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屋根のシート張り講習会を開催しました

　大規模な災害発生時には、社協は災害ボランティアセンターの
開設など、全国のネットワークを活用した支援体制を直ちに整え、
被災者の地域での暮らしを支え続け、被災地域主体の復興を支
援する役割を担います。災害ボランティアセンターでは、災害によっ

て生じる被災者ニーズ（復旧や生活の支援、心の支えを求める気持ち等）をキャッチし、「被
災された方を支援したい」という思いをもって被災地に駆けつけた住民やボランティアの力
を効率よく被災者のニーズに結びつけ、コーディネートを行います。
　また、社協のネットワークを活かした災害支援の取組みとして、区外で起こった災害に
対しても、被災地社協の要請に基づき職員を派遣し、被災者に寄り添った支援を行います。
昨年は、西日本豪雨災害で被害を受けた岡山県内に２名の職員を派遣しました。
被災者のために最大限努力するのはもちろんのこと、区内における防災や災害時の取組
みにその支援の経験を生かすことも社協には求められています。

　昨年発生した大阪北部地震や台風21号の影響により、区内でも
多くの家屋が損害等の被害を受けました。
　応急手当用のブルーシートが区内でも配付されましたが、屋根
に張ることができない方からの相談も多く本会に寄せられました。
　そこで、今後こういったお困りごとに対応できるよう、災害時に
活動していただける専門技術を持ったボランティアの養成を目的と
し、平成31年3月17日にブルーシートの張り方に関する講習会
を開催しました。当日は地域役員をはじめ36名の参加がありました。

　今後も災害に強いまち
づくりを目指し、このよ
うな講座の開催や防災・
減災に向けた取組みを進
めていきます。

　昨年は、大阪北部地震や台風21号をはじめ、大規模な自然災害により区内にも甚大な被害が生じ、いまなお家屋の修繕等が間に合わず、
不自由な生活を強いられている方もおられます。
　このような大規模な災害を経験したことで、災害に対する備えや緊急時の声かけ、日ごろからの見守り活動への関心が各地域において高まっ
てきています。今回のさざなみでは、災害時の社協の役割や各地域で取り組まれている活動をいくつか取上げてご紹介します。

　見守り相談室では、高齢の方・障がいをお持ちの方・子育て中の方やご家族等からのさまざまな福祉に関す
るご相談をお受けしています。ご相談をお受けしましたら、見守り支援ネットワーカーが、適切な支援が受け
られるよう他の専門機関やサービスにおつなぎし、問題解決に取り組んでいきます。
　また、地域全体で見守りの輪を広げていくための活動も行っています。「いつも同じ場所で見かける人が最近、見かけなくなった。」
「親の介護、子どものひきこもり、たくさんの困りごとがあって大変。」「地域から孤立してしまって心配な方が近所にいる。」「最近、
一緒に住むおばあちゃんが外出したら自宅に帰れなくなることがよくある。」「近所の家が暗くなっても灯りがつかないから心配。」「地
域のふれあい喫茶などに参加して地域の人と交流したい。」「こんなこと誰に相談したらいいのかな…？」と、お悩みの方、何か気づ
かれた方、お気軽に「見守り相談室」までご相談ください。

災害時の社協の取組みについて

見守りや災害時の取組みについて

お問い合わせ・ご相談はこちら　住之江区見守り相談室  06-6686-2243

「普段からの見守り」を推進していくために…　こんな活動をしています!!

住之江区見守り相談室

　同意を得られた「見守りが必要な方
の情報」を集約し、地域への情報提供
等を通じて、普段からの見守りや、災
害時等の「いざというとき」に住民どう
しが助け合い、声をかけ合うことがで
きるような仕組みづくりでの見守り等
につなぎます。

　地域から孤立し福祉サービス等を利用してい
なかったり、利用を拒否するなど孤立死のリス
クが高い要援護者や制度の狭間にいる方に対し
て、専門職の見守り支援ネットワーカーが家庭
訪問します。

　支援を拒否される方に
もワーカーが粘り強く
働きかけ、本人との信頼
関係を築いていきながら、
必要なサービスや関係
機関へつないだり、地域
の見守り活動等にもつな
いでいきます。

