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コラム
～災害時等に備えて～

みまもり支援への
取り組み

地域でのゆるやかな見守りを広げるとと
もに、孤立している人が身近な見守りに
よってつながる「担当制の見守り」がで
きるよう各地区での環境を整備し、見守
り活動の取り組みを広げます。

生活の不安や
困りごとへの支援

新たな事業として生活困窮者等の支援、
障がい者の中核的相談支援に取り組み、
多機関・多職種連携を図りながら個別支
援と地域支援を一体的に展開していきま
す。

地域福祉活動の
担い手づくり

地区社協活動への支援を通じてコロナ禍
や生きづらさなどの新たな課題解決に向
けた取り組みを進めるとともに、ボラン
ティアコーディネート機能を高めること
で担い手づくりを進めます。

　近年の災害において、災害ボランティアの活動は被災地の早
期復旧・早期復興の大きな力となっています。
　奈良市社会福祉協議会では災害時の支援準備として令和２年
度は倉敷市と高知市、令和３年度は福井市と岐阜市で災害時等
における相互支援協定を締結しました。災害ボランティア活動
の中核を担う災害ボランティアセンター運営支援だけでなく、平時においても研修等を通じて相
互の関係性と連携力を深め、災害時における支援の受け入れ体制の強化に取り組んでいます。

災害時支援の準備を進めます
～奈良市における災害時支援の対策～

本市でもおこりうる災害に備えて、行政や
各種関係機関・団体と連携協働し災害ボラ
ンティアセンターの立ち上げ訓練や福祉避
難所の開設訓練を実施し、災害に早期に対
応できる体制づくりを進めます。

令和４年度の事業計画と予算が決まりました！！令和４年度の事業計画と予算が決まりました！！
令和４年度事業計画

令和４年度予算概要 組織図
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誰もが役割をもって自分らしく
生きることができる地域づくりを

理事 17名　　　評議員 30名
監事   2名　　特別顧問   3名

地域福祉第一課

地域支援第二課

地域支援第三課

地域福祉第四課

総務課

事務局次長

会長

事務局長

副会長

北福祉センター

西福祉センター

生活介護やすらぎ広場

生活介護みどりの家

総合福祉センター

鳥見デイサービスセンター

西部エリア係

北部・中西部エリア係

ボランティアセンター

南福祉センター

東福祉センター

都祁福祉センター

月ヶ瀬福祉センター

中央部エリア係

東部・南部エリア係

生活困窮者支援第三係

生活困窮者支援第二係

生活困窮者支援第一係

介護認定調査係

在宅支援係

市域連携第二係

権利擁護支援係

市域連携第一係

人材育成係

企画・経営係

総務係

奈良市社会福祉協議会では会員となって奈良市の地域福祉を
応援してくださる方を募集しています。みなさまからいただ
いた会費は地域福祉の活動支援・担い手の養成や居場所作り
の事業に活用されます。ぜひご協力をお願いいたします！

個　人　会　員：　１ 口   1,000 円
（１年間の金額） 団体・施設会員：　１ 口   5,000 円

賛　助　会　員：　１ 口 10,000 円

社協総務課（杏町79－4 ☎0742－93－3100）
※各福祉センターや市役所分室でも受付しています。

令和４年度
社協会員募集

会員の種類

問合せ先

昨年度の会費は…
　見守りサポーターの養成や
　地域の居場所づくりに

役立てられています。

相互支援協定　調印式より

受託金収入
44.0%

指定管理料収入
25.7%

障害福祉
サービス等
事業収入
7.4%

介護保険
事業収入
9.4%

経常経費補助金
収入 5.1%

拠点区分間繰入金
収入 2.0%

サービス区分間繰入金
収入 1.5%

積立資産取崩収入 2.0% 寄附金収入 1.3%
事業収入 0.9%
会費収入 0.2%
その他の収入 0.5%

収入科目の構成割合

人件費支出
70.4%

事業費支出
11.6%

事務費支出
10.0%

助成金支出 3.5%

拠点区分間繰入金
支出 2.0%

サービス区分間繰入金支出 1.5%

その他の支出 1.0%

支出科目の構成割合
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コラム
～災害時等に備えて～

みまもり支援への
取り組み

地域でのゆるやかな見守りを広げるとと
もに、孤立している人が身近な見守りに
よってつながる「担当制の見守り」がで
きるよう各地区での環境を整備し、見守
り活動の取り組みを広げます。

