJ　　　　　　　　(民生委員･児童委員) 4名

目　　　　　　　　(老人福祉員) 5名

◇社会福祉事業奉仕活動表彰(ボランティア個人) 3名
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3.学区社会福祉協議会活動の推進
(1)学区社協同の連稀調整

(D学区社会福祉協謙会会長会談の開催

開催日.会場 �>�vR�

第1回 ��韃顋X檠N�X�,ﾈ����_�ﾙ�,�,(*(,B�

平成23年6月10日(金) �"饉ﾙ�ﾃ#9D�7逢xｾh��ｺbﾘ,ﾈｦX顗��ﾈ,�,(*(,B�

中点区地域福祉センター �2隗xｾh��ｺh8ｨ�ｸ5��ｸﾏ�zﾈﾊH�8檍,ﾉ>�vX,�,(*(,B�
4.区社協ホームページ-の情報掲出について 

5.中京区地域福祉活動計画推進協議会の委員選Hに 
ついて 

6.中京区ボランティアセンター運営委員会の委員選 

出について 

7.地域福祉権利擁護事業の出張研修について 

8.平成23年度中京区杜協の学区社協に関連する 

事業予定について 

9.その他 

(1)べんがらごうし35号の配布依頼について 

(2)地域福祉推進セミナー(市区社協役員研修)に 
ついて 

(3)中京区学区杜協.民生児童委員会等合同研修会 
について 

(4)平成23年度区祉協職員の事務分掌について 

第2回 ��饉ﾙ�ﾃ#ID�7亥顋X檍什^X�ｨ�:籀,ﾈｺi|ﾘ,�,(*(,B�

平成23年12月8日(木) �"靄(ﾔ�+x+�.(*乂xｸ倬hｼj(櫁ﾎﾉuﾉf位H�8檄8,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター �2��hｴｸ馼ｼh,ﾈﾉ�:(,�,(*(,B�
4.報告事項､その他 

第3回 ��饉ﾙ�ﾃ#ID�7逢xｾh��ｺbﾘ,ﾈ��ﾈ,�,(*(,B�

平成24年3月8日(木) 茶�乂xｾh��檠Y�8ｺhｶ8檍ｨ�:顋Y�ﾉwhﾖ｢�

中京区地域福祉センター 茶"冽iGｩ{i�)��,���+x.侈偃x.育�xｨ�:霄ﾘ嶌,�*�*��
るモデル事業について 

(3)小地域における子育て支援活動モデル助成 
2.中京区杜脇の理事候補者(7名).評議員候補者(16 

令)の選出について 

3.日常生活自立支援事業｢生活支援員｣募集について 

4.中京区杜協ホームページ内｢学区社会福祉協議会 
ページ｣について 

5.報告事項､その他 

(2)学区社協の人材育成

①学区社協リーダー交流研修会の開催
要援護者に対する支援活動や学生を巻き込んだ地域福祉活動の実践について情

報の収集を行うとともに､各学区社協の役員やリーダー層が一望に集い互いの活

動の情報交換を図ることを目的に､研修会を実施しました｡

◆開催日　平成23年9月20日(火)

◆内　容(実践報告) ① ｢要配慮者の把握と支援に関する取り組み｣

西田輝雄さん(北区大宮学区社協　会長)

② ｢学生の地域福祉活動参画に関する取り組み｣

太田垣義夫さん(下京区有隣自治連合会　会長)

川田恵子さん(五条少年補導委員会有隣支部長)

◆参加者数　41名
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(3)学区社協活動への支援

①学区社協の日常的な活動や基盤強化等に関する支援

各学区社協が発行する各種広報物を集約し､ ｢情報定期便｣として学区社協会長

に配布しました. (毎月1匝I)

②きっずばあく(フリースペース型子育てサロン事業)実施学区への支援と開拓

◆実施学区一覧

名称 丶ｨ跖鳧ｯ｢�開催日 ��ｨ��

in富有 兌ﾙ�ﾃ�YD��(ﾈ��第3火曜日 儻液ﾈ齪��檍ｭ��

in初音 兌ﾙ�ﾃ�YD���ﾈ��第4水曜日 傀�俾俾���ﾘx檍�尨5H8ﾘ92�

in明倫 兌ﾙ�ﾃ�YD纔ﾈ��第3火曜日 侏9k驂�9'H���

in日彰 兌ﾙ�ﾃ�iD纔ﾈ��第1金曜日 俘)��抦ｧxﾕｨ8�986�8ｲﾘ8��

in生祥 兌ﾙ�ﾃ�iD�(ﾈ��第2木曜日 侏9�h�v9'H���

in壬生(朱三学区) 兌ﾙ�ﾃ�iD紿ﾈ��第1月曜日 傴ﾈﾋI(hｧxﾕｨ5(7�8X6ｨ6X4(8ｸ�ｸ8��

in綱紀 兌ﾙ�ﾃ�yD紿ﾈ��第2金曜日 �;ｩ�x檍ｭ��

in梅屋 兌ﾙ�ﾃ�yD緝ﾈ��第1土曜日 仍�*�/�+X/�+�,h.�ｭ��

in朱= 兌ﾙ�ﾃ�yD緝ﾈ��第3水曜田 偃豚抦ｧxﾕｩ�ﾙmｩ4�7ｨ�ｸ8ｲ�

in朱ハ 兌ﾙ�ﾃ�吋�8ﾈ��第2金曜日 偃�6顫ﾈｧxﾕｨ-8.ｨ*�*(5H8ﾘ92�

in龍池 兌ﾙ�ﾃ�僖�8ﾈ��第4火曜日 俛�ﾝｸ7ﾘ998�7�8X�ｸ5x4�8��

in朱六 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ��第2水曜日 偃倚x5H8ﾘ92�

in朱七 兌ﾙ�ﾃ#�D���ﾈ��第1水曜日 偃俯X齪��檍ｭ��

in朱五 兌ﾙ�ﾃ#�D紿ﾈ��第2月曜日 偃佻ﾈ齪��檍ｭ��

in城巽 兌ﾙ�ﾃ#)D纔ﾈ��第2水曜日 ���$h齪��檍ｭ��

in立誠 兌ﾙ�ﾃ#9D綛ﾈ��第1水曜日 侏9zy�ﾘ抦ｧxﾕ｢�

◆参加したこどもの数

サロン名 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 ���ﾈ��11月 ��(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 佗b�

Ⅰn富有 ���2 �"�0 ���3 �2�2 ��s��6 �"�1 �3"�

Ⅰn初音 釘�6 澱�14 唐�10 唐�/ 梯�7 �3b�8 ���r�

Ⅰn明倫 �2�8 湯�9 ����18 免ﾂ�10 免ﾂ�13 ��B�/ ��#R�

Ⅰn臼彰 ����2 �2�8 梯�6 ����9 迭�･+ 途�6 田b�

Ⅰn生祥 澱�4 �"�7 澱�12 ��B�13 澱�8 湯�10 涛��

Ⅰn壬生 ���3 途�5 唐�5 途�7 途�1 迭�3 鉄��

In綱紀 途�2 湯�5 梯�6 ����14 ����/ ��R�17 涛R�

Ⅰn梅屋 唐�10 ����ll �#��/ 迭�16 �#��12 ��b�7 ��3b�

Ⅰn朱二 澱�13 ����13 ��B�12 ����20 ��R�18 ��R�25 ��モ�

Ⅰn朱ハ 途�2 釘�5 梯�6 迭�6 梯ｲ�7 湯�8 鉄��

Ⅰn龍池 ��2�15 ����37 途�31 �#R�35 �#r�21 ��2�38 �#s"�

Ⅰn朱六 ���1 ���3 ���3 �2�3 ���3 ���7 �#��

Ⅰn朱七 �2�3 迭�2 澱�6 ���3 �"�0 ���9 鼎��

Ⅰn朱五 唐�9 ��"�10 梯�16 ��2�14 ��R�13 ����15 ��CB�

Ⅰn城巽 澱�7 途�1 ����17 ��b�4 途�4 途�6 涛"�

Ⅰn立誠 梯�0 �"�3 ���5 �"�1 ���/ ���1 ��R�

③要援護住民の情報把握にかかる町内別エリアマップの提供

学区社協が行う要配慮者支援活動への一助として､各学区の町別毎の地図を申

請に基づき提供しましたo

◆提供実績: 14学区　延べ597枚(平成21年度より)
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④学区社協と当事者組織･福祉施設等との連携促進
学区社協が主催する事業や地域イベント等へ､福祉施設やボランティア団体等