　事前に登録した認知症高齢者等が
行方不明になったときに、行方不明
となった方の氏名や身体的特徴等の
情報を、メールやFAXにより協力者
に配信し、行方不明者の早期発見に

つなげます。

地域で
ひろがる！

認知症高齢者等の
行方不明時の早期発見3

1この広報紙は赤い羽根共同募金配分金を活用して作成しています。



介護保険事業所・
専門職と地域の懇談会

粉浜
地域

清江
地域

南港緑
地域

海の町

～住み慣れた住之江区のまちが好きだから、
いつまでもこのまちで暮らしていくために

今、わたしたちができること～

〈この記事に関するお問合せ〉 住之江区社会福祉協議会 地域支援担当  06-6686-2234

　南港緑地域の高齢化率は、区内最高の40％（※区平均27％）。
そんな中で地域ボランティアのみなさんは前向きで、互助の力
を高めて「高齢になっても暮らしやすいまち」にしていきたいと
活動しています。　
　区の企業・ＮＰＯ・学校・地域交流会を通じて森之宮医療大
学の先生方と出会い、さきしま地域包括支援センターやまちづ
くりセンターと連携。平成29年10月に高齢者のニーズと潜在
的なボランティアを探る「全住民アンケート」を行いました。約
910通のアンケート結果から、数ある設問の中で300件を超え
る「有償ボランティア」ニーズに着目。そこから先駆団体へのイ
ンタビューや学習会を重ねて令和になった今年、互助の力で地
域内に「有償
ボランティア
活動」のしく
みを実現しよ
うとしていま
す。

　清江地域は、高齢化
率20％と区内で一番
若いまち。その分、「水
鉄砲大会」や「ハロウィ
ン」「ごみリンピック」
「冬の肝だめし」など、
芝生グラウンドの清江
小学校を拠点としたユ
ニークな行事が盛りだ

くさん！反面、他地域と比べて数は少ないながら、ひとり暮ら
しの多い高齢者への支援を田村直地区社協会長が課題に思って
いました。
　そこで昨年、地域における見守り活動のしくみ「清江地域ネッ
トワーク委員会」を招集し、8月から2月にかけて地域でアンケー
トの設問を検討しました。区社会福祉協議会は、助言者の綾部
貴子准教授（梅花女子大学）の招へいや一緒に設問を考えるほか、
事務的なお手伝いを行っています。
　今年の3月に高齢者を対象にアンケートを実施。409通の回
収アンケートを元に今、支援が必要な高齢者の「見守り活動」「居
場所づくり」「地域での相談コーナーの設置」を目指し、「清江地
域ネットワーク委員会」で検討を重ねています。

　きっかけは、昨年の「大阪北部地震」と「台風21号」。
海の町では、一部停電が起こってエレベーターが動かなくなっ
たり、電動水道ポンプが停止したことによる断水などの被災体
験をしました。高層階で足腰が不自由な方等が外出しづらい状
況になりました。
　その時、民生委員などのみなさんが必要性を再認識したのが
「要支援者の把握」。そこで地活協や町会など他の地域団体にも
協力要請して、アンケート内容の検討が進んでいます。特徴は、
「記名式」であること。記名いただいた方への友愛訪問を予定し
ています。さきしま地域包括支援センター、区社会福祉協議会、
まちづくりセ
ンターも協議
に加わり、こ
の取組みを支
援しています。

　きっかけは３
年前、久保道伸
地区社協会長の
地域包括ケアを
見据えた「地域
内の介護保険事
業所と地域とし
て組織的に高齢
者支援について
意見交換した
い」という想い。
　その想いをまちづくりセンター（区社協受託）がお手伝い。地
域内の介護保険事業所に「地域との意見交換の場を望むか」をア
ンケートしたところ、事業所も地域との連携を望んでいること
が明確に。以後、年２回粉浜地域24町会と介護保険事業所との
懇談会を開いています。昨年には、相互連絡が円滑にできるよ
うに事業所と町会長の顔写真入の連絡マップを作成し、お互い
に保持しています。
　定期的な懇談会では、支援が必要なひとり暮らし高齢者の状
況やその支援のために必要な町会と事業所の連携方法などにつ
いて意見交換を行っています。

