
○第１回

第１号議案 会長・副会長の選定について

第２号議案 常務理事の選定について

第３号議案 顧問の委嘱について

以上、原案のとおり承認されました。

○第２回

第４号議案 平成２８年度事業報告について

第５号議案 平成２８年度資金収支決算について

第６号議案 平成２９年度資金収支補正予算について

第７号議案 定時評議員会の開催について

第８号議案 役員（理事・監事）候補者の選定について

第９号議案 評議員候補者の推薦について

第１０号議案 苦情解決第三者委員の承認について

以上、原案のとおり承認されました。

○第３回

第１１号議案 会長・副会長の選定について

第１２号議案 常務理事の選定について

第１３号議案 顧問の委嘱について

第１４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。

平成２９年度 　事 業 報 告 書

平成２９年６月１日（木） 会場： 商工会議所会館

出席理事：　　１３名

出席理事：　　１１名

会場： 商工会議所会館

出席理事：　　１３名

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２９年４月１日（土） 会場： 勤労福祉会館

平成２９年６月２２日（木）

近年、少子高齢化や核家族化等による家族形態の変容によって、地域社会が大きく変化し、地域
住民が抱える生活課題は多様化、複雑化しており、公的サービスだけで解決することが困難な中、
地域で暮らす全ての人が生き生きと幸せな生活を送るためには、住民同士の支え合いやセーフ
ティーネット機能の強化が重要になってきています。また、平成２９年５月において改正社会福祉
法が成立され、各自治体においては住民相互の支え合い機能を強化し、公的支援と協働して、地域
課題の解決を試みる体制の整備など「地域共生社会」の実現に向けた施策が進められています。

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２９年度における本会の各事業の詳細は下記のとおりです。

資料１
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○第４回

第１５号議案 平成３０年度事業計画について

第１６号議案 平成３０年度資金収支予算について

第１７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。

○定時評議員会

出席評議員：

第１号議案 平成２８年度事業報告について

第２号議案 平成２８年度資金収支決算について

第３号議案 平成２９年度資金収支補正予算について

第４号議案 役員（理事・監事）の選任について

第５号議案 役員及び評議員に対する報酬等の支給基準について

以上、原案のとおり承認されました。

○第２回

出席評議員：

第６号議案 平成３０年度事業計画について

第７号議案 平成３０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２８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２８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２９年５月２４日（水）

○第２回 平成３０年１月２６日（金）

○第３回 平成３０年３月５日（月）

【正副会長会の開催】
会場：

平成３０年３月１２日（月） 会場： 商工会議所会館

出席理事：　　８名

会場： 社会福祉会館

【監事会の開催】

社会福祉会館

【評議員会の開催】

会場： 社会福祉会館

出席監事：　　２名

平成２９年６月１９日（月） 会場：

平成３０年３月２２日（木） 会場： 商工会議所会館

１７名

平成２９年６月２２日（木） 会場： 商工会議所会館

２０名

会場： 社会福祉会館

平成２９年５月２２日（月）

社会福祉会館
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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

○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

◆点字講座

◇点訳奉仕員養成講座

◆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

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：　５０，７００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、視覚障害者の希望者に配付

○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

31名 

24回 155名 

24回 297名 

24回 200名 

24回 166名 

6,505名 

教室・講座名

126 696,000円 

24 86,000円 

487

227 238,000円 

347名 

12回 

3回 3名 

14,565名 

13,185名 

473,500円 

種　類 会員数 金額

26,441 13,220,600円 

開催回数 受講者数（延べ）

【市社会福祉会館の施設管理】

平成２６年度～平成２９年度（４か年）

282日 

34,255名 

3回 21名 

３　地域福祉活動推進事業

【会員の加入募集】

22回 81名 

24回 

応募者数 74通 73通 77通 65通 289通 

計 27,305 14,714,100円 

【広報紙の発行】

4月号 7月号 10月号 １月号 計

1,301名 
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○有料広告の募集・掲載

４月号→３社（このうち１社は２枠分掲載）、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：　１，０００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】