が参画･出展できるよう､両者の調整やコーディネートを行いました｡

⑤学区社協台帳の整備

学区社協が行う地域福祉活動を継続的かつ組織的に支援できるよう､京都市社

協が作成した様式に;yDtつて､学区社協の基礎情報等の把握と管理に努めました｡

⑥要配慮世帯の見守り支援
学区社協が"住宅用火災警報器"の設置に関する周知や支援を行うことにより､

要配慮世帯への見守り支援活動の強化並びに他団体との連携強化を図ることを目

的に実施しました｡

◆実施学区: 2学区

⑦区社協ホームページを活用した学区社協活動の情報提供の推進<充実>

区社協のホームページを活用し､学区社協の情報提供を随時行えるような仕組

みを構築しましたが､個人情報の確認手法やリアルタイムな情報発信手法につい

ての課題もあり､十分な活用ができませんでした｡

(4)健康すこやか学級事業の推進

①健康すこやか学級事業実施学区への支援と開拓
<実施状況>

学区名 僖隴H��邵���B�年間利用者数 僖隴H7ｸ8�986X4(4��B�

梅屋学区社会福祉協議会 田��1956 鼎�R�

竹闇学区社会福祉協議会 ��3��1986 鉄�"�

富有学区社会福祉協議会 鉄2�780 �#�R�

教業学区社会福祉協議会 免ﾂ�144 ���2�

城巽学区社会福祉協議会 ��"�459 鼎��

龍池学区社会福祉協議会 �3R�688 塔��

初菖学区社会福祉協議会 唐�101 鼎B�

柳池学区社会福祉協議会 �3��873 �#Sr�

嗣配学区社会福祉協議会 唐�284 �����

乾学区社会福祉協議会 �#"�397 �#S��

本能学区社会福祉協議会 免ﾂ�203 塔��

明倫学区社会福祉協議会 免ﾂ�234 都B�

白彰学区社会福祉協議会 ��"�141 涛R�

生祥学区社会福祉協議会 �#��684 ���"�

朱-学区社会福祉協議会 鼎��996 �3�"�

朱二学区社会福祉協議会 ��"�303 �#���

朱三学区社会福祉協議会 ��"�256 ��#��

朱四学区社会福祉協議会 �#"�391 �#cR�

朱五学区社会福祉協議会 ��"�342 �����

朱六学区社会福祉協議会 ��"�381 �#�b�

朱七学区社会福祉協議会 �#b�235 �33��

朱ハ学区社会福祉協議会 ��"�302 都b�
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②介護予防に関する研修会の開催

介護予防に関する知識の曽及と軽易な運動メニューの強化等を目的に､高齢者
｢介護予防体操｣講習会を開催しました｡

◆開催田　　平成24年2月14日(火) 10時～11時45分

◆会　場　　ハートピア京都　3階大会議室

◆内　容　｢地域でイキイキと介護予防!

みんなで出来る簡易な介護予防体操を学ぼう! ｣

<講師>京都市中京区地域介護予防推進センター
◆参加者数　34名

(5)活動に対する助成事業の実施

①学区社協活動　基本助成の実施(財源:賛助金丑)

本年度の学区賛助会費の35%の額､および前年度賛助会費総額の1 5%を共

同募金の学区徴収率で割り戻した額を､学区社協の基盤強化や組織運営･事業運

営等の基本的な活動･事業を円滑に推進するための助成として実施しました｡

◇23学区　総額:5, 476, 162円

②学区社協活動　抱合推進助成の実施(財源:賛助会費)

前年度の賛助会費総額の20%を､各学区の前年度事業実績回数で案分し､ ｢学

びあう｣ ｢ふれあう｣ ｢支えあう｣活動を円滑に推進するための助成として実施し

ましたo

◇23学区　総額:2, 183, 1 50円

③学区社協活動　実績助成の実施(財源:共同募金･賛助会費)

共同募金配分金を財源に､特定のふれあう活動や支えあう活動が円滑に運営さ

れるよう実施回数や利用者数等を換算し､より実績に近い助成として実施しまし

た｡

また､賛助会費を財源に､敬老行事に対する助成として一律30. 000円の

助成を行いました｡

◇23学区　総寒頁:5. 040. 000円

④健康すこやか学級事業助成の実施(財源:市社協委託金)

学区社協が自立認定者等に対する介護予防事業として実施する｢健康すこやか

学級事業｣を円滑に推進するための助成として実施しました｡

◇22学区　総額: 2, 530, 000円

⑤小地域における子育て支援活動モデル助成の実施(財源:共同募金)

夏休み期間のらびっこプール開催に伴う水道代の一部助成を行いましたo

◇朱一学区社協　総額:20, 000円

⑥広域小学校区における高齢者と児童の交流活動への助成(財源:共同募金)

御所南小学校区の9学区社協〔当番学区:初音〕　76. 300円

高倉小学校区の7学区社協〔当番学区:城巽〕　　56, 400円
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⑦要配慮世帯に対する住宅用火災善報器設置普及事業への助成(財源:共同募金) 【新規】
周知･広報 見守り支援

朱二学区社協 1 0, 000円 10, 000円

朱六学区社協 10, 000円 3500円(7件) 1 3, 500円

4.地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)の実施

(1)利用者への日常的対応

(彰専門員による日常的支援および相故対応

月別相談･支援対応件数

4 迭�6 途�8 湯�10 免ﾂ�12 ���2 �2�計 

月 佇��月 佇��局 仂r�月 佇��局 佇��月 佇��

認知症 高齢者 ����13 湯�13 �#��18 �#��24 �#r�36 鼎"�14 �#s��

知的 障害者 ����14 澱�10 �2�7 釘�9 唐�10 途�7 涛R�

精神 障害者 �#��24 �#b�ll ����ll ��"�22 ����16 ����9 �#�r�

その他 ���1 �2�0 �2�4 �2�3 途�4 迭�2 �3b�

計 鼎��52 鼎B�34 鉄"�40 鼎��58 田��66 都2�32 田���

②新規利用者の開拓と契約締結､待機者の計画的管理

契約件数: 39件(3月末時点)

<新規契約1 2件､解約8件､ 3月末の待機件数24件>

利用者区分

(2)生活支援点の確保と育成

①生活支援長の登録拡充に向けた周知･啓発

事業の啓発も兼ねて､地域等への出張学習会や学区社協会長会議での周知依頼､

区民新聞への寄稿等を行い､ 2名の新規登録(支援員登録合計27名)がありま

したo

■地域等への出張学習会の実施

実施日 ����ｲ�

平成23年9月27日(火) 俶ｹ�xｧxｾh��ｺb�

平成23年12月2日(金) 冕��h効蹴驟i�ﾉY�8蹴�

平成23年12月20日(火) 宙�hﾘ)~竟(ｷ9�(ﾊH�8檍,ﾈ耳ｬ(,h+X,B��

平成24年1月11日(水) ��h�ｧxｾh��ｺb�

平成24年2月28田(火) 偃俶ﾈｧxｾh��ｺb�

②生活支援鼻に対する育成･研修会の実施
■生活支援員おしゃべり会の開催(活動中の生活支援員を対象に実施)

開催日･会場 内　　　　　　　　容

第1回

平成23年8月24日(衣)

中京区社協ボランティアビューロ

1.ミニ学習会｢介護保険制度について｣

講師.京都市本能地域包括支援センター長
橋　宏樹氏

2.みんなでざっくばらんに｢おしゃべり｣
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第2回 ���7�6ｨｧx�檄(5�4�7ﾘ6ﾈ�ｸ5x88�ｸ,ﾈｼik�,�,(*(,J2�12名 

平成24年3月26日(月) 俎X蹐ｩY�85H�ｸ7(5絢h檠gｹEﾈ駟k���

中京区社協会議室1 �靜ﾈ辷��ｩnX醜�)69�ﾘ�����
2.みんなでざっくばらんに｢おしゃべり｣ 

③生活支援鼻への日常的支援･サポート

生活支援員のみで解決できないケースや困難なケースについては､専門員が必

要に応じて同行する等､日常的に生活支援員の活動をサポートしましたC

(3)関係機関等との連携強化

(》実施社協(京都市社協)との連絡調整

利用者の権利が十分に擁護されるよう､日常的に京都市社協と連携を図り､適

切な事業運営に努めました｡

②関係機関等との連携･調整

福祉事務所､地域包括支援センター､保健所､居宅介護支援事業所をはじめと

する福祉関係機関や民生委員･老人福祉員と､利用者支援に関する日々の連絡相

談やカンファレンスの実施など､個別ケースを通じて連携を深めました｡

5.区ボランティアセンター事業

(1)ネットワーキング事業

①ボランティセンター運営重点会の開催(前述)

【構成メンバー】学区社協(2名)､ボランティア(2名)､当事者(2名)､

施設(4名)､メディア(2名)､企業(1名)､学校(4)､

オブザーバー(1名)

②区ボランティア･市民活動グループ連絡協議会(中京･ゆい)の運営支援

隔月開催の定例会を中心に､ボランティアグループ等が互いの活動状況や運営

方法に関する情報を交換しながら､共通する課題に対する取り組みの検討を行い

ました｡

また中京区区民ふれあいまつり､堀川桜まつり等で広報啓発活動を行いました｡

③福祉体政メニューづくりのための作業委且会の設置【新規】

中京区内における福祉教育の推進を図るため､区内の社会福祉に関係する機

関･施設･団体などが構成する作業委員会を設置し､福祉体験メニューをつくる

ための検討をはじめましたo

④福祉ボランティア･社協フェスタの開催<市社協との共催>

1 0月2日(E]) ､京都市社協と各区社会福祉協議会が共催し､福祉ボランテ

ィア･社協フェスタを開催しました｡東日本大震災や台風被害などの大災害から

地域の福祉活動を見直すきっかけとなるような内容でシンポジウムや防災カブ=

などを展開しましたo　防災カフェの周りには､地域で取り組まれている防災の試

みについてパネル展示が行われ､中京区の朱雀第一学区･朱雀第五学区の取り組

みも紹介されましたo
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(2)情報の収集･啓発事業

①区民向けボランティア情報紙の発行
･べんがらごうし35号におけるボランティア入門講座､青少年の福祉体験事業

の周知o
･中京区ボランティア･市民活動連絡協議会｢中京･ゆい｣啓発リーフレットの配布｡

･ボランティア入門講座の募集チラシの回覧､ポスター掲示(学区社協の協力に

よる)