「清江地域ネットワーク委員会」
による高齢者アンケート

見守り訪問希望者を探る
高齢者アンケートの検討

住民アンケートと、その結果から地域に
よる「有償ボランティア活動」のたちあげ
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● 10・11・12月生まれの方のお誕生会
日 時  10月25日（金）午後1時30分〜（受付:午後1時〜）場 所  区老人福祉センター 大広間

【第1部】お誕生会　午後1時30分〜午後1時45分
【第2部】ベルノワさんによるハンドベルの演奏　午後1時50分〜午後2時40分（予定）
※第1部のみ事前申込み要（老人福祉センターまでお申込みください）

● 秋の音楽会『ウィークデーアンサンブル』
日 時  9月27日（金）午後1時30分〜午後2時30分 場 所 区老人福祉センター大広間
定 員  50名　※老人福祉センターの利用証をお持ちの方ならご参加いただけます
● 『趣味の作品展』
日 時  11月14日（木）〜16日（土）午前10時〜午後4時（16日は午後3時まで）
場 所  区老人福祉センター内
※老人福祉センターの利用証をお持ちでない方も、ご自由にご覧いただけます。

    

〜認知症に関する講演会を実施します!〜
「認知症になってもだいじょうぶ!!」

認知症になっても希望を持って暮らすことができるように、当事者の
声を聴き「当事者として」「家族として」「近隣、知人として」できるこ
とを考えませんか？

講　師：認知症当事者
コーディネーター：沖田 裕子氏
　　　　　　　　　　　（NPO法人 認知症の人とみんなのサポートセンター 代表）

日 時  令和元年9月27日（金）　午後2時～3時30分
会 場  住之江区在宅サービスセンター 3階 多目的室
募集人数  50名　参加費無料
申込み 問合せ 住之江区地域包括支援センター 06-6686-2235

住之江区地域
  包括支援センターです！

住之江区地域包括支援センターは、高齢の方の介護や生活に関する相談
窓口です。住之江・住吉川・平林・新北島・清江地域を担当しています。

お困りごとがありましたら、お近くの相談窓口へどうぞ!

くらしアシスト住之江

「生活保護を受給していないが、
生活保護に至るおそれがある人
で、自立が見込まれる人」を対
象に、お困りごとに関する相談
に応じます。

ご相談・問合せ先（予約優先）
くらしアシスト住之江（住之江区役所 26番窓口）

06-6682-9824
月〜金 午前9時〜午後5時30分 (土・日・祝日は休み)
生活困窮者自立相談支援事業(生活保護受給中の方は、対象外となります)
※窓口でも相談はお受けしますが、お待ちいただく場合があります。
(相談内容によっては、関係機関にお繋ぎさせていただきます)

住之江区地域
包括支援センター

住之江区御崎4-6-10
06-6686-2235

新北島ブランチ
（豊泉家）

住之江区新北島7-4-20
06-6683-4321

住之江区老人福祉センターでは3ヵ月に一度、お誕生会をおこなっています。
今回は10・11・12月生まれの方のお誕生会の案内です。
第1部のお誕生会は申込みが必要ですが、第2部は老人福祉センターの利用証をお持ちの
方ならどなたでもご参加いただけます。今回のご紹介のお誕生会の第2部の催しはベルノワ
さんのハンドベルの演奏です。2年ほど前にも来ていただき、美しいハーモニーの演奏を聴
かせていただきました。昼のひとときを素敵な音楽に包まれてみませんか♪

住之江区 子ども･子育てプラザ 

住之江区老人福祉センターこんにちは！

申込み 問合せ  住之江区老人福祉センター　 06-6683-2888
　　　〒559-0015住之江区南加賀屋3-1-20（住之江図書館の１Ｆ）

事業・施設等のご紹介

生活困窮者自立相談支援事業

こんなご相談をお受けしています！
▶ 探しているが仕事が見つからない…
▶ 長く働いたことがない
▶ 働きたいが不安がある
▶ 中学生の子どもの進路のことが心配
▶ 学校に行きたいが行けない…

秘密厳守!!
相談無料!!