生活の不安や
困りごとへの支援

新たな事業として生活困窮者等の支援、
障がい者の中核的相談支援に取り組み、
多機関・多職種連携を図りながら個別支
援と地域支援を一体的に展開していきま
す。

地域福祉活動の
担い手づくり

地区社協活動への支援を通じてコロナ禍
や生きづらさなどの新たな課題解決に向
けた取り組みを進めるとともに、ボラン
ティアコーディネート機能を高めること
で担い手づくりを進めます。

　近年の災害において、災害ボランティアの活動は被災地の早
期復旧・早期復興の大きな力となっています。
　奈良市社会福祉協議会では災害時の支援準備として令和２年
度は倉敷市と高知市、令和３年度は福井市と岐阜市で災害時等
における相互支援協定を締結しました。災害ボランティア活動
の中核を担う災害ボランティアセンター運営支援だけでなく、平時においても研修等を通じて相
互の関係性と連携力を深め、災害時における支援の受け入れ体制の強化に取り組んでいます。

災害時支援の準備を進めます
～奈良市における災害時支援の対策～

本市でもおこりうる災害に備えて、行政や
各種関係機関・団体と連携協働し災害ボラ
ンティアセンターの立ち上げ訓練や福祉避
難所の開設訓練を実施し、災害に早期に対
応できる体制づくりを進めます。

令和４年度の事業計画と予算が決まりました！！令和４年度の事業計画と予算が決まりました！！
令和４年度事業計画

令和４年度予算概要 組織図誰もが役割をもって自分らしく
生きることができる地域づくりを

理事 17名　　　評議員 30名
監事   2名　　特別顧問   3名

地域福祉第一課

地域支援第二課

地域支援第三課

地域福祉第四課

総務課

事務局次長

会長

事務局長

副会長

北福祉センター

西福祉センター

生活介護やすらぎ広場

生活介護みどりの家

総合福祉センター

鳥見デイサービスセンター

西部エリア係

北部・中西部エリア係

ボランティアセンター

南福祉センター

東福祉センター

都祁福祉センター

月ヶ瀬福祉センター

中央部エリア係

東部・南部エリア係

生活困窮者支援第三係

生活困窮者支援第二係

生活困窮者支援第一係

介護認定調査係

在宅支援係

市域連携第二係

権利擁護支援係

市域連携第一係

人材育成係

企画・経営係

総務係

奈良市社会福祉協議会では会員となって奈良市の地域福祉を
応援してくださる方を募集しています。みなさまからいただ
いた会費は地域福祉の活動支援・担い手の養成や居場所作り
の事業に活用されます。ぜひご協力をお願いいたします！
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（１年間の金額） 団体・施設会員：　１ 口   5,000 円
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社協総務課（杏町79－4 ☎0742－93－3100）
※各福祉センターや市役所分室でも受付しています。

令和４年度
社協会員募集

会員の種類

問合せ先

昨年度の会費は…
　見守りサポーターの養成や
　地域の居場所づくりに

役立てられています。

相互支援協定　調印式より

受託金収入
44.0%

指定管理料収入
25.7%

障害福祉
サービス等
事業収入
7.4%

介護保険
事業収入
9.4%

経常経費補助金
収入 5.1%

拠点区分間繰入金
収入 2.0%

サービス区分間繰入金
収入 1.5%

積立資産取崩収入 2.0% 寄附金収入 1.3%
事業収入 0.9%
会費収入 0.2%
その他の収入 0.5%

収入科目の構成割合

人件費支出
70.4%

事業費支出
11.6%

事務費支出
10.0%

助成金支出 3.5%

拠点区分間繰入金
支出 2.0%

サービス区分間繰入金支出 1.5%

その他の支出 1.0%

支出科目の構成割合

（単位：千円）
科 目 令和４年度 構成割合

44.0%
25.7%
9.4%
7.4%
5.1%
2.0%
2.0%
1.5%
1.3%
0.9%
0.2%
0.5%
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指定管理料収入
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障害福祉サービス等事業収入
経常経費補助金収入
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
寄附金収入
事業収入
会費収入
その他の収入
収入合計
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161,488
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70.4%
11.6%
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3.5%
2.0%
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その他の支出
支出合計
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あなたのまちの地域福祉活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「福祉体験学習をより意義のあるものにしたい」という学校の
先生の熱意に、地域のスーパーが協力して実現した好事例だと感じています。また、富雄南地区社会福祉協議会も賛同
してボッチャ用具を複数用意し、地区内での身近なボッチャ体験から、共生社会について考えるきっかけづくりにもつ
ながっています。この福祉体験学習を通して、今後のますますの地域福祉の発展に期待大です！

