
○第１回

第１号議案 平成２９年度事業報告について

第２号議案 平成２９年度資金収支決算について

第３号議案 平成３０年度資金収支補正予算について

第４号議案 理事候補者の選定について

第５号議案 評議員候補者の推薦について

第６号議案 定時評議員会の開催について

第７号議案 評議員選任・解任委員会委員の補充について

　以上、原案のとおり承認されました。

○第２回

第８号議案 定款の一部変更について

第９号議案 経理規程の一部改正について

　以上、原案のとおり承認されました。

○第３回

第１０号議案 平成３１年度事業計画について

第１１号議案 平成３１年度資金収支予算について

第１２号議案 評議員会の開催について

　以上、原案のとおり承認されました。

社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会

１　法人運営事業

【理事会の開催】

・平成３０年６月５日（火） ・会場： 商工会議所会館

・出席理事：　　

平成30年度 　事 業 報 告 書

９名

・平成３１年２月２０日（水） ・会場： 商工会議所会館

・出席理事：　　１１名

・平成３１年３月１９日（火） ・会場： 商工会議所会館

・出席理事：　　１１名

近年の社会福祉の現状は、少子高齢化に伴う一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加、経済情勢によ

る低所得者層の増加、また住民意識の希薄化や核家族化による家庭機能の弱体化など、社会の構造的

な変化に伴う福祉課題や生活課題が多岐にわたり、複雑・深刻化しています。このような状況の中、

地域全体で課題解決に取り組んでいく仕組みづくりが重要となっています。

このような中、本会におきましても住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりの

支援や、複合化・複雑化した課題を包括的に受け止める総合的な相談支援体制を強化するとともに地

域福祉活動計画に示した、①困った時に頼れる社協の実現、②地域組織との連携による地域福祉の推

進、③地域の力を結集したネットワークづくり、④安心して生活できる各種サービスの充実、⑤計画

的な組織運営を基本目標として、様々な活動を行う人々や団体、地域住民の協力を得ながら各種事業

を展開してまいりました。

平成３０年度における本会の各事業の詳細は下記のとおりです。
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○定時評議員会

・出席評議員：

第１号議案 平成２９年度事業報告について

第２号議案 平成２９年度資金収支決算について

第３号議案 平成３０年度資金収支補正予算について

第４号議案 役員（理事）の選任について

　以上、原案のとおり承認されました。

○第２回

・出席評議員：

第５号議案 定款の一部変更について

　以上、原案のとおり承認されました。

○第３回

・出席評議員：

第６号議案 平成３１年度事業計画について

第７号議案 平成３１年度資金収支予算について

　以上、原案のとおり承認されました。

【評議員選任・解任委員会の開催】

・出席委員：３名

評議員の選任について

　以上、原案のとおり承認されました。

平成２９年度事業執行状況及び会計決算監査について

監査報告について

　以上、平成２９年度の業務執行、経理・財産管理は適正と認められました。

○第１回 ・平成３０年５月２９日（火）

○第２回 ・平成３１年３月１８日（月）

２　施設管理事業

○施設管理

・指定期間：

・職員体制： ４名

○施設利用状況

開館日数

利用者数

（内訳）

1階 身体障害者福祉センター

2階 稲葉老人福祉センターあすなろ館

3・4階 働く婦人の家

・平成３０年５月２２日（火） ・会場： 社会福祉会館

【市社会福祉会館の施設管理】

平成３０年度～令和２年度（３か年）

282日 

34,746名 

【評議員会の開催】

14,986名 

13,596名 

【正副会長会の開催】

6,164名 

・平成３０年６月２１日（木） ・会場： 商工会議所会館

１９名

・平成３１年２月２０日（水） ・会場： 商工会議所会館

１４名

・平成３１年３月２６日（火） ・会場： 商工会議所会館

１６名

・平成３０年６月６日（水） ・会場： 社会福祉会館

・出席監事：　　２名

・会場： 社会福祉会館

・会場： 社会福祉会館

【監事会の開催】
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○身体障害者福祉センターデイサービス事業

