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堺市老人介護者（家族）の会 令和４年度事業報告 

令和５年２月２８日 

 1.活動総括  

前年度、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の観点から、会活動はほぼ活動自粛の

状態となりました。令和４年度は、感染予防方法の確立徹底や、ワクチン接種の計画的

な実施と各世代への接種拡大を背景に、経済活動や介護福祉サービスなどが再開され、

日常的な市民生活が回復するなかで、家族会活動も日常を取り戻すはずでした。 

しかし、「オミクロン株」への置き換わりの動向と、「非常に感染力が強い」との情報

を踏まえ、当会は「感染予防が第 1 番」と考え、前年度同様「密と対面を可能なかぎり

控える」ことになりました。「定期総会の書面への切り替え」、「従来の賛助会員協力依

頼の停止、活動予算規模の縮小」などがそれにあたります。一方で「介護者だよりの毎

月発行」、「電話による会員への相談・安否確認」など、「With コロナ」活動への工夫を

展開してきました。 

 また、「正会員の減少と看取り会員率の拡大」、「相談支援を行う援助者の高齢化」な

ど、ここ数年、事業活動上感じてきた問題が、家族会継続の基本的な運営課題として顕

在化してきました。そのため、これを契機に「会活動継続に関する検討と見直し」を最

重点課題とし、新役員及びブロック援助者リーダー等で同作業を進めることになりまし

た。結果、１月「書面による解散総会」を開催し「解散宣言」を採択、令和５年２月２

８日をもって、３４年間続いた「堺市老人介護者（家族）の会」に終止符を打つに至り

ました。 

 

① 「継続・解散に係る検討・見直し作業」 

定期総会終了後、従来の「役員・ブロック連絡会議」おいて検討・見直し作業を

すすめ、各ブロックミーティングでの話し合いとの相互関係で、意見を集約してい

きました。「メンバーの減少」、「援助者等の高齢化と活動負担」、「全市７ブロックに

分かれての活動は難しい」との声がおおよそを占めました。そのため、解散に向け

た総会の実施、議決回答者全員の解散同意を得て、１月末「解散宣言」を発表、令

和５年２月２８日付で解散することになりました。 

 

② 「ブロック単位の交流会と相談支援活動」 

 令和４年度も、多くのブロックで「交流会」を自粛することになりました。一方、

ブロック援助者ミーティングは、定例実施が復活し、顔見知り会員への訪問や電話

による「安否確認・心の支援活動」を行い、お互いの情報共有、意見交換を行いま

した。なお、北・南のブロックでは、「映画上映会」や「茶話会」が再開されていま

す。 

 

③ 「介護者だよりの毎月発行」と「おゆずり品」紙オムツ類提供 

  上記活動状況のなかで、普遍的に実施されたのが、「介護者だよりの毎月発行」で

す。各ブロック持ち回りの「介護手記」投稿や各ブロックの頑張り状況、タイムリー

なトピックス情報、そして「おゆずり品：紙オムツ類等」の情報交流は、家族会仲間

の心の絆となりました。 
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２．項目別事業報告書  

 

１．会 運 営  

（１）「令和４年度堺市老人介護者（家族）の会 定期総会」 

日  付： 令和４年６月１日（水） 

    開催方法： 総会議案書郵送による書面総会（上記日付にて郵送） 

郵送対象： 正会員１２０人、援助者２０人（正会員兼任を除く） 

書面議決： 会則に基づき、議決権のある正会員に議決返信葉書を同封。 

      書面議決締切日；令和４年６月１７日 

    議決状況  ○議決葉書返送状況 ７４人/１２０人 61.7% 

          ○同意議決状況   ７４人/ ７４人 100％（議案１号～５号） 

          ・令和３年度事業報告決算報告、令和４年度事業計画予算案承認 

          ・後任役員選出； 会長 堺 貞 夫（前任 玉井 辰子） 

監事 長田由紀子（前任 堺 貞 夫） 

（いずれも前任者の残任期間、７月１日就任） 

 

（２）「堺市老人介護者（家族）の会 解散総会」 

  ○日  付： 令和５年１月１３日（金） 

    開催方法： 議案書郵送による書面総会（上記日付にて郵送） 

郵送対象： 正会員１１６人、援助者２２人（正会員兼任を除く） 

書面議決： 会則に基づき、議決権のある正会員に議決返信葉書を同封。 

    議決状況  ○議決葉書返送状況 ８２人/116 人 70.7% 

          ○同意議決状況    ８２人/ 82 人  100％（議案１号～3 号） 

○解散宣言の公告及び周知 

   日  付： １月２７日付、堺市社会福祉協議会ホームページにて公告 

   解散日付： 令和５年２月２８日 

   周知行為： 文書にて、堺市行政、賛助協力団体・協力者等に報告 

 

