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社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会 



　　平成23年度事業計画に基づき次の事業を実施しました。

   １　法人運営事業

（１）会　議

第1回理事会

平成22年度　事業報告について

平成22年度　事業報告について

会長・副会長の選任について

理事・評議員の補充について

平成24年度　事業計画について

平成24年度　一般会計及び特別会計収支予算について

理事の補充について

3月12日（月） 第2回正副会長会 専決処分の承認を求めることについて

平成24年

平成22年度　一般会計及び特別会計収支決算について

平成23年度　一般会計収支補正予算について

評議員の補充について

第1回評議員会 平成22年度　事業報告について

平成22年度　一般会計及び特別会計収支決算について

平成23年度　一般会計収支補正予算について

平成22年度　一般会計及び特別会計収支決算について

5月30日（月） 第2回理事会 平成22年度　事業報告について

理事・評議員の補充について

第1回福祉委員会 委員長・副委員長の選任について

平成22年度　一般会計及び特別会計収支決算について

平成23年度　一般会計収支補正予算について

理事・評議員の補充について

5月20日（金） 第1回総務委員会 委員長・副委員長の選任について

平成22年度　一般会計及び特別会計収支決算について

平成23年度　一般会計収支補正予算について

平成22年度　一般会計及び特別会計収支決算について

5月19日（木） 第1回正副会長会 平成22年度　事業報告について

開　催　日 会　議　名 主 な 協 議 内 容

5月18日（水） 監事会 平成22年度　事業報告について

平成23年

顧問の同意について

4月1日（金）

平成23年度 一般会計収支補正予算について
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（２）研修会

（３）役員の構成

   ２　施設管理事業　（市社会福祉会館指定管理）

開　催　日 研修会名 内   容

12月14日（水） 役員視察研修 対　象：理事、監事

視察先：岐阜県大垣市社会福祉協議会

理事の補充について

7,905名

稲葉老人福祉ｾﾝﾀｰあすなろ館利用者数 16,956名

稲沢市働く婦人の家利用者数 15,785名

利 用 者 数 合 計 40,646名

監　事  3名 地域福祉関係者、学識経験者

評議員 33名

地域の代表者、民生委員・児童委員、社会福祉に関する活動を行う団
体、社会福祉事業者及び社会福祉関係団体、保健・医療・教育等の関
係機関及び団体、当事者等の組織、地域福祉推進に必要な地域の主要
な諸団体、行政職員

顧　問  1名 市長

理　事 16名

地域の代表者、民生委員・児童委員、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を行う代表者、行
政職員、社会福祉施設等の社会福祉事業を経営する団体の役職員、当
事者団体の代表者、経済団体の代表者、保健・医療、教育等の関係機
関・団体の代表者、学識経験者

役 職 名 人 数 構　成　内　容

内　容：あんしん見守りネットワーク事業について

平成24年度　事業計画について

平成24年度　一般会計及び特別会計収支予算について

評議員の補充について

第2回評議員会 平成23年度 一般会計収支補正予算について

平成24年度　事業計画について

平成24年度　一般会計及び特別会計収支予算について

平成24年度　一般会計収支予算について

3月26日（月） 第3回理事会 専決処分の承認を求めることについて

理事・評議員の補充について

第2回福祉委員会 平成24年度　事業計画について

平成24年度　事業計画について

平成24年度　一般会計及び特別会計収支予算について

3月15日（木） 第2回総務委員会 平成23年度 一般会計収支補正予算について

平成23年度 一般会計収支補正予算について

施　設　利　用　状　況

開館日数 283日

稲沢市身体障害者福祉ｾﾝﾀｰ利用者数
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   ３　地域福祉活動推進事業