生活支援コーディネーターより

　3月29日～5月14日まで、ダイエーイオンタウン富雄南店にて、富雄南小学校の児童が作った福祉新聞の展示会
が開催されました。小学校4年生の児童が福祉体験学習で学んだことをスーパーで展示するのは今年で2年目となり
ました。児童のご家族だけでなく、地域の皆さんにとっても楽しみとなる取り組みになっています。そこで今回
は、学校での福祉体験学習を通じて、企業と連携して地域に広がる事例を紹介します。

富雄南地区社会福祉協議会　吉田会長 からのコメント
　日頃から、地域福祉活動に対する皆さまのご理解とご協力がありがたい
です。今回は新聞の展示からボッチャの体験を通じた地域住民の交流場所の
提供につながりました。これをきっかけに、地域に住むひとりでも多くの人に、「さ
まざまな人とつながりが広がっていくこと」に関心を寄せていただければと思います。

ダイエー 梶木さん からのコメント
　子連れのお客様が熱心に新聞を見てくれたり、実際に「これ自
分が書いた新聞！」と言う声もお聞きしました。また学校に関わ
る機会の少ない地域住民さんが、子どもたちの活動に触れること
ができたこともよかったと思います。買い物以外で地域の交流に
貢献できることがありがたいです。

イートインスペースを地域に開放!

富雄南小学校　福岡先生 からのコメント
　４年生は３学期の総合学習で「福祉」をテーマに学びました。
市社会福祉協議会の方々によるオンラインでの特別授業など、コ
ロナ対策として工夫をしながら学習を進め、１人ずつ学んだこと
を壁新聞の形でまとめました。地域のスーパーでの展示を通して、

「まとめる」だけでなく、地域に「発信する」という貴重な経験が
でき、子どもたちの意欲や達成感に繋がりました。

児童の作品を地域の場で発表!

福祉体験学習をきっかけにさまざまな人が楽しめるボッチャの体験を開催!

　　　　　　　　　　ボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、
的にいかに近づけるかを競い合うスポーツ。パラリンピックの正式種目。
ボッチャとは ??

　令和４年３月３日に奈良県コンベンションセンターを会場
に、「人生会議」についてオンライン（ZOOMウェビナー）と
のハイブリット形式で開催しました。
　今回のねらいは、「もしものとき」に備えて、自分の大切に
していることや、どこでどのような医療やケアを望んでいるの
かを信頼する人たちと共有するための「人生会議」について、
その必要性や役割について理解を深めるというもので、医師会
とも共催で行いました。
　フォーラムの前半では「人生会議」について、医師と弁護士
それぞれの立場から「人生会議」の意義や必要性についてご講
義いただきました。特に医師からの、「命の危険が迫った状態
になると70％の方が医療やケアを自分で決めたり、望みを人に
伝えることができなくなる」、「家族を看取った人の約40％の人
がこんなに早く亡くなるとは思っていなかった」といった報告
が印象的でした。
　後半は、「人生会議」について学んだ参加者が、家族、地域
活動者、専門職の立場で何ができるのか、普及や啓発を進める
ためには何が必要かなどについて話し合いました。

　一番のメッセージは「元気なうちから話し合う」ということ。「人生会議」はもしもの時の自分自身の暮らし
方を伝えるためというのと同時に「残された家族や周りの人を困らせない、後悔させない」ためでもあります。
　奈良市発行の『わたしの未来ノート』は、人生会議のきっかけ作りになればという思いで作成
されました。ぜひ活用して、話し合いのきっかけづくりにしてみてはいかがでしょうか。
　本フォーラムの事業報告は本会のホームページから、講義内容については右記ＱＲコードから
動画をご覧いただけます。

地域の支え合いフォーラム
2021を開催しました!

印象に残ったキーワード（参加者の声）

・本人の思いを尊重することが、残された人に
　とっても生きていく糧になる。

・後悔しない看取りはない。
　大切な人と話をたくさんする
　ことが大切。

・わたしの未来ノートを活用して
　家族（子ども）と人生会議を
　してみたい。

本会では学校・福祉事業所・企業等と
一緒に体験学習に取り組んでいます。
お問い合わせは市社協の地域担当者に
お問い合わせください。

地域福祉第三課
東エリア

（概ね24号線以東）
☎ 0742-93-3294

地域福祉第四課
西エリア

（概ね24号線以西）
☎ 0742-93-3741

かじき

して、

会場外で
zoomを使って参加！

富雄南小学校　ダイエーイオンタウン富雄南店

フォーラムを通して

鳥見地区社会福祉協議会の事務所にて
フォーラムに参加する様子 わたしの未来ノート（エンディングノート）

登壇者
　山﨑　政直 氏（医師）
　佐々木　育子 氏（弁護士）
　今西　康乃 氏（奈良市地区社会福祉協議会会長会 会長）

コーディネーター
　北野　直紀（奈良市生活支援コーディネーター）
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1970年5月、当時奈良市長であった鍵田忠三郎氏が障がいのある人や障がいのある子どもと家族の憩い
の家として、互いに励まし合い明るく生き生きと過ごしてほしいという願いを形にするため、奈良市法蓮
町に奈良市身体障害者センターみどりの家を建設。その中に心身に障がいのある子どもたちの療育の場と
して、障がい児母子通園室「みどりの家訓練室」を開設しました。