◆リハビリ療法教室

◇手話基礎講座

◆手話入門講座（らくらくプラザ会場）

◇手話入門講座

◆書道・ペン講座

◇ことばの教室

◆聴こえのサポーター養成講座

◇視覚障がい者ガイドボランティア養成講座

計

○加入状況

一般会員

賛助会員

法人会員

施設会員

職域会員

○社会福祉協議会だより「い～な」の発行

・発行回数：　年４回（７月、１０月、１月、４月）

・発行部数：　５１，１００部

○広報紙面の点訳・音訳

広報紙面をボランティアの協力のもと点訳（点字）・音訳（CD録音）し、視覚障がい者の希望者に配付

○クイズ応募状況 ※毎号クイズ正解者の中から10名（抽選）に図書カード（1,000円分）を贈呈

○有料広告の募集・掲載

４月号→４社、７月号→４社、１０月号→４社、１月号→４社

○社会福祉協議会事業概要「ともに生きる」の発行（毎年４月発行）

・発行部数：　１，２００部

・主な配付先：　区長、民生委員・児童委員、小･中･高等学校　等

【地域福祉コーディネート活動】

○各市民センター・支所圏域における地域づくり

59通 37通 55通 63通 214通 

計 27,537 14,692,470円 

【広報紙の発行】

4月号 7月号 10月号 １月号 計

その他総合相談 92 件
地域住民からの福祉相談対応（他制度紹介、専門相談機関
へのつなぎ等）

協議会の立上げ及び運営

13,132,650円 

受講者数（延べ）

128 735,000円 

24 92,000円 

213 224,000円 

319名 

13名 

３　地域福祉活動推進事業

【会員の加入募集】

37名 

1,326名 

16名 

241名 

205名 

182名 

313名 

508,820円 

種　類 会員数 金額

26,652

【事業概要の発行】

応募者数

教室・講座名

520

24回 

24回 

24回 

24回 

24回 

担い手養成 2 件

地域見守りネットワークの構築 9 件 区長、民生委員、地域住民、新聞販売店等への見守り協力依頼

地域課題の協議

項　目 延べ件数 主な取り組み内容

制度周知 52 件 民生委員協議会、ｻﾛﾝ、老人ｸﾗﾌﾞ等での周知

情報収集 105 件 生活支援ﾆｰｽﾞ調査実施（元気な高齢者 447名を対象）

勉強会等の開催 31 件 出前講座、職場内研修の実施

協議会の調整、運営 71 件

13 件

マッチング 11 件 社会福祉法人や地域住民との協働・連携による地域課題の解決

関係機関との連携 529 件 まちづくり推進協議会、民生委員、地域包括等との連携

12回 

4回 

1回 

開催回数
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○助成金額

①まちづくり活動費として前年度の地区会費実績額の５０％を助成

②まちづくり地域福祉活動として１地区１６万円を助成

稲沢市民センター地区

小正市民センター地区

下津市民センター地区

明治市民センター地区

千代田市民センター地区

大里西市民センター地区

大里東市民センター地区

祖父江支所地区

平和支所地区

○出前福祉講座の開催（職員の派遣）

【市民共助パイロット事業】

○ 実施状況

円 年目

【家族介護者交流事業】

　・開催日 平成３０年７月２０日（金）、９月２５日（火）、１０月１９日（金）

　・会　場

　・参加者

　・内　容 参加介護者のリフレッシュを図り、交流を深める

【フードバンク活用支援事業】

○フードバンク（食料支援事業）の活用

　・支援件数

　・内　容 生活困窮者に対し、セカンドハーベスト名古屋を通じて緊急的な食糧支援（約1か月分）を行う。

わかりやすいお金の話 30名 

平和らくらくプラザ等

延べ２８名

３７件

助成金額 助成期間

100,000 1

活動内容助成先

2月4日（月） ふれあいサロン「ミヤケ」 じぶんの町について考えてみよう 12名 

3月23日（土） 今村町老人クラブ「今村松寿会」 認知症について 40名 

3月13日（水） ふれあいサロン「前浪」

12月1日（土） 明治市民センター地区まちづくり推進協議会 災害時のボランティアセンター 24名 

1月16日（水） ふれあいサロン「愛の園」 社会福祉協議会と地域のつながりについて 6名 

6月15日（金） 小正市民センター地区区長会 地域のつながりの大切さ 37名 

11月14日（水） 発達障がい児をもつ親の会「スモールステップ」 障がい福祉について②福祉サービスって何？ 22名 

5月28日（月） 中本町行政区 いっしょに創ろう福祉のまち 33名 

6月3日（日） 小沢区民憩いの家 地域のつながりの大切さ 15名 

4月2日（月） ふれあいサロン「ミヤケ」 地域のつながりの大切さ 15名 

5月25日（金） ふれあいサロン「みどりAサロン」 地域のつながりの大切さ 16名 

ユニバーサルデザインと福祉について 30名 

11月11日（日） 桜木老人クラブ「桜笑会」 高齢者の気持ちを理解しよう/車いすの使い方 30名 

865,000円 ボランティアシンポジウム、福祉ふれあいの集い 等

693,000円 ふれあい広場、高齢者ふれあい広場、伝承あそび 等

【地区まちづくり推進協議会への活動費助成】

地区まちづくり名 助成金額 主な活動内容

計 8,165,000円 

【出前福祉講座】

実施日 依頼団体 講座テーマ 受講者数

673,000円 サマーナイト・フェスティバル、オールディーズ芸能発表会 等

1,573,000円 まちづくり講演会、一人暮らし高齢者慰問、園児ふれあい事業 等

1,069,000円 平和まつり、ふれあい昼食会、世代間交流事業、歩こう会 等

752,000円 ふれあいコンサート、一人暮らし高齢者慰問活動 等

641,000円 盆おどり大会、高齢者福祉事業（給食サービス）、教育講演会 等

852,000円 ふれあい文化祭、ふれあい茶話会、一人暮らし高齢者のつどい 等

1,047,000円 ふれ愛講演会、一人暮らし高齢者昼食会、親子体験学習会 等

7月6日（金） いなざわ特別支援学校 高齢者の気持ちを理解しよう 26名 

7月13日（金） いなざわ特別支援学校 高齢者の気持ちを理解しよう 26名 

7月19日（木） 六角堂老人クラブ「寿会」 地域のつながりの大切さ 23名 

8月28日（火） ボランティアグループ「いっぷく」 子ども向けお金の話 25名 

10月23日（火） 稲沢西小学校　5年生

丸渕支え愛研究会 区内の支え合い活動の体制づくり

5月21日（月） ふれあいサロン「グランドシモミヤケ」 社会福祉協議会って何やってるの？ 10名 
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【学生服リサイクル事業】

・学生服点数 市内中学校制服 冬服 着 、 夏服 着 （平成３１年３月３１日現在）

・対象者

・利用者

・内　容 家庭で卒業や成長で不用になった制服（中学生の冬服上下・夏服下）を募り、希望者（入学者

及び在学者）に引渡しする。なお、引き渡し会は８月５日、１月２６日にて実施。

【稲沢市共同募金委員会への活動費助成】

○助成金額

２３５，４９７円

【会費・協賛金】

○稲沢さくらまつり協賛金

○稲沢夏まつり実行委員会　会費

○稲沢まつり実行委員会　協賛金

○祖父江いちょう黄葉まつり協賛金

○平和さくらまつり協賛金

４　ボランティアセンター運営事業

○第１回

平成３０年７月２日（月）

社会福祉会館

運営委員 １１名

・平成２９年度ボランティアセンター運営報告並びに平成３０年度運営計画について

・稲沢市市民活動支援センターと社会福祉協議会ボランティアセンターの窓口一本化について

・稲沢市制６０周年記念特別表彰推薦基準について

○第２回

平成３０年１１月２７日（火）

社会福祉会館

運営委員 １０名

・平成３０年度稲沢市社会福祉大会顕彰候補者について

・稲沢市市民活動支援センターと社会福祉協議会ボランティアセンターの窓口一本化について

・ボランティアセンター設置及び運営に関する規程の一部改正について

○第３回

平成３１年３月１２日（火）

社会福祉会館

運営委員 １１名

・稲沢市市民活動支援センターと社会福祉協議会ボランティアセンターの窓口一本化について

・社会福祉協議会東部支所開所式について

（作業部会員／６名）

・副部会長の指名について

・ボランティアセンターと市民活動支援センター事業等の調整について

・社会福祉協議会東部支所開所式について

・ボランティアセンター各種要綱の見直しについて

・会場貸出の申込方法について

・広報紙について

・ボランティアセンター各種要綱の見直しについて

・会場貸出の申込方法について

【運営委員会の開催】

・会　場：

・参加者：

・内　容：

【作業部会】

回数 開催日

第１回

第２回

第３回

12月25日（火）

1月23日（水）

2月13日（水）

内　容

195 98

小学６年生～中学３年生

５２名

・開催日：

・会　場：

・参加者：

・内　容：

・開催日：

・会　場：

・参加者：

・内　容：

・開催日：
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【ボランティアセンター登録数】 （平成３１年３月３１日現在）