（１）会員会費加入状況

世帯

世帯

法人

施設

名

会員

（２）社会福祉協議会だより「いーな」発行

・発行日 年4回発行（6月15日号　9月15日号　12月1日号　3月15日号）

・発行部数 各50,500部

（３）社会福祉協議会事業概要「ともに生きる」

・発行部数　1,000部

（４）地区まちづくり推進協議会への活動助成

（５）介護者ﾘﾌﾚｯｼｭ事業(市受託事業）

・開催日 11月25日（金）

・場　所 長島温泉・湯あみの島

・参加者 28名

祖父江支所地区まちづくり推進協議会 そぶえ夏まつり、ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会

平和支所地区まちづくり推進協議会 平和まつり、「さくら」の保存・育成

千代田市民ｾﾝﾀｰ地区まちづくり推進協議会 ｺﾞﾐｾﾞﾛ運動、盆踊り大会、桜まつり

大里西市民ｾﾝﾀｰ地区まちづくり推進協議会 ふれあい文化祭、河川浄化運動、ふれあい茶話会

大里東市民ｾﾝﾀｰ地区まちづくり推進協議会 ｻﾏｰﾅｲﾄﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、防災講習会、児童の学習会

小正市民ｾﾝﾀｰ地区まちづくり推進協議会 防犯活動、ｻﾏｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ｳｫｰｸﾗﾘｰ大会

下津市民ｾﾝﾀｰ地区まちづくり推進協議会 よさこい踊り講習会、あいさつ運動、ふれあい広場

明治市民ｾﾝﾀｰ地区まちづくり推進協議会 ふれあいｺﾝｻｰﾄ、ﾜｸﾜｸまつり、絵手紙ｺﾝﾃｽﾄ

合　　計 28,065 15,046,000円

地区まちづくり名 主 な 活 動 内 容

稲沢市民ｾﾝﾀｰ地区まちづくり推進協議会 ふれ愛講演会、子ども絵手紙ｺﾝﾃｽﾄ、高齢者のつどい

施設会員 14 75,000円

職域会員 464 443,500円

賛助会員 257 271,000円

法人会員 123 653,000円

種　別 会 員 数 金　　額

一般会員 27,207 13,603,500円
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（６）花いっぱい事業（花の苗の配付）

（７）精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講習会（市受託事業）

・開催日 3月19日（月）

・場　所 社会福祉会館

・参加者 8名

・講　師 向井　巧氏（尾西病院　精神科　医師）

吉川麻奈美氏（尾西病院　精神科　相談員）

（８）福祉映画会

・開催日 9月10日（土） 3月10日（土）

・場　所 市民会館

・参加者 延べ332名

・作　品 「マリと子犬の物語」「星守る犬」

（９）出前福祉講座

（10）市民共助パイロット事業

・助成先 前浪自治会老人部

　 ・内　容 地域内での世代間交流、よろず相談等

（11）第２次地域福祉活動計画の策定

第２回策定委員会

つくしの会 防災の備えは大丈夫？

8月26日（金）

報告会

実施日等

　5月下旬

2月29日（水）

稲沢市保健センター はじめようボランティア

　10月3日～31日

　1月26日（木）

　2月11日（月）

　9月12日（月）

11月2日（水） 稲沢市福祉課 ボランティアの心構え

実　施　日 依頼団体 講座テーマ

4月25日（月） 北町ふれあいサロン「フルハウス」 ボランティアについて

明治地区 7箇所 平和地区 25箇所

千代田地区 15箇所 合　計 105箇所

稲沢地区 13箇所 大里地区 14箇所

稲沢東部地区 11箇所 祖父江地区 20箇所

地　域 配付箇所 地　域 配付箇所

内容

市民アンケート調査（層化無作為抽出方法　対象：2,000名）

第１回策定委員会

地区意見交換会（９地区）
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（12）単身高齢者見守り訪問事業　（市受託事業）

・実施 10月～3月

・訪問件数 4,507件

   ４　ボランティアセンター運営事業

（１）ボランティアセンター運営委員会

（２）ボランティアセンター登録数

（３）ボランティアの育成・支援

ボランティアグループ活動費助成（24団体）

　・防災ボランティアサークルＩＮＳＯＢＵＥ

　・稲沢朗読グループ「ぬくもり」

　・愛厚はなのきの里支援ボランティアグループ

　・要約筆記「いなざわ」

　・音声訳ボランティア「グループせせらぎ」

　・ボランティアグループ「レインボー」

　・いきなエプロン

　・ハウオリ・フラ平和

　・稲沢市立中央図書館　読み聞かせボランティアきらら会

　・平和町手話サークル「結びの会」

　・パソコンＳＰ

　・稲沢明るい社会づくりの会

　・防災ボランティア稲沢

　・いーなリーナ

　・あすなろ

　・くさのみ

　・稲沢市手話サークル「つくしの会」

6月30日（木） 平成22年度報告について  平成23年度計画について

2月28日（火） 視察研修（岡崎市社会福祉協議会　ボランティアセンター）

（平成24年3月31日現在）

グ ル ー プ 71団体 1,693名

登 録 者 数 1,716名

開　催　日 　主　な　内　容

内 訳
個 人 ― 23名

 　・精神保健福祉ボランティアグループ「和みの会」
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　・NPO法人マライカの翼プロジェクト