①地区まちづくり推進協議会との連携

・地区まちづくり推進協議会会議等出席　４８件

・地区まちづくり推進協議会事業との連携　１４件

・地区まちづくり推進協議会との意見交換会　２件

②地域（行政区等）への働きかけ

・制度周知、勉強会の開催等　２９件

・地域住民（区長等）との連携　１３件

③関係機関・団体との連携

・地域包括支援センターとの連携　１０１件

・地区老人クラブとの連携　１４件　　　

・その他団体等との連携　２件

④その他総合相談

・個別相談、個別支援　４７件

【地域見守りネットワーク事業】

○ネットワークの構築

○活動啓発

（行政区等への周知啓発、新聞販売店への協力依頼）

○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

【事業概要の発行】

1,062,000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

880,000円 ふれあい講演会、福祉ふれあいの集い、親子ふれあいの畑 等

710,000円 ふれあい広場、高齢者ふれあい広場、伝承あそび 等

２件

１件

【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 8,264,000円 

659,000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

1,560,000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

1,080,000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

759,000円 ふれあいコンサート、一人暮らし高齢者慰問活動 等

655,000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

899,000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
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○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２９年７月１１日（火）、７月２５日（火）、８月８日（火）、８月２２日（火）

○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。

【学生服リサイクル事業】

○回収物 市内中学校制服（冬服） 着

○対象者

○利用者

○内　容 家庭で卒業や成長で不用になった学生服（中学生の冬服）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６日、１月２７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

１３７，５０９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　小のぼり協賛金

○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

【出前福祉講座】

実施日 依頼団体 講座テーマ 受講者数

7月10日（月） 明治地区民生委員児童委員協議会 車いすの使い方 15名 

7月11日（火） 小正・下津地区民生委員児童委員協議会 アイマスクを使った体験 43名 

6月8日（木） 祖父江地区民生委員児童委員協議会 障がい福祉について、車いすの使い方 37名 

6月14日（水） 大里地区民生委員児童委員協議会 車いすの使い方 20名 

5月9日（火） 小正・下津地区民生委員児童委員協議会 車いすの使い方 42名 

5月18日（木） 尾張西クリニック 障がい福祉について 27名 

助成期間

北町ふれあいサロン　フルハウス 世代間交流事業　他 100,000 3

1月20日（土） 福島老人クラブ 地域のつながりの大切さ 27名 

地域のつながりの大切さ

2月25日（日） 生出老人クラブ 困ったら相談しよう 61名 

2月19日（月） いなば宿

8月8日（火） 小正・下津地区民生委員児童委員協議会 高齢者の気持ちを理解しよう 40名 

9月7日（木） 稲沢地域精神障害者家族会　稲穂会 障がい福祉について、障がい福祉サービスについて 18名 

3月25日（日） 中本町老人クラブ　和合会

社会福祉会館

延べ２４名

３８件

小学６年生～中学３年生

３８名

助成先 活動内容 助成金額

高齢者の気持ちを理解しよう 12名 

62名 

211
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４　ボランティアセンター運営事業

開催日： 平成２９年６月２日（金）

会　場： 社会福祉会館

参加者： 運営委員 １１名

内　容： ・委員長、副委員長の選任について

・平成２８年度稲沢市社会福祉協議会ボランティアセンター

運営報告並びに平成２９年度運営計画について

開催日： 平成２９年１１月２１日（火）

会　場： 社会福祉会館

参加者： 運営委員 ９名

内　容： 稲沢市社会福祉大会顕彰候補者の推薦について

【ボランティアセンター登録数】 （平成３０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

7月29日 1団体 9名 
高齢者施設での催し物 デイサービスおおや村 1団体

障害者施設での催し物 そぶえ福祉園 5月25日 1団体 6名 
4団体 19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 6月22日 1団体 5名 
イベントでの催し物 陸田老人クラブ 7月16日 1団体 4名 

イベントでの催し物 国分団地自治会 8月27日 1団体 2名 
3団体 14名 

稲沢夏まつり 稲沢夏まつり実行委員会

イベント補助 ＮＰＯ法人パンジー

登録者数 1,234名

内訳
グループ 65団体 1,189名

個　人 - 45名

【運営委員会の開催】

歩け歩け大会 稲沢市障害者福祉団体連合会 5月21日 2団体 8名 
個人 1名 

たんぽぽまつり たんぽぽハウス 4月23日 7団体 50名 
個人 2名 

４２件

 ２８件

活動及び補助行事名 依頼団体 派遣日 派遣者（団体）数

2名 

ひまわりの会 一宮保健所 10月18日 1団体 2名 
社会見学会 稲沢市障害者福祉団体連合会 10月22日 2団体 7名 

アンケート集計 稲沢市障害者福祉団体連合会 10月1日 1団体 7名 
すずマルシェ すずの郷 10月8日 1団体 4名 

8月1日
8月26日 9団体 81名 

個人 4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 11月11日 2団体 7名 
11月18日 2団体 8名 

