
 

平成２９年度 事 業 報 告 書 

 

１ 会務の運営 

年間を通じて毎月開催した正副会長会議では、近況報告や懸案事項等を審議すると

ともに、随時、理事会・評議員会を開催し、事業報告や事業計画、それに伴う決算や

予算の他、会務の運営に必要な事項について審議いただきました。 

 

[正副会長会] 

  毎月１回開催 ・状況報告及び懸案事項の審議 

 

[理事会の開催] 

 第１回 ６月１日 ・平成 28 年度補正予算(第 4 号)の追認について 

   ・平成 28 年度事業報告（案）について 

   ・平成 28 年度決算報告（案）について 

   ・役員等報酬規程の制定について 

   ・常務理事及び常勤の準職員の労働条件等に 

                          関する規則の一部改正について 

   ・会員規程の制定について 

   ・部会設置規程の制定について 

   ・臨時職員就業規則の一部改正について 

   ・非常勤ﾍﾙﾊﾟｰ就業規則の一部改正について 

   ・社協たじみﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ指定第一号訪問事 

業（訪問型ｻｰﾋﾞｽ A）運営規程の制定について 

   ・評議員選任候補者の推薦について 

   ・定時評議員会の招集について 

 

 第２回 ６月２７日 ・会長、副会長及び常務理事の選任について 

   ・物品売買契約の締結について 

 

 第３回 １１月２８日 ・個人情報保護規程の全部改正について 

   ・事務局規程の一部改正について 

   ・準職員の労働条件等に関する規則の一部改正 

について 

・育児・介護休業等に関する規則の一部改正に 

ついて 

・社協たじみﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ運営規程等の一部 

                           を改正するについて
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   ・補正予算（第１号）の追認について 

   ・補正予算（第２号）について 

   ・評議員会の招集について 

 

 第４回 ３月２９日 ・臨時職員就業規則等の一部改正について 

   ・職員給与規程の一部改正について 

   ・苦情対応規程の一部改正について 

   ・評議員選出規程の一部改正について 

   ・評議員選任・解任委員会運営規程の一部改正 

                           について 

   ・優が丘ホーム運営規程の制定について 

   ・社協たじみﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ運営規程等の一部 

改正について 

   ・補正予算（第３号）の追認について 

   ・平成３０年度事業計画（案）について 

   ・平成３０年度会計予算（案）について 

   ・業務委託契約の締結について 

   ・管理職の選任について 

   ・評議員会の招集について 

 

[評議員会の開催] 

 第１回 ６月２７日 ・平成 28 年度補正予算(第 4 号)の追認について 

   ・平成 28 年度事業報告（案）について 

   ・平成 28 年度決算報告（案）について 

   ・役員等報酬規程の制定について 

   ・会員規程の制定について 

   ・部会設置規程の制定について 

   ・理事及び監事の選任について 

   ・評議員会招集手続きの省略における同意 

 

 第２回 １１月２８日 ・補正予算（第１号）の追認について 

   ・補正予算（第２号）について 

 

 第３回 ３月２９日 ・補正予算（第３号）の追認について 

   ・平成３０年度事業計画（案）について 

   ・平成３０年度会計予算（案）について 

   ・理事の選任について 
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[評議員選任・解任委員会の開催] 

 第１回 ６月１日 ・評議員の選任について 

 

[監査会の開催] 

  ４月２７日 ・平成２８年度会計監査（外部監査） 

  ５月２３日 ・平成２８年度事業及び会計監査（監事） 

  １１月１６日 ・平成２９年度中間会計監査（外部監査） 

 

２ 基盤整備 

社会福祉法人の制度改革により、平成 29 年４月１日から改正社会福祉法が施行され

ました。これによって、新たに理事・監事・評議員に就任いただき、規程等を整備い

たしました。 

また、新たに制定した部会設置規程により、部会の構成を編成し直すとともに各部

会を開催し、平成 29 年度上半期の事業を報告しました。 

その他、職員の資質向上を図るために、県社協が主催する各種研修会に指名研修と

して参加しました。 

 