【ボランティア相談・コーディネート（派遣）】

○ボランティア相談件数

○ボランティアコーディネート件数

個人 1名 

募金活動 オリーブの会 稲沢 10月27日 1団体 1名 

高齢者施設での催し物 ナーシングホーム ハート・いなざわ 11月14日

7名 

社会見学会 稲沢市障害者福祉団体連合会

福祉まつり 社会福祉協議会 10月28日

11月4日

11月16日(2) 1団体 3名 

11団体 98名 

11月15日 1団体 5名 

11月16日(1) 2団体 7名 

11月13日 1団体 7名 

2団体 7名 

12月1日 個人 1名 

12月25日 1団体 3名 

11月17日 2団体 9名 

個人 1名 

11月14日

国府宮デイサービスセンター 8月7日

8名 

9団体 60名 

高齢者施設での催し物 デイサービスおおや村

稲沢夏まつり 稲沢夏まつり実行委員会 8月25日

個人 1名 

11月12日 2団体 6名 

個人 1名 

10月28日 2団体 10名 

第３回新・稲沢まつり 新・稲沢まつり実行委員会 4月28日 3団体 16名 

3団体 14名 

たんぽぽまつり たんぽぽハウス 4月22日 8団体 49名 

個人 1名 

４６件

 ３３件

活動及び補助行事名 依頼団体 派遣日 派遣者（団体）数

4月29日

登録者数 1,235名

内訳
グループ 67団体 1,183名

個　人 - 52名

歩け歩け大会 稲沢市障害者福祉団体連合会 5月20日 2団体 7名 

個人 1名 

こどもフェスティバル 稲沢市みらい子育てネット 6月10日 4団体 16名 

高齢者施設での催し物

7月9日 個人 1名 

老人クラブでの催し物 陸田老人クラブ 1団体

国府宮デイサービスセンター 6月23日 1団体 7名 

ふれあいサロンの催し物 ふれあいサロンたんぽぽの会 8月23日 1団体

高齢者施設での催し物 国府宮デイサービスセンター

たんぽぽコンサート２０１８ たんぽぽハウス 11月3日 2団体

2団体 10名 

ふれあいサロンの催し物 ふれあいサロン愛ぷらす 11月13日 1団体 5名 

13名 

高齢者施設での催し物 国府宮デイサービスセンター 10月2日 1団体 7名 

稲沢イルミネーション 稲沢イルミネーション実行委員会 10月21日 1団体 7名 

個人 3名 

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16日 2団体 6名 

7月15日

8月6日 1団体 6名 

1団体 2名 高齢者施設での催し物

1団体 4名 

定期演奏会 稲沢雅楽会 11月17日 1団体 6名 

高齢者施設での催し物 ナーシングホーム ハート・いなざわ 12月5日 1団体 2名 

たのしいクリスマス会 稲沢市役所こども課 12月8日 1団体 5名 

チャレンジドフェスタ 稲沢市障害者福祉団体連合会 12月8日 1団体 6名 

クリスマス会での催し物 森上子ども会 12月15日 1団体 2名 

障がい者ボウリング大会 稲沢ライオンズクラブ 1月19日 5団体 16名 

子ども食堂 一般社団法人教育サポート協会 1月20日 3団体 5名 

高齢者施設での催し物 ナーシングホーム ハート・いなざわ 1月23日 1団体 4名 

社会福祉大会 社会福祉協議会 2月11日 1団体 7名 
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【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

１９団体

聴覚障がい者支援（手話）

芸能ボランティア（手品ほか）

芸能ボランティア（オカリナ）

料理ボランティア

芸能ボランティア（手品）

視覚障がい者支援（広報等音訳）

外来患者支援（車いす介助）

聴覚障がい者支援（手話）

高齢者支援（本の朗読）

芸能ボランティア（オカリナ）

児童支援（本の読み聞かせ）

児童支援（子ども食堂）

聴覚障がい者支援（手話）

防災・減災活動

聴覚障がい者支援（要約筆記）

【ボランティア・市民活動だより「あい・あい」発行】

○ボランティア・市民活動だより「あい・あい」の発行

・発行回数：　年４回（７月、１０月、１月、４月） ・発行部数：　５１，１００部

○広報紙面の点訳・音訳

・広報紙面をボランティアの協力のもと点訳（点字）・音訳（CD録音）し、視覚障がい者の希望者に配付

【ボランティア・市民活動連絡会】

○ボランティア・市民活動連絡会の開催

3月18日（月） 社会福祉会館
西尾張ブロックボランティアフェスティバル開催にむけ
た意見交換

16名

主な活動内容

料理ボランティア

あすなろ 17,000円 

稲沢市立中央図書館読み聞かせボランティアきらら会 20,000円 

11月30日（金）

12月16日（日）
愛西市親水公園

総合体育館
西尾張ブロックボランティアフェスティバルの視察 21名

音声訳ボランティアグループせせらぎ 20,000円 

傾聴ボランティア　みみの葉 20,000円 

稲沢市民病院ボランティアグループあんり 20,000円 

7月20日（金） 社会福祉会館
役員選出
平成２９年度事業報告並びに平成３０年度事業計画につ
いて

15名

10月27日（土）
豊田合成
アリーナ

福祉まつりにおけるボランティアＰＲブース運営 5名

実施日 会　場 主な内容 参加者数

社会福祉会館
福祉まつりブースの報告
交流、情報交換

10名

いなざわ子ども食堂 9,000円 

いーなリーナ 20,000円 

男のエプロン 9,000円 

祖父江マジック愛好会 20,000円 

いきなエプロン 11,000円 

平和町手話サークル「結び」の会 14,000円 

ボランティア律＆敏 20,000円 

ボランティアグループ名 助成金額

高齢者施設での催し物 国府宮デイサービスセンター 2月23日 1団体 8名 

聴覚障がい者と県民のつどい 稲沢市聴覚障害者福祉協会 3月3日 1団体 7名 

総会での催し物 大塚南老人クラブ 3月16日 1団体 2名 

秋桜＆やまぼうし 芸能ボランティア（コーラス） 17,000円 

高齢者支援（傾聴）

聴覚障がい者支援（手話）

青空手話サークル 20,000円 

防災ボランティア稲沢 20,000円 

要約筆記「いなざわ」 14,000円 

計 329,000円 

総会での催し物 小正五区老人会 3月23日 1団体 2名 

計 89団体 483名 

稲沢手話サークル　つくしの会 18,000円 

朗読グループ「ぬくもり」 20,000円 

くさのみ 20,000円 
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【ボランティア講座】

○レクリエーションボランティア養成講座

　・開催日

　・会　場

　・参加者

　・内　容

レクリエーション技術演習

　・講　師 木全克己 氏(豊橋創造大学 保健医療学部理学療法学科福祉専攻科 非常勤講師 )

