
○第１回

第１号議案 平成３０年度事業報告について

第２号議案 平成３０年度資金収支決算について

第３号議案 令和元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）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 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２回

産業会館

第８号議案 会長・副会長の選定について

第９号議案 常務理事の選定について

第１０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３回

・書面による決議

第１１号議案 理事候補者の選定について

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。

・出席理事：　　１２名

・令和元年６月２１日（金） ・会場：

・出席理事：　　１１名

社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会

令和元年度 　事 業 報 告 書

１　法人運営事業

【理事会の開催】

・令和元年６月４日（火） ・会場： 商工会議所会館

・令和元年１２月９日（月）

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。

そこで、本会におきましても住民主体の地域福祉活動の輪を広げ、地域における支え合いの仕組み

の再構築を目指すとともに、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の

強化を図りました。また、地域福祉活動計画に示した、①みんなに身近な社協を実現する、②地域組

織とさらに連携し、地域福祉を推進する、③地域の多様な課題の解決をめざす、④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。

令和元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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○第４回

第１３号議案 副会長の選定について

第１４号議案 定款の一部変更について

第１５号議案 令和元年度資金収支補正予算について

第１６号議案 評議員候補者の推薦について

第１７号議案 苦情解決第三者委員の補充について

第１８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。

○第５回

第１９号議案 令和２年度事業計画について

第２０号議案 令和２年度資金収支予算について

第２１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

産業会館

・出席評議員：

第１号議案 平成３０年度事業報告について

第２号議案 平成３０年度資金収支決算について

第３号議案 令和元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

　以上、原案のとおり承認されました。

○第２回

・書面による決議

第５号議案 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３回

・出席評議員：

第６号議案 定款の一部変更について

第７号議案 令和元年度資金収支補正予算について

　以上、原案のとおり承認されました。

○第４回

・出席評議員：

第８号議案 令和２年度事業計画について

第９号議案 令和２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。

○第１回

・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。

商工会議所会館

１５名

・令和２年３月２７日（金） ・会場： 産業会館

１５名

・令和元年６月２１日（金） ・会場：

１７名

・令和元年１２月２０日（金）

・令和２年１月１４日（火） ・会場：

・令和２年３月１６日（月） ・会場： 商工会議所会館

・出席理事：　　１１名

【評議員会の開催】

・令和元年１２月２６日（木） ・会場：商工会議所会館

・出席理事：　　１２名

【評議員選任・解任委員会の開催】

・令和元年６月１９日（水） ・会場： 社会福祉会館
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○第２回

・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。

監査報告について

　以上、平成３０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 ・令和元年５月２９日（水）

○第２回 ・令和２年３月１３日（金）

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（らくらくプラザ会場）

◆手話入門講座（らくらくプラザ会場）

◇手話入門講座

◆手話基礎講座

◇点訳奉仕員養成講座

◆書道・ペン講座

◇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

・会場： 社会福祉会館

13,619名 

教室・講座名 開催回数 受講者数（延べ）

22回 191名 

【市社会福祉会館の施設管理】

【監事会の開催】

・令和元年５月２３日（木） ・会場： 社会福祉会館

・出席監事：　　２名

・令和２年１月７日（火）

平成３０年度～令和２年度（３か年）

279日 

33,818名 

5,354名 

14,845名 

平成３０年度事業報告及び資金収支決算について

【正副会長会の開催】

・会場： 社会福祉会館

・会場： 社会福祉会館

4回 17名 

1回 6名 

※2月29日から、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止のため中止 1,180名 

22回 111名 

6回 10名 

22回 184名 

22回 262名 

21回 242名 

22回 157名 

3



○加入状況

一般会員

賛助会員

特別会員

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：　各５１，５００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→３社、１月号→３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】

○第2層　地域福祉ｺーﾃ゙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）

28 100,000円 

565 566,000円 

計 26,948 14,653,400円 

221 230,500円 

1 10,000円 

128 745,000円 

３　地域福祉活動推進事業

【会員の加入募集】

種　類 会員数 金額

26,005 13,001,900円 

１月号 計

応募者数 71通 55通 60通 59通 245通 

件 地域住民、関係機関との協議

マッチング 2 件 地域課題（買い物支援）と地域貢献とのマッチング

関係機関との連携 967

【広報紙の発行】

4月号 7月号 10月号

協議会の調整、運営 28 件 第2層協議会の運営

【事業概要の発行】

項　目 件数 主な取り組み内容

制度周知 136 件 第2層協議会、地区民協、ｻﾛﾝ、老人ｸﾗﾌ゙等での周知

情報収集 206 件 地域住民から地域課題等の聞き取り

勉強会等の開催 34 件 地域住民座談会

地域課題の協議 13

件 まちづくり推進協議会、民協、地域包括等との連携強化

担い手養成 3 件 買い物支援の担い手養成企画

その他総合相談 93 件
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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） １４件

その他

【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 令和元年７月２６日（金）、９月２５日（水）、１０月１８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。