②区社協ホームページを活用した情報提供<充実>

区社協7Ti-ムページの改修作業が終わり､新しいホームページを活用し､東E]

本大震災に関連する情報提供や事業の案内を行いました｡

また､各種ボランティア入門講座申し込みフォームを開設し､ホームページを

通じた講座申し込みが可能になりました｡

(3)人材育成.活動参画促進事業

①介津ボランティア養成講座の実施
社会的に支援の必要な人々の生活について理脈を深め､地域<'るみで支えてい

こうとする区民意識を高めるとともに､区内で介護を必要とする万に対するボラ
ンティア活動を担う新たな人材の養成を目的として開催しました｡
また､受講者がボランティア活動につながるよう､ボランティアグループや施

設でのボランティア体験をカリキュラムの中に組み込みました｡
◇受講生1 1名

日程 �>�vR�講師 

第1回 ����ﾈﾋ��ｨﾘ)~竟(ｵｸ騫�ﾈﾋ��介護実習普及センター 
平成23年10月4日(火) �(*吋隸�.�,ﾈ�8ｻX/��ﾈﾋ�+X.h*J2�中山氏 

【講義】高齢者-の理解 佩I&�&闔i^�x辷�5ｨ985��ｲ�
｢お年寄りの心や生活を理解しよう｣ 俚):�椹Oﾈ���

第2回 ��們�ｵｨ�ｨ櫁ﾎﾈｵｨ��/��ﾈﾋ�+X.h*B�高齢者福祉施設本能 
平成23年10月11日(火) 宙�(笹}�(Y$X,ﾈ櫁ﾎﾂ亥������8,X,ﾉ�ﾈ犬��森賢一氏 

姿勢交換③移乗の介助④車イスの使い 方 ��H�ﾎ����

第3回 ���7ｸ8�986X4(4�,�,(*(,Hｧx-�-ﾈ+X.X*H�｢�中京社協沖永 
平成2:i年10月18日(火) ���7ｸ8�986X4(4�4�8ｸ�ｸ7b餾�8郢�ﾘ,ﾂ� 

活動紹介】 �H-ﾘ,8*ｸ,ﾈ橙�

【ボランティア体験 ���-ﾘ.�+X.�-8.ｨ.���【体験先】 

期間】 �7ｸ8�986X4(4��ﾈﾋ�ｯｨｭH�｢� 
10月19日′- � 

11月7日 刮ﾔみづきの会 

第4回 ��侏ｹo�櫁ﾎﾈ�(.)�iG�7ｸ8�986X4(4�,乂x-H�｢�中京区介護家族の会 
平成23年11月8日(火) ���7ｸ8�986X4(4��ﾈﾋ�,ﾉ_�ﾙ�,hﾏ�zﾈ檍�｢�中京杜臨大岩 

②手話教室の実施
｢京都市聴覚障害者協会中京支部｣､ ｢京都市手話学習会みみずく中京支部｣の

協力を得て､聴覚に障害のある万々の暮らしや生活用異についての説明､手話の

学習､身振りや手話を使ったゲームなどによって､聴覚障害に対する正しい理解

や新たな支援の担い手を発掘することを目的として開催しましたo

◇受講生　昼の部16名　夜の部20名
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昼の部
日程 �>�vR�

第1回 平成23年11月5日(土) 俎X�)*隕��x*ｨ*(�(,ﾈ*ﾘ.x+Z2�
実技｢身振り､表情､指さし｣ 

｢あいさつ｣｢自己紹介｣ 

第2回 們�ｵｪ)�JH彿��H覃駛2�

平成23年11月12日(土) �5��ｸ8�)�y�X.�/�諄,�,IUﾈﾋｸ+X.h*J2�

第3回 們�ｵｪ(¬j�HﾔH*ｸ,���-yZ�2�

平成23年11月19日(土) �5��ｸ8�)H8*)Z�5��ｸ8�2�

日程 �>�vR�

第1回 平成23年11月2日(水) 俎X�)*隕��x*ｨ*(�(,ﾈ*ﾘ.x+Z2�
実技｢身振り､表情､指さし｣ 

｢あいさつ｣｢自己紹介｣ 

第2回 們�ｵｪ)�JH彿��H覃駛2�

平成23年11月9日(水) �5��ｸ8�)�y�X.�/�諄,�,IUﾈﾋｸ+X.h*J2�

第3回 們�ｵｪ(¬j�HﾔH*ｸ,���-yZ�2�

平成23年11月16日(水) �5��ｸ8�)H8*)Z�5��ｸ8�2�

③点字入門講座の実施
｢京都府視覚障害者協会中京支部｣､ ｢中京区視覚障害者支援グ)L'-プらく｣の

協力を得て､視覚に障力(いのある方々を支えるボランティアの養成を目的として
開催しました｡

点字の技能習得にとどまらず､視覚に陣がいのある方々の生活を正しく理解し､
音訳や手引きによる外出など､日常生活の支援方法についてもプログラムに取り
入れ､ノーマライゼーションの理念の啓発を促すものと項りました｡

◇受講生　6名

日程 �>�vR�

第1回 平成23年2月2日(木) �.�雕ｦ��ﾈﾋ��5�ｨ/���*(,H-ﾘ.h*B�

第2回 平成23年2月9日(木) �5�ｨ,ﾈ��*ｹUﾈ+Y_ｲ饉h�/���*(,H-ﾘ.h*B�

第3回 平成23年2月16日(木) �做ｸ耳7�5ﾈ5(995�2鞅X��

第4回 平成23年2月23日(木) 丶���y�ﾈﾋ�靠�zﾈ橙�

④要約筆記入門講座の実施
｢NPO法人　京都市中途失聴･難聴者協会　中京支部｣､ ｢京都市要約筆記サー

クルかたつむり｣の協力を得て､要約筆記の基礎学習を通じて中途失聴･難聴者
への支援の方法を学び､区内で支援を必要とする方々に対するボランティア活動

を担う新たな人材の発掘を目的として開催しました｡
◇受講生　6名

第1回

平成23年3月8日(木)

【体験発表】 ｢難聴者の体験発表｣

【講義】 ｢要約筆記ってなあに｣

【実技①】 ｢読みやすく書こう｣

17



第2回 ���7(6h4乂x��ｪ(.�,(,h5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x9:2�

平成23年3月15日(木) ��【かけあい】｢聞こえ違いと発音の違いについて』 

【実技(診】｢速く書くT.夫｣ 

第3回 ��們�ｵｨt(�ｪ(6ﾘ�ｸ6x6X484�2�

平成23年3月22日(木) ��【体験発表】｢ボランティア体験発表｣ 

【紹介】｢次につなげよう｣ 

【交流】｢交流しよう｣ 

⑤雷少年の福祉体験事業(ユースアクション)の実施
中高生が夏休み期間中に社会福祉施設でボランティア体験を行うことで､多様

な視点を獲得するとともに､自発的な思いを継続的なボランティア活動や地域活
動に繋げ､青少年と地域社会との関わりを促進することを目的に実施しました｡
今年度は､延べ54名の青少年が､区内1 9の福祉施設で体験を行いました｡

□事前研修

開催日･会場
平成23年7月29日(金)

中京区地域福祉センター
体験前の注意事項
各分野の概要説明､目標設定

□施設体験

児童分好′ ��■蕎瀬藩卦軒/: ��

施設名 ��ﾉ�B�施設名 ��ﾉ�B�

円町まぶね隣保圃 澱�御池老人デイサービスセンター �2�

分∴, 好/I 別 体 ･幹. /施. 毅 の′ 内 釈 と /A �4ｨ6x8ｨ6(4��竸ｩ]ｸ支���3 偃��ﾘ6h485H�ｸ7(5�5ｨ985��ｲ�2 

壬生寺保育園 �"�京都市本能老人デイサービスセンター ���

二条保育園 �2�高齢者ミニデイサービス ���

じゆらく児童館 �"� ��

衆楽保育所 ���� ��

朱雀乳児保育所 迭� ��

同心児童館 釘� ��

壬生児童館 �"� ��

洛中児童館 �"� ��

六満保育園 釘� ��

合計 鼎2�合計 途�
敬 凉8*ｨ*)(YZｨﾔC｢� 傀(ﾖi�9]､$ｨ閇�械� 

施設名 ��ﾉ�B�施設名 ��ﾉ�B�

かしの木学園 ���中京青少年活動センター �"�

立糊館 ��� ��

合計 �"�合計 �"�

総合計 鉄B�

ロ事後交流会

開催日･会場
平成23年8月17日(金)

中京区地域福祉センター
体験した成果をみんなでわけあう
体験の振り返り(体験発表)
アンケート(まとめ)
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⑥小中学校における福祉教育推進事業の実施
区内小中学校で取り組まれる福祉教育(総合的な学習の時間等)関連事業に､