【ボランティア保険】

○ボランティア保険の加入取扱件数

５　老人福祉事業

・開催日 平成３０年９月１７日（月・祝）

・会　場 国府宮神社

・対象者 ７７歳以上の高齢者

・参加者 ８７名

【ふくしグラウンド・ゴルフ大会（２４回）】

・開催日 平成３０年１１月２５日（日）

・会　場 陸上競技場

・参加者 ４６３名

・主　管 稲沢市グラウンド・ゴルフ協会

【命のバトン配付事業】

○自宅保管型

・配付本数 １５８本 （平成３０年度までの配付件数　５，３７０本）

・配付対象 ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦 等

・使用回数 ３回

○携帯型

・配付数　　 ８２４個

・配付対象 ８０歳以上のひとり暮らし高齢者

【稲沢市老人クラブ連合会への活動費助成】

・助成先 稲沢市老人クラブ連合会

・助成金額 ３４０，０００円

１５名

福祉ふれあい活動総合補償 4件 127名 

【長寿祈願祭】

ボランティア活動保険 - 1,694名 
（個人）30名
（団体）延べ120団体　1,664名

ボランティア行事用保険 86件 9,116名 

平成３１年２月２７日（水）・３月５日（火）

ボランティア、レクリエーションに関する基礎講義

勤労福祉会館

保険名 加入件数 加入者数 備　考
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６　障害福祉事業

・開催日

・会　場

・対象者 市内在住の障がいのある３歳から小学生以下の子どもとその親

・参加者

・講　師

鈴木 史夏　氏（日本音楽療法学会認定音楽療法士）　　　　　　　　　　

【福祉自動車の貸出し】

○貸出件数 （本所２４８件、西部支所５２件）

【障害者福祉団体への活動費助成】

○助成先

７　児童福祉事業

【福祉実践教室】

○実施内容

サポーター

7団体

団体名 助成金額

稲沢市障害者福祉団体連合会 305,000円 

稲沢市身体障害者福祉協会 358,000円 

ハッピー６号　（タント660cc・リアスロープタイプ） 78件 

計 312件 

【車いすの貸出し】
３００件

盲導犬 盲人ｶﾞｲﾄﾞ 発達障害 高齢者擬似実施日 学校名 車いす 手話 要約筆記 点字

第37回耳の日記念聴覚障害者と県民のつどいin稲沢 50,000円 

計 1,018,000円 

63,000円 

稲沢地域精神障害者家族会　稲穂会 36,000円 

ハッピー２号　（タウンボックス660cc・リアリフトタイプ） 28件 

ハッピー５号　（ノア2,000cc・リアスロープタイプ） 104件 

親子８組

三浦 記代　氏（日本音楽療法学会認定音楽療法士・岐阜県音楽療法士）　

車両名 貸出件数

ハッピー１号　（デリカ2,000cc・リフトアップシートタイプ） 32件 

ハッピー３号　（Ｎ－ＢＯＸ660cc・リアスロープタイプ） 70件 

【音楽療法支援事業】
年１１回開催（基本 月１回）

社会福祉会館

稲沢市視覚障害者福祉協会 63,000円 

稲沢市聴覚障害者福祉協会 143,000円 

稲沢市手をつなぐ育成会

まちづくり 参加者

6月1日 稲沢北小 ○ ○ ○ ○ ○ 217名 21名 

6月4日 高御堂小 ○ ○ ○ ○ 122名 9名 

6月6日 法立小 ○ ○ ○ ○ 40名 7名 

6月7日 国分小 ○ ○ ○ ○ 125名 8名 

6月11日 稲沢中 ○ ○ ○ ○ 79名 13名 

6月12日 山崎小 ○ ○ ○ ○ 83名 9名 

6月12日 下津小 ○ ○ 158名 6名 

6月13日 稲沢東小 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 118名 18名 

6月13日 稲沢西小 ○ ○ ○ ○ 82名 8名 

6月14日 三宅小 ○ ○ ○ 35名 6名 

6月14日 祖父江中 ○ ○ ○ ○ ○ 160名 8名 
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・開催日： 平成３１年２月１９日（火）

・会　場： 平和らくらくプラザ

・参加者： 福祉学習サポーター３０名

・内　容： 今後の福祉実践教室のあり方について 等

【福祉教育活動育成費の助成】

【ボランティア探検隊】

　・開催日

<車いすコース>　平成３０年８月２１日（火）、２２日（水）

・会　場

<車いすコース>　平和らくらくプラザ、愛厚はなのきの里

・対象者

・参加者

・内　容

【学生施設ボランティア福祉体験学習】

・開催日

　　　　　　８月１６日（木）～８月１７日（金）、　８月２１日（火）～８月２２日（水）

・事前学習

※施設分野別に計６回開催

・会　場

（内訳）高齢者施設１０、障がい者施設３、児童施設１６、病院２

・対象者

・参加者

・内　容

<点字コース>　　社会福祉会館

杏和高等学校 聴覚障がい者との交流、こどもフェスティバル等での活動 等 40,000円 

愛知啓成高等学校 名鉄国府宮駅周辺にプランターの設置・清掃活動 等 40,000円 

6月15日 治郎丸中 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 233名 20名 

6月19日 牧川小 ○ ○ ○ 93名 7名 

6月20日 大里西小 ○ ○ ○ ○ ○ 184名 18名 

6月21日 六輪小 ○ ○ ○ ○ 191名 14名 

6月21日 千代田中 ○ ○ ○ ○ 71名 11名 

6月22日 千代田小 ○ ○ ○ 64名 8名 

6月26日 大里東小 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 106名 14名 

6月27日 祖父江小 ○ ○ ○ ○ 111名 9名 

6月28日 領内小 ○ ○ ○ ○ ○ 204名 16名 

6月29日 清水小 ○ ○ ○ ○ 167名 9名 

10月9日 坂田小 ○ ○ ○ 52名 5名 

10月10日 片原一色小 ○ ○ ○ ○ ○ 102名 11名 

10月12日 小正小 ○ ○ ○ ○ 75名 11名 

10月17日 長岡小 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 135名 17名 

10月23日 丸甲小 ○ ○ ○ ○ ○ 100名 13名 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 116名 15名 

11月1日 杏和高校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 236名 24名 

<点字コース>　　９名

<点字コース>　　小学５・６年生

<車いすコース>　小学４年生から６年生

<車いすコース>　８名

視覚障がい、身体障がい者への理解促進

<点字コース>　　平成３０年７月３０日（月）、３１日（火）

74名 14名 

計 714名 828名 96名 676名 214名 506名 75名 321名 103名 3,533名 349名 

11月8日 大塚小 ○ ○ ○ ○ ○ ○

助成金額学校名 主な活動内容

10月24日 稲沢東小

○福祉学習サポーター会議

稲沢東高等学校 福祉まつり等へのボランティア参加、校内外の清掃活動 等 40,000円 

平成３０年７月２３日（月）・３０日（月）（会場：社会福祉会館）　

市内３１施設

中学生以上の学生および教員

１０７名   （内訳）中学生７０名、高校生３６名、大学生１名

福祉施設でのボランティア体験学習

平成３０年８月２日（木）～８月３日（金）、　８月９日（木）～８月１０日（金）、
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【ボランティアチルドレン支援事業】
・開催日 平成３０年５月２７日（日）、６月２４日（日）、７月２２日（日）、９月１６日（日）、