　・男のエプロン

　・稲沢ボランティア芸能グループ

　・祖父江マジック愛好会

　・オカリナジェラート

　・青空手話サークル

（４）ボランティア・市民活動だより発行

・発行日 年4回発行（6月15日号　9月15日号　12月1日号　3月15日号）

・発行部数 各50,500部

（５）各種ボランティア養成講座・研修会

ｱ 視覚障害者ガイドボランティア養成講座

・開催日 3月13日（火）

・場　所 勤労福祉会館

・参加者 19名

・講　師 鈴木敬子氏（手びきサークル道　代表）

ｲ 男性料理ボランティアステップアップ講座

・開催日

・会　場 社会福祉会館

・参加者 延べ73名

・講　師 山田佳代子氏（管理栄養士）

ｳ 家具転倒防止ボランティア養成講座

・開催日 3月18日（日）

・場　所 社会福祉会館

・参加者 19名

・講　師 児玉道子 氏（福祉住環境コーディネーター中部推進協議会「わがやネット」代表）

ｴ 傾聴ボランティア養成講座

・開催日 11月10日（木）、17日（木）、24日（木）

・場　所 社会福祉会館

・参加者 26名

・講　師 早川一枝　氏（傾聴ボランティア「みみの木」代表）

6月18日（土） 8月20日（土） 10月15日（土）

12月17日（土） 2月18日（土）3月17日（土）
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ｵ 障害児託児ボランティア養成講座

・テーマ 「肢体不自由児の理解と支援」

・開催日 3月16日（金）

・場　所 平和らくらくプラザ

・参加者 21名

・講　師 谷本裕之　氏（愛知県立一宮養護学校教諭　教育支援部主任）

山口美香　氏（愛知県立一宮養護学校教諭）

ｶ ボランティア・市民活動だより記者養成講座

・開催日 11月12日（土）

・場　所 社会福祉会館

・参加者 6名

・講　師 関　久一　氏（株式会社　東海共同印刷社員）

（６）ボランティア・市民活動連絡会

参加協力　　　第２４回福祉まつり

視察研修　　　岡崎市社会福祉協議会ボランティアセンター

参加協力　　　西尾張ブロックボランティアフェスティバル

（７）ボランティア派遣

ｱ 傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ訪問事業

ｲ その他

・訪問回数　 199回

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数　 30名

活 動 及 び 補 助 行 事 名

開　催　日 　主　な　協　議　事　項　等

   7月4日（月）
会　　議　　　今年度事業計画について　交流・情報交換
研 修 会　    講師：防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ IN SOBUE

    3月4日（日）

・対象者数　　13名

　10月22日（土）
　　　23日（日）

   1月16日（月）
会　　議　　　視察研修について　交流・情報交換
研 修 会　    講師：ボランティアグループ「レインボー」

   2月28日（火）

依  頼   団  体 派　遣　日  派遣者(団体）数

芸能ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 第二大和の里 4月17日 7団体

外出支援 そぶえ福祉園 5月20日 1名

残存機能訓練「歩け歩け大会」 稲沢市障害者福祉団体連合会 5月22日 8名

花見会 ﾍﾞｽﾄﾗｲﾌ祖父江 5月25日、26日、30日、31日 延20名

花見会 AIKEIふれあいの里 6月2日 2名
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リレー・フォー・ライフ ﾘﾚｰ･ﾌｫｰ･ﾗｲﾌ稲沢実行委員会 6月3日～6月5日 19名