 [諸規程の整備] 

 制定したもの  ・役員等報酬規程 

  ・会員規程 

  ・部会設置規程 

  ・ヘルパーステーション指定第一号訪問事業（訪問型サービス A）運営規程 

  ・優が丘ホーム運営規程 

 

 改正したもの ・常務理事及び常勤の準職員の労働条件に関する規則 

  ・臨時職員就業規則 

  ・非常勤ヘルパー就業規則 

  ・個人情報保護規程 

  ・事務局規程 

  ・育児・介護休業等に関する規則 

  ・職員給与規程 

  ・苦情対応規程 

  ・評議員選出規程 

  ・評議員選任・解任委員会運営規程 

           ・デイサービスセンター運営規程 

           ・ヘルパーステーション運営規程 

・優が丘運営規程 
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  ・なごみの杜かさはら運営規程 

  ・発達支援センター運営規程 

 

[部会の開催] 

  主な内容・・・平成 29 年度上半期事業報告 

  １１月７日     高齢者福祉部会 

  １１月９日     児童福祉部会 

  １１月１３日    法人運営部会 

  １１月１４日    障がい者福祉部会 

 

[職員研修の実施] 

  職員指名研修 県社協主催研修会 

  初任者コース ２日間（２名参加） 

  中堅職員コース ２日間（２名参加） 

  ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰコース ２日間（２名参加） 

                   管理職員コース  ２日間（１名参加） 

  経理担当者研修 １日間（１名参加） 

 

[第三者委員会] 

 ６月２４日 平成２８年度苦情受付状況報告 

  苦情受付件数 １２件 （平成２７年度受付件数 １１件） 

                             

[職員採用] 

 ＜第一次募集＞ 

９月３日  第１次試験（適応性試験、基礎能力試験、小論文） 

９月２４日 第２次試験（個人面談） 

 ＜第二次募集＞ 

   ２月４日午前     第１次試験（適応性試験、基礎能力試験、小論文） 

   ２月４日午後     第２次試験（個人面談） 

 

新規採用職員 １５名（平成３０年４月１日付け） 
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３ 関係機関・団体との連絡 

社会福祉事業への市民参加と財源確保のため、自治会を通じて社協会費や共同募金

の協力依頼を行うとともに、地域の見守り役である福祉委員の設置を呼びかけました。

また、民生児童委員協議会が開催される各地区の定例会に参加し、社協の行事に係る

様々な案内や協力依頼をしました。 

 

[区長会への参加] 

    ８月 ２９日       社協一般会費及び赤い羽根戸別募金の協力依頼 

 １２月 １２日       福祉委員の選出依頼 

社協一般会費及び赤い羽根戸別募金のお礼及び結果報告 

 

[民生児童委員との連携] 

  民生児童委員協議会理事会及び各地区定例会への参加 

  部会別研修への協力 

 

 

４ 福祉活動の財源確保 

一般会費は年々減少する傾向にあり、要請があれば個別に自治会の会合に出席し、

会費の使途や社協事業について説明する等により理解と協力を求めました。 

 

[会費の募集] 

会費種類 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

一般会費 

320 円 

29,157 世帯 28,866 世帯 28,481 世帯 

9,330,126 円 9,237,265 円 9,113,884 円 

特別会費 

2,000 円 

757 人 709 人 700 人 

1,512,892 円 1,643,000 円 1,599,000 円 

賛助会費 

5,000 円 

294 件 301 件 293 件 

1,768,000 円 1,993,352 円 1,780,000 円 

合  計 12,611,018 円 12,873,617 円 12,492,884 円 

 

 [寄附金] 

   ２７年度 ２８年度 ２９年度 

一般寄附 1,891,674 円 1,390,941 円 810,989 円 
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５ 地域福祉推進事業 