当事者や関係機関･団体が参画し､子どもたらの当事者理解を深めたり､興味関

心を持つ機会を提供する事業を推進しました｡

本年度は小学校6校､中学校5校で実施し､地域の高齢者や障がいのある当事

者を授業に招き､講話や交流･体験を進める等の様々な取り組みを行いました｡

◇各校の具体的な取組み

学校名 們�邵馼ｼikﾂ�実施日 

高倉小学校 �+�+�.ｸ,X,(,�+(*Hﾘ)��,ﾈ-ﾈ+��23年5月～3月 

御所南小学校 仄H,��h*ｸ.��23年10月～12月 

洛中小学校 ��ﾈﾊ��8橙�23年5月24日.12月5日 

朱雀第一′｣､学校 ��ﾘﾘy4�,逢x�,ﾈ鳧ｭB�(D23年11月10日.17日 

(丑｢障害のある人とともに～視覚 障がいから学ぶ～｣ (卦｢朱-のまちは住みよいまちだ ろうか～いろいろな人たちの立 場になって～｣ 茶�#9D���ﾈ��?｢�

朱雀第二小学校 ���*ｨ*(,ﾈ*�.��ﾈ,ﾈ+�,h/�yﾘ��+X.h*B���雕ｦ���･�,h,ﾘ���23年3月15日 

朱雀第八小学校 偃�,i�8,Y<x-��23年9月1日 

御池中学校 ��ﾘﾘy4�,逢x�,ﾈ鳧ｭB�)�8/�,(,�*�7ｸ8�986X4(4�2�23年5月～10月､24年2月 

西京高等学校付属 中学校 兀�9�ﾈﾋ��ｭB�23年10月26日 

西ノ京中学校 倆H*(+x6�5�5�6(6x,ﾈﾗX�,i�ﾈﾋ��23年11月28日 

松原中学校 �,h.�,��h*ｸ.��23年7月7日,11月9日 24年l月27Fl 

朱雀中学校 ��ﾈﾊ�ｻ8支��6�8ｨ4�7H8ｨ�ｸ,ﾈ��檍/�m｢�輾+X,H���24年2月3日 

(4)相談･コーディネート事業

①ボランティア活動に関する相故･コーディネート

◇ボランティア関連の相談件数　25件

◇ボランティア活動への斡旋件数1 2件(>したい･求める)

② ｢知恵シルバーセンター｣の活用促進

京都市長寿すこやかセンターが事務局を担う知恵シルバーセンター事業の相談

受付窓口として､ 8件の相談を受け登録団体との調整を行いました｡

③地域につながる学生活動の実態の把握【新規】
近年､学生が主体的にERり組むボランティア活動や地土或社会の中に参画してい

<活動が活発になっています｡そこで､区内の大学･専門学校･高校で学生が行

う様々な分野のボランティア活動の実態や今後のボランティア活動への参加意識

などを調査･把握し､地域と学生がつながる一助となるよう調査を行いました｡

調査結果は､報告書(小冊子)にまとめ､学区社協へ配布しました｡

(5)活動振興援助事業

(か会議室(中京区地域福祉センター)や各種機材の貸出

◇会議室:延51 3件
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◇印刷機:延1, 060件

◇その他: 1 7 1件(車椅子､ヒ7才ラけラリー､液晶フ湖●Ⅰ桝､点字器､ア佃ク､車両､ 19[)つ等)

②民間助成の周知および推薦
｢中京･ゆい｣定例会の席上､郵送にて周知･配布｡また､該当する会員団体

に対し郵送にて周知を行った｡

<推薦事務>

推薦件数:5件

決定件数: 3件

③福祉の保険(ボランティア保険･行事保険等)の紹介･取次ぎ

【軒ランティア保険】 40件(加入者数は293名)

【福祉行事保険】 1 2件(加入者数は738名)

(6)災害対策のための環境集傭事業

①区災害ボランティアセンターの環境整備及び啓発

ア) r中京区災害ボランティアセンター設置･運営マニュアル｣の策定

災害時には､中京区役所が設置し､区社協が運営を行うこととなっている中

京区災害ボランティアセンターについて､その具体的手順や様式等を盛り込ん

だマニュアルを策定しました｡

イ)中京区抱合防災訓練への参画

中京区総合防災訓練(11月20日)に参画し､被災後に立ち上がる中京区

災害ボランティアセンターの周知を行うとともに､訓練に参加した3学区の皆

さんとともに､避難所で要配慮者も含めてできる体操を行いました0

②地域における"災害時要配慮者支援"推進事業

ア)災害時要配慮者支援に係わる研修会の実施
｢学区社協リーダー交流研修会｣において､災害時要援護者に対する支援活

動の充実に向けて研鎖を行いました｡ (内容は前述)

イ)小学校向けプログラムの実施

災害時の非常食として販売されている｢缶入りパン｣の工夫を知ることで､

災害時の要配慮者に対する理解を深めること等を目的に､区内の作業所(缶入

りパン製造センター)職員や当事者とともに小学校向けプログラムを企画･実

施しましたo

当日は､作業所で働く当事者の万々が講師役になることで､自然な交流から

知的障害者に対する理解を深めることができ､地域にある福祉施設と学校との

つながりづくりも進みました｡

◆開催田　　平成23年10月24日(月) 14時～15時30分

◆対　象　　朱一小学校6年生(85名)

◆内　容　　･｢缶入りパン｣ラベルの制作･貼り付け
･作業所で働く当事者の万々との交流

(7)東日本大震災に対する支援活動の実施

①義援金の受付窓口設置
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京都市社協との連携により､事務局内に義援金の受付窓口を設置するとともに､

会員団体に対し蓑援金への協力を呼びかけました｡

◇義援金預かり金額: 359, 1 47円(平成23年4月1日～平成24年3月31日まで)

(平成23年3月からの累計額:461, 551円)

②支援情報の収集と発信
被災地支援に関する情報を収集し､地域福祉センター入口に掲出するとともに､

会員団体にも情報発信の協力を呼びかけました｡

6.個別相談事業

(1 )福祉抱合相故事薫の実施

①福祉や暮らしに関わる日常的な相談への対応

本年度の区社協に直接寄せられた生活に関わる新規相談の合計は1 1 2件でし

たC　主な相談の内容は､福祉制度やサービスに関する総合的な福祉柑書出から､ボ

ランティアのコーディネートに関する相談や車椅子等の資機材の貸出依頼まで多

岐にわたりました｡

②苦情に対する対応

本年度の苦情申し出件数は､ 1件でした｡

(申出内容)
･賛助会費の徴収方法に関する苦情｡ <電話による申し出>

(2)生活福祉資金貸付事業の窓口業務

①貸付希望者への定期相談日の設置と面接対応

貸付までの相談･面接は､市社協から派遣される相談員(毎週火曜日)を中心

に対応しました｡

◆23年度実績:相談件数186件(面接実数: 130回)

申請数38件

資金の種類 劔�ｩ&ｸﾈ��B�申請数 

福 祉 餐 金 偬��~r�N��生業 ��2�1 

技能習得 ���0 

住宅 迭�○ 

福祉用具購入 ���0 

障害者自動車購入 唐�0 

中国残留邦人年金追納 ���0 

療養 釘�0 

介護等 ���0 

災害援護 ���○ 

冠婚葬祭 �2�0 

転宅 �#B�3 

支度 ���0 

一般福祉 免ﾂ�3 

緊急小口資金 冤l �"�

教育 仆8支辷�N��鼎R�15 
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②借受者の償還に対する対応
繰上償還や転宅等による手続き等､借受人や担当民生委員からの申し出により､

償還に関する対応を行いました｡

◇平成23年度実績:延べ対応件数43件

③生活福祉資金調査委鼻会の開催(前述)

7.地域福祉活動計画の推進
(1)中京区地域福祉活動計画<第二次プラン>の推進

Q)中京区地域福祉活動計画推進協議会の開催(前述)

③中京区地域福祉活動計画推進協誰会作業委且会の開催
開催日.会場 �>�vR�

<第Ⅲ期通算ニ第3回> ��雜9���

平成24年1月19日(木) 茶��(hｹ霎h��ｺj(ﾗ9:飩ﾙ5xﾇh柬8,ﾉ��+ｸ,�,(*(,B�

中京区地域福祉センター 茶"��i?�鵁7h8�98,ﾉUﾘ廁,�,(*(,B�
･学区社協や会員団体等-のヒアリング.アンケ- 

ト等の実施 

(3)第三次プランの作成に向けて 
･｢京都市における社協行動指針｣の内容について 

･今後のスケジュール 

2.報告 

(1)中京区福祉のまちづくりを考える区民集会について 

③中京区社会福祉協議会｢行動発展計画｣の推進

『住民参画の機会の充実』の取り組みとして､区内大学等に対する｢学生ボラ

ンティア活動の実態調査｣を実施し､調査結果を報告書にまとめました｡

(詳糸馴ま前述)

8.共同募金事業への協力と配分金による助成事業

(1)共同募金運動の啓発と連携

①共同募金啓発活動への参画･連携(前述)

(2)配分金による助成事業の実施

23団体･組織　助成総額. 1, 200, 000円

(》福祉団体事業･福祉活動助成の実施

[助成事業とEg]体】

助成事業名
御所南子どもとお年寄りのふれあいデー 御所南校区(当番:初音学区社
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会福祉協議会) 