福祉まつり 社会福祉協議会 10月28日 12団体 104名 
ふれあいサロンの催し物 ふれあいサロンえくぼの会 11月2日 1団体 1名 

定期演奏会 稲沢雅楽会 11月25日 1団体 6名 

1団体 11名 

11月22日 1団体 2名 
11月25日 1団体 3名 

11月20日 1団体 2名 
1団体 2名 

アンケート集計 稲沢市障害者福祉団体連合会 12月17日 1団体 7名 
障害者のボーリング大会 稲沢ライオンズクラブ 1月20日 3団体 18名 

たのしいクリスマス会 稲沢市役所こども課 12月9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10日 2団体 10名 

イベント補助 一般社団法人教育サポート協会 2月3日 4団体 15名 
社会福祉大会 社会福祉協議会 2月10日 1団体 8名 

大塚南老人クラブ 3月18日 1団体 6名 
計 73団体 451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11日

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

11月21日

ふれあいサロンの催し物 ふれあいサロンたんぽぽの会 3月10日
総会での催し物 小正五区老人会 3月17日 1団体 9名 
総会での催し物
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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

１８団体

芸能ボランティア（手品）

外来患者支援（車いす介助）

料理ボランティア

聴覚障がい者支援（手話）

料理ボランティア

防災・減災活動

身体障がい者施設入所者支援

聴覚障がい者支援（手話）

視覚障がい者支援（広報等音訳）

芸能ボランティア（オカリナ）

児童支援（本の読み聞かせ）

聴覚障がい者支援（手話）

芸能ボランティア（オカリナ）

高齢者支援（本の朗読）

聴覚障がい者支援（手話）

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：　５０，７００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、視覚障害者の希望者に配付

【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

いーなリーナ 20,000円 

要約筆記「いなざわ」 14,000円 

いきなエプロン 11,000円 

稲沢手話サークルつくしの会 18,000円 

男のエプロン 9,000円 

秋桜＆やまぼうし 20,000円 

ボランティア律＆敏 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 

ボランティアグループ名 助成金額

社会福祉会館 交流、情報交換 4名

音声訳ボランティアグループせせらぎ 20,000円 

あすなろ 20,000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 

防災ボランティア稲沢 20,000円 

愛厚はなのきの里支援ボランティアグループ 20,000円 

平和町手話サークル「結びの会」 14,000円 

7月28日（金） 社会福祉会館
平成２８年度事業報告並びに平成２９年度事業計画につ
いて

12名

10月28日（土）
豊田合成アリー

ナ
福祉まつりにおいてボランティアＰＲブース運営 3名

計 324,000円 

実施日 会　場 主な内容 参加者数

青空手話サークル 20,000円 

朗読グループ「ぬくもり」 18,000円 

11月27日（月）

12月10日（日）
一宮市尾西市民

会館
西尾張ブロックボランティアフェスティバルの視察

主な活動内容

芸能ボランティア（コーラス）

傾聴ボランティアみみの葉 高齢者支援（傾聴） 20,000円 

くさのみ 20,000円 

12名

3月22日（木）
愛西市八開総合
福祉センター

愛西市ボランティア連絡協議会との意見交換 21名
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【ボランティア講座】

<初心者向け>

○開催日

○会　場

○参加者

○内　容 ボランティアの基礎講義

活動発表（稲沢福祉ネットワークなおい）

<活動者向け>

○開催日 平成３０年３月１１日（日）

○会　場 勤労福祉会館

○参加者 １５名

○内　容 講義「人が集まるボランティアの募集・長続きするための受け入れの仕方」

○講　師 特定非営利活動法人ボラみみより情報局　織田元樹 氏

【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

○会　場

○対象者

○参加者 ８４名

【ふくしグラウンド・ゴルフ大会（２３回）】

○開催日

○会　場

○参加者

○主　管

【命のバトン配付事業】

○配付本数

（平成２９年度までの配付件数　５，２１２本）

○配付対象

○使用回数

【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 ３４４，０００円

平成３０年２月２５日（日）

国府宮神社

７７歳以上の高齢者

平成２９年１１月２６日（日）

陸上競技場

５０２名

稲沢市グラウンド・ゴルフ協会

福祉ふれあい活動総合補償 9件 398名 

【長寿祈願祭】
平成２９年９月１８日（月）

ボランティア活動保険 - 1,730名 
（個人）17名
（団体）延べ116団体　1,713名

ボランティア行事用保険 68件 8,659名 

社会福祉会館

保険名 加入件数 加入者数 備　考

３３４本

ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦 等

７回

１０名
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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）　　　　　　　　　　