754,000円 ふれあいコンサート、一人暮らし高齢者慰問活動 等

629,000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

845,000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

1,036,000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

855,000円 ボランティアシンポジウム、福祉ふれあいの集い 等

689,000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

4月9日（火） ふれあいサロン「愛ぷらす」 困ったら相談しよう 30名 

6月14日（金） 小正市民センター地区区長会 赤い羽根共同募金及び災害時のボランティアセンターについて 29名 

計 8,116,000円 

【出前福祉講座】

実施日 依頼団体 講座テーマ 受講者数

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

1,566,000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

1,083,000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

7月5日（金） いなざわ特別支援学校　高等部 高齢者の気持ちを理解しよう 22名 

6月21日（金） みどりAサロン 一緒に創ろう福祉のまち 13名 

6月15日（土） ふれあいグリーンサロン 困ったら相談しよう 25名 

9月14日（土） 老人クラブ「田代むつみ会」 地域のつながりの大切さ 62名 

9月27日（金） 井之口女性サロン 地域のつながりの大切さ 18名 

7月9日（火） 小正・下津地区民生委員・児童委員連絡協議会　高齢者部会 地域のつながりの大切さ/地域づくりについて 43名 

7月18日（木） ふれあいサロン「えくぼの会」 地域のつながりの大切さ/困ったら相談しよう 18名 

10月20日（日） 「稲沢市民病院まつり」において高齢者疑似体験コーナーの実施 133名 

助成先 活動内容 助成金額 助成期間

11月17日（日） 老人クラブ「桜笑会」 困ったら相談しよう/あなたの権利守りましょう 46名 

12月8日（日） ハロー薬局　稲沢北店 高齢者の気持ちを理解しよう/車いすの使いかた 18名 

10月11日（金） 小正五区老人クラブ 地域のつながりの大切さ/困ったら相談しよう 106名 

10月23日（水） ふれあいサロン「みどりの会」 地域のつながりの大切さ 14名 

２５件

丸渕支え愛研究会 区内の支え合い活動の体制づくり 100,000 2

平和らくらくプラザ等

延べ２６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 （令和２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６月１６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

２２８，８９３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

○稲沢市体育協会　創立６０周年記念誌協賛金

４　ボランティア・市民活動事業

○第１回

令和元年６月１０日（月）

社会福祉会館

運営委員 １０名

・委員長及び副委員長の選任について

・平成３０年度事業報告及び令和元年度事業計画について

・ボランティア団体等助成金交付について

○第２回

令和元年１１月２１日（木）

社会福祉会館

運営委員 ９名

令和元年度稲沢市社会福祉大会顕彰候補者について

○第３回

・開催日：

社会福祉会館

運営委員 １１名

委員長の選任について

（作業部会員／６名）

・会場利用について

・登録について

・広報紙について

・会場利用について

・登録様式について

・知立市ボランティア・市民活動センター視察研修について

・開催日：

・会　場：

・参加者：

・内　容：

・開催日：

・会　場：

235 86

小学６年生～中学３年生

６２名　（※6/16 21名、1/26 39名、個別 2名）

【ボランティアセンター運営委員会の開催】

第２回 11月5日（火）

【作業部会】

回数 開催日 内　容

第１回 7月17日（水）

・参加者：

・内　容：

令和２年３月１８日（水）

・会　場：

・参加者：

・内　容：
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知立市ボランティア・市民活動センター

運営委員 ６名、その他 １名

ボランティア・市民活動センターについて

（令和２年３月３１日現在）

（令和２年３月３１日現在）

○市民活動・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

【視察研修】

・開催日：令和２年１月２２日（水）

・視察先：

- 60名

【市民活動支援センター登録数】

登録者数 2,772名

内訳
団　体 103団体 2,761名

個　人

・参加者：

・内　容：

【ボランティアセンター登録数】

登録者数 1,269名

内訳
団　体 71団体 1,209名

個　人

春まつり！稲沢 新・稲沢まつり実行委員会 5月5日 3団体 19名 

歩け歩け大会 稲沢市障害者福祉団体連合会 5月19日 2団体 7名 

派遣者（団体）数

たんぽぽまつり たんぽぽハウス 4月21日 6団体 33名 

- 11名

【市民活動・ボランティア相談、コーディネート（派遣）】

５２件

 ３０件

活動及び補助行事名 依頼団体 派遣日

高齢者ふれあいサロンでの催し物 エムズシティ稲沢ダイヤモンドクラブ 6月14日 1団体 2名 

老人クラブでの催し物 陸田老人クラブ 7月14日 1団体 15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9日 4団体 12名 

8月9日 1団体 4名 

8月23日 1団体 3名 

8月2日 1団体 2名 

8月7日 1団体 5名 

高齢者施設での催し物 特別養護老人ホーム寿敬園 7月23日 1団体 5名 

夏休み日本語教室 特定非営利活動法人パンジー 7月26日 2団体 6名 

7月31日 1団体 3名 

8月1日 1団体 3名 

夏休み親子手話教室 稲沢市市民福祉部福祉課 7月29日 1団体 2名 

7月30日 1団体 3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 8月7日 1団体 10名 

稲沢夏まつり 稲沢夏まつり実行委員会 8月31日 8団体 55名 

8月2日 1団体 3名 

稲沢市高齢者芸能大会 社会福祉協議会 8月6日 1団体 3名 

敬老式での催し物 小正五区 10月11日 1団体 7名 

ボッチャ交流会 愛身連北尾張地区協議会 10月14日 1団体 5名 

個人 2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15日 3団体 14名 

高齢者施設での催し物 老人保健施設第１憩の泉 10月23日 1団体 4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 10月23日 1団体 2名 

高齢者施設での催し物 祖父江グリーンハウス 10月14日 1団体 4名 

社会見学会 稲沢市障害者福祉団体連合会 10月20日 2団体 6名 

高齢者施設での催し物 重本の家 11月18日 1団体 4名 

福祉まつり 社会福祉協議会 10月26日 10団体 114名 

ユニセフ紹介活動 オリーブの会 稲沢 10月26日 1団体 1名 
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○ボランティアグループ活動費助成