高倉校区のお年寄りと子どものふれあい広場 俘)��ﾕｨｾb�9iMCｨ��$hｧxｾh��橙�Y�8ｺhｶ8橙��

福祉懇談会/地域ふれあい文化展/福祉のつと �(hｹ��y�ﾈ��･��)&9�ﾉ��ﾘx橙�
い/障害種別啓発事業 

京都市聴覚障害者協会中京支部サロン事業 們�.�,ﾈ橙�

ふれあい交流事業/秋の親睦会/ふれあい｢も 仍�78訷/�,(,�*闔y�ﾈ檠(hｹ韈浦B�
ちつき大会｣/新春茶会 

母子と寡婦のふれあい事業/母子家庭の交流会 �(hｹ霎i^ｨ��忱WyY�8橙�
/会報発行 

介護家族の会全体会及び介護者へのプレゼント �(hｹ霎h櫁ﾎﾈ彿��,ﾈ橙�
配布/会報発行 

花園大学との連携講座/保育に関する学習会の �(hｹ饐ｸ支ﾊHｸh橙�
開催 

中京区民生児童委員会総会事業 �(hｹ霎ij��h髯;h効醜橙�

温もりのある実践活動/スポーツのつどい �(hｹ霎i&闔h��ｹ��ﾘx橙�

親子のつどい 佻ﾈ��晳D饋);�効醜橙�

堀川子どものつどい 冏��ﾈ晳D饋);�効醜橙�

協働事業イベントでの啓発活動等 �(hｹ粨.H*"�

社会を明るくする運動 �(hｹ饐ｸﾎﾈ譏橙�

②地域福祉推進モデル助成の実施

[助成事業と団体】

助成事業名 �&9�ﾉkﾂ�

福祉イベント事業 仍�78�8詹�(ｧx�檍-ﾘ-ﾘ+�*ﾙ(hｹ��
フラウ-アレンジメントと手話コーラス 倡浦I(ｸ,ﾉYB�

ウイワイフ工ステイJTルの開催 泌����ﾈ-8.ｨ*�*(-�*H-�(,x*B�+ﾂ"�

福祉イベント事業 �8�7H8�484ｨ�ｲ�

子育て講演会の開催 

福祉イベント事業 仍�78�9gｹEﾉ��ﾈ6h485Bﾘ7(5�5｢�

地土或と福祉施設との協働事業 �99uｲﾒ�

福祉イベント事業 仍�78ﾏXﾜｨ,ﾈ橙�

こころの健康等への理解を進めるイベント 

福祉啓発活動 仍�78�8*�+X,ﾉm逢x���
花園大学生との協働ジョイントカフェ 

(3)適切な運用や透明性確保に向けた取り組み

(む共同募金受配金助成巷査重点会の開催(前述)

②地域福祉推進モデル助成公開審査会の開催

区社協第3号･ 5号会員を対象に､平成24年度のモデル助成応募B]体のプレ

ゼンテーションによる公開審査を開催し､有効活用への理解促進と透明性確保に

努めましたo

③はねっとシステムを通じた情報公開

適切な情報公開ができるよう､共同募金を財源とした助成金の報告書類の提出

を依頼し､透明性確保に努めました｡
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9.福祉関係･当事者団体等への支援

(1)助成手業の実施

①福祉団体事業･福祉活動助成の実施(前述)

(2)福祉関係当事者の活動支援

①当事者組抱への活動支援
当事者組織には､会議室や備品の貸出などの支援を行うとともに､活動上の相

談に応じる他､関係機関との連携強化をすすめるための支援を行いました｡

ア)中京区介護家族の会への支援

定例会の開催や作業時の会場提供･備品の貸し出し等の支援を行いました｡

イ)子育てサークル(親と子の育ち合いサークル｢Smile｣)への支援

活動の会場や備品の貸し出し等の支援を行いました｡

ウ)京都市聴覚陣害者協会中京支部への支援

毎月第2火曜日の生活支援事業(実りの会)の実施にあたって､活動会場や

車両の貸し出し等の支援を行いました.
エ)京都市聴覚障害者協会中京支部　中京三団体防災会議への支撲

京都市聴覚障害者協会中京支部及び京都市手話サークルみみずく中京支部昼

の部･夜の部で立ち上げている中京≡団体防災会議にオブザーバーとして参加

し､活動の助言などを行いました｡

②関係団体の活動支援
ア) ｢障害者週間｣市民街頭啓発キャンペーンへの協力

中京区身体障害者B]体連合会との連携により､障害者週間の街頭啓発活動を

実施しました｡

◆実施日　平成23年12月3日(土)午前10時-ノ1 1時

◆場　所　四条大宮周辺

◆参加者　区社協正副会長､近隣学区(乾･朱一･朱≡)の社協役員並びに

区身体障害者団体連合会役員　約30名

イ)全国車いす駅伝競走への協力

会国華いす駅伝競走の中継地点の湯茶接待ボランティアの確保と調整を行い

ました｡

◆開催日　平成24年2月19日(日)

◆中継地点　西大路御池西北側(西京高等学校前)等

◆ボランティア数　朱四学区より4名

り) rふれあいサl)ン円町｣への運営協力

心の病気や障害を持っている方の社会参加促進や集う場所として開設されて

いる｢ふれあいサロン円町｣の運営委員として運営委員会に参画しました｡
工)バーチェの広場への援助

毎月第1月曜日の広場の実施に当たって､会場を貸し出す他､保護者が専門

機閲への相談を行いやすいように支援を行いました｡

10.広報･情報発信

(1)広報･情報発信事業の実施

①区社協ホームページの運用<充実>

各種講座の申し込みをインターネット上から簡易に申し込みができるように改
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修作業を行うとともに､内容の充実に努めました｡

②広報紙｢べんがらごうし｣の発行

◆35号(平成23年6月発行)

【発行部数】 40, 500部(全世帯配布)

【内　　容】 ･学生の地域福祉活動への参加促進を進める取り組み)
･中京区ボランティアセンター事業の周知等

◆特別号(平成24年1月発行)

【発行部数】 40, 000部(全世帯配布)

【内　　容】 ･賛助会員への協力依頼､実績報告
･中京区社協の主な取り組み紹介等

③市区社協共同広報紙の発行<市社協との共催>
◆平成23年8月発行

【発行部数】 42, 000部(全世帯配布)

【内　　容】活動紹介
･ふれあいいきいきサロンについて(居場所づくり活動)

･きっずばぁく(子育て支援事業)

･学区社協取り組み紹介(見守り活動)

･日常生活自立支援事業

･京都市の社協行動指針について

･乗E]本大震災への支援活動について

④区民しんぶんへの寄稿(2回)

9月1 5E]号　中京区｢介護ボランティア養成講座｣の案内

中京区｢手話教室｣の案内

1月15日号　中京区｢点字入門講座｣の案内

中京区｢要約筆記入門講座｣の案内

⑤ ｢地域連携ニュース(洛和会丸太町病院発行) ｣への寄稿

9月号　中京区｢介護ボランティア養成講座｣の案内

2月号　中京区｢要約筆記入門講座｣の案内

1 1.関係機関･団休等とのネットワーク活動

く1)地域福祉に関するネットワーク

(》中京区地域福祉推進委且会との連携･協力

中京区地域福祉推進委員会と協働して作成した福祉総合マップ【高齢･子育て･

障害(知的･身体･精神)】の情報更新を適宜行い､必要な区民に配布しました

②中京区地域の安心安全ネットワーク形成支援事業への協力

今年度は協力要請がなかったため､特段の連携はありませんでした0

(2)高齢者支援に関するネットワーク

(卦中京区地域包括支援センター運営協議会への参画

区内の地域包括支援センターの適正運営や課題について協議を行う運営協議会
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に参画するとともに､毎月1匡卜定期的に開催される運営会議に参加し､情報交換

や関係機関職員との日常的な関係づくりに務めました｡

②地域ケア会議への参画

下記の会議に参画し､運営補助や助言を行いました｡
･御池包括圏域勉強会(平成23年6月24日､ 9月30日､平成24年3月2日)

･城巽学区地域ケア会議(平成23年8月25日)

･朱四学区地域ケア会議(平成23年1 1月28日)

･丸太町包括囲域会議(平成23年1 2月1日)

@その他関連のネットワーク活動に対する協力
･中京居宅介護･予防支援事業者連絡会学習会における講師派遣(平成23年5月20日)

【対象】区内の居宅介護･予防支援事業所の介護支援専門員
･認知症あんしんサポート養成講座への協力(平成23年10月26日)

【対象】西京高校付属中学校

(3)障害者支嬢に関するネットワーク

(かこころ･愛･ふれあいネットワーク(精神保健)への参画

精神保健について区民の理解と詔書哉を深める活動に取り組む｢中京精神保健ネ

ットワーク｣に参画し､毎月1回定期的に開催される実務者会議に参加するとと

もに､情報交換や関係機関職員との日常的な関係つくり､全体会議や地域懇談会

などの事業の企画運営を行うことで､活動の振興をはかりました｡

(4)子育て･児童･青少年支援に関するネットワーク

(》中京区子育て支援ネットワークへの参画(事務局)

中京区子育て支援ネットワークに参画し､子ども支援センターとの協働で｢中

京区子育て支援ネットワーク会議｣の事務局運営を担いましたo

ネットワーク会議では､区内1 6か所で実施されているきっずばあくに関する

ことや､中京区の子育てに関する現状と課題の共有を行いました｡

また､中京区子育て支援ネットワークが主催する｢プログラム型きっずばぁ<｣

や｢子育て支援者交流･研修会｣の企画･運営を行いました｡

◇ネットワーク会議の開催(毎月1回)