地域で暮らすすべての人が、安心して安全に暮らせるまちづくりを推進するため、

自治会や民生児童委員、様々なボランティア団体と連携しながら社会福祉協議会が進

める福祉委員活動や地域福祉協議会活動を支援しました。 

また、市民を対象とした研修を実施することにより、自主的な地域福祉活動の必要

性や認知症への理解、災害への備えなどの知識を深めました。 

 

[福祉委員事業] 

 ■福祉委員の設置  市内５０区（６２２人） 

通   年 各地区福祉委員会 福祉委員の役割、見守り講座、活動打合せ等 

 

 ■福祉委員長会議 

４月２２日 第１回福祉委員長会議 福祉委員の活動（助成金、各区開催など） 

   民生児童委員の活動について 

                           地域包括支援センターについて 

                           見守り講座の開催 

   福祉委員長・区長 ６９人参加 

 

２月３日  第２回福祉委員長会議 福祉委員活動の手引き説明 

   福祉委員後の見守りについて（事例報告） 

                           地域包括支援センターによる高齢福祉の動向 

   福祉委員長・区長 ５４人参加 

 

 ■地域福祉活動研修会 

   ６月２４日 第 1 回 

地域福祉活動研修会 講演会 「終活で老後が輝く」 

                   講師 ふじ社会福祉士事務所 

所長 藤井由紀子氏 

   福祉委員・区長・民生児童委員他 ３０８人 

                     手話・要約筆記による通訳あり 

 ８月２６日 第２回 

  地域福祉活動研修会 災害講演会 「災害は知識と備えと助け合い」 

   講師 吉村減災支援センター 

                                   センター長 吉村隆氏 

   福祉委員・区長・民生児童委員他 ２０２人 

   手話・要約筆記による通訳あり 
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[助け合い・見守り支援活動活性化事業] 

   通   年 見守り講座の開催      ４８会場 １，０２２人受講 

 

[地域福祉推進支援事業] 

  通   年  見守りチラシの配布    １３自治区１町内会にて全戸配布（計 9,620 枚配布） 

 

[ひまわりサロン事業] 

   ２７年度 ２８年度 ２９年度 

活動地域数 ９２か所 ９７か所 １０６カ所 

 

■高齢者サロン（９０サロン） 

 ５月３１日 情報交換会 平成２９年度の活動について 

   見守り活動「サロンでできる見守り活動」 

   グループ情報交換 

   多治見市高齢福祉課の新しい支援 

   ７７人参加 

  

■障がい児・者サロン事業（８サロン） 

 ５月１９日 代表者会議 各サロン活動内容や課題について意見交換 

   ７人参加 

 

 ■子育てサロン事業（８サロン） 

 ６月１日 代表者会議 情報交換、意見交換など 

   ７人参加 

 

 ■全サロン対象事業                           

   １０月２８日 文化祭 展示部門（作品、写真など）    ：１０サロン参加 

           （活動発表会）      ステージ部門（踊り、合唱など） ： ４サロン参加 

                                  いろいろ部門（販売、喫茶など） ： ６サロン参加 

         午前 約２００人参加、午後 約２００人参加 

 １月３０日 活動研修会 ひまわりサロン文化祭の報告 

   本年度報告と次年度申請についての説明 

                          柔道整復師による介護予防ストレッチの実技指導 

                          サロンへの派遣関係機関の活動紹介 

１２３人参加 
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[気軽に相談事業] 

   ２７年度 ２８年度 ２９年度 

年間相談件数 ８７件 ８４件 ９６件 

３月１日 相談員研修会   ４名 

 

[地域福祉協議会事業] 

 ■連絡会 

 第１回連絡会 ６月１５日 多治見市社協の地域福祉事業について 

   各地域福祉協議会の事業計画 

   社協ボランティア登録団体一覧 

 

 第２回連絡会 ８月３１日 市補助金の活用方法について（その１） 

   懸案事項の協議 

   社会福祉協議会からの事業提案 

   １） 校区別サロン情報交換会の開催 

   ２） 福祉講演会の開催 

 