１７団体

高齢者支援（本の朗読）

料理ボランティア

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（手品）

防災・減災活動

聴覚障がい者支援（手話）

視覚障がい者支援（広報等音訳）

聴覚障がい者支援（手話）

芸能ボランティア（オカリナ）

芸能ボランティア（オカリナ）

聴覚障がい者支援（要約筆記）

児童支援（本の読み聞かせ）

○その他ボランティアの育成（職員の派遣）

【部屋の利用】
○市民活動支援センター・ボランティアセンター及び祖父江老人福祉センターいちょう館内の部屋の利用状況

○広報紙へ「市民活動・ボランティアコーナー」掲載　　年４回

○センターＷＥＢサイトの運営

ＳＮＳを活用しての情報発信

10月27日 3団体 11名 

11月11日 2団体 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 10月20日 2団体 9名 

たのしいクリスマス会 稲沢市子ども健康部子育て支援課 12月14日 1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 12月18日 1団体 11名 

11月16日 1団体 3名 

子ども会（６年生）との交流会 井之口女性サロン 11月30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26日 3団体 9名 

社会福祉大会 社会福祉協議会 2月22日 1団体 4名 

高齢者施設での催し物 ゴールドエイジ奥田 12月23日 1団体 5名 

高齢者施設での催し物 デイサービスセンターぴあおひさま１号館 1月16日 1団体 2名 

ボランティア律＆敏 20,000円 

祖父江マジック愛好会 20,000円 

防災ボランティア稲沢 20,000円 

朗読グループ「ぬくもり」 20,000円 

男のエプロン 9,000円 

稲沢手話サークル　つくしの会 18,000円 

計 78団体 424名 

【ボランティアの育成・支援】

ボランティアグループ名 主な活動内容 助成金額

傾聴ボランティア　みみの葉 高齢者支援（傾聴） 20,000円 

あすなろ 17,000円 

いーなリーナ 20,000円 

音声訳ボランティアグループせせらぎ 20,000円 

秋桜＆やまぼうし 芸能ボランティア（コーラス） 20,000円 

青空手話サークル 20,000円 

平和町手話サークル「結び」の会 14,000円 

くさのみ 聴覚障がい者支援（手話） 20,000円 

いきなエプロン 料理ボランティア 11,000円 

市民活動支援センター・ボランティアセンター いちょう館
計

セミナールーム 多目的へいわ 多目的きずな ボランティアルーム

実施日 依頼団体 内容

8月23日（金） 稲沢市子ども健康部健康推進課
食生活改善推進員ボランティア養成講座
「ボランティア活動の心得について」

要約筆記「いなざわ」 16,000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 

計 305,000円 

【広報紙等による情報発信】

延べ人数 447名 1,625名 907名 455名 3,434名

延べ団体 66団体 236団体 155団体 47団体 504団体
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○ボランティア・市民活動連絡会の開催

　・開催日

　・会　場

　・参加者

　・内　容

　・開催日

　・会　場

　・参加者

　・内　容

　・講　師 織田 元樹　氏（特定非営利活動法人ボラみみより情報局 代表理事）

○ボランティア保険の加入取扱件数

【ボランティア・市民活動連絡会】

実施日 会　場 主な内容 参加者数

2月19日（水） 社会福祉会館
・活動発表「フリーラジオ稲沢」
・令和２年度西尾張ブロックボランティアフェスティバ
ル（稲沢市）開催について

7名

【ボランティア講座】

○生活支援ボランティア養成講座

11月22日（金） 社会福祉会館
・令和２年度西尾張ブロックボランティアフェスティバ
ル（稲沢市）開催について
・福祉まつりブースの報告

11名

12月1日（日）
エナジーサポー
トアリーナ（犬
山市体育館）

西尾張ブロックボランティアフェスティバルの視察 10名

7月26日（金） 社会福祉会館

・平成３０年度事業報告並びに令和元年度事業計画につ
いて
・令和２年度西尾張ブロックボランティアフェスティバ
ル（稲沢市）開催について
・福祉まつりブースの出展について

12名

10月26日（土） 総合体育館 福祉まつりにおけるボランティアＰＲブース運営 6名

保険名 加入件数 加入者数 備　考

ボランティア活動保険 - 1,973名 
（個人）40名
（団体）延べ129団体　1,933名

令和元年１１月９日（土）

市民活動支援センター

１５名

効果的な人集め チラシづくりのポイント

【ボランティア保険】

令和２年２月１５日（土）

ボランティアセンター

３９名

・生活支援ボランティアの基礎知識

・活動発表「稲沢福祉ネットワーク なおい」

【ＮＰＯ基礎講座】

ボランティア行事用保険 91件 10,491名 

福祉ふれあい活動総合補償 4件 121名 
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５　老人福祉事業

・開催日 令和元年９月１６日（月・祝）

・会　場 国府宮神社

・対象者 ７７歳以上の高齢者

・参加者 ５９名

・開催日 令和元年１１月２４日（日）

・会　場 陸上競技場

・参加者 ４３４名

・主　管 稲沢市グラウンド・ゴルフ協会

○自宅保管型

・配付本数 ２７４本 （令和元年度までの配付件数　５，６４４本）

・配付対象 ひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦 等

・使用回数 ６回

○携帯型

・配付数　　２６４個 （令和元年度までの配付件数　１，０８８個）

・配付対象 ８０歳以上のひとり暮らし高齢者

○助成先

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）　　　　　　　　　　

助成金額

稲沢市老人クラブ連合会 338,000円 

稲沢市高齢者ゲートボール協会　ねんりんクラブ会長杯 50,000円 

計 388,000円 

【長寿祈願祭】

【ふくしグラウンド・ゴルフ大会（２５回）】

【命のバトン配付事業】

【稲沢市老人クラブ連合会等への活動費助成】
2団体

団体名

【音楽療法支援事業】

年１０回開催（基本 月１回）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、３月は中止

社会福祉会館

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）　
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○貸出件数 （本所１９５件、西部支所６５件）