○開催日 平成３０年３月３日（土）

○会　場 勤労福祉会館

○参加者 ４４名

○内　容 講演会　テーマ「発達につまずきのあるかたの療育・教育・社会自立への応援～」

～トップダウンとボトムアップをめぐって～

○講　師 小林 重雄　氏（筑波大学名誉教授）

【福祉自動車の貸出し】

※車両入替（1月廃車）

※車両入替（2月新車）

○貸出件数 （本所２９２件、西部支所５０件）

【障害者福祉団体への活動費助成】

○助成先

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

ハッピー２号　（タウンボックス660cc・リアリフトタイプ） 50件 

ハッピー３号　（タウンボックス660cc・リアスロープタイプ） 19件 

ハッピー５号　（ノア2,000cc・リアスロープタイプ） 114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）　

【障がい者支援事業】

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） 5件 

ハッピー３号　（Ｎ－ＢＯＸ660cc・リアスロープタイプ） 3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

６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） 69件 

計 260件 

【車いすの貸出し】
３４２件

稲沢地域精神障害者家族会　稲穂会 36,000円 

計 968,000円 

63,000円 
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７　児童福祉事業

【福祉実践教室】

○実施内容

【福祉体験作文コンクール協賛】

○対象者 小学生、中学生、高校生

○応募数 １９点

【福祉教育活動育成費の助成】

10月24日

10月19日

6月22日

6月21日

6月16日

6月16日

まちづくり 参加者

○

6月1日 祖父江中

○ ○ ○

81名 

○ 102名 

6月13日 山崎小 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

196名 6月2日

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

○

○ ○

○ ○

148名 

○ 207名 

6月7日 稲沢東小 ○ ○ ○ ○

6月5日 稲沢北小 ○ ○ ○ ○

○

○ ○ 182名 

稲沢西中

○

6月12日 稲沢中 ○ ○ ○ ○

○

○ 170名 

46名 

6月14日 稲沢西小 ○ ○ ○

6月14日 三宅小 ○ ○

6月15日 治郎丸中 ○ ○ ○ ○

6月15日 国分小 ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ 240名 

105名 ○

○

○ 223名 六輪小 ○ ○ ○ ○

○ ○ 87名 大里東小 ○ ○ ○

○ 56名 

○ 78名 

6月23日 千代田小 ○ ○

6月22日 千代田中 ○ ○ ○

42名 

116名 

6月27日 法立小 ○ ○ ○

6月26日 祖父江小 ○ ○ ○ ○

○ 171名 

123名 

6月30日 清水小 ○ ○ ○

6月29日 高御堂小 ○ ○ ○ ○

○ 48名 

96名 

10月11日 坂田小 ○ ○

10月4日 片原一色小 ○ ○ ○ ○

○ ○ 126名 

○ 75名 

10月18日 長岡小 ○ ○ ○ ○

10月13日 小正小 ○ ○ ○

93名 

○ ○ ○ ○

201名 

丸甲小 ○ ○ ○

領内小 ○ ○ ○ ○ ○

○ 69名 

240名 

11月2日 大塚小 ○ ○ ○ ○ ○

応募数 11点 5点 3点

○

会　場：　平和らくらくプラザ

参加者：　福祉学習サポーター２８名

内　容：　今後の福祉実践教室のあり方について 等

（内訳） 小学生 中学生 高校生

36名 3,768名 

○研修会 開催日：　平成３０年２月６日（火）

計 814名 807名 139名 677名 282名 561名 93名 359名 

11月2日 杏和高 ○ ○ ○ ○ 23名 

378名 

杏和高等学校 聴覚障害者との交流、子どもフェスティバル等へのボランティア参加 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 

助成金額

稲沢高等学校 あしなが学生募金や稲沢夏まつり等へのボランティア参加 等 20,000円 

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

学校名 主な活動内容

○ 95名 6月20日 牧川小 ○

○ 161名 

○ 191名 

下津小 ○

大里西小

21名 

20名 

サポーター

13名 

12名 

16名 

17名 

11名 

5名 

11名 

15名 

9名 

7名 

10名 

8名 

11名 

17名 

14名 

8名 

8名 

16名 

21名 

8名 

15名 

4名 

9名 

14名 

17名 

18名 

○

○

○
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【ボランティア探検隊】

○開催日

<Ｂコース>　平成２９年８月２２日（火）、２３日（水）

○会　場

<Ｂ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１７日（木）～８月１８日（金）、　８月２２日（火）～８月２３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７、障害者施設２、児童施設１６、病院２