１０月２１日（日）、１０月２７日（土）、１２月１５日（土）、　　

平成３１年１月１２日（土）、２月２４日（日）、３月１７日（日）　　（計１０回）

・会　場

・対象者

・参加者

・内　容

【置き傘設置事業】

・設置先

・配付数

【子育て支援事業】

○児童館・児童センター（乳児対象）での親子人形劇

・演目 『なかよしーずの「つくってあそぼ」』　企画制作　楽大夢

○ファミリーコンサート（幼児対象）

・開催日 平成３０年１２月１５日（土） ・参加者 ２２１名（６０世帯）

・会　場 名古屋文理大学文化フォーラム ・出演者 OSMY（オスミー）企画

【ひとり親家庭日帰り旅行】

・開催日 平成３０年１１月２３日（金・祝）

・内　容 鈴鹿サーキット

・参加者 親子２３組　５１名

【赤い羽根遊園地の整備】

○助成先

【児童福祉団体への活動費助成】

○助成先

稲沢市子ども会連絡協議会 264,000円 

稲沢市私立保育園連盟 48,000円 

稲沢市みらい子育てネット 60,000円 

５団体

団体名 助成金額

行政区

31名 

11月7日 小正すみれ児童館

10月17日 明治スズラン児童センター 48名 

54名 

12月12日

稲沢市保育士会 36,000円 

稲沢市母子寡婦福祉会 180,000円 

計 588,000円 

１，２２５本

市内小学校（２３校・新１年生対象）

開催日 会　場 参加者数

7月4日 大里東チューリップ児童センター 22名 

7月11日 西町さざんか児童センター 56名 

9月5日 信竜こどもの森児童館 40名 

9月12日 高御堂カトレア児童センター 25名 

10月3日

千代田ヒナギク児童センター 37名 

公園内に設置されたトイレが老朽化しているため撤去（安全確保） 86,400円 

計

社会福祉会館　他

下津クローバー児童センター 76名 

2月20日 祖父江あじさい児童センター 47名 

3月13日

矢合新田区 187,380円 

助成金額整備内容

ブランコ、はんと棒、滑り台の塗装等の改修（安全確保）

２行政区

479名 

10月24日 大里オリーブ児童センター

平和さくら児童館 43名 

小学４年生から中学３年生

子ども１２名、ボランティアサポーター７名

福祉に関する学習や交流活動（高齢者・障がい者）等

前浪区
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８　福祉育成事業

【社会福祉大会】

・開催日 平成３１年２月１１日（祝・月）

・会　場 名古屋文理大学文化フォーラム　中ホール

・参加者 ４０７名

・講演会 テーマ：「子どもたちの笑顔を守るために 私たちにできること」

講　師：島田 妙子 氏（一般財団法人 児童虐待防止機構オレンジCAPO理事長）

・顕彰内容

【福祉まつり】

・開催日 平成３０年１０月２７日（土）

・会　場 勤労福祉会館・豊田合成アリーナ

・来場者数 ４，９９８名

・主な催事 ・ボランティア・市民活動紹介

・高齢者・ボランティアグループ芸能発表

・民生委員・児童委員協議会活動啓発

・障害者福祉団体連合会（手話・点字体験 等）

・チャリティーバザー 等

○火災見舞金の支給 全焼・・・４件

半焼・・・１件

【災害ボランティアセンター整備】

○市総合防災訓練への協力（大里東中学校にて８月２６日実施）

・要配慮者体験（防災訓練参加者へ車いすの乗車及び介助体験の指導）

○センター運営必要物品の購入

顕彰区分

蓄電池、ラジオ（緊急警報放送対応型）、コンパクトカメラ、センターのぼり旗等

2件 
・多額の金品を寄付されたかた・団体 5件 

共募会長感謝 ・平成30年度に多額の金員を寄付されたかた・団体 63件 

・その他（個人）

計 210件 

【火災被災者への援護】

購入品

・多年にわたり多額の金員を寄付された団体 22件 
中央共募会長感謝伝達 ・平成30年度に多額の金員を寄付されたかた・団体 2件 
県共募会長感謝伝達 ・平成30年度に多額の金員を寄付されたかた・団体 15件 