閉園を前に52年のあゆみ展を開催しました。多くの卒園児の皆さんが現在の状況を教えてくれました。一般就労をし、頑張って働
いている人、生活介護施設で元気に仕事している人、大学生になり学生生活を楽しんでいる人など様々でした。卒園児たちは当時
の事は幼くてほとんど覚えていませんが、保護者の皆さまは、「人生の中で一番辛くて大変な時期だったけれど、その時期をみどり
園で過ごせて本当によかったと思います。」と話してくださいました。
みどり園で過ごした時間は、長い人生の中でほんのわずかな時間です。しかし、その人にとって、とても濃厚で充実した時間だっ
たことを改めてお聞きし、心が満たされる思いでした。みどり園としての親子通園はなくなりましたが、総合福祉センターはこれから
も子育てに悩む保護者の皆様の “大切な居場所” として、新しく形を変えスタートしていきます。　　　　（みどり園　スタッフより）

●1984年９月
　身体障害者センターが平城ニュータウンに移転
　名称を「障害児母子通園室　みどり園」に変更

●2000年に入り通園児数がピークを迎える

●2009年　
　保育園と幼稚園の両方の良さを併せ持つ施設として、
　3年保育の認定子ども園が開始

●2012年　
　児童福祉法が改正され児童発達支援が開始

●児童発達支援の開始により、
　みどり園の通園児数は
　減少し始める

●第１回のお別れ会では
　９名の子どもたちが無事に卒園

●2020年1月
　新型コロナウイルスが拡がり世界を
　巻き込む

●みどり園50周年を祝うイベント企画
　が中止となる

●新型コロナウイルス感染拡大により、
　みどり園が一時休園となる

●2022年3月
　「～写真で振り返る～みどり園52年の
　卒園式のあゆみ展」開催
　27日間で約500名の来場者があり、
　みどり園の閉園を惜しむ声が多く聞こえた

●奈良市子どもセンター開設に伴い、
　みどり園事業の一部が移管され、
　親子通園室みどり園は閉園となる

親子通園室みどり園　閉園！
～子どもの育ちを支え続けた52年の歴史に幕～

みどり園は私と息子との関係に自信を与えてくれる場所でした。先生
方、通園児の保護者方が親戚のようにあたたかく見守ってくれ、共
に成長を喜びあえるかけがえのない居場所でした。発達障害の理解
が進み、私たちが今の福祉サービスを享受するまでに、黎明期から
尽力くださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
先生方や保護者方で行政と繋いできてくださった52年という歴史が
一旦閉幕することはとても寂しいですが、みどり園で過ごしたあたた
かい時間はずっと胸の中に残り続けています。後続の悩める親子の
ために、いつの日かみどり園が復活することを願わずにはいられませ
ん。本当にありがとうございました。　（第51回卒園児　保護者より）

第1回卒園お別れ会

確定申告・相続税・資金調達
保険代理業務のご相談など
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奈良の観光情報まとめサイト

共同精版印刷株式会社 は
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お気軽にご用命ください

奈良市北之庄西町 1 丁目 11-3TEL : 0742-61-5662（すずき）

軽自動車 ￥4,400/１日
普通車　 ￥9,900/１日
営業時間  9 時～ 19 時
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1970年5月、当時奈良市長であった鍵田忠三郎氏が障がいのある人や障がいのある子どもと家族の憩い
の家として、互いに励まし合い明るく生き生きと過ごしてほしいという願いを形にするため、奈良市法蓮
町に奈良市身体障害者センターみどりの家を建設。その中に心身に障がいのある子どもたちの療育の場と
して、障がい児母子通園室「みどりの家訓練室」を開設しました。