○対象者

○参加者

○内　容

【ボランティアチルドレン支援事業】
○開催日 平成２９年５月２８日（日）、６月２５日（日）、７月２３日（日）、９月１６日（土）、

１０月１５日（日）、１１月１９日（日）、１２月１７日（日）、　　

平成３０年１月７日（日）、２月１８日（日）、３月４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 「ミーくんのたのしいおつかい」　人形劇団「むすび座」

１，２８０本

市内小学校（２３校・新１年生対象）

福祉に関する学習や交流活動（高齢者・障がい者）等

子ども１３名、ボランティアサポーター７名

小学４年生から中学３年生

平成２９年７月２４日（月）・３１日（月）（会場：社会福祉会館）　

市内２７施設

中学生以上の学生および教員

９９名   （内訳）中学生６１名、高校生３６名、大学生１名、教員１名

福祉施設でのボランティア体験学習

<Ｂコース>　８名

社会福祉会館　他

身体障がい者への理解促進

平成２９年８月３日（木）～８月４日（金）、　８月８日（火）～８月９日（水）、

9月13日 下津クローバー児童センター 49名 

9月27日 信竜こどもの森児童館 54名 

7月5日 大里東チューリップ児童センター 87名 

9月6日 西町さざんか児童センター 43名 

開催日 会　場 参加者数

2月21日 祖父江あじさい児童館 33名 

3月7日 小正すみれ児童館 41名 

12月13日 高御堂カトレア児童センター 60名 

1月24日 大里オリーブ児童センター 31名 

10月4日 平和さくら児童館 40名 

10月18日 明治スズラン児童センター 57名 

3月14日 千代田ヒナギク児童センター 34名 

計 529名 

<Ａコース>　平成２９年８月１日（火）、２日(水)

<Ａコース>　勤労福祉会館、愛厚はなのきの里

小学４年生から６年生

<Ａコース>　９名
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○ファミリーコンサート（幼児対象）

・開催日 平成３０年１月２１日（日）

・会　場 名古屋文理大学文化フォーラム

・参加者 １７５名（５０世帯）

・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２９年９月２日（土）

○内　容 伊賀の里 モクモク手作りファーム（ウインナー作り体験）

○参加者 親子２７組　６０名

【赤い羽根遊園地の整備】

【児童福祉団体への活動費助成】

○助成先

８　福祉育成事業

【社会福祉大会】

○開催日 平成３０年２月１０日（土）

○会　場 名古屋文理大学文化フォーラム

○参加者 ３８１名

○講演会 テーマ：「子どもの貧困とひとりぼっちのないまちづくり」

講　師：幸重忠孝氏（幸重社会福祉士事務所　代表）

○アトラクション 手話パフォーマンス（愛知県立杏和高等学校JRC部）

○顕彰内容

稲沢市子ども会連絡協議会 272,000円 

稲沢市私立保育園連盟 48,000円 

稲沢市母親クラブ連絡協議会 60,000円 

助成金額

申請なし

５団体

団体名 助成金額

行政区 整備内容

・障がい者福祉の向上に尽力されたかた 3件 

・社会福祉施設従事功労者 7件 

・多額の金品を寄付された団体 1件 

顕彰項目

・地域福祉の向上に尽力されたかた 1件 

・老人福祉の向上に尽力されたかた 1件 

稲沢市保育士会 36,000円 

稲沢市母子寡婦福祉会 180,000円 

計 596,000円 

顕彰件数

社協会長表彰

9件 

・多額の金品を寄付されたかた・団体 9件 

共募会長感謝 ・平成29年度に多額の金員を寄付されたかた・団体 64件 

・障がい者福祉の向上に尽力されたかた 1件 

・児童福祉の向上に尽力されたかた 7件 

・社協理事・監事・評議員 6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 5件 

・老人福祉の向上に尽力されたかた 1件 

社協会長感謝

・社会福祉施設従事功労者

計 185件 

・多年にわたり多額の金員を寄付された団体 15件 

中央共募会長感謝伝達 ・平成29年度に多額の金員を寄付されたかた・団体 3件 

県共募会長感謝伝達 ・平成29年度に多額の金員を寄付されたかた・団体 12件 

顕彰区分

12



【福祉まつり】

○開催日 平成２９年１０月２８日（土）

○会　場 勤労福祉会館・豊田合成アリーナ

○来場者 ５，４２９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（大里中学校にて８月２７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