ひまわり会 一宮保健所 6月10日,10月14日,12月9日,3月9日 延15名

こどもフェスティバル 稲沢市母親クラブ連絡協議会 6月12日 15名

レクリエーション ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　わらく 6月17日 2団体

人形劇講演 まつのき作業所　親の会 7月8日 1団体

レクリエーション講師 そぶえ福祉園 7月8日 1団体

レクリエーション グループホームももたろう 7月13日 1団体

子どもとのふれあい 「障害児・者」生活と教育を考える会 7月16日 4名

運営補助など 稲沢夏まつり実行委員会 7月31日 64名

夏祭りボランティア ﾍﾞｽﾄﾗｲﾌ祖父江 8月20日 8名

憩の泉　夏祭り 第1憩の泉 8月20日 8名

発達障がい児の親子交流会 スモールステップ 8月28日 １団体

敬老会 北町婦人会 9月11日 1団体

スポーツレクリエーション大会 稲沢市障害者福祉団体連合会 9月11日 11名

レクリエーション 第１憩の泉 9月17日 １団体

レクリエーション 第２憩の泉 9月17日 １団体

レクリエーション ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　わらく 9月19日 2団体

レクリエーション グループホームももたろう 9月29日 1団体

レクリエーション グループホームももたろう 9月30日 1団体

１人暮らし高齢者昼食会 稲沢市民センター地区　まちづくり推進協議会 10月1日 1団体

残存機能訓練「社会見学会」 稲沢市障害者福祉団体連合会 10月16日 10名

レクリエーション ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　わらく 11月18日 1団体

ADF地域フォーラムin稲沢2011 稲沢市障害者福祉団体連合会 12月4日 1団体

レクリエーション 第二大和の里 12月9日,16日，1月31日 3団体

障害児のつどい 稲沢市役所 12月10日 5名

たんぽぽクリスマス会 たんぽぽの会 12月18日 35名

おたのしみ会 まつのき作業所 1月13日 1団体

レクリエーション 第二大和の里 2月8日 2団体

障害者のボーリング大会 稲沢ライオンズクラブ 2月26日 12名

レクリエーション講師 そぶえ福祉園 月1回 1名

合　　計 35回（29団体、218名）
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   ５　歳末たすけあい配分金事業（共同募金配分金事業）

 

（１）歳末たすけあい配分金事業（歳末援護事業）

   ６　老人福祉事業（共同募金配分金事業）

（１）長寿祈願祭

・開催日 9月19日（月）

・場　所 国府宮神社

・対象者 77歳以上の高齢者

・参加者 120名

（２）三世代ふれあいゲートボール大会（第29回）

・開催日 12月4日（日）

・場　所 老人福祉センターさくら館

・参加者 16チーム（120名）

・主　管 稲沢市高齢者ゲートボール協会

（３）パートナー福祉グラウンド・ゴルフ大会（第17回）

・開催日 11月27日（日）

・場　所 陸上競技場

・参加者 469名

・主　管 稲沢市グラウンド・ゴルフ協会

（４）稲沢市老人クラブ連合会への活動費助成

（５）命のバトン配付事業

・配付本数 2,545本

・配付先 ひとり暮らし高齢者　高齢者夫婦　聴覚障がい者　母子家庭　喘息の方

・使用件数 33回

件 数

生活保護受給世帯 311件 ひとり暮らし高齢者世帯 704件

寝たきり老人世帯 26件 認知症老人 51件

対 象 世 帯 件 数 対 象 世 帯

特別児童扶養手当受給世帯 17件 障害児者世帯 2,016件

合　　　計 3,125件
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   ７　障害福祉事業（共同募金配分金事業）

（１）障害者在宅理容サービス事業

・対象者 2名

・ボランティア　2名（バロンズ）

・訪問回数 8回

（２）音楽療法支援事業

・開催日 年24回開催（毎月2回）

・場　所 社会福祉会館

・参加者 延べ132名

・講　師 三浦記代氏（日本音楽療法学会認定音楽療法士）

　　 早崎史夏氏（日本音楽療法学会認定音楽療法士）

（３）障害児者家族支援事業

・開催日 3月21日（水）

・場　所 社会福祉会館

・参加者 20名

・講　師 浅野尚美　氏（一般社団法人　光陽福祉会　事務局長）

（４）障害児夏休みふれあい教室

・開催日　 7月31日（日） 8月11日（木）

・場　所 たまごのあしあと

・参加者 11名

・講　師 ＮＰＯ法人たまごのあしあと

（５）福祉自動車の貸し出し

・貸出件数 275件 （1号車16件  2号車44件　3号車32件　5号車170件　6号車13件)