プラザでは基本第4水曜日の午前10時から11時半（受
付は15分前）まで、簡単工作や簡単遊びを実施しています。
小さなお子さんでも作れるような工作や簡単な遊びの提
案を行っています。時間内自由参加です。ぜひ一度遊び
に来てください。

乳幼児親子が安心して遊べる場、保護者が気軽に集える場です。
また子育てに関する相談や情報提供を行っています。毎日お楽し
みタイム（手遊び、ふれあい遊び、体操など）があります。

つどいの
広場

【次回】 簡単工作・簡単遊びの日程
●8月28日（水）「お魚のヨーヨー」
●9月25日（水）「サーキット遊び」

●住之江区子ども・子育てプラザ
所在地　〒559-0006  大阪市住之江区浜口西3-4-22

℡/FAX　 子ども・子育てプラザ　　　　☎06-6674-5405
　　　　ファミリーサポートセンター　☎06-6674-5415

申込み・問合せ先

休館日：月(7/21~8/31までの月曜日は除く、ただし8/12は振替休
日のため休館) 祝日（5/5・8/11除く) 年末年始（12/29〜1/3）

人と家の見守り活動支援センター
⃝ 自分が住めなくなったらこの家はどうなるんだろう？
⃝ 家が古くなってきたから元気なうちに何とかしたい…
⃝ 家を長い間空けることになったけど、その間の管理って必要かな？

ご相談は無料です
人と家の見守り活動支援センターまで!
社会福祉法人
住之江区社会福祉協議会

【利用時間】🈷〜金 午前9時〜午後7時
　　　　　土　　 午前9時〜午後5時30分

【休　　館】日曜日・祝日・年末年始
住之江区御崎4丁目6番10号
住之江区在宅サービスセンター「さざなみ」

06-6115-6616
 hitotoie@saza73.jp

ご存
知です

か？

【対象】０歳〜就学前の乳幼児と保護者
【利用時間】火〜金  午前9時30分〜午後3時00分
　　　　　土 　　午前9時30分〜午後2時30分

・就労体験や仕事探しによる就職のための支援
・借金の整理等の生活の建て直しのための支援
・中学３年生を中心に、本人と保護者を対象と

した高校等への進路相談、進学支援

皆さんの家に対する不安や心配事を一緒に考え、整理していきます。
ご家族や支援者の方からのご相談もお受けします。

詳細は老人福祉
センターまでお問
い合わせください

申
込
不
要
の

行
事
・
催
し

そのほかにも申込不要の行事があり、一部ご紹介させていただきますので、お気軽にご参加ください。
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　昨年 10 月1日から12 月31
日まで、「赤い羽根共同募金」運
動が行われました。各地域での戸
別募金をはじめ、イベントでの街
頭募金、区内小・中学校での学校
募金、企業などからの団体募金な
ど、様々な方々からご協力いただ
き、合計 4,724,335 円の寄付
金が集まりました。
 お預かりした寄付金は、障がい者の作業所の整備や高齢者の配食サー

ビス、子どもの居場所づくりなど、
「地域福祉活動」への助成をは
じめ、大規模な災害時には、被
災地等で活動するボランティア
や NPO のための支援金として
も使われています。
　今年も１０月１日から共同募金
運動が始まりますので、ご協力
よろしくお願いします。

赤い羽根共同募金運動にご協力
ありがとうございました

問合せ  寄付、会員の申込み  住之江区社会福祉協議会  06-6686-2234

善意銀行は、皆様の善意を地域福祉の推進のた
めに活用することを目的として、広く区民の皆
様や各種企業・団体様から金銭や物資などのあ
たたかいご寄付をお受けしております。

善 意 銀 行

平成３０年度は次の方々からご寄付がありました
みなさまの善意を有効に活用させていただきます

（◎は毎年のご寄付をいただいている方です。
敬称略・順不同）

◎大阪咲洲ロータリークラブ
◎明るい社会づくり運動 OSAKAひまわり西南
ネット
◎住友生命 南港ヒューマニー委員会
◎フリーキッチン
◎花の町連合女性部
⃝大木保宏
⃝粉浜女性会２件　⃝匿名２件