（３）役員会議等の開催 

○役員会・ブロック連絡会（臨時開催を含む） 

 

開 催 日 参加者数 主な案件 

４/22（金） １１人 
・令和４年度定期総会打合せ 

・現任会長の退任願い及び定期総会開催の変更 

５/27（金） １６人 

・役員の選任および書面総会への変更について 

・今後の活動のあり方及び修正事業計画案 

・修正予算案と賛助会員の協力について 

・前１項の定期総会の日時、開催方法の変更 

について（変更後⇒６月１日 書面総会に）                       

 6/1（水） ６人 ・臨時役員会、前会議の修正議案を最終確認。 
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２．会 員 動 向  

（１）正会員動向 

〈 取り組み経過 〉 
・ 令和４年度会費納入の案内（６月１日 総会議案書に同封） 
・ 令和４年度会費未納者への再案内〈９月第４回会議後、１０月２０日付実施〉 
・  

（２）賛助会員動向 

賛 助 会 員 内 訳 賛助会員協力数 

協力団体 

・校区民生委員児童委員会 １７団体 

・単位老人クラブ      １団体 

個人・             １件 

１０８人 

〈 取り組み経過 〉 

・令和４年度は予算案に基づき、協力団体への賛助会員協力依頼をせず。 

・７月、「令和３年度活動報告と協力のお礼」のみを「校区民生委員児童委員長
会議」において行った。なお協力未依頼にもかかわらず、上記内容の協力が
得られた。 

 

 6/24（金） １２人 

・令和４年度書面による定期総会議決状況について 

・介護者だより及び前年度賛助会員協力報告について 

・ブロック援助活動運営等前渡金の実施について 

・全市的な活動見直しスケジュール案について 

 7/29（金） １０人 

・新役員体制での部会役割分担について 

・ブロック単位の正会員・援助者名簿の配布について 

・ブロック援助活動運営等前渡金のお渡しについて 

・「活動可能な方法」に関する検討作業項目について 

9/30（金） １３人 

・ブロック毎の活動見通し・意見取りまとめと全市

家族の会の見直し方向について 

・８月末事業進捗状況と介護者だより発行状況につ

いて 

・正会員・援助者の入退会状況及び会費納入状況に

ついて 

 11/25（金） １２人 

・家族の会解散にかかる手続きと意見の取りまとめに

ついて 

・臨時解散総会に諮るべき議案と確認事項について 

・「（仮称）３４年間のあゆみ冊子」意見の取りまとめ

と編集発行案について 

・介護者だより１２月号１月号の編集内容等について 

 1/27（金） １４人 

・書面解散総会の議決同意状況と諸手続きについて 

・「３４年間のあゆみ冊子」編集経過と発行配布につ

いて 

・ブロック援助活動運営等前渡金の精算について 

・役員・ブロック連絡会等費用弁償の精算について 

前年度累計 
令和４年度 

累計 
入会 退会 

 １４０人 ５人 ３１人 １１４人 
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３．全市的な活動の見直し・活動可能な方法の検討作業  

（１）事業計画・基本方針発表 承認 

   ○５月２７日開催の役員・ブロック連絡会議において、「全市会活動の大幅な見

直しと今後活動可能な方法の検討」を同会議中心に実施し、年度内に具体的方

向を示すこととなった。 

 

（２）役員・ブロック連絡会議での検討作業 

   ・７月２９日会議  ・今後の方向性に向けて問題整理と方向性の提案 

             ⇒各ブロックで方向性と運営のあり方を意見交換 

   ・９月３０日会議  ・各ブロックからの方向性と運営について意見提案 

             ⇒２ブロックは活動継続。４ブロックは継続困難。 

             ⇒ブロック活動継続に必要なルール作り、活動費、 

              会員管理等の検討。 

             ⇒全市家族会の解散方向、会員管理、残余会計取扱い検討 

   ・11 月 25 日会議  ・各ブロックからの意見：VO グループ設置は行わない。 

             ・同意見：ブロック毎の会則や名簿、会計口座は持たない。 

             ⇒方向 ブロック単位の活動立上げは行わない。 

             ⇒方向 残余会計は「34 年間のあゆみ」冊子作成にあてる。 

             ⇒方向 解散に向けて解散総会を開催する。 

             ⇒方向 介護者だより、おゆずり品事業は廃止する。 

             ⇒方向 残余財産は、清算人を選任し指定する所に寄託する。 

              以上の方向性決定。 

   ・１月 27 日会議  ・「解散宣言」等議案の同意議決を確認し解散を承認する。 

             ・「解散宣言」発表、行政・関係機関団体への報告を承認。 

             ・清算人の選任、残余財産の寄託先を承認。 

              ・介護者だよりを第２５０号にて廃刊、「３４年間のあゆみ」

の編集発行を決定。  

 