・その他（個人） 1件 

・ボランティア 1件 
・社会福祉施設従事功労者 18件 

社協会長表彰

・障がい者福祉の向上に尽力されたかた 3件 

・社協理事・監事・評議員 1件 

・善行児童生徒 40件 
・地域福祉の向上に尽力されたかた・団体 3件 
・老人福祉の向上に尽力されたかた 6件 

社協会長感謝

・社会福祉施設従事功労者 16件 
・多額の金品を寄付された団体 1件 

・障がい者福祉の向上に尽力されたかた 4件 

顕彰項目
・地域福祉の向上に尽力されたかた 2件 
・老人福祉の向上に尽力されたかた 5件 

顕彰件数
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【防災・減災セミナー】

・開催日

・会　場

・参加者

・内　容

　　　　家族のいのちを守るアイディア、非常食のアイディアなど

・講　師 近藤ひろ子 氏（名古屋市港防災センター 防災教育アドバイザー）

○被災地支援活動交通費等助成金

： 被災地における災害ボランティアセンター（社協運営）での活動が２日間以上あるかた

： ４件 （活動先：岡山県倉敷市・総社市、広島県呉市・坂町）

： 計７７，７７０円

○防災人材育成研修等受講料助成金

： 平成３０年度愛知県主催の防災・減災カレッジ「地域防災または防災VCOコース」の修了者

： １件

： ３，０００円

【花いっぱい運動（花の苗の配付）】

・協力団体 稲沢市老人クラブ連合会

・配付実績 春の部　９６クラブ　　

秋の部　８７クラブ

（内訳）

【男性の子育て応援事業】

イクメン講座2018（連続講座）

・開催日／内容

 子育て講座「イクメン・コミュニケーション」

 親子遊び「パパも楽しむ工作教室」

 親子クッキング「子どもと一緒にキャラ弁づくり」

 読み聞かせ講座「子どもがよろこぶ読み聞かせ術」

 子育て体験談「先輩パパに聞く イクメンの秘訣とは」

・会　場 社会福祉会館

・参加者 親子１０組

【各種福祉団体への活動費助成】

・助成先 ３団体

・対象者

・助成件数

・助成金額

・対象者

・助成件数

・助成金額

11月18日（日）

12月2日（日）

1月19日（土）

2月3日（日）

2月23日（土）

開催日

講義： テーマ「ママのための防災講座　～小さないのちを守りたい～」

【災害ボランティア活動者支援事業】

稲沢市遺族会 72,000円 

稲沢市民生委員児童委員協議会 748,800円 

計 1,054,800円 

団体名 助成金額

稲沢保護区保護司会 234,000円 

内　　容

稲沢市保健センター

４３名

平成３１年３月１３日（水）

秋の部 13 6 8 13 7 20 20

明治 千代田 大里 祖父江 平和

春の部 13 11 10 13 9 20 20

地区 稲沢 稲沢東部
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９　歳末たすけあい配分金事業

・実施時期 １２月

・協力者 民生委員・児童委員　１９２名

・配付品 現金１，０００円

・配付件数

１０　小口資金貸付事業

○貸付限度額 ２万円

１１　くらし資金貸付事業 （県社会福祉協議会受託事業）

○貸付限度額 １０万円

１２　生活福祉資金貸付事業 （県社会福祉協議会受託事業）

○貸付限度額は貸付内容により変動

（貸付制度 内訳）

（市受託事業　※市役所福祉課内設置）

１　自立相談支援事業

（１）相談支援件数

一般相談件数 　　２０４件（実人数１２４名）

生活困窮相談支援件数 ２，２０８件（実人数１７８名）

（２）生活再建プラン作成件数       ５３件（実人数５３名）

（３）支援終結件数       ４０件（実人数４０名）

内、就労による支援終結 　      ９件（実人数　９名）

      ３７件（４）食糧支援事業(フードバンク)の活用

4件 0件

総合支援 福祉 緊急小口 教育支援 不動産

9件 0件

相談件数 貸付件数

32件 0件

貸付件数 0件 0件 0件 0件 0件

つなぎ

相談件数 4件 19件 1件 4件

0件

１３　生活困窮者自立支援事業　(福祉総合相談窓口）

相談件数 貸付件数

107件 45件

相談件数 貸付件数

特別児童扶養手当受給世帯

寝たきり高齢者世帯

【歳末援護事業】

138件 

障がい児者世帯 1,457件 

計 1,653件 

対象者世帯 配付件数

23件 

認知症高齢者 35件 
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（５）各種会議・研修状況

（６）視察受け入れ等

①視察受け入れ

富山県砺波市（市議会議員）

② 周知活動

主任児童委員会、地域包括支援センター代表者会議

２　家計改善支援事業

（１）相談支援件数 １５１件（実人数２６名）

（２）家計再生プラン作成件数 　　７件（実人数　７名）

（３）支援終結件数 　　２件（実人数　２名）

（４）出前講座 　

いっぷく『子ども向けお金の話』　　前浪ふれあいサロン『年金の話』

３　子どもの生活・学習支援事業

（１）運営体制

【国府宮会場】

   学習支援員 ５名、　学習支援補助員 １５名（大学生１５名）　

【平和会場】

   学習支援員 ６名、　学習支援補助員 ７名（大学生７名）　

（２）実施状況 ３９回（うち１回　台風のため休講）

（３）実施場所

【国府宮会場】　

総合文化センター　　

【平和会場】

平和らくらくプラザ

（４）実施内容

・学習支援教室（通称、ブリッジルーム）における学習支援

・学習に関する情報の提供及び相談（個別面談　年４回実施）

（５）受講者数

【国府宮会場】

１５名（延べ受講者数３１１名）

【平和会場】  

１６名（延べ受講者数３０８名）

（６）視察受け入れ等

　スクールソーシャルワーカー、多治見市社会福祉協議会

４　就労準備支援事業

（１）相談件数 　　９件（実人数　３名）

（２）就労準備支援プログラム作成 　　２件（実人数　２名）

（３）プログラムに基づく支援 　２１件（実人数　２名）

会議名称等 開催回数

支援調整会議 12回

福祉総合相談対策チーム会議 11回

職員研修（多重債務、引きこもり支援等） 17回
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１４　障害者相談支援事業

【基幹相談支援センター】 （市受託事業）

１　地域のネットワーク構築

（１）稲沢市地域自立支援協議会の開催

（２）他機関主催の連絡会議への出席

２　総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化の取り組み

（１）困難事例等への対応

（２）地域の相談支援事業者への指導・助言

３　権利擁護・虐待防止の取り組み
（１）障がい者虐待防止に関すること

検討会議
継続的対応

（２）成年後見制度利用支援に関すること
相談

13回

相談支援事業所連絡会 6回

3回 居住系事業所間のネットワーク構築等

個別支援会議 7回 困難事例への対応方針についての協議等

運営会議 5回 協議会の運営、調整等

4回

対応
市長申し立て要請

在宅医療・介護の地域への啓発活動について

稲沢市要保護児童対策協議会実務者会議 6回 要保護対策地域協議会対象児童への対応協議

稲沢市特別支援教育連携協議会 2回 通常学級に在籍する障がい児の支援等について

手話言語条例、成年後見センター等に関する協議等

障がい者虐待等に関する協議等

4回

会議名称

1回

6回 通所支援事業所間のネットワーク構築等

出席回数

稲沢市在宅医療・介護連携推進協議会 5回

その他

地域生活支援拠点等の整備に関する協議等

主な内容

尾張西部障害保健福祉圏域会議 1回

就労支援事業所連絡会 6回

権利擁護推進部会 2回

権利擁護推進部会作業部会 8回

就労支援部会

企業のための見学会に関する協議等

障がい者雇用の啓発に関する協議等

医療的ケア、地域生活支援拠点等に関する協議等

相談支援事業所間のネットワーク構築等

平成30年度活動報告の承認等

10回

対応回数（延べ） 93回

身体障がい 知的障がい 精神障がい 児　童

いなざわ特別支援学校ＰＴＡ進路相談会 1回 いなざわ特別支援学校ＰＴＡ進路相談会への協力

明治市民センター相談会 4回 明治地区まちづくり推進協議会相談会への協力

計

対応回数（延べ） 115回 153回 440回 10回 10回 728回

虐待相談 3件

虐待対応

継続的対応

小児慢性特定疾病児童等関係機関連携会議 1回 医療的ケア児支援等についての協議等

いなざわ特別支援学校評議員会 2回 学校運営の現状、課題の把握等

尾張西部圏域就労支援連絡調整会議 1回 就労定着支援事業、生活困窮者の就労支援等

地域移行推進連携会議 1回 長期入院者の地域移行・地域定着について

本会議 2回 部会活動等に関する協議等

会議名称 開催回数 主な内容

全体会

4回

就労支援部会作業部会 2回

地域生活支援部会

地域生活支援部会作業部会 5回

1回

4回 医療的ケア、地域生活支援拠点等に関する協議等

就労支援事業所間のネットワーク構築等

居住系事業所連絡会

通所支援事業所連絡会
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４　地域移行・地域定着の促進の取り組みに関する業務
精神科病院から地域移行促進のための推進会議