・助成事業所数　２４事業所（サービス種類別　３８）

・助成金額　　　957,749円

○助成先

７　児童福祉事業

○実施内容

ハッピー３号　（Ｎ－ＢＯＸ660cc・リアスロープタイプ） 63件 

ハッピー５号　（ステップワゴン1,500cc・リアスロープタイプ） 75件 

ハッピー６号　（タント660cc・リアスロープタイプ） 88件 

【福祉自動車の貸出し】

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） 21件 

ハッピー２号　（スペーシア660cc・リアリフトタイプ） 38件 

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 63,000円 

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 

計 285件 

【車いすの貸出し】

２６０件

【障がい福祉施設サンタクロース事業】

【障害者福祉団体への活動費助成】

参加者 サポーター

6月4日 稲沢北小 ○ ○ ○ ○

点字 盲導犬 盲人ｶ゙ｲﾄ゙ 発達障害 高齢者擬似 まちづくり

稲沢地域精神障害者家族会　稲穂会 36,000円 

計 968,000円 

【福祉実践教室】

実施日 学校名 車いす 手話 要約筆記

125名 9名 

6月5日 稲沢西小 ○ ○ ○ ○

○ ○

○ 175名 18名 

6月5日 高御堂小 ○ ○

129名 11名 

6月7日 稲沢中 ○ ○ ○ ○

○ ○

109名 8名 

6月7日 国分小 ○ ○

151名 13名 

6月12日 稲沢東小 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

140名 10名 

6月11日 下津小 ○ ○

190名 9名 

6月13日 法立小 ○ ○ ○

○ ○ ○

115名 13名 

6月12日 祖父江中 ○ ○ ○

222名 19名 

6月17日 山崎小 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

21名 7名 

6月14日 治郎丸中 ○ ○ ○

99名 7名 

6月19日 大里東小 ○ ○ ○ ○

○

90名 8名 

6月18日 牧川小 ○ ○

205名 15名 

6月21日 大里西小 ○ ○ ○ ○

○ ○

○ ○ 91名 14名 

6月20日 六輪小 ○ ○

78名 8名 

6月25日 丸甲小 ○ ○ ○

○

○ 188名 16名 

6月24日 千代田小 ○ ○

119名 9名 

6月27日 領内小 ○ ○ ○ ○

○ ○

○ 96名 11名 

6月26日 祖父江小 ○ ○

○ ○ 192名 19名 

11



・開催日

　　　　８月２０日（火）～８月２１日（水）、　８月２２日（木）～８月２３日（金）

・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、障がい者施設６、児童施設２１、病院１

・対象者

・参加者

・内　容

・開催日 令和元年５月２６日（日）、６月３０日（日）、７月２１日（日）、８月１８日（日）、

９月１５日（日）、１０月１９日（土）、１０月２６日（土）、１１月１７日（日）、　　

１２月１５日（日）、令和２年１月１１日（土）　（計１０回）

・会　場

・対象者

・参加者

・内　容

・設置先

・配付数

168名 13名 

9月26日 三宅小 ○ ○

○ ○6月28日 清水小 ○ ○

70名 11名 

10月16日 長岡小 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

44名 4名 

10月11日 小正小 ○ ○

50名 5名 

10月18日 片原一色小 ○ ○ ○ ○ ○

○

○ 132名 18名 

10月16日 坂田小 ○ ○

239名 22名 

11月6日 大塚小 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

91名 10名 

10月31日 杏和高校 ○ ○ ○

321名 

○福祉学習サポーター会議

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

【福祉教育活動育成費の助成】

学校名 主な活動内容 助成金額

241名 474名 70名 224名 121名 3,387名 

○ 58名 14名 

計（27校） 717名 750名 129名 661名 

計 125,000円 

【学生施設ボランティア福祉体験学習】

令和元年８月６日（火）～８月７日（水）、　８月８日（木）～８月９日（金）、

令和元年７月２３日（火）・２９日（月）（会場：社会福祉会館）　

市内３５施設

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 

稲沢高等学校 たんぽぽまつり、あしなが学生募金、稲沢まつり　等 10,000円 

稲沢東高等学校 あしなが学生募金、地域行事手伝い、校内外の清掃活動 等 35,000円 

小学４年生から中学３年生

子ども２５名、ボランティアサポーター１３名

福祉に関する学習や交流活動（高齢者・障がい者）等

【置き傘設置事業】

市内小学校（２３校・新１年生対象）

１，２２６本

中学生以上の学生及び教員

１４３名   （内訳）中学生９４名、高校生３７名、大学生１０名、教員２名

福祉施設でのボランティア体験学習

【ボランティアチルドレン支援事業】

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、３月２１日（土）は中止としております。

社会福祉会館　他
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○児童館・児童センター（乳児対象）での親子人形劇