【家具転倒防止啓発講座】

○開催日

○会　場

○参加者

○内　容 講義

（家具転倒防止対策の必要性、家具固定の方法、活動事例の紹介　等）

実技

（家具固定の取り付け方法、ガラス飛散防止フィルム貼り方法）

○講　師

【防災・減災セミナー】

○開催日

○会　場

○参加者

○内　容

○講　師

被災地支援活動交通費等助成金

○対　象 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

○助成件数 １件 （活動先：福岡県朝倉市災害ボランティアセンター）

○助成金額 １５，０００円

社会福祉会館

８名

佐藤 宜一　氏（防災ボランティア稲沢　会長）

酒井 律治　氏（防災ボランティア稲沢）

尾関   浩  氏（防災ボランティア稲沢）

【火災被災者への援護】

購入品

平成３０年２月２４日（土）

則竹 康伸　氏（防災ボランティア稲沢）

３８名

講義： テーマ「自助・共助について」「子育て世帯に関する備えについて」

ワークショップ： 簡易オムツ作り、簡易スリッパ作り等

永田 佳子 氏（愛知県助産師会）

紅林 優樹 氏（稲沢市 危機管理課）

【災害ボランティア活動者支援事業】

名札シール（ボランティア活動者用）、備蓄用ガソリン（発電機用）、手指消毒剤、
工具セット、サイレント付きメガホン、水入れ用タンク、ヘルメット等

平成３０年２月１７日（土）

勤労福祉会館
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防災人材育成研修等受講料助成金

○対　象 平成２９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

○助成件数 ５件

○助成金額 １５，０００円 （ひとり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　１００クラブ　　

秋の部　９１クラブ

（内訳）

【男性の子育て応援事業】

○開催日／内容

イクメン講座２０１７（連続講座）

※10月21日予定の野外料理体験は台風接近の理由で中止。

○会　場 社会福祉会館、愛知文教女子短期大学（10/7のみ）

○参加者

【各種福祉団体への活動費助成】

○助成先 ３団体

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　１８８名

○配付品 現金１，０００円

○配付件数

親子遊び「パパも楽しむ工作教室」

子育て講座「イクメンコミュニケーション」８月２０日（日）

９月３日（日）

９月１７日（日）

１０月７日（土）

１０月１４日（土） 先輩パパの子育て体験談「先輩パパに聞く　イクメンの秘訣とは」

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」

平和

22

22

地区 稲沢 稲沢東部 明治

開催日 内　　容

19

秋の部 13 8 8 13 9 18

千代田 大里 祖父江

春の部 13 11 10 14 11

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 

親子９組

団体名 助成金額

稲沢保護区保護司会 234,000円 

特別児童扶養手当受給世帯

寝たきり高齢者世帯 28件 

認知症高齢者 40件 

開催日 内　　容

130件 

障害児者世帯 1,461件 

計 1,659件 

対象者世帯 配付件数

１１月４日（土） リースづくり

１１月２５日（土） 煎茶道体験

イクメン親子体験・交流会

【歳末援護事業】
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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 　　１５４件（実人数１１２名）

生活困窮相談支援件数 １，５１３件（実人数１８０名）

（２）生活再建プラン作成件数       ４６件（実人数４６名）

（３）支援終結件数       ４３件（実人数４３名）

内、就労による支援終結 　      ９件（実人数　９名）

      ３８件

（５）各種会議・研修状況

（６）視察受け入れ、活動事例発表　等

①視察受け入れ

東京都小金井市（市議会議員）、岐阜市役所（担当者）、江南市社会福祉協議会（担当者）

②稲沢市の活動事例発表

緊急食糧支援に関する情報交換会（東海三県の生活困窮担当職員）

愛知県学習支援ボランティア養成講座

相談件数 貸付件数

48件 25件

相談件数 貸付件数

7件 0件

総合支援 福祉 緊急小口 教育支援 不動産

14件 0件

相談件数 貸付件数

22件 0件

貸付件数 0件 0件 0件 0件 0件

職員研修（多重債務、引きこもり支援等） 14回

（４）食糧支援事業(フードバンク)の活用

つなぎ

相談件数 1件 8件 3件 3件

福祉総合相談対策チーム会議 15回

0件

１３　生活困窮者自立支援事業　(福祉総合相談窓口）

会議名称等 開催回数

支援調整会議 12回
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③ＮＨＫ番組（ナビゲーション）制作協力