 

 

（３）解散に伴う「３４年間のあゆみ」冊子編集発行 

○冊子タイトル「３４年間のあゆみ 足あとと思い出」の編集発行 

  主  旨：  11 月 25 日会議において、役員・ブロック連絡会リーダーから提

案された。設立当初の介護者家族の環境や、介護保険制度開始時

の活動や役割等を今後の世代に残したい。 

   内 容等：   家族の会が行ってきた活動やその背景、介護者家族の手記。 

          今後ためになる窓口情報等を掲載。 

1000 部発行、介護者だより配布対象リストを基準に配布する。 
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４．事 務 局 相 談  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．在宅介護援助活動 

（１）援助者動向 

前年度累計 
令和４年度 

累計 
登 録 抹 消 

６８人 ２人 １３人 ５７人 

 

（２）ブロック別活動状況 

 ブロック別活動内容 

堺 

① ミーティング（毎月第３木曜日 10:00から堺市総合福祉会館２階） 

         →開催 10回 延べ 47人参加 

② 訪問（電話訪問含む）による相談や見守り活動→年間 145回 

③ その他→会報の手配り 

中 

① ミーティング（毎月第２金曜日 10:00から中区役所区民プラザ） 

                →開催３回 のべ 14人参加 

② 訪問（電話訪問含む）による相談や見守り活動→年間 30回 

③ その他→会報の手配り 

東 

① ミーティング（毎月第１火曜日 10:00から東文化会館練習室） 

                →開催５回 のべ 26人参加 

② 訪問（電話訪問含む）による相談や見守り活動→年間 233回 

③ その他→会報の手配り 

西 

① ミーティング（毎月第２金曜日 10:00から ちぐさのもり/堺育愛教会） 

                →開催 8回 のべ 52人参加 

② 訪問（電話訪問含む）による相談や見守り活動→年間 87回 

③ その他→会報の手配り 

南 

① ミーティング（毎月第４水曜日 10:00から南区役所ミーティングルーム） 

                →開催 6回 のべ 36人参加 

② 訪問（電話訪問含む）による相談や見守り活動→年間 47回 

③ その他→会報の手配り 

相談方法 相談者 相談内容 

来談 19 正会員 62 入会 3 

電話 96 役員・援助者 36 退会 16 

会合報告 17 関係機関 21 台帳変更 8 

その他 11 市民 24 介護保険関係 0 

計 143 計 143 介護用品 42 

    情報提供 27 

    ｻｰﾋﾞｽ苦情相談 1 

    その他 46 

    計 143 
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北 

① ミーティング（毎月第１金曜日 13:30から新金岡市民センター） 

               →開催 10回 のべ 85人参加 

② 訪問（電話訪問含む）による相談や見守り活動→年間 644回 

③ その他→会報の手配り、DVD鑑賞会 

   ※各ブロックとも、ミーティング活動は概ね再開された。 

※在宅相談援助活動も、訪問、電話とも概ね再開された。（全市：1186 回） 

 

 

６．交 流 ・ 講 習  

（１）全体交流会・全体研修会の開催 

  ※全市での交流会・研修会は、冒頭総括のとおり感染予防のため、計画せず。 

 