【日　時】平成23年4月12日､ 5月10日､ 6月14日､ 7月19日､

8月9日､ 9月13日､ 10月11日､ 11月8日､ 12月13日､

平成24年1月10日､ 2月14日､ 3月13田

【内　容】きっずばぁく関連の取組み報告､子育て支援者交流･研修会の企画

調整､情報交換など

◇プログラム型｢きっずばあく｣の開催(中京区子育て支援ネットワーク協働事業)

※ ｢きっずばぁくin明倫｣

【E]　時】毎月第2火曜日　午前10時～1 1時30分(7･ 1月を除く)

【会　場】元明倫幼稚園

【協　力】明倫学区社会福祉協議会,明倫学区民生児童委員会

※ ｢きっずばあくin本能｣

26



【日　時】平成24年1月10日　午前10時～1 1時30分

【会　場】本能自治会館

【協　力】本能学区社会福祉協議会.本能学区民生児童委員会

(参加した子どもの数)

局 滴ﾈ��5月 塗ﾈ��7月 嶋ﾈ��9月 免�.R�11月 ��(ﾈ��1月 �(ﾈ��3月 佗b�

場所 冖驂��明倫 冖驂��/ 梯�明倫 冖驂��明倫 冖驂��本能 冖驂��明倫 免ﾂ�

人 �#"�17 ��R�/ 梯�38 �#��27 �3��31 ��R�26 �#C"�

②子育て支援に関わるネットワークへの参画

区内の子育て支援に関わる関係機関が集会し､児童問題の把握や情報交換を目

的に開催される｢中京区子育て支援連絡会議｣や､区内で地域子育て支援ステー

ションに指定されている保育所や児童館等の関係施設･機関が集う｢子育て支援

ステーション会議｣に参画し､関係機関･施設職員等との関係づくりや活動交流

に務めましたo

また､ 7月13日(水)には､子育て支援ネットワークと地域子育て支援ステー

ション協働事業｢中京ぴよぴよ広場｣をパトナにて開催し､ 1 02組の親子の参

加がありました｡

③中京区地域子育て支援ステーション会社への参画

中京区子育て支援ネットワークとの合同事業(中京ぴよぴよ広場)開催にあた

り､地域子育て支援ステーション会議に参画し､共有するとともに実施に向けた

調整等を行いました｡

④思春期の子どもたちを支える実務者ネットワーク-の奉画(事務局)

中京青少年活動センターとの協働での事務局運営を担い､区内で思春期年代の

子ともたらを支援する機関や団体の実務者が区民に向け思春期年代の課題につい

て発信する事業の企画や情報交換できる場を設定･運営しました｡

ア)思春期の子どもたちを支える実務者ネットワークの開催

【日時】平成23年4月5日､ 6月7日､ 8月30日､ 10月6田､

12月20日､平成24年2月17日(計6回)

【内容】セミナー開催に向けた企画･調整､保護者向け相吉炎窓口カードの作

成､機関の情報交換等

イ)思春期の子どもと向き合うセミナーの開催

思春期年代の子どもを持つ保護者や関係者を対象にセミナーを開催しました｡

◆開催日　平成23年9月8日(木) 14時～16時

◆会　場　中京育Ji7年活動センター

◆内　容　イマド手の子ともたち～わが子に本気スイッチが入るとき～

◆参加者数　30名

(5)その他福祉に関連するネットワーク

①区民ふれあい事業実行委鼻会への参画

ア)中京区民ふれあいまつり2011への協力

区内の障害者施設やボランティアグループ､当事者グループの協力を得て､
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施設機関の作品を展示･即売するとともに､高齢者･障害者問題について区民
への理解促進をはかりました｡

1 2.区民への直接サービス事業の実施

(1)高齢者ミニデイサービス事業の実施

①虚弱高齢者等の介護予防を目的としたサロン事業の実施

平成8年1 0月より実施している高齢者ミニデイサービス事業も16年目とな

りました｡企画･運営面では､ボランティアの方々の協力により区社協の在宅福

祉サービス事業の柱として実施していますが､利用者数は昨年度から減少(年間

延べ51名減)しました｡

本サービスは､介護予防を重視する現状において､高齢者を支える社会資源の

ひとつとして重要や役割を担っていますが､今後の事業運営について考察を深め

る必要が出てきていますo

ア)利用状況並びにボランティア活動状況

月 們�邊�?ｩ�B�利用者数 劔ボランティア活動者数 男性 傚y�ｲ�合計 ��?｢�[ﾘｼ��介助 ��5ﾒ�合計 ��?｢�[ﾘｼ��

4月 ��"�10 涛��101 唐紕�81 �#��101 唐紕�

5月 ��"�14 涛2�107 唐纈�83 ����102 唐絣�

6月 ��2�ll �����112 唐綯�77 �#"�99 途綯�

7月 ��"�16 涛2�109 湯���80 �#��101 唐紕�

8月 ��2�10 涛r�107 唐�"�80 �#2�103 途纈�

9月 ����12 都��91 湯���62 ��r�79 途纈�

10月 ��"�8 涛��99 唐�2�78 �#��99 唐�2�

11月 ��"�ll 塔��92 途縒�80 �#��100 唐�2�

12月 湯�8 田2�71 途纈�61 ��R�76 唐紕�

1月 湯�10 田��78 唐縒�51 ��R�66 途�2�

2月 ��2�13 涛R�108 唐�2�72 �#��93 途�"�

3月 ��2�14 塔��103 途紕�78 �#"�100 途縒�

合計 ��C��137 ���C��1178 ����883 �#3b�1119 ������

1日平均 �1.0 途紕�8.4 ��6.3 ��縒�8.0 ��

※利用登録者27名(平均年齢83. 9歳)

イ)季節行事･外出行事等の実施

◇春のお花見&昼食会(4月18日､ 20日､ 22日)

<ボランティアと利用者の交流事業として実施>

【場所】しょうさん

◇夏まつり(8月1日､ 3日､ 5田)

【内容】金魚すくい､スーパーボールすくい､ヨーヨー釣り､

クリームソーダ､たこせんべい､わらび餅など

青少年の福祉体験事業として､中学生1名の体験を受け入れ｡

◇ミニ運動会(10月3日､ 5日､ 7日)

◇秋の紅葉&昼食会(11月9日､ 11日､ 14日)
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<ボランティアと利用者の交流事業として実施>

【場所】しょうさん

◇クリスマス会(12月16日､ 19日､ 21日)

◇新春お茶会(1月27日､ 30日)

◇おやつ作り(どら焼き) (2月20日､ 22日､ 24[])

◇その他
･元気の会大会｢体力測定｣に参加(6月29日)

･ボランティアによるハーモニカ演奏(8月31 E])

･手話学習会みみずく主催｢フラワーアレンジメント｣参加(10月28日)

(診協力ボランティアグループr花みづきの会｣の育成.支援

(会議の開催)

◇総　会　平成23年4月19日(火)

平成22年度事業報告･平成23年度行事計画･新世話人

◇世話人会議　　毎月第1火曜日午前中

前月の課題･当面の行事計画･ボランティアの活動内容について

(研修会の開催)

(1)運転ボランティアに対する研修

【日　時】平成23年5月27日(金)午後2時～午後4時

【内　容】自動車運転技能研修(運転操作実技)

【場　所】京都府交通安全協会自動車練習所

【参加者】 5名(ボランティア4名､事務局1名)

(2)全体研修会

【日　時】平成23年10月1 1日(火)午前11時-12時

【内　容】パーキンソン病の理解と対応について

AEDの取扱い確認

【場　所】中京区社会福祉協議会2階　第一会議室

【参加者】 20名

(3)介護予防研修

【田　時】日　時:平成24年2月14日(火)午前10時～11時45分

【内　容】軽易な介護予防体操を学ぼう

【場　所】ハートピア京都3階

【参加者】 10名

(2)ふれあいいきいきサロン事業の実施

①高齢者の生きがいと健康増進･孤立防止を目的としたサロン事業の実施

高齢者の生きがいと健康増進.孤立防止のために､ボランティアグループ｢い

きいき会｣が全面的に企画･運営を担って実施しています｡

毎月1 1日開催を基本に､中京区地域福祉センターを会場に開催しています0

<実施日､事業内容､利用状況並びにボランティア活動状況>
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5月11日(水) �ﾊ)Gx*ﾘ.x7�:(*�-8*ﾘ.ｸ+8/�2�12名 ��)kﾂ�すこや力ヽ体操 