・演目 『うきうき劇場』　人形劇団あっけらかん♪

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

○ファミリーコンサート（幼児対象）

・開催日 令和元年９月１４日（土） ・参加者 ３０６名（９０世帯）

・会　場 名古屋文理大学文化フォーラム ・出演者 鈴木　翼

・開催日 令和元年５月２５日（土）

・内　容 木下大サーカス無料招待（中日新聞社協賛）

・参加者 親子３７組　８８名

・開催日 令和元年８月２５日（日）

・内　容 ラグーナテンボス

・参加者 親子３１組　７１名

○申請行政区　　なし

○助成先

８　福祉育成事業

・開催日 令和２年２月２２日（土）

・会　場 名古屋文理大学文化フォーラム　中ホール

・参加者 ４２８名

・講演会 テーマ：「８０５０問題の深層　～「限界家族」をどう救うか～」

講　師：川北　稔　氏（愛知教育大学大学院　准教授）

【子育て支援事業】

開催日 会　場 参加者数

7月3日 大里東チューリップ児童センター 39名 

1月15日 西町さざんか児童センター 36名 

2月5日 信竜こどもの森児童館 35名 

10月9日 平和さくら児童館 58名 

10月16日 小正すみれ児童館 60名 

9月11日 下津クローバー児童センター 40名 

10月2日 明治スズラン児童センター 19名 

計 314名 

【ひとり親家庭日帰り旅行】

【赤い羽根遊園地の整備】

【児童福祉団体への活動費助成】
５団体

中止 大里オリーブ児童センター　※ ー

中止 千代田ヒナギク児童センター　※ ー

2月19日 高御堂カトレア児童センター 27名 

中止 祖父江あじさい児童センター ※ ー

計 494,000円 

【社会福祉大会】

稲沢市みらい子育てネット 60,000円 

稲沢市保育士会 36,000円 

稲沢市母子寡婦福祉会 90,000円 

団体名 助成金額

稲沢市子ども会連絡協議会 260,000円 

稲沢市私立保育園連盟 48,000円 
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・顕彰内容

・開催日 令和元年１０月２６日（土）

・会　場 勤労福祉会館・豊田合成アリーナ

・来場者数 ４，９３０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・・・２件

○市総合防災訓練への協力（稲沢西中学校にて８月２５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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

○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

：１０件 （活動先：長野県長野市）

：計６３，６１９円

○防災人材育成研修等受講料助成金

：令和元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

：２件

：６，０００円

顕彰区分 顕彰項目 顕彰件数

社協会長感謝 ・地域福祉の向上に尽力されたかた・団体 44件 

・老人福祉の向上に尽力されたかた 6件 

・障がい者福祉の向上に尽力されたかた 4件 

・児童福祉の向上に尽力された団体 1件 

・多額の金品を寄付された団体 1件 

・善行児童生徒 36件 

社協会長表彰 ・地域福祉の向上に尽力されたかた 27件 

・老人福祉の向上に尽力されたかた 6件 

・障がい者福祉の向上に尽力されたかた 4件 

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

計 232件 

【福祉まつり】

共募会長感謝 ・令和元年度に多額の金員を寄付されたかた・団体 63件 

・多年にわたり多額の金員を寄付された団体 14件 

中央共募会長感謝伝達 ・令和元年度に多額の金員を寄付されたかた・団体 2件 

・社会福祉施設従事功労者 6件 

・ボランティア 1件 

・多額の金品を寄付されたかた・団体 5件 

・対象者

・助成件数

・助成金額

・対象者

・助成件数

・助成金額

【火災被災者への援護】

【災害ボランティアセンター整備】

購入品 ハンズフリー拡声器、ＰＶロープ、備蓄用食料、保存水等

【防災・減災セミナー】

【災害ボランティア活動者支援事業】
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・協力団体 稲沢市老人クラブ連合会

・配付実績 春の部　９４クラブ　　

秋の部　８７クラブ

（内訳）

イクメン講座2019（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」

 親子クッキング「おうちでできるキャラ弁づくり」

※別室で母親向け子育て講座を同時開催

 絵本講座「子どもが喜ぶ読み聞かせ術」

 親子遊び「パパも楽しむ工作教室」

 子育て経験談「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（延べ７２人）

第２回講座　母親向け子育て講座　１６人（母親９人、子ども７人）

○計画期間　　令和２年度～令和６年度（５年間）

○今回の計画から稲沢市と一体的に策定（令和２年３月発行）

○計画策定までの取り組み

・アンケート調査（８月実施）

調査対象：　市内在住者２，８００人

調査方法：　郵送法

回収数： １，２５２件（回収率 44.7％）

・プロジェクト会議（全２回）

第１回（９月２５日） ・アンケート調査結果中間報告について

・地域福祉に係る実施事業の確認について

第２回（１１月２９日） ・アンケート調査結果について

・地域福祉計画案について

・地区意見交換会

１１月　７日（木） 　稲沢地区、明治地区、千代田地区

１１月１５日（金） 　小正地区、下津地区、大里西地区、大里東地区

１１月２０日（水） 　祖父江地区、平和地区

・策定委員会

第１回（１０月８日）　・地域福祉計画の策定について

・アンケート調査結果の中間報告について

第２回（１２月１３日）　・アンケート調査について

・意見交換会の結果について

・地域福祉計画案について

第３回（２月３日） ・パブリックコメントの実施結果について

・地域福祉計画案について

【花いっぱい運動（花の苗の配付）】

地区 稲沢 稲沢東部 明治 千代田

【男性の子育て応援事業】

開催日 内　　容

11月9日（土）

12月1日（日）

12月22日（日）

20

秋の部 13 7 8 13 7 19 20

大里 祖父江 平和

春の部 13 10 10 13 9 19

1月19日（日）

2月16日（日）

【第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定】
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・助成先 ３団体

９　小口資金貸付事業

○貸付限度額 ２万円

１０　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

１１　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 　　１９８件（実人数１１０名）

生活困窮相談支援件数 ２，７５７件（実人数１５１名）

（２）生活再建プラン作成件数       ３２件（実人数３２名）

（３）支援終結件数       ２５件（実人数２５名）

内、就労による支援終結 　      ７件（実人数　７名）

      ２５件

（５）各種会議・研修状況

計 1,054,800円 

相談件数 貸付件数

58件 28件

稲沢保護区保護司会 234,000円 

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 

【各種福祉団体への活動費助成】

団体名 助成金額

教育支援 不動産 つなぎ

相談件数
4件

（0件）
24件

23件
（21件）

7件 5件 0件

63件 11件

総合支援
(内、特例)