【相談支援事業所「障がい者サポートセンターい～な」】 （市受託事業）

１　障害支援区分認定調査の件数

※このうち名古屋市からの委託は4件、武豊町1件

２　相談支援
相談実人数
相談延べ件数
（内訳）
・福祉サービスの利用援助に関すること
・障がい・医療・健康に関する支援
・金銭・財産、収入等経済面のこと
・住居に関すること
・制度、法律に関すること
・人間関係に関すること
・就労に関すること
・保育・教育に関すること
・社会参加、余暇活動に関する支援
・虐待・ＤＶに関すること
・ひきこもりに関すること
・地域移行に関すること
・その他

（権利擁護、苦情、関係機関との連絡調整 等）

３　サービス等利用計画契約件数（平成３１年３月３１日現在）

（内訳）・身体障がい者 ・高次脳機能障がい
・知的障がい者 ・難病
・精神障がい者 ・障がい児
・発達障がい者

【相談支援事業所「障がい者サポートセンターまつのき」】 （市受託事業）

１　相談支援

相談実人数
相談延べ件数
（内訳）
・福祉サービスの利用援助に関すること
・障がい・医療・健康に関する支援
・金銭・財産、収入等経済面のこと
・住居に関すること
・制度、法律に関すること
・人間関係に関すること
・就労に関すること
・保育・教育に関すること
・社会参加、余暇活動に関する支援
・虐待・ＤＶに関すること
・ひきこもりに関すること
・地域移行に関すること
・その他

（権利擁護、苦情、関係機関との連絡調整 等）

1回 稲沢市の地域移行の取り組みについての協議

4241件
331件
96件
61件

163件
61件

71件
80件
11件

380名
5,287件

8件
0件

411件

サービス等利用計画契約件数 338件
80件

86件
104件
308件
130件
53件
44件

492名
7,046件

4,499件
999件

地域移行推進会議

2件
5件

89件

会議名称 開催回数 主な内容

北津島病院での院内講演会 1回 入院患者向けの講演会

88件
82件
17件
20件
3件

43件

290件
114件

介護給付費分調査 290件
訓練等給付費分調査 46件

計 336件

81件
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２　サービス等利用計画契約件数（平成３１年３月３１日現在）

（内訳）・身体障がい者 ・高次脳機能障がい

・知的障がい者 ・難病

・精神障がい者 ・障がい児

・発達障がい者

３　子育て総合相談センターでの活動

４　コミュニケーション支援教室「遊んで学ぶ会ピース」

１５　成年後見センター事業
（一部市受託事業）

（内訳）

・制度周知・啓発

・申し立てに関する相談

・申し立て事務手続き支援

・本人、関係者(家族等)の連絡調整

・関係機関との連携

・その他

成年後見利用移行数

（うち市長申立て事務支援件数 ）

【成年後見制度啓発講座】

・開催日 平成３１年２月１８日（月）、２２日（金）

・会　場 勤労福祉会館

・参加者 延べ３１名

・内　容 成年後見制度について

・講　師 ＜福祉職員向け＞　大宮 隆志　氏（稲沢総合法律事務所　弁護士）

　　　　　　　 今井 友乃　氏（NPO法人知多地域成年後見センター　事務局長）

＜一般市民向け＞　大野 修平　氏、内園 陽人　氏（愛知県司法書士会）

4件

1件

153件

5回 

6 65回 

あそびのひろば - - -

75件

社会福祉会館

計 29 35 34 38 22 28 36 28 14 25 27

3 -

参加者

21件

3件

2件

相談延べ件数 141件

16件

7件

6件

16件

相談実人数 19名

344回 

11月10日・24日、12月8日・22日
1月5日・26日、2月9日・23日

28

11月 12月 1月

15 201回 12 21 15 21 7 10相　　談 24 22

実施日 ※いずれも土曜日開催 実施場所

親子13組

15回 

4 58回 

巡回指導（学校） - 3 6 - - - 3

11 5 5 1 3 9巡回指導（保育園） 1 3 8 6 2

3 - - -

5 7 5 6 4 6親子支援教室 4 7 6 6 3

-

- - -

-

-

内　　容

集団活動（集団遊び、運動遊び）
座談会

-

14 23 17

2

3月 計活動区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

サービス等利用計画契約件数 305件

30件

63件

41件

13件

2月
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１６　福祉サービス利用援助事業　【日常生活自立支援事業】 （県社会福祉協議会受託事業）

・活動実績 平成３１年３月３１日現在

（内訳）

・認知症高齢者

・知的障がい者

・精神障がい者

１７　基金運営事業

○社会福祉基金の積み立て

○ボランティア基金の積み立て

１８　生活支援体制整備事業 （市受託事業）

１　生活支援（地域福祉）コーディネーターの活動実績

○ 第１層　生活支援コーディネーター（稲沢市全域の地域づくりを担当）

○ 第２層　地域福祉コーディネーターの活動実績（支所・市民センター地区の地域づくりを担当）

期末積立金額

243,716,386円

期首積立金額 本年度積立金額

１０名

寄付件数

26件 245,152,092円

期首積立金額 本年度積立金額 寄付件数

1,435,706円

（うち利子108,377円）

期末積立金額

19 件 地域包括支援センター、薬剤師会、健康づくりリーダー等との連携

生活支援サービスの展開 36 件

制度周知 11 件 市民向けリーフレットの作成

情報収集 38 件 近隣社協（一宮市、津島市、愛西市）の情報交換会実施

（うち利子6,439円）
13,745,804円

6,439円
0件 13,752,243円

項　目 件数 主な取り組み内容

サービスの創設・調整の相談対応 18 件 買い物弱者支援の仕組み創り

関係機関・団体 の連携

解約人数 ４名

新規人数 ０名

その他 104 件 社会福祉法人向けの地域貢献説明会実施

項　目 件数 主な取り組み内容

制度周知 52 件 民生委員・児童委員協議会、サロン、老人クラブ等での周知

情報収集 105 件 生活支援ニーズ調査実施（元気な高齢者 447名を対象）

勉強会等の開催 31 件 出前講座、職場内研修の実施

協議会の調整、運営 71 件 協議会の立上げ及び運営

地域課題の協議 13 件

マッチング 11 件 社会福祉法人や地域住民との協働・連携による地域課題の解決

関係機関との連携 529 件 まちづくり推進協議会、民生委員、地域包括等との連携

担い手養成 2 件

その他総合相談 92 件
地域住民からの福祉相談対応（他制度紹介、専門相談機関
へのつなぎ等）

相談支援件数 延べ６４３件

契約人数

２名

２名

６名

登録支援員数 ２４名 活動数 １５２回
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２　生活支援体制整備推進協議会（地域づくりについて話し合う場）の開設状況