閉園を前に52年のあゆみ展を開催しました。多くの卒園児の皆さんが現在の状況を教えてくれました。一般就労をし、頑張って働
いている人、生活介護施設で元気に仕事している人、大学生になり学生生活を楽しんでいる人など様々でした。卒園児たちは当時
の事は幼くてほとんど覚えていませんが、保護者の皆さまは、「人生の中で一番辛くて大変な時期だったけれど、その時期をみどり
園で過ごせて本当によかったと思います。」と話してくださいました。
みどり園で過ごした時間は、長い人生の中でほんのわずかな時間です。しかし、その人にとって、とても濃厚で充実した時間だっ
たことを改めてお聞きし、心が満たされる思いでした。みどり園としての親子通園はなくなりましたが、総合福祉センターはこれから
も子育てに悩む保護者の皆様の “大切な居場所” として、新しく形を変えスタートしていきます。　　　　（みどり園　スタッフより）

●1984年９月
　身体障害者センターが平城ニュータウンに移転
　名称を「障害児母子通園室　みどり園」に変更

●2000年に入り通園児数がピークを迎える

●2009年　
　保育園と幼稚園の両方の良さを併せ持つ施設として、
　3年保育の認定子ども園が開始

●2012年　
　児童福祉法が改正され児童発達支援が開始

●児童発達支援の開始により、
　みどり園の通園児数は
　減少し始める

●第１回のお別れ会では
　９名の子どもたちが無事に卒園

●2020年1月
　新型コロナウイルスが拡がり世界を
　巻き込む

●みどり園50周年を祝うイベント企画
　が中止となる

●新型コロナウイルス感染拡大により、
　みどり園が一時休園となる

●2022年3月
　「～写真で振り返る～みどり園52年の
　卒園式のあゆみ展」開催
　27日間で約500名の来場者があり、
　みどり園の閉園を惜しむ声が多く聞こえた

●奈良市子どもセンター開設に伴い、
　みどり園事業の一部が移管され、
　親子通園室みどり園は閉園となる

親子通園室みどり園　閉園！
～子どもの育ちを支え続けた52年の歴史に幕～

みどり園は私と息子との関係に自信を与えてくれる場所でした。先生
方、通園児の保護者方が親戚のようにあたたかく見守ってくれ、共
に成長を喜びあえるかけがえのない居場所でした。発達障害の理解
が進み、私たちが今の福祉サービスを享受するまでに、黎明期から
尽力くださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
先生方や保護者方で行政と繋いできてくださった52年という歴史が
一旦閉幕することはとても寂しいですが、みどり園で過ごしたあたた
かい時間はずっと胸の中に残り続けています。後続の悩める親子の
ために、いつの日かみどり園が復活することを願わずにはいられませ
ん。本当にありがとうございました。　（第51回卒園児　保護者より）

第1回卒園お別れ会

確定申告・相続税・資金調達
保険代理業務のご相談など
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軽自動車 ￥4,400/１日
普通車　 ￥9,900/１日
営業時間  9 時～ 19 時
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3歳の孫と公園へ行きました。網のつり橋を渡ろうとするのが危なっかし
くて、支えようとした時、「見ててみ、できるよ」と夫に止められました。ハ
ラハラしながら見守っていると、何度も落ちそうになりながらも最後まで

自力で渡り切ったのです。その時の嬉しそうな笑顔といったら！▶「私、できますよ」以
前支援中に利用者様に言われ、反省した一言です。▶相手の方をよく理解し、優しさと
お節介を混同しない。そんな支援者になりたいと思っています。（編集委員K）

ヘルパーさんと一緒に出かけた時、帰りが夕方になりました。

帰り道でヘルパーさんが突然、「うわー！きれいな夕日ですよ！！」と言いました。

でも私には見る事ができないため、「そうなのね。」と答えると、

ヘルパーさんは私の手をとり、夕日の方に向けて、

「手を広げてみて。ほら、あたたかいでしょう。」と言ったのです。

遠い夕日の温度など、もちろん感じることはできませんが、

そのヘルパーさんの対応に、手のひらを超え、

心の中まであたたかさでいっぱいになりました。

～利用者さんから教えてもらった
　　　　　　　ヘルパーさんのお話～

全盲の視覚障がい者Ｂさんから、こんなお話を聞かせてもらいました。

　全盲の方に景色や色などを伝えることは非常に難しく、かえってつらい気持ちにさせてしまうの

ではないかと、言葉を飲み込んでしまうことがあります。しかしこの話を聞き、工夫することで、

現実以上のものを伝える事ができるのだと知りました。

　視覚障がいの方だけでなく、誰に対しても相手の方にあったオリジナルな方法で語りかければきっ

と気持ちは伝わるのだと、こちらまで明るくあたたかい気持ちでいっぱいになったお話でした。

しあわせ
シカ探偵

の

「ほっと
一息」

「ほっと
一息」
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