福祉
緊急小口
(内、特例)

相談件数 貸付件数

6件 0件

相談件数 貸付件数

福祉総合相談対策チーム会議 12回

職員研修（多重債務、引きこもり支援等） 17回

0件

１２　生活困窮者自立支援事業　 (福祉総合相談窓口）

（４）食糧支援事業(フードバンク)の活用

会議名称等 開催回数

支援調整会議 12回

貸付件数 0件 2件
9件

（9件）
0件 0件
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（６）視察受け入れ等

①視察受け入れ

②周知活動

地域包括支援センター代表者会議、障害者相談支援事業所連絡会

２　家計改善支援事業

（１）相談支援件数 ５１２件（実人数２３名）

（２）家計再生プラン作成件数

（３）支援終結件数 　　３件（実人数　３名）

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 ４名、　学習支援補助員 １６名（大学生１６名）　

【平和会場】

   学習支援員 ７名、　学習支援補助員 ６名（大学生６名）　

（２）実施状況

（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】

１８名（延べ受講者数２７９名）

【平和会場】  

２２名（延べ受講者数４４５名）

（６）視察受け入れ等

江南市、一宮市

４　就労準備支援事業

（１）相談件数 　　６件（実人数　３名）

（２）就労準備支援プログラム作成　　０件

（３）プログラムに基づく支援 　２２件（実人数　１名）

３４回（3回は台風、2/29以降は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響で休講）

岐阜県羽島市、恵那市

　１１件（実人数　１１名）
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１３　障害者相談支援事業

（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

作業部会（拠点整備） 地域生活支援拠点等の整備について

作業部会（こども部会） こども部会（仮称）設置について

居宅介護事業所意見交換会 居宅介護事業所間のネットワーク構築等

日中活動事業所意見交換会 日中活動事業所間のネットワーク構築等

（２）他機関主催の連絡会議への出席

触法障害者の支援についての協議等

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

【基幹相談支援センター】

会議名称 開催回数 主な内容

全体会 1回 委員委嘱、令和元年度計画等

就労支援部会作業部会 1回 企業のための見学会事業について

権利擁護推進部会 2回 成年後見ｾﾝﾀー、障害者虐待等について

作業部会（医ケア支援） 3回 医療的ケア児支援について

2回

2回

就労支援部会 4回 障がい者雇用の啓発、福祉的就労等について

本会議 2回 部会、連絡会等の実施状況

地域生活支援部会 4回 作業部会の実施状況等

居住系事業所連絡会 3回 居住系事業所間のネットワーク構築等

2回

1回

個別支援会議 18回 困難事例への対応方針についての協議等

就労支援事業所連絡会 6回 就労支援事業所間のネットワーク構築等

通所支援事業所連絡会 6回 通所支援事業所間のネットワーク構築等

権利擁護推進部会作業部会 5回 成年後見ｾﾝﾀー（仮称）設置について

相談支援事業所連絡会 5回 相談支援事業所間のネットワーク構築等

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

触法障害者連絡調整会議 1回

いなざわ特別支援学校評議員会 1回 学校運営の現状、課題の把握等

尾張西部障害保健福祉圏域会議 2回 地域移行支援、地域生活支援拠点について

尾張西部圏域就労支援連絡調整会議 1回 生活困窮者等の就労支援について

運営会議 3回 協議会の運営、調整等

会議名称 出席回数 主な内容

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

身体障がい 知的障がい 精神障がい 児　童 その他 計

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

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

稲沢市在宅医療・介護連携推進協議会 4回 在宅医療・介護の地域への啓発活動について

673回 

対応回数（延べ） 112回

虐待相談 5件

虐待対応
2回
22回

対応回数（延べ） 78回 176回 328回 82回 9回 
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（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
精神科病院から地域移行促進のための推進会議

（市委託授業）

障がい者サポートセンターこうのみや（東部支所）

※このうち名古屋市からの委託は6件

３ 相談支援

４　サービス等利用計画契約件数（令和２年３月３１日現在）

会議名称 開催回数 主な内容
地域移行推進会議 1回 地域移行支援の実務等についての協議

相談 3件

対応
市長申し立て要請 0回
継続的対応 6回

介護給付費分調査 235件 
訓練等給付費分調査 55件 

計 290件 

・制度、法律に関すること

・社会参加、余暇活動に関する支援

・その他

7件
3件
3件

・障がい児 62件

11,807件
1,534件
403件

15,749件

・発達障がい者
・高次脳機能障がい
・難病

・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者

・内訳
54件 27件
48件
67件

30件
33件

192件
225件
221件
237件

4件
・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

45件
5件

25件
11件

・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 169件

27件

1　相談支援事業所の経営

障がい者サポートセンターいーな（本所）

障がい者サポートセンターまつのき（まつのき）

２ 障害支援区分認定調査の件数

い～な こうのみや

【障害者相談支援事業所】

・福祉サービスの利用援助

まつのき 計
相談実人数
相談延べ件数

　に関すること

892名

55件
17件

0件
0件

181名
4,086件

365名
6,172件

80件
77件
16件
3件

・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

内訳

3,024件
516件
126件
62件

110件
150件
143件
48件

0件 0件
2件

7件
8件

144件 72件

5,277件
249件
58件
46件
112件

148件 311件 703件
計

297件
42件
160件
7件
0件

624件

90件

（権利擁護、苦情、関係機関との連絡調整等）

い～な
サービス等利用計画契約件数 244件

こうのみや まつのき

408件

3,506件
769件
219件
84件

346名
5,491件

46件 170件 278件

6件
2件
4件

29件
63件
35件
11件
2件
1件

110件
141件
135件
24件
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５　子育て総合相談センターでの活動