（２）ブロック別交流会の開催 

 日時／会場／内容 参加状況 

堺 
 
※新型コロナウイルスの影響により実施せず。 
 

  ０人 

中 
○令和４年１０月２７日（木） １１：３０～１３：３０ 

すし半深井店／会食、歓談 
  ６人 

東 ※新型コロナウイルスの影響により実施せず。 ０人 

西 
○令和４年１２月２１日（水） １３：３０～１５：３０ 
   堺育麦キリスト協会／映画上映「いのち 見つめて」 

７人 

南 

○令和４年６月２９日（水）  １３：００～１５：００ 
泉ヶ丘コミュニティギャラリー／歓談 

８人 

○令和４年１０月２６日（水） １３：００～１５：００ 
泉ヶ丘コミュニティギャラリー／歓談 

１１人 

○令和５年２月１日（水）   １３：００～１５：００ 
 泉ヶ丘コミュニティギャラリー／歓談 

１０人 

北 

○令和４年１０月２０日（木）  １３：３０～１５：３０ 
 新金岡市民センター２階／MARIKO 先生ピアノ歌唱 

１２人 

○令和４年１１月１６日（水） １０：００～１２：００ 
 新金岡市民センター２階／映画「老後の資金がありません」 

１２人 

○令和４年１２月１４日（水） １０：００～１２：００ 
 新金岡市民センター２階／映画「パーソナルソング」 

１２人 

○令和 ５年１月１８日（水） １０：００～１２：００ 
 新金岡市民センター２階／映画「燦燦—さんさん--」 

１２人 

○令和 ５年２月１５日（水） １０：００～１２：００ 
 新金岡市民センター２階／映画「いのちの停車場」 

１２人 

   ※南ブロック、北ブロックについては、複数回開催された。 
   ※ブロック別交流会実施回数： 10 回 参加者 102 人 
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７．情 報 提 供  

（１）「介護者だより」発行 第２４１号（４月１日発行）～第２５０号（２月１日号） 

  ○毎月、発行月の前々月２０日に原稿を集約し、前月の１０日に担当副会長向け

原稿を FAX、パソコンにて版下を作成。同月第４金曜日午前、広報活動部会の

メンバーが堺市総合福祉会館２階「市民活動サポートセンター」にて印刷・配

布準備。発行月１日頃に、会員や関係機関団体に配布を行った。 

   （発 行 者）   堺市老人介護者（家族）会 会長  堺 貞夫 

 （編集版下作成） 同 会          副会長 山口孝夫 

 （印刷配布準備） 同 会 広報活動部会   部会長 和田春代・部会員 

 （毎回発行部数） ２４００部 配布対象；正会員・援助者、賛助会員個人、 

          校区民生委員児童委員、校区福祉委員会、堺市行政関係課、 

          堺市医師会・歯科医師会・医療センター、社協区事務所等 

 

○毎月号の主な掲載内容 

 ・第２４１（４月）号 介護手記（西：山本準子）、投稿（美原：玉井辰子） 

 ・第２４２（５月）号 介護手記（南：櫻田雅江）、交流会（東：大保雅嘉） 

・第２４３（６月）号 介護手記（堺：匿名）、  投稿（北：和田春代） 

 ・第２４４（７月）号 退任挨拶（前会長：玉井辰子）就任挨拶（会長：堺 貞夫） 

    ・第２４５（９月）号 特別寄稿（東：大保雅嘉）、交流会（南：奥田澄江） 

    ・第２４６（10 月）号 寄稿文（中：堺 貞夫）、 情報提供（紙オムツの値上げ） 

 ・第２４７（11 月）号 寄稿文（堺：木村文子）、情報提供（コロナワクチン他） 

 ・第２４８（12 月） 号 寄稿文（西：豊島 守）、交流会（南：奥田澄江） 

 ・第２４９（1 月） 号  新春挨拶（会長：堺 貞夫）、寄稿文（南：徳永美智子） 

 ・第２５０（2 月） 号  最終号あいさつ（会長：堺 貞夫） 

〃   〃 （部会長：和田春代） 

  

 

8 ．介護用品リサイクル情報事業  

 ○介護用品のリサイクル情報は、主に市民の方からの「紙オムツ・紙パンツ・尿パッ

ド類」の提供問合せが多く、また提供されたものを「介護者だより」に掲載して利

用者の方に情報提供するパターンが最も多かった。 

※上半期：提供されたものを「介護者だより」に掲載し、利用希望者が受け取るパターンが一般的だった。 

 下半期：提供物及び提供情報が少なくなり、提供依頼情報「紙オムツ等求む」という、需要の方が多く

なるパターンとなった。 

おゆずり品提供情報 おゆずり品利用相談 
４月～ 

２月 

 
件数＝ 

16 件 

 

 

 

 

 

・尿パッド 

・防水シート 

・紙パンツ 

・紙オムツ 

・防臭シーツ 

       各複数点 

 

４月～ 

２月 

 

件数＝ 

9 件 

 

・尿パッド 

・防水シート 

・紙パンツ 

・紙オムツ 

・防臭シーツ 

       各複数点 

 



 

8 

 

９．他機関・団体との協力事業                      

○堺市行政各種委員会等の委員応嘱依頼について、解散決定時の際には辞任願等の手

続きを要した。  

○協力委員会名 

・堺市バリアフリー化検討委員会 

・堺市地域包括ケアシステム審議会 

・堺市地域密着型サービス等事業者選定等審査会 

・堺市地域介護サービス運営協議会 

・堺市地域福祉総合推進計画推進協議会 

・堺市社会福祉協議会評議員会 

                                                  

  

  

以上 

 