　住之江区社会福祉協議会は、「みんなが人とふれあいながら自分らしく暮らせるまちづくり」の実
現をめざして、区民、区役所、社会福祉関係機関・施設、民生委員・児童委員及び主任児童委員、
NPO等と協働し、多くの活動を展開し地域福祉を推進しています。
　今後さらに充実した地域福祉活動を展開するためには、みなさま方のご理解・ご協力が一層必要と
されます。一人でも多くの方に、本会事業・活動の主旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお
願い申しあげます。
　いただきました会費は、地域福祉の推進や福祉教育の充実などに活用させていただきます。

会員の会費（年額）

平成 30 年度にご加入いただいた法人会員は次のとおりです。ありがとうございました。
（敬称略・順不同）株式会社 円谷木工／花田内科医院／細井歯科／株式会社 山田塗装店／株式会社 イベントグループ大阪
／株式会社 丸正／都市公園住吉公園指定管理共同体／住吉鋼管 株式会社／株式会社 彩味／花谷建設 株式会社
／株式会社 コクミン／森田医院／株式会社 日本介護医療センター／木材開発 株式会社／ファミリー介護プランセンター
／株式会社 北川鉄工所 大阪支店／大幸工業 株式会社／学校法人 住の江幼稚園／社会福祉法人 遺徳会（南港咲洲）
／南港北地域在宅サービスステーションきのみ／株式会社 松三製造所／ボランティア連絡会住之江

住民会員（個人）3,000 円
賛助会員（法人・団体）１口10,000 円（口数は自由）

住民会員・賛助会員を募集しています
地域福祉の推進や住之江区社会福祉協議会の事業・活動を応援してください

※会費は税制上の優遇措置が適用されます。

（単位：円）
①会費収入……………………… 1,954,000
②寄付金収入……………………… 351,443 
③補助金収入（市交付金等）……52,547,532 
④助成金収入……………………12,960,000 
⑤受託金収入………………… 176,647,360
⑥事業収入…………………………… 65,100
⑦介護保険事業収入……………65,487,762
⑧受取利息配当金収入………… 3,266,035 
⑨その他の収入………………… 2,247,112
⑩繰越金（当期資金収支差額） 1,566,609

合計…………………………… 317,092,953

（単位：円）
①人件費支出………………… 196,701,742 
②事業費支出……………………72,887,715 
③事務費支出……………………26,004,287 
④共同募金配分金事業費……… 2,581,532
⑤分担金支出……………………… 200,000
⑥助成金支出……………………16,592,978
⑦その他支出………………………… 16,146
⑧固定資産取得支出…………… 1,963,400 
⑨基金積立資産支出……………… 145,153 

合計…………………………… 317,092,953
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収入 支出

①
②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨ ⑩

経験豊かなス
タッフが、ご
利用者の自立
した生活を援
助していきます。
あなたも明日から仲間に入りません
か？
見学も無料で受け付けております
のでお気軽にお問合せください。

営業時間  🈷～金 午前9時～午後5時30分
 休 日  土、日・祝日・年末年始
利用定員 １日18名
利用できる方  要支援1～要介護5の認定を受けた方
費 用  昼食・おやつ代600円＋介護保険自己負担額
お問合せ  
住之江区在宅デイサービスセンター さざなみ

06-6686-2234

暮らしに役立つ情報を公開しています!!

デイ
サービ

スセンターさざなみ

区内にある様々な福祉サービスを提供している団体についてまとめた
リストを、住之江区社会福祉協議会ホームページにて掲載していま

す。今後も暮らしに役立つ様々な情報を追加していきますので、
ご家族やお近くの方でなにかお困りの方がいらっしゃいまし
たらぜひご活用ください！
冊子等のお渡しもできますので、詳しくは区社協事務局まで

 【問合せ】06-6686-2234
社会資源リストについてはこちら→

すみのえアート・ビート 2018での
募金活動の様子

咲洲みなみ小中一貫校での募金活動の様子

収入の部

支出の部

収入 支出 ①②

③

④
⑤

⑥

⑦ ⑧
⑨

例えば…
● 「買い物をしに外へ出るのがつらくなった…」
　▶宅配サービスを利用して買い物する！ 
● 「家事を手伝ってほしい…」
　▶家事支援のサービスやボランティアを活用する！ など…

利用者
募集!!

4