６　コミュニケーション支援教室「遊んで学ぶ会ピース」

１４　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 ）

※稲沢市地域自立支援協議会と合同開催

・開催日 令和２年１月１８日（土）

・会　場 名古屋文理大学文化フォーラム

・参加者 １９１名

・内　容 親なき後、家族なき後のために、知っておきべき制度とその活用

・講　師 一般社団法人「親なきあと」相談室関西ネットワーク

代表理事　藤井奈緒氏

１５　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 令和２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

8件 

1件 

14件 

2件 

32件 

14件 

2件 

11月 12月 1月 2月 3月 計活動区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

3 3 8 5 2 54回 

4 89回 

巡回指導（保育園） 1 2 6 7 4 5 8

7 8 9 11 7 7こども発達支援室 8 7 6 7 8

0 7回 

計 9 11 15 14 12 13 16

1 0 1 0 0 0巡回指導（学校） 0 2 3 0 0

相談実人数 13名

相談延べ件数 71件

実施日 ※いずれも土曜日開催 実施場所 内　　容 参加者

11月9日・30日、12月7日・21日
1月18日・25日、2月15日・22日

社会福祉会館
集団活動（集団遊び、運動遊び）
座談会

親子11組

13 14 15 12 6 150回 

２名

２名

５名

相談支援件数 延べ５９５件

登録支援員数 ２１名 活動数

【成年後見制度啓発講座】

契約人数 ９名
新規人数 ０名

解約人数 １名

2件

９１回
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１６　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

１７　生活支援体制整備事業 （市受託事業）

１　生活支援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）

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

＊新規　 今年度、新規に立ち上げた第2層協議会（4地区）

＊ﾌｫーﾗﾑ　稲沢市地縁再生フォーラム（7/31）と第2層協議会の開催を兼ねる

＊中止　 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止（3月上旬から世界規模で感染拡大）

３　（新企画）稲沢市地縁再生フォーラムの実施

令和元年7月31日（水）午前10時から午前11時45分まで

稲沢市勤労福祉会館　多目的ホール

105名（第1層協議会4名、第2層協議会66名、一般参加者35名）

①講義『協議会の役割と目的の基礎理解』

公益財団法人さわやか福祉財団　長瀬　純治　氏

13,752,243円
736円

0件 13,752,979円
（うち利子736円）

（うち利子37,919円）

期首積立金額 本年度積立金額 寄付件数 期末積立金額

期首積立金額 本年度積立金額 寄付件数 期末積立金額

245,152,092円
752,103円

27件 245,904,195円

制度周知 17 件 稲沢市地縁再生フォーラムの実施（新企画）

情報収集 29 件 近隣市社協情報交換会

 関係機関・団体の連携 32 件 地域包括支援ｾﾝﾀー、薬剤師会、農協等との連携強化

 生活支援ｻーﾋ゙ｽの展開 46 件 にこにこきせん買い物支援事業の支援

項　目 件数 主な取り組み内容

ｻーﾋ゙ｽの創設・調整の相談対応 30 件 居場所づくり支援、生活支援ﾎ゙ﾗﾝﾃｨｱの養成　

第4回 第5回

第1層協議会 ﾌｫーﾗﾑ 2月4日

新規
開　催　日

第1回 第2回 第3回

その他 122 件

小正地区 ○ ﾌｫーﾗﾑ 10月9日 12月26日 2月28日

稲沢地区 9月30日 12月23日 2月27日

下津地区 ○ ﾌｫーﾗﾑ 10月28日

1月27日

大里西地区 6月3日 8月26日 11月18日 1月29日 中止（3/25）

千代田地区 ○ ﾌｫーﾗﾑ 10月11日 12月20日 中止（3/11）

1月22日 中止（3/24）

明治地区 ﾌｫーﾗﾑ 10月7日 12月11日 中止（3/4）

中止（3/23）

・日　時

・会　場

・参加者

・内　容

平和地区 6月20日 ﾌｫーﾗﾑ 9月30日 1月21日

第2層
協議会

中止（3/16）

祖父江地区 ○ 6月28日 ﾌｫーﾗﾑ 10月2日 1月22日

大里東地区 ﾌｫーﾗﾑ 9月9日 11月11日
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②活動実践報告