３　視察受入れ、新聞報道等

〇 視察受入れ

〇 新聞報道

１９　訪問介護事業　【ケア・パートナー】

１　契約者数 （平成３１年３月３１日現在）

２　活動状況

２０　障害福祉サービス事業　【ケア・パートナー】

１　契約者数 （平成３１年３月３１日現在）

２　活動状況

介護予防訪問サービス

通院介助 16件

サービス内容 派遣件数

身体介護 1,634件

家事援助 1,496件

身体障がい 知的障がい 障がい児 精神障がい 計

6名 3名 0名 16名 25名

身体生活援助 211件

生活援助 149件

959件

１８名

サービス内容 派遣件数

身体介護 501件

明治地区 平成30年度 9月25日 12月6日 2月27日

大里西地区

区分（地区） 立上げ年度
開　催　日

第1回 第2回 第3回 第4回

第1層協議会 平成29年度 8月28日 2月4日

6月22日 9月10日 12月12日 3月7日

視察受入れ日 視察団体 視察目的

10月26日 砺波市議会（富山県） 稲沢市の生活支援体制整備事業全般　他

3月11日

岐阜県社会福祉協議会

社会福祉法人連携による地域づくりについて大垣市社会福祉協議会

可児市社会福祉協議会

平成30年度 9月21日 12月10日 2月18日

大里東地区 平成30年度 9月27日 11月28日 1月28日 3月12日

第2層
協議会

稲沢地区 平成30年度 10月11日 12月17日 3月7日

3月20日 可児市社会福祉協議会 平和地区の買い物弱者支援の仕組み創りについて

新聞掲載日 報道機関名 掲載内容

8月15日 中日新聞社 明治地区の居場所（サロン）紹介について

1月14日 福祉新聞社 平和地区の買い物弱者支援の仕組み創りについて

平和地区 平成29年度

20



２１　軽度生活援助事業
（市受託事業）

２２　就労支援事業

【障害福祉サービス事業所「まつのき」（生活介護・就労継続支援Ｂ型）】

１　開所日数

２　施設利用者数（平成３１年３月３１日現在）

３　延べ利用人数

４　主な行事等

（１）屋外研修（年２回実施）

（２）まつのきまつり

（３）保護者懇談会の開催

（４）その他行事等　　

・誕生会　・体操教室　・内科検診　・近隣散策　・消防訓練　・七夕　・クリスマス

・ハロウィン　・節分　・雛祭り　・ボウリング大会　・ダンス教室

1世帯 44件 44時間

派遣世帯数
家事援助

派遣件数 派遣時間

21 21 20 17 22 21 19

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

日数 20 21 19 240日

区分 生活介護 就労継続支援Ｂ型 計

男 6名 13名 19名 

女 6名 4名 10名 

計 12名 17名 29名 

19 20

生活介護 209 219 211 225 191 180 231 219 193 191 196

446 577 545 486 480 490 497 6,165名 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

6月20日（水） 事業報告、作業工賃、重要事項説明、年間行事予定等 22名 

実施日 行き先
参加者数

利用者 保護者 計

5月25日（金）
・三菱電機稲沢製作所
・刈谷ハイウエイオアシス

26名 19名 45名 

10月19日（金）
・多治見モザイクタイルミュージアム
・土岐プレミアムアウトレット

26名 21名 47名 

実施日 主な内容 備　考

12月7日（金）

①奏生演奏 ＨＯＴ奏生

②もちつき大会 奥田保育園児参加

③みんなでダンス 講師：スタジオスカイ

④ビンゴゲーム等

⑤冬期特別手当配付 寄付：大里西まちづくり推進協議会

実施日 主な内容 出席者数

就労継続支援Ｂ型 308 311 322 335 313 266 346 326 293 289 294 292 3,695名 

計 517 530 533

205 2,470名 

月 4月 5月

560 504
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２３　地域包括支援センター事業
（市受託事業・稲沢市民センター地区）

１　契約件数 件 （平成３１年３月３１日現在）

（内訳）

２　介護予防ケアマネジメント業務

３　総合相談支援業務

（内訳）

・介護保険利用援助

・新予防給付ケアマネジメント相談

・福祉サービス相談

・権利擁護関係相談

・実態把握、安否確認

・その他（健康相談、認知症の介護相談等）

（内容）

・ネットワークを活用した情報が寄せられやすい体制の構築

・地域活動への積極的な訪問・参加による情報収集

・高齢者への個別訪問

・当事者、家族、近隣者からの情報収集

４　権利擁護業務

・成年後見制度の利用が必要な場合の申し立て支援

・成年後見制度の円滑な利用に向けた広報

・関係機関との連携

・日常生活自立支援事業、その他の民間身元保証団体等の利用に向けた支援

５　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

（内容）

・地域ケア会議の開催

・関係機関、医療機関、地域のインフォーマルサービスとの連携体制づくり

・サービス担当者会議開催支援

・入院（入所）退院（退所）時の連携

・支援困難事例を抱える介護支援専門員への対応

・資質向上のための研修

・ケアマネジメントの指導

・介護支援専門員同士のネットワーク構築、情報交換

5,700件

144件

201件

487件

682件

実態把握 18件

成年後見制度の活用 延べ

・高齢者虐待防止法に基づく状況の確認と市と連携し事例に即した適切な対応

日常生活自立支援事業等への支援 延べ 2件

消費者被害への対応 延べ 74件

・消費者被害の把握と市や関係機関と連携し事例に即した適切な対応

合　計 延べ 201件

137件

260

契約件数 備考

事業対象者 12件 このうち委託は2件

要支援１ 92件 このうち委託は56件

要支援２ 156件 このうち委託は100件

基本チェックリスト実施 33件

相談件数 延べ 9,109件

1,895件

69件

虐待への対応 延べ 56件
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２４　居宅介護支援事業　【ケア・デザイン】

１　計画作成件数 １，１５０件

（内訳）

居宅介護支援計画（要介護1～5）

介護予防支援計画（要支援1～2）

２　要介護認定調査件数 ２８件

２５　自動販売機設置事業（収益事業）

社会福祉会館　玄関出入口 1台

870件

280件

設置場所 設置台数
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