（６）車いすの貸し出し

・貸出件数 217件 （稲沢144件  祖父江29件  平和44件）

（７）各種障害者福祉団体への助成

ｱ 稲沢市まつのき作業所保護者会への助成

ｲ 稲沢市立ひまわり園への助成
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ｳ 各種障害者福祉団体への活動費助成

・稲沢市障害者福祉団体連合会 ・稲沢市祖父江心身障がい児者親の会

・稲沢市身体障害者福祉協会 ・稲沢地域精神障害者家族会　稲穂会

・稲沢市視覚障害者福祉協会 ・稲沢市重度重複障害児親の会　たんぽぽの会

・稲沢市聴覚障害者福祉協会 ・指定就労継続支援Ｂ型事業所いなほの家

・稲沢市手をつなぐ育成会 ・全国ろうあ者体育大会

   ８　児童福祉事業（共同募金配分金事業）

（１）福祉実践教室

車いす 手話 要約筆記 点字 盲導犬 盲人ガイド 知的障害 高齢者擬似 まちづくり 参加者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 127名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 203名

○ ○ ○ ○ 107名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 226名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 146名

○ ○ ○ ○ ○ 123名

○ ○ ○ 37名

○ ○ ○ ○ 144名

○ ○ ○ ○ 67名

○ ○ ○ ○ 276名

○ ○ ○ ○ 189名

○ ○ ○ ○ 231名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 230名

○ ○ ○ ○ 87名

○ ○ ○ ○ ○ 99名

○ ○ ○ 54名

○ ○ ○ ○ 250名

○ ○ ○ ○ ○ ○ 81名

○ ○ ○ ○ ○ 152名

○ ○ ○ ○ 120名

○ ○ ○ ○ ○ ○ 127名

○ ○ ○ ○ 87名

○ ○ ○ ○ 142名

○ ○ ○ ○ ○ 141名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 214名

○ ○ ○ ○ ○ 169名

6月7日 大里東小学校

6月8日 祖父江中学校

実施日 学校名

6月9日 三宅小学校

6月9日 治郎丸中学校

6月14日 稲沢東小学校

6月14日 大里東中学校

6月15日 法立小学校

6月16日 高御堂小学校

6月17日 千代田小学校

6月20日 六輪小学校

6月21日 清水小学校

6月22日 稲沢北小学校

6月23日 大里西小学校

6月24日 山崎小学校

6月29日 小正小学校

9月28日 坂田小学校

10月4日 領内小学校

10月4日 国分小学校

10月5日 祖父江小学校

10月5日 牧川小学校

10月12日 明治中学校

10月13日 丸甲小学校

10月14日 稲沢中学校

10月25日 長岡小学校

10月26日 稲沢西中学校

10月27日 片原一色小学校

11



○ ○ ○ 79名

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 196名

○ ○ ○ ○ ○ 201名

○ ○ ○ ○ 126名

○ ○ ○ ○ 362名

○ ○ ○ ○ 72名

○ 9名

935名 1,114名 231名 1,037名 471名 695名 24名 334名 33名 4,874名

（２）福祉体験作文コンクール協賛

・応募数 33点

（３）福祉教育活動育成費の助成

（４）ボランティア探検隊

○福祉体験コース

・開催日　　7月25日・26日の2日間コース

・場　所　　社会福祉会館・名古屋盲学校

・参加者　　20名（小学4年生～6年生）

・内　容　　目の不自由なかたとの交流。点訳した絵本を名古屋盲学校へ寄贈。

○まち探検コース

・開催日　　7月27日・28日・29日の3日間コース

・場　所　　市民会館・国府宮駅等

・参加者　　6名（小学4年生～6年生）

・内　容　　障がい者の視点でまち探検へ出かけ、福祉マップ作りを行う。

（５）施設ボランティア体験学習

・開催日 夏休み期間中

・場　所 市内25施設（老人施設、障害者施設、児童施設等）

・参加者 延べ94名（中学生以上の学生および教員）

11月10日 大塚小学校

11月10日 稲沢東高等学校

11月11日 稲沢西小学校

11月18日 平和中学校

11月25日 下津小学校

11月30日 千代田中学校

12月12日 杏和高等学校

合　　計

高等学校名 主　な　活　動　内　容　

稲沢高等学校 ボランティア行事への参加、募金活動

稲沢東高等学校 校内美化活動、近隣福祉施設との交流、地域行事の手伝い

愛知啓成高等学校 清掃美化活動、手話教室

杏和高等学校 手話教室、福祉講演会、各種ボランティア事業への参加
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（６）ボランティアチルドレン支援事業