8050（親の年金で暮らす無職の50代）支援の現状について取材を受ける

２　家計相談支援事業

（１）相談支援件数 １６２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 　　１件（実人数　１名）

３　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 １０名（大学生１０名）　

【平和会場】

学習支援員 ４名、　学習支援補助員 ６名（大学院生１名、大学生５名）　

（２）実施状況 ３６回

（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３回実施）

（５）受講者数

【国府宮会場】１７名（延べ受講者数４０３名）　　【平和会場】２０名（延べ受講者数２５１名）

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

本会議 2回 部会活動、障害福祉計画に関する協議等

会議名称 開催回数 主な内容

全体会 会長、副会長選任、平成29年度計画の承認等

就労支援事業所連絡会 6回

通所支援事業所連絡会 8回

権利擁護推進部会 2回

相談支援事業所連絡会 6回

就労支援部会 4回

就労支援部会作業部会 5回

地域生活支援部会 4回

個別支援会議

居住系施設意見交換会 1回

1回

6回 困難事例への対応方針についての協議等

運営会議 6回 協議会の運営、調整等

通所支援事業所間のネットワーク構築等

就労支援事業所間のネットワーク構築等

相談支援事業所間のネットワーク構築等

障害者差別に関する協議等

企業のための見学会、農福連携に関する協議等

障害者雇用の啓発に関する協議等

居住系施設の課題に関する協議等

医療的ケア、短期入所に関する協議等
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（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）障害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

４　地域移行・地域定着の促進の取り組みに関する業務
（１）精神科病院からの地域移行の促進のため、推進会議を行いました。

【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13件、新城市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
・障害・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）

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

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

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

精神保健福祉関係機関連絡会議 1回 長期入院者の地域移行・地域定着について

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 1回 通常学級に在籍する障害児の支援等について

2回
42回

対応回数（延べ） 111回

身体障害 知的障害 精神障害 児童

触法障害者支援連絡会議 2回 触法障害者の支援についての協議等

明治市民センター相談会 5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） 141回 168回 367回 10回 8回 694回

虐待相談 2件

虐待対応

64件
20件

108件
50件
6件

36件

490名
4,355件

2,827件
678件
174件
44件

介護給付費分調査 262件
訓練等給付費分調査 78件

計 340件

継続的対応 10回

5件
0件

343件

2回

会議名称 出席回数

稲沢市在宅医療・介護連携推進協議会 8回

会議名称 開催回数 主な内容
地域移行推進会議 2回 稲沢市の地域移行の取り組みについての協議

その他

基幹センターと地域アドバイザーとの連携等

主な内容

尾張西部障害保健福祉圏域会議 2回

相談 4件

対応
市長申し立て要請
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３　サービス等利用計画契約件数（平成３０年３月３１日現在）

（内訳）・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・高次脳機能障害
・難病
・障害児

【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
・障害・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）

２　サービス等利用計画契約件数（平成３０年３月３１日現在）

（内訳）・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

・発達障害者

・高次脳機能障害

・難病

・障害児

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」

60件

内　　容

集団活動（集団遊び、運動遊び）
座談会

参加者

親子17組

サービス等利用計画契約件数 313件
73件

10件
26件

3345件
315件
63件
28件
90件
69件

62件
81件
6件

3件

295名
4,102件

0件

88件

2月 3月 計

2件

130件

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 260件

28件

56件

33件

8件

3件

- 3 6回 

3 50回 

あそびのひろば - - - 3 - - -

6 6 4 6 6 4親子支援教室 - - 6 5 4

24 32 17 22

- - 12回 

11 65回 

巡回指導（学校） - 4 1 - - 2 2

6 5 4 4 5 -巡回指導（保育園） 3 9 7 5 6

320回 

11月4日（土）・18日（土）
12月2日（土）・16日（土）
1月6日（土）・20日（土）
2月3日（土）・17日（土）

社会福祉会館

計 19 27 31 26 37 30 26

実施日 実施場所

2 - 1

- - -

11月 12月 1月

43件
21件
29件
3件

5 187回 16 13 19 14 20 13相　　談 16 14 17 13 27

29
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１５　成年後見センター事業
（一部市受託事業）

（内訳）

・制度概要説明

・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

・制度の普及、啓発

・その他

成年後見利用移行数

（内、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２９年１２月７日（木）

○会　場 勤労福祉会館

○参加者 ２１名

○内　容 講演会

テーマ：任意後見制度について、遺言・死後事務委任契約について

○講　師 大宮 隆志　氏（稲沢総合法律事務所　弁護士）

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30年3月末現在

（内訳）

・認知症高齢者

・知的障害者

・精神障害者

○研修会等

生活支援員養成研修 開催日：　平成３０年２月１３日（火）、２月２０日（火）

会　場：　　社会福祉会館

参加者：７名

内　容：　　事業概要、対象者（知的障害、精神障害、認知症）の理解

対人援助の基礎理解　等

１７　基金運営事業

○社会福祉基金の積み立て

期首積立金額 本年度積立金額

27件

0件

2件

2件

2件

相談延べ件数 54件

10件

4件

7件

4件

相談実人数 16名

３名

登録支援員数 ２４名 活動数 １５８回

３名

契約人数 １４名
新規人数 ３名

解約人数 ３名

８名

寄付件数

（うち利子102,282円）

期末積立金額

242,531,177円
1,185,209円

30件 243,716,386円
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○ボランティア基金の積み立て