創作:カーネーション 

6月13日(月) �ﾊ(8ｨ9858,ﾈ慳:(4ｨ4x8ｸ,ﾈ慳2�17名 土kﾂ�すこやか体操 
創作:蛙とあじさいの壁掛け 

7月11日(月) �ﾊ(.ﾘ.ｨ,ﾘ､8,ﾈ��:)|ﾘ�(.x+ﾘ+�68ｴﾊ2�14名 ���kﾂ�すこやか体操 

創作:和紙でつくる花器 

9月12田(月) �ﾊ)}y�z:)z(,ﾈ�:B�11名 ���kﾂ�すこや力ヽ体操 

創作:色鉛筆水彩の壁掛け 

10月11日(火) �ﾊ(*�*��ﾉ�h,凩ﾈ*�.�:(,x/�*�.�+�.ｸ+�.ｺ2�14名 ��9kﾂ�すこや力ヽ体操 

創作:にんじんとなすのマグネット 

11月11日(金) �ﾊ){x,ﾉn兀z:)�(+�-ｨ*H*�2�18名 ���kﾂ�すこやか体操 
創作:まねき猫 

12月12日(月) �ﾊ(5x984�8ｸ7�8ｺ:(+8+H/�*�,ﾈ�2�18名 ���kﾂ�すこやか体操 

創作:色紙でつくるクリスマスリ-ス､ケ-手作り 

1月11日(水) �ﾊ(耳ﾈ闔ｩ?ｪ:(鉙,ﾉm淫ﾈ�::B�15名 ���kﾂ�すこやか体操 

創作:干支の色紙甘酒 

2月13日(月) �ﾊ(+ﾘ*ｸ-*:)9)8x,ﾉI)G�:B�11名 ���kﾂ�すこやか体操 
創作:立ぴな 

3月12日(局) �ﾊ)8ﾈｹ�8�7h5ﾈ6h4*:(�.h+�**:B�13名 等kﾂ�すこやか体操 
創作:大人の切り絵 

合計 �149名 ��#)kﾂ�

②協力ボランティアグループ｢いきいき会｣の育成･支援

◆総　　会　　4月28日(木)

･平成22年度活動報告並びに平成23年度活動計画について

･役員の選出について

◆企画会議　　毎月第4木曜日
･次月の計画について

(3)介護世帯等に対する幸いす貸出事業の実施

区内の在宅高齢者や介護者の日常生活をサポートするため､介護用車いすの賃
出を行いました｡また､貸出の際に状況をお聞きし関係機関の情報を伝えるなど

の支援を行いました｡

◇貸出件数:82件

◇利用理由:通院､外出､要介護認定申請中､旅行等

(4)中京区地域福祉センターの運営

福祉関係団体やボランティアグループ等に対し､会議室等の貸し出しを行いま

した｡ (前述)
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平成23年度 

資金扱え計昇書.事業活動扱え計算書 

骨借対照表.財産日録 

つながり･ささえ･ふれあう中京のまら(〈o九)

社会福祉法人 京都市中京区社会福祉協議会



平成23年度　暮会せ支幹事書　(捷括*)
(良)平成23年4月1日　　　(至)平成24年3月31日

I.経常活動による収支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)

脚5 劔uﾈ皐ｧ｢�劍ﾈ�Hﾊﾂ�差異 ���k��当初予算額 ��&悩uﾈ皐ｧ｢�沫用及び充用額 冰ﾈ皐ﾋｸﾇhｧ｢�

G ′八 鋳霎�皐��ﾂ�免ﾂﾃ3湯�����i,000 ���ll,4脚,柳 免ﾂﾃCSBﾈx｢�△5も㈱ ��

1.一般会費収入 鼎s�ﾃ����1,000 ���472,000 鼎s�ﾃ����1,000 ��X檠N��

2.特別会費収入 ���ﾃ�#づ����0 ���10,928,000 ���ﾃ塔2ﾃ����△55,000 伜顋X檍醜檠N��

2_春樹ス 冓,000 �｣�B�����0 ���Rﾈx｢�184,080 白蔔Eｒ� 

l1.寄付金収入 �1,000 ���Bﾃ����0 ���Rﾃ����104,000 ��ﾃ���� 

3.g槻攻入 �20,768,000 涛づ����0 �#�ﾃゴづ����20.830. �#rﾃ��� 

1.市社協補助金収入 �#�ﾃ�Crﾃ����90,000 ���20,137,000 �#�ﾃ�3rﾃ����0 ��倬hｼiN��

2.府社協補助金収入 都#�ﾃ����0 ���721,000 田�2ﾃ#���27,800 ��

3.民間補助金収入 ���0 ���0 ���0 ��

4.鰍 �17,490,000 ���0 姪r紊宕d���16,933,695 鉄Sbﾃ3�R� 

1.市社協受託金収入 ��rﾃC��ﾃ����0 ���17,490,000 ��bﾃ�32ﾃc迭�556,305 ��

2,府社協受託金収入 ���0 ���0 ���0 ��

5.鰍 �2,298,000 ���0 �"ﾃ#塔ｳ����2,288,720 ��rﾃ#��� 

1.参加費収入 ���0 ���0 ���0 ��

2.利用料収入 �"ﾃ#唐ﾃ����0 ���2,298,000 �"ﾃ#��ﾃs#��17,280 凉駅�{��

6.果地政ス �7,i14,000 ���0 途ﾃ��Bﾃ����7,113,858 ��C"� 

l1.一般配分金収入 �7,114,000 ���0 途ﾃ��Bﾃ����7,113,858 ��C"� 

7.jG産金政ス �0 ���0 ���0 ��� 

l1.負担金収入 �0 ���0 ���0 ��� 

8.jAE政ス �4き0,000 ���0 鼎3�ﾈｺ��45も040 ��)ZSイ�� 

lL雑収入 �430,000 ���0 鼎3�ﾃ����454,040 ��##Bﾃ�C�� 

9.腰痢鳩紬ス �1,㈱ ���0 亦閂｢�チ 涛唐� 

l1.受取利息配当金収入 �1,000 ���0 ��ﾃ����2 涛唐� 

10.捌ス金次ス �8,157,000 鼎�2ﾃ����0 唐ﾃSc�ﾄ$��8,560,㈱ ��� 

l1.経理区分間繰入金収入 �8,157,000 鼎�2ﾃ����0 唐ﾃSc�ﾃ����8,560,000 ��� 

慮舶ス#(1) �67,658,000 鉄唐ﾃ����0 田づ#Sbﾃ����67,730,515 鉄#RﾃCコ� 

井金収支計井暮(捻括表) 1



(単位　円)

脚5 劔uﾈ撮�没��佇�Hｧ｢�差異 ���k��当初予実額 竸)�9uﾈ��ｧ｢�涜用及び充用頼 冰ﾈ皐ﾋｸﾇhｧ｢�

_有 I竹 ��裴査ﾄ靫B��3�ﾃ��づ����110,000 ���30,118,000 �#津�3bﾃピR�981,425 ��

I ����X什N��29,888,000 ����ﾃ����0 �#津涛づ����29,120,015 塔srﾃ塔R�職員人件費 2.非常勤職員費 ��#�ﾃ����0 ���120,000 ��bﾃSc��103,440 凩X鳬�Y+xﾍ冽�N��

2.き叢榔 �3,585,000 ��#S"ﾉ���△4,800 �2ﾃS#津�帚�2,957,197 鉄s�ﾉ4�� 

1,旅費交通費 �#3�ﾃ����△42,000 ���189,000 ���BﾃS���74,500 ��

2.研修費 �3�ﾃ����△10,000 ���20,000 唐ﾃ����12,000 ��

3.消羊毛晶費 �3�Bﾃ����0 ���304,000 ��#Bﾃ����179,892 ��

4.着旨具什器費 ��ﾃ����0 ���1,000 ���1,000 ��

5.印刷製本費 ��#�ﾃ����0 ���121,000 涛�ﾃsS��29,250 ��

6.光熱水費 鉄��ﾃ����0 ���500,000 �3c"ﾃs3r�137,263 ��

7.燃料費 ���0 ���0 ���0 ��

8.修繕費 ���rﾃ����0 ���107,000 涛津C���7,520 ��

9.通信運搬費 鼎3Bﾃ����0 澱ﾃ����440,000 鼎��ﾃCCb�39,554 ��

10,会議費 ���0 ���0 ���0 ��

ll.広報費 ���0 ���0 ���0 ��

12.業務委託費 �3釘ﾃ����0 ���394,000 �3ビﾃscR�6,235 ��

13.手数料 ��c�ﾃ����0 ��#bﾃ����154,000 ��C�ﾃs�R�12,285 ��Xﾙ�-ﾘ詹�I{��

14.損害保険料 鉄"ﾃ����0 ���52,000 鉄�ﾃ����1,190 ��

15.賃借料 鉄#Rﾃ����0 ���525,000 鉄#Bﾃ�c��840 ��

16.租税公課 �#Rﾃ����0 ���25,000 �#�ﾃs���4,300 �8鑛�2�

17.渉外費 鼎S�ﾃ����0 ���450,000 鼎CRﾃ����5,000 ��

18.雑費 �#S�ﾃ����0 ��#Bﾃ����247,000 ��ッﾃ�#b�60,974 ��

3.事灘玄妙 �8,115,000 鼎#"ﾃ����95,㈱ �?ｳc3"ﾃ����7.610.8 白ﾃ�&津�#B� 

1.諸封金 �3#�ﾃ����△11,000 ��#�"ﾃ����297,000 �#S津涛b�37,004 ��

2.旅費交通費 鉄�づ����15,000 釘ﾃ����537,000 鉄3rﾃ����0 ��

3.消耗品費 都c�ﾃ����44,000 鉄津����864,000 都c�ﾃs�"�102,288 ��

4,器具什器費 鉄�ﾃ����214,000 ���264,000 �#��ﾃ����53,910 ��

5.印刷製本費 鼎�Rﾃ����0 ���405,000 �33"ﾃS�B�72,496 ��

6.車両費 ���0 ���0 ���0 ��

7.燃料費 ���"ﾃ����0 ��bﾃ����208,000 �#�rﾃ3���619 ��

8.修繕費 ��コﾃ����0 ��Srﾃ����342,000 �3#�ﾃ#c2�21,737 ��

9.給食費 ��ﾃ3Cづ����8,000 ���1,356,000 ��ﾃ3�BﾃSC��41,459 ��

10.材料費 ��S2ﾃ����△13,000 ��##rﾃ����113,000 塔づs澱�24,204 ��

ll.通信運搬費 塔#Rﾃ����72,000 ��#�2ﾃ����804,000 鉄�2ﾃ3CR�220,655 僭ｩ�yN������9��

12.会議費 ���ﾃ����63,000 ���73,000 田bﾃ����6,991 ���ｩ�8,�,r�

13.広報費 都Srﾃ����22,000 ��##�ﾃ����758,000 都C�ﾃ#Sr�17,743 ��

14.業務委託費 ��ﾃC�rﾃ����33,000 ��#Rﾃ����1,435,000 ��ﾃ��Rﾃ3SR�319,645 ��

15.損害保険料 鼎SBﾃ����0 ��#2ﾃ����451,000 鼎#rﾃツ"�23,138 ��

16.貸借料 鉄�づ����0 �#�ﾃ����528,000 鼎�2ﾃ�s��44,930 ��

124,000 迭ﾃ����0 ��#津����110,860 ��づ�C�� 

18.雑費 涛づ����△30,000 ���68,000 鉄�ﾃ�3R�16,165 ��

資金収支計Jt書く稔拝表) 2



(単位　円)

脚5 劍6��調ｲ���ｳ��差異 ���k��当初予算額 ��I�9uﾈ螽ｧ｢�兼用及び充用額 冰ﾈ皐ﾋｸﾇhｧ｢�

4,歳線色紛 冤6,754,000 ��#�(璽����△9l,000 緬�2緜S�ﾄ4��iB,紀2,712 �#づ#モ� 

1.助成金支出 ��bﾃsSBﾃ����△12,000 ��#��ﾃ����16,651,000 ��bﾃc#"ﾃs�"�28,288 �8ｸ��ﾉ9��

5.貞飴煮m 冲oo,000 ���0 ��¥bﾃ����100,㈱ ��� 

】1.負担金支出 �100,000 ���0 ����ﾃ����100,000 ���市社協会費 

I:-∴,=▲.こi-.÷:-,,- �8,157,000 鼎�2ﾃ����0 唐ﾃSc�ﾃ��"�8.660, ��� 

ll.経理区分間繰入金支出 �8,157,000 鼎�2ﾃ����0 唐ﾃSc�ﾃ����8,560,000 ��� 

g農支冴p計{2) �66,719,000 塔s�ﾃ����0 田rﾃS��ﾃ����64,987,360 �"ﾃc�"ﾃcC�� 

939,000 ��##s2ﾃ����0 田cbﾃ����2,743,155 ��#"ﾃ�srﾃ�SR� 

Ⅱ.施設亜億等による収支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)

脚5 剽¥ 刪芒z 剴�t♯ 俚x穀�説明 当初予算額 竸)�9uﾈ螽ｧ｢�流用及び充用額 冰ﾈ皐ﾋｸﾇhｧ｢�

q A 肌D｢�0 ���0 ���0 ��� 
ll.設備整備補助金収入 ���0 ���0 ���0 ��

2.柳超銀ス ���0 ���､o ���0 ��

l1.設備整備負担金収入 ���0 ���0 ���0 ��

3.き鮒卓夜ス ���0 ���0 ���0 ��

ll.施設整備等寄付金収入 ���0 ���0 ���0 ��

脚孝次ス#(4) ���0 ���0 ���0 ��

_支一 β 瀦������○ 唐�¢ ���0 

1.器具及び備品取得支出 ���0 ���0 ���0 

2.車輔運搬具取得支出 ���0 ���0 ���0 

3,ソフトウエア取得支出 ���0 ���0 ���0 

東湖祭支J野#(5) �0 ���0 ���0 ���

廟報金収支甜(6)-(4)-(5)】 柳ﾆ��olol 柳ﾂ�ol 



Ⅲ.財務活動による収支　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)

脚5 劍6����ｨ�ﾂ���ｴ��差異 侏ｹk��当初予井額 竸)�9uﾈ皐ｧ｢�流用及び充用額 冰ﾈ皐ﾋｸﾇhｧ｢�

G A ���$�5�����0 ���0 ���0 ��

1.修繕積立預金取崩収入 ���0 ���0 ���0 ��

0 ���0 ���0 ��� 

2_脚 �0 ���令 ���0 ��� 

Ⅰ1.基金取崩額 �0 ���0 ���0 ��� 

搬入pjL(7) �0 ���0 ���0 ��� 

jF J野 迫H�2����0 ���0 唐�0 ��

1.修繕積立預金支出 ���0 ���0 ���0 ��

2.備品等購入積立預金支出 ���0 ���0 ���0 ��

2.j基金政ス# �0 ���0 ���○ ��� 

l1.基金絶入額 �0 ���0 ���0 ��� 

周密支J野(8) �0 ���0 ���0 ��� 

棚(9)=(7)-(8) 剴��0 ���0 ���0 ��

脚a 冰ﾈ皐ｧ｢�劔8���"�差異 ���k��当初予井額 ��I�9uﾈ皐ｧ｢�流用及び充用額 冰ﾈ皐ﾋｸﾇhｧ｢�

予庶者(10) 鉄��ﾃ����0 ���500,000 ���500,000 ��

!p一一了:-IJ,rJ--/:-).′′/ 鼎3津����△273,000 ���166,000 �"ﾃsC2ﾃ�SR�△2,577,155 ��

彪赦た支必勉熟す(12) ���ﾃ�3Rﾃ����789,000 ���10,824,000 ���ﾃ�#Bﾃ#3b�△236 ����7案ｨ葎ｾ��

賞鵬勉乱す(ll)+(12) ���ﾃCsBﾃ����516,000 ���10,990,000 ��△2,577,391 倬��7案ｨ葎ｾ��

jF金収支計井暮(幾括表) 4



貸　　借　　対　　照　　表

平成24年3月31日現在

(単位円)

〔流動資

資　産　の　郡

産〕

負債･純財産の部車重二二:=:こ車重=
喜　　7.974,050

現　　　金

普通預金
京都銀行　大宮支店　　　8,913,628

No. 905317

京都銀行　大宮支店　　　527,946

No. 3958711

京都銀行　大宮支店　　　8.547,837

No. 4004634

京都銀行　大宮支店　　　476,854

No. 905325

京都銀行　大宮支店　　　　　　　o

No　4077502

京都銀行　大宮支店　　　979,339

No　4091942

京都中央信用金庫西御池支店　　1 ,000

No 0323451

京都中央信用金庫三条支店　　1 ,000

No. 1157596

ゆうちょ銀行通常貯金　　10,037

No. 14450-19105151

ゆうちょ銀行振替口座　1,127.460

No. 00980-7-206496

ゆうちょ銀行振替口座　　　744.520

No. 00970-5-303810

未　収　金

前　払　金

〔固定資産〕

(基本財産)

基本基金特定預金

(その他の固定資産)

地域福祉基金預金

施設整備積立金

車輪運搬具

器具及び備品

ソフトウェア

30.000,000

26,794.160

1 4,392,004

3

243,702

1 65,375

30.000,000

41･595･244i濫祉基金

26-794･160 i

(その他の積立金)

施設整備積立金　　　　　1 4,392,004

85.162,635

30.000,000

26,794,160

1 4,392,004

次期繰越活動収支差親.3,976.4,.(3･976･471

負債及び純資産の部合計　　　を　93,136,685

※減価償却累計額　24,069,434円



社会福祉法入　京都市中京区社会福祉協議会

財　産　目　録

平成24年3月31日現在

(*tt･円)

金　額

〔流動資産】
現　　　金

普通預金
京都銀行　大宮支店

No　905317

京都銀行　大宮支店
No　3958711

京都銀行　大宮支店
No　4004634

京都銀行　大宮支店

No　905325

京都銀行　大宮支店

No　4077502

京都銀行　大宮支店

No　4091942

京都中央借用金庫西御地支店

No 0323451

京都中央信用金庫三条支店

No 1157596

ゆうちょ銀行通常貯金
No 14450-19105151

ゆうちょ銀行振替口座
No 00980-7-206496

ゆうちょ銀行振替口座
No. 00970-5-303810

未　収　金

前　払　金

〔固定資産〕
(基本財産)

基本基金特定預金
京都銀行　大宮支店

No　4061684

(その他の固定資産)

地域福祉基金預金

京都銀行　大宮支店

No　4061707

三菱東京UFJ銀行　京都支店

No. 5741557

施設整備積立金

京都銀行　大宮支店

No　4061692

京都中央信用金庫西御池支店

No. 0252731-1

京都中央信用金庫三条支店

No. 1081851-1

手柄運搬具

器具及び備品

8,913,628

527,946

8,547.837

476,854

0

979.339

1.000

1 ,000

10,037

1 ,127,460

744,520

30,000.000

26,794,1 60

(25,413,751)

(1 380,409)

1 4.392.004

(1 1.358,507)

(1,516.749)

(1,516,748)

3

243,702

21 ,541 ,441

0

21,329.621

〔流動負d
未　払　金

預　り　金

前　受　金

仮　受　金

負債の部合計
差引正味財産