・開催日 4月14日、5月15日、5月29日、6月5日、6月19日、7月3日、7月31日、

8月7日、8月21日、9月11日、9月25日、10月16日、10月30日、11月6日、

11月20日、12月4日、12月25日、1月7日、2月5日、3月4日の計20回（休日開催）

・場　所 社会福祉会館等

・参加者 子ども34名（小学4年生～中学3年生）、登録ボランティアサポーター23名

・内　容　　子どもたちが主体となって取り組む社会貢献活動や異世代交流活動

（東日本大震災被災地に向けた応援旗・メッセージカード作成・街頭募金、

障害者との交流、ぜんざい会の実施等）

（７）置き傘設置事業

・設置先　　全小学校（23校・新1年生） ・配付数　　 1,245本

（８）子育て支援事業（人形劇）

開　催　日 会　　場 参加者

5月7日 大里東みどり保育園 159名

6月2日 みずほ保育園 53名

6月23日 信竜保育園 113名

6月24日 千代田保育園 157名

6月27日 信竜国府宮保育園 60名

7月4日 みのり保育園 86名

7月6日 明治スズラン児童センター 72名

7月11日 子鳩保育園 188名

7月13日 下津クローバー児童センター 52名

7月20日 小正保育園 202名

7月25日 和光保育園 196名

9月1日 栴檀保育園 212名

9月13日 小正すみれ児童センター 47名

9月14日 稲沢保育園 204名

10月12日 西町さざんか児童センター 34名

10月13日 大里東チューリップ児童センター 45名

10月26日 高御堂カトレア児童センター 52名

11月1日 祖父江あじさい児童館 52名

11月9日 信竜こどもの森児童館 81名

11月17日 附島保育園 105名

12月14日 千代田ヒナギク児童センター 57名

2月29日 平和さくら児童館 51名

3月5日 明治保育園 127名

3月7日 大里オリーブ児童センター 54名

合　　計 2,459名
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（９）ひとり親家庭日帰り旅行

○第1回 ○第2回

・開催日 7月24日（日） ・開催日 1月21日（土）

・場　所 ラグーナ蒲郡 ・場　所 中部国際空港セントレア＆いちご狩り

・参加者 100名 ・参加者 88名

（10）各種児童福祉団体への活動費助成

・稲沢市私立保育園連盟 ・稲沢市子ども会連絡協議会

・稲沢市保育士会 ・稲沢市母子寡婦福祉会

・稲沢市母親クラブ連絡協議会

   ９　福祉育成事業（共同募金配分金事業）

（１）稲沢市社会福祉大会

・開催日 2月11日（土）

・場　所 市民会館

・参加者 464名

・講演会 伊東眞理子　氏（同朋大学社会福祉学部教授）

・テーマ 「サクセスフル・エイジング」

・顕彰内容

・地域福祉の向上に尽力されたかた

・老人福祉の向上に尽力されたかた

・障害者福祉の向上に尽力されたかた

・児童福祉の向上に尽力された団体

・社会福祉協議会役員

・社会福祉施設従事功労者

・善行児童生徒

・金品の寄付

・8020運動該当者

・地域福祉の向上に尽力されたかた

・老人福祉の向上に尽力されたかた

・障害者福祉の向上に尽力されたかた

・児童福祉の向上に尽力された

・社会福祉協議会役員

・社会福祉施設従事功労者

・長い間献身的に介護されたかた

顕彰内容 顕彰項目 顕彰件数

社協会長表彰 2件

2件

3件

1件

1件

8件

42件

2件

56件

社協会長感謝 5件

6件

3件

1件

3件

5件

4件
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・多額の金品を寄付されたかた・団体

・多年にわたりボランティア活動をされた団体

・平成23年度に多額の金員を寄付されたかた・団体

・多年にわたり多額の金員を寄付された団体

・平成23年度に多額の金員を寄付されたかた・団体

・平成23年度に多額の金員を寄付されたかた・団体

（２）福祉まつり

・開催日 10月22日（土）　10月23日（日）

・場  所 勤労福祉会館、総合体育館

・来場者 6,804名

（３）福祉バザー

・開催日 8月6日（土）

・場　所 平和らくらくプラザ

・参加者 出展施設及び団体数　7団体（100名）

一般来場者　約200名

（４）火災被災者への援護

・火災見舞金の支給 全焼1件 半焼1件

（５）災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル

・発行部数　200部

（６）各種福祉団体への活動費助成

・稲沢市民生委員児童委員協議会 ・祖父江町原爆被災者の会

・稲沢保護区保護司会 ・稲沢まつり等協賛金

・稲沢市遺族会

10件

3件

共募会長感謝 65件

41件

中央共募会長感謝伝達 4件

社協会長感謝

県共募会長感謝伝達 10件

合　　計 277件

主な催事内容

障害者団体紹介・作品展示・点字体験・手話体験、炊き出し実演、

作業所活動紹介、民生委員・児童委員啓発、地域包括支援センターコーナー、

保育園等紹介、児童虐待防止ｺｰﾅｰ、母子寡婦福祉会紹介、小物手づくり体験、

子どもの遊び場、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動団体紹介、赤い羽根作品（ﾎﾟｽﾀｰ・書道）展示、

芸能発表、歳末ﾁｬﾘﾃｨﾊﾞｻﾞｰ、陶芸即売ﾁｬﾘﾃｨ、障害者団体ﾊﾞｻﾞｰ、古本ﾘｻｲｸﾙ、

障害者施設紹介、ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ紹介・朝市・物販、模擬店、ﾘｻｲｸﾙ自転車、

福祉車両展示、手づくり品ﾁｬﾘﾃｨ、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ、働く婦人の家自主ｸﾞﾙｰﾌﾟｺｰﾅｰ、

ｺｰﾋｰｺｰﾅｰ、街頭（赤い羽根共同）募金、日用品ﾁｬﾘﾃｨ、大道芸
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   １０　資金貸付事業

