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平成24年度 事業計画ならびに収支予算平成24年度 事業計画ならびに収支予算

「地域福祉推進協議会」の活動を軸に

以下の事業を支援・実施します。

■第2次地域福祉活動計画

　～みなみひまわりプラン２～の推進

■「ふれあい給食会」活動支援

■「ふれあいネットワーク活動」支援

■「シルバーパワー事業」支援

■各種サロン・サークルの活動支援

■「ひまわりハウス」の運営　　など

■南区在宅サービスセンターの

運営

■南区デイサービスセンター

　ひまわりの運営

■笠寺福祉会館・南児童館の

　運営管理

■共同募金運動への協力

■生活福祉資金の貸付

■広報紙「ふれあいみなみ」の

発行やホームページなどによ

る福祉広報活動

■名古屋みなみ災害ボランティア

ネットワークと協働し、防災啓

発活動を行います。

■夏季ボランティア講座の実施

■ボランティア団体活動支援

270,455千円270,455千円

人件費助成金
14.0％

整備資金借入
償還補助金
9.3％

事業事務費
助成金
33.6％管理費助成金

2.0％
その他助成金
0.7％

デイサービス
介護保険収入
23.0％

共同募金
配分金
4.6％

賛助会費等
2.4％

寄付金
0.6％

繰越金
7.4％

その他2.4％

人件費14.0％

整備資金
借入償還金
9.3％

デイサービス事業
23.1％

地域福祉事業
4.9％

管理費3.7％
はつらつ長寿推進
事業費3.9％

高齢者福祉事業
17.5％

児童福祉事業12.3％

障がい児者
福祉事業0.8％

ボランティア推進事業0.4％
事務費1.8％

積立金3.9％
その他4.2％

■地域で子育てを支えあう南区を

目指し、子育て応援交流会を開

催するとともに、子育て支援事

業に対し積極的に協力します。

子育て支援事業の実施・協力
その他の事業

ボランティア活動の振興

事務局長（介護保険事業所長）　大谷　健二
事務局次長　名内　丈資

勝見　ゆり子 地域福祉推進協議会・サロン推進事業
活動計画３グループ 春日野・笠寺・笠東・星崎

伊藤　二三男（新） ボランティア・子育て支援・さわやかウォーク
活動計画１グループ 豊田・白水・千鳥・柴田

夏目　直志（新） 福祉教育・福祉資材貸出・寄付
活動計画２グループ 桜・大生・宝・宝南

竹内　智香 はつらつ長寿推進事業・正会員・賛助会員
活動計画３グループ 呼続・大磯・菊住

玉丸　里恵 シルバーパワー事業・共同募金
活動計画１グループ 明治・伝馬・道徳

安藤　文香（新） 南区南部いきいき支援センター業務
活動計画２グループ

野崎　直美（新） はつらつ長寿推進事業（はつらつクラブ）

中野　信雄
竹内　修謁（新） 生活福祉資金貸付事業

職員名 主な担当業務 担当学区

介護保険事業所副所長　清水　眞由美（新）

地域福祉活動の推進

収入の部収入の部

災害ボランティア
ネットワークとの連携・支援

事 業
計 画

収 支
予 算

■障がい者と区民のつどい「さわやか

ウォーク」の開催

■福祉用具の貸出事業の実施　など

障がい者および
障がい者団体への支援

■地域のボランティア等の協力を得て、レクレー

ション活動や体操などを通じて介護予防や仲間づ

くりなどを目的として実施します。

高齢者はつらつ長寿推進事業の実施

270,455千円270,455千円

■高齢者ができるだけ地域で自立し

て生活ができるよう、各種相談、

介護予防マネジメントなどの心身

の健康維持、保健・医療・福祉の

向上、生活の安定のために必要な

援助や支援を行います。また、認

知症高齢者を介護する家族に対す

る支援事業も実施します。

南部いきいき支援センター
(地域包括支援センター)の

運営協力

　障がいのある方に、｢より高い工賃を支給できる仕事を」と、多くの協力者や市民の方々の運動の
成果として１９８３年４月に開設され、今年で２９年めを迎えました。名古屋市の委託を受けて、
大江川緑地公園のすぐ近くにある南リサイクルプラザ内で、就労継続支援Ｂ型の施設としてペット
ボトルと紙パックの選別作業(異物の除去)に取り組んでいます。
　作業は、朝９時から１６時３０分の間、４３名の利用者の
方が、それぞれの障害に適するように行なっています。
また、栄養士の管理のもとで、健康に配慮された給食も提供
しています。
　今年の春から、新たに「相談支援事業」を開設し、地域の
皆さんの様々な相談にも対応させていただくことになりま
した。必要に応じて訪問もいたします。
　お気軽に下記連絡先までお問い合わせください。

地域福祉推進協議会の事業など地域の行事へ担当職員がお邪魔させていただくかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
また地域の困りごと等もお気軽にご相談ください。

施設
紹介

会員

平成24年度平成24年度 南区社会福祉協議会事務局職員のご紹介南区社会福祉協議会事務局職員のご紹介

リサイクルみなみ作業所　南区元塩町６-８-５
電話０５２-６１２-５３９１（担当：古川） ▲大江川緑地公園で花見

低所得者福祉事業0.2％

支出の部支出の部
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