・買い物弱者支援の仕組み創りへの挑戦（平和地区）

社会福祉法人亀泉会　理事長　梅村幸生氏　梅村玲子氏

・明治地区（第2層）協議会の取り組み（明治地区）

平成30年度　明治地区協議会　高橋正憲　氏

明治地区担当　地域福祉ｺーﾃ゙ｨﾈーﾀー　海田隆至

４　視察受入れ、新聞報道等

〇視察受入れ

〇新聞報道

○事例発表（稲沢市の生活支援体制整備事業について発表）

１８　老人福祉センター等管理事業 （市受託事業）

　〇施設管理

　　・指定期間：平成31年度(令和元年度)～令和5年度

　　・指定管理施設

　　　　老人福祉センターさくら館

　　　　稲沢東老人福祉センターはなみずき館・稲沢東公民館

　　　　千代田老人福祉センターしいのき館

　　　　明治老人福祉センターけやき館

(1) 施設の維持管理、利用に関する業務

　老人福祉センターの利用者数

　福祉バスの運用

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月2日(月)から3月31日(火)まで運行中止

稲沢東公民館の利用者数

視察受入れ日 視察団体等 視察目的

11月20日
福井県　勝山市社会福祉協議会

平和地区の買い物弱者支援の仕組み創りについて
「ｹｱ･ﾌ゙ﾚｲｸかっちゃま」

11月27日 中日新聞 小学生が取り組む地域の縁づくり（祖父江地区）

事例発表日 研修会名（主催）

9月17日 子どもの居場所づくり推進会議検討部会（愛知県社協）

7月3日 中日新聞 にこにこきせん買い物支援事業（平和地区）

8月1日 中日新聞 稲沢市地縁再生フォーラム

3月27日 江南市　民生委員・区長 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

区　分 さくら館 はなみずき館 しいのき館 けやき館

計 43,014名 14,597名 6,103名 23,417名

10月24日 市町村社協ＳＣ・ＣＳＷ等情報交流連絡会議（愛知県社協）

1月23日 愛知県37市民生委員児童委員会長及び福祉事務所長合同会議

2月18日
愛知県生活支援体制推進会議（愛知県）

　＊事例発表と共に生活支援体制整備事業の課題について問題提起

区　分 利用件数 利用者数

計 1,587件 15,318名

県外 71日 1,892名 10,150㎞

計 165日 4,346名 21,083㎞

区　分 日　数 人　数 走行距離

県内 94日 2,454名 10,933㎞
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(2) 老人クラブ活動に関する業務

(3) 老人生きがい事業に関する業務

○第43回稲沢市シルバースクール・趣味の教室　※6月～2月

　　　会場　さくら館　※料理教室は総合文化センター

　修了式　2月21日(金)　稲沢市勤労福祉会館　※料理教室除く

○第44回稲沢市高齢者芸能大会　8月 6日(火)　名古屋文理大学文化フォーラム中ホール

　　　参加者　47組　81名

○第45回稲沢市高齢者趣味の作品展　10月16日(水)・17日(木)　稲沢市勤労福祉会館

　　　出品　179名　179点

○第44回稲沢市高齢者囲碁大会　1月18日(土)　さくら館　　参加者 68名

○第39回稲沢市高齢者将棋大会　1月18日(土)　さくら館　　参加者  7名

１９　訪問介護事業　【ケア・パートナー】

１　契約者数 （令和２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 （令和２年３月３１日現在）

２　活動状況

●居宅介護

福祉バザー 　10月17日(木) 稲沢市勤労福祉会館

老人クラブ大学講座 　12月 6日(金) 名古屋文理大学文化フォーラム大ホール

女性研修集会  　9月 5日(木) 名古屋文理大学文化フォーラム中ホール

グラウンド・ゴルフ大会  　9月26日(木) 稲沢市陸上競技場

役員会 11回 さくら館

総会 　 5月 8日(水) 名古屋文理大学文化フォーラム中ホール

陶芸教室 11名 10名 ゲートボール教室 9名 7名

盆栽教室 5名 4名 カラオケ教室 62名 48名

ゴルフ大会 　12月 9日(月) トーシンＧＣセントラルコース

教室名 参加人数 修了者数 教室名 参加人数 修了者数

169名

絵画教室 22名 21名 料理教室 24名 ―

書道教室 18名 15名 社交ダンス教室 14名 10名

民謡教室 30名 29名 いきいき健康教室 22名 20名

生活援助 127件

介護予防訪問介護 914件

身体障がい 知的障がい 障がい児 精神障がい

１3  名

サービス内容 派遣件数

身体介護 　465件

身体生活援助 129件

舞踊教室 9名 5名 　計 226名

身体生活 110件

通院等介助（身体介護を伴う） 20件

家事援助 1,099件

●地域生活支援事業

サービス内容 派遣件数 サービス内容 派遣件数

身体介護 1,551件 移動支援 20件

計

7名 3名 0名 13名 23名
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２１　軽度生活援助事業
（市受託事業）

２２　就労支援事業

１　開所日数

２　施設利用者数（令和２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

（２）まつのきまつり

（３）クリスマス会（サンタクロース事業）

（４）保護者懇談会の開催

（５）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　・ハロウィン　

・節分　・雛祭り　・フラダンス教室

【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）】

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

派遣世帯数
家事援助

派遣件数 派遣時間

1世帯 46件 46時間

17 21 238日

区分 生活介護 就労継続支援Ｂ型 計

18 19 21 20 20 19

12月 1月 2月 3月 計

日数 21 20 20 22

計 10名 16名 26名 

月 4月 5月 6月 7月 8月

男 4名 12名 16名 

女 6名 4名 10名 

316 265

170 176 166 151 183 2,207名 

3月 計

生活介護 221 198 213 231 160 163 175

9月 10月 11月 12月 1月 2月

実施日 行き先
参加者数

利用者 保護者 計

448 448 439 401 479 5,557名 

296 3,350名 

計 509 479 491 547 425 430 461

267 286 278 272 273 250就労継続支援Ｂ型 288 281 278

実施日 主な内容 備　考

12月20日（金） クリスマスソングほか 演奏：HOT♡奏生（かない）

12月6日（金）

①フラダンス発表会 指導：フラオ・カレイ・ナ・ニ

②DVD上映・レクリェーション ボランティアK

③冬季特別手当支給 寄付：大里西まちづくり推進協議会

10月18日（金） 名古屋港水族館 20名 17名 37名 

実施日 主な内容 備　考

実施日 主な内容 出席者数
6月19日（水） 事業報告、作業工賃、重要事項説明、年間行事予定等 20名 
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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 （令和２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 143件

（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

要支援１ 70件 このうち委託は37件

要支援２ 154件 このうち委託は94件

235

契約件数 備考

事業対象者 11件 このうち委託は6件

成年後見制度の活用 延べ 41件

虐待への対応 延べ 5件

6,204件

195件

63件

488件

770件

実態把握 25件

基本チェックリスト実施 29件

相談件数 延べ9,043件

1,323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

　計 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 3件

消費者被害への対応 延べ 14件

　63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

（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 264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

1,108件

821件

287件

事業対象者計画作成 0件

設置場所 設置台数
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