（１）小口資金貸付事業

・貸付限度額　2万円

（２）くらし資金貸付事業（愛知県社協受託事業）

・貸付限度額　10万円

（３）生活福祉資金貸付事業（愛知県社協受託事業）

・貸付限度額は貸付内容により変動

   １１　地域包括支援センター事業（市受託事業）

（１）活動場所 稲沢市民センター地区管内

（２）活動実績

ｱ 介護予防ケアマネジメント業務

新予防給付に関するケアマネジメント

いきいきヘルス高齢者に関するケアマネジメント

いきいきヘルス高齢者評価業務

ｲ 総合相談支援業務

相談件数

実態把握

49件

合　　計

4,671件

55件

1,434件

49件

1,532件

相 談 件 数 貸 付 件 数

120件 95件

相 談 件 数 貸 付 件 数

13件 0件

相 談 件 数 貸 付 件 数

73件 3件
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ｳ 権利擁護業務

成年後見制度の活用

虐待への対応

消費者被害の防止

ｴ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

包括的・継続的ケアマネジメントの体制構築

ｵ いきいきヘルス高齢者把握業務

ｶ 要介護認定調査

要介護認定調査件数

   １２　基金運営事業

（１）社会福祉基金の積立

（２）ボランティア基金の積立

   １３　軽度生活援助事業（市受託事業）

（１）「訪問介護事業所そぶえ」の活動実績

①いきいきヘルス高齢者把握訪問調査業務

②いきいきヘルス高齢者把握生活機能評価実施調査業務

③いきいきヘルス高齢者決定者の予防事業参加の勧奨業務

派遣世帯数
家事援助

派遣回数 派遣時間

2世帯 76回 76時間

期 首 積 立 額 本 年 度 積 立 額 寄付件数 期 末 積 立 額

10,400,456円
21,080円

（うち利子21,080円）
0件 10,421,536円

本 年 度 積 立 額 寄付件数 期 末 積 立 額

188,515,519円
1,283,506円

（うち利子372,143円）
21件 189,799,025円

80件

4件

合　　計 124件

40件

102件

15件

期 首 積 立 額

3件

1件

74件
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（２）「ケア・パートナー」の活動実績

   １４　介護保険事業

（１）「訪問介護事業所そぶえ」の活動実績

ｱ 契約件数

ｲ 活動状況

（２）「ケア･パートナー」の活動実績

ｱ 契約件数

ｲ 活動状況

（３）「居宅介護支援事業所そぶえ」の活動実績

ｱ 契約件数

101件9件 33件 26件 17件 9件 7件

（平成24年3月31日現在）

要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合　計

19世帯
派遣回数 派遣時間 派遣回数 派遣時間

436回 467時間 254回 274時間

797回 653時間 123回 130時間

身体生活援助 介護予防

派遣世帯数
身体介護 生活援助

派遣回数 派遣時間 派遣回数 派遣時間

要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

14件4件 2件

973時間

2件 2件 0件 4件

（平成24年3月31日現在）

24世帯

合　計

派遣回数 派遣時間 派遣回数 派遣時間

554回 768時間 973回