１８　生活支援体制整備事業

第１層（市全域）

○活動実績

制度周知　　11件

情報収集　　65件

サービスの創設・調整の相談対応　　14件

関係機関・団体の連携　　　　　 　148件

その他　　　　　　　　　　　　　　38件

○稲沢市生活支援体制整備推進協議会の運営補助

○関係機関とのネットワーク化

地域課題意見交換会　　　年３回実施

地域包括支援センター、地域福祉コーディネーターとの情報共有、意見交換の場を設定。

第２層モデル地区（平和地区）実施期間　平成29年9月～平成30年3月

○活動実績

制度周知　　　11件

情報収集　　　　5件

勉強会、意見交換会の開催　　　7件

協議体の運営（委員調整含む）　12件

関係機関・団体との連携　　　　104件

その他　　　　　　　　　　　　　8件

○平和地区生活支援体制整備推進協議会の運営

１９　訪問介護事業　【ケア・パートナー】

１　契約者数 （平成３０年３月３１日現在）

２　活動状況

身体生活援助 92件

生活援助 575件

介護予防 221件

（うち利子2,836円）

１８名

サービス内容 派遣件数

身体介護 705件

13,742,968円
2,836円

0件 13,745,804円

平成30年1月19日（金） 平和地区の現状、事例報告、意見交換

平成30年3月16日（金） 移動支援、意見交換

平成29年7月20日（木）

期末積立金額

開催日（全２回） 内　　容

総合 576件

協議会の目的・役割、現状報告、
生活支援コーディネーターの活動、モデル地区

平成30年2月26日（月） 実績報告、次年度の活動について

開催日（全３回） 内　　容

平成29年11月30日（木）概要説明、情報交換会

期首積立金額 本年度積立金額 寄付件数
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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３０年３月３１日現在）

２　活動状況

２１　軽度生活援助事業
（市受託事業）

２２　就労支援事業

【障害者サービス事業所「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３０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）

身体障害 知的障害 障害児 精神障害 計

8名 3名 0名 15名 26名

2世帯 62件 62時間

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

通院介助 3件

派遣世帯数
家事援助

派遣件数 派遣時間

サービス内容 派遣件数

身体介護 1,391件

家事援助 1,358件

20 19 18 21 240日

区分 生活介護 就労継続支援Ｂ型 計

計

日数 20 20 22 20 20 20 20 20

10月 11月 12月 1月 2月 3月

計 12名 17名 29名 

月 4月 5月 6月 7月 8月

男 6名 13名 19名 

女 6名 4名 10名 

208 212 190 181 233 2,442名 

3月 計

生活介護 206 213 231 212 188 168 200

9月 10月 11月 12月 1月 2月

314 3,697名 

計 507 501 547 502 504 497 516

329 316 310 322 307 288就労継続支援Ｂ型 301 288 316 290 316

5月28日（金） 東山動植物園 24名 20名 44名 

10月20日（金） 中部国際空港（セントレア） 25名 22名 47名 

実施日 行き先
参加者数

利用者 保護者 計

518 534 497 469 547 6,139名 
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（２）まつのきまつり

（３）保護者懇談会の開催（年２回）

（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

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３０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

6月21日（水） 事業報告、平均工賃、重要事項説明、年間行事予定等 23名 

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

実施日 主な内容 備　考

12月1日（金）

①マジックショー 敏＆律

②感謝もちつき会 奥田保育園児参加

③ダンス・ダンス・ダンス 講師：スタジオスカイ

243件

123件

619件

942件

要支援１ 65件 このうち委託は26件

基本チェックリスト実施 18件

相談件数 延べ 9,414件

232

契約件数 備考

事業対象者 34件 このうち委託は17件

要支援２ 133件 このうち委託は80件

実態把握 33件

1,562件

5,925件
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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

・質の向上のための研修

・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

６　要介護認定調査

２４　居宅介護支援事業　【ケア・デザイン】

１　計画作成件数 １，０８９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 １５６件

２５　自動販売機設置事業（収益事業）

設置場所 設置台数

社会福祉会館　玄関出入口 1台

2件

933件

156件

消費者被害への対応 延べ 34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

14件

虐待への対応 延べ 42件

・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 33件

123件

152件

成年後見制度の活用 延べ
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