532回 418時間 240回 257時間

身体生活援助 介護予防

23件

派遣世帯数
身体介護 生活援助

派遣回数 派遣時間 派遣回数 派遣時間

11件 4件 1件 6件 0件 1件

（平成24年3月31日現在）

要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合　計

派遣世帯数
家事援助

派遣回数 派遣時間

2世帯 65回 65時間
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ｲ 要介護認定調査件数 241件

（４）「ケア・デザイン」の活動実績

ｱ 契約件数

ｲ 要介護認定調査件数 102件

   １５　障害者相談支援事業（市受託事業）

　相談支援事業所「障がい者サポートセンターい～な」の活動実績

　ｱ   障害程度区分認定調査の件数

  ｲ 相談支援の実績

   １６　障害福祉サービス事業

（１）｢訪問介護事業所そぶえ｣の活動実績

ｱ 契約件数

8件 1件 0件 3件 12件

84件0件 21件 23件

（平成24年3月31日現在）

身体障害 知的障害 障害児 精神障害 合　計

20件 7件 13件

（平成24年3月31日現在）

要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合　計

・社会参加、余暇活動に関する支援 66件

・その他 120件

149件

・権利の擁護に関する支援 114件

・概況調査 447件

・就労に関する支援 39件

相談実人数 199件

相談延べ件数 2,143件

（内 訳）

・福祉サービスの利用に関する支援 531件

・日常生活・家族関係に関する支援 677件

・障害・医療・健康に関する支援

施設訓練費分調査 46件

合　　計 187件

介護給付費分調査 141件
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ｲ 活動状況

（２）｢ケア･パートナー｣の活動実績

ｱ 契約者数

ｲ 活動状況

   １７　自動販売機設置事業（収益事業）

合　　計 6台

祖父江の森　温水プール　2階 1台

祖父江の森　温水プール　1階 2台

祖父江ふれあいの郷　2階 1台

設　置　場　所 設置台数

祖父江支所　1階　食堂 1台

社会福祉会館　1階 1台

0回 0時間 4回 2時間 28時間

地域生活支援事業

移動支援（身体介護伴う） 移動支援（身体介護伴わず） 生活サポート

派遣回数 派遣時間 派遣回数 派遣時間 派遣時間

派遣時間

729回 965時間 490回 571時間 0回 0時間

派遣回数 派遣時間 派遣回数 派遣時間 派遣回数

14世帯

派遣回数

28回

3件 0件 0件 10件 13件

派遣世帯数
居宅介護

身体介護 家事援助 通院介助（身体介護伴う）

（平成24年3月31日現在）

身体障害 知的障害 障害児 精神障害 合　計

0回 0時間 0回 0時間 0回 0時間

派遣回数 派遣時間 派遣回数 派遣時間 派遣回数 派遣時間

2回 1時間

派遣回数 派遣時間 派遣回数 派遣時間 派遣回数

16世帯
地域生活支援事業

移動支援（身体介護伴う） 移動支援（身体介護伴わず） 生活サポート

派遣時間

512回 707時間 1,160回 1,444時間

派遣世帯数
居宅介護

身体介護 家事援助 通院介助（身体介護伴う）
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