 第３回連絡会 １１月３０日 市補助金の活用方法について（その２） 

   サロン事業の強化（物品の活用と管理） 

   メニュー事業の確認と報告 

   ボランティア保険等の改定について 

 

 第４回連絡会 ２月１３日 次年度計画と報告 

                          懸案事項の協議 

                          市議との対話集会 

 

 ■各地域福祉協議会活動 

 脇之島地域福祉協議会 相談事業、ひまわりサロン事業 

  子育てサロン事業、移送支援サービス 

  予防医療講座、四季カレンダー作成 

   健康麻雀教室、剪定・草刈事業 

   家事支援、ボランティア登録、福祉講演会 

   広報紙発行、他都市視察受け入れ 等 

 

 笠原地域福祉協議会 ひまわりサロン事業、健康講座 

  医療講座、福祉まつり、ボランティア登録 

  生きがい健康塾サロン、3B 体操 

  広報紙発行、サロン情報交換会 等 
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 市之倉地域福祉協議会 ひまわりサロン事業、ボランティア登録 

  家具転倒防止事業（ボランティア育成、活動） 

  地域支え合い講演会、手話サロン事業 

  地域見守り活動、広報紙発行、福祉講演会 

                          サロン情報交換会 等 

 

 根本地域福祉協議会 相談事業、家事支援、健康講座 

  ひまわりサロン活動支援、子育てサロン事業 

  障がい児・者サロン活動支援、学童保育支援 

  地域力連携、ボランティア登録、福祉講演会 

  広報紙発行、アンケート調査、サロン情報交換会等 

 

 北栄地域福祉協議会 新規ひまわりサロン事業の開催（子育て、高齢） 

  朝市支援等、相談事業 

  ボランティア登録、地域見守り活動 

  生活支援（草刈）事業、広報紙発行 

                          サロン情報交換会 等 

 

 共栄地域福祉協議会 買い物タクシー支援事業 

  福祉に関する相談事業、サロン事業、健康活動 

  ふれあいカフェ事業、サロン情報交換会 

  広報紙発行、AED 講習会 等 

 

 養正地域福祉協議会 ふれあいサロン事業、相談事業 

  校区サロン支援事業、防災事業（共催） 

  広報紙発行、サロン情報交換会 

 アンケート調査 等 

 

６ ボランティアセンターの運営 

継続的なボランティア活動の支援とともに、新たに登録し活動を始めるボランティ

ア団体及び個人ボランティアの安定した活動を目的とした支援や次世代を担う小中学

生の福祉教育の支援を行いました。 

 

[ボランティアの登録及び派遣] 

■団体登録 

 

   ２７年度 ２８年度 ２９年度 

人  数 103 団体 3,416 人 113 団体 3,418 人 112 団体 3,425 人 
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■個人登録 

   ２７年度 ２８年度 ２９年度 

人  数 ７３人 ８０人 ６２人 

 

■ボランティア派遣調整（外出介助、行事手伝い、レクリエーション等） 

   ２７年度 ２８年度 ２９年度 

派遣件数 １６件 ２８件 ３０件 

 

 

[ボランティアセンター連絡会] 

 ６月１９日 『ボランティアの協働とこれからの活動について』 

講師  菰野町ボランティア連絡協議会       

会長  加藤 健一郎氏                 

 

[災害救援ボランティア] 

９月１日 災害救援ボランティアセンター・多治見市 

災害対策本部合同設置訓練  訓練及びマニュアル確認 

    １月２９日  研修会 災害ボランティアセンター運営の実際【風水害編】 

                               講師 レスキューストックヤードスタッフ 他 

     ２月５日  研修会 災害ボランティアセンター運営の実際【地震編】 

                              講師 熊本市社会福祉協議会事務局長 他 

 

[ボランティア養成講座] 

 ５～７月 手話初級講座 全８回 手話の基本 参加者１６人 

 10～12 月 手話初級講座 全８回 手話の基本 参加者１９人 

 10 月 音訳中級講座 全２回 音訳技術の向上 参加者２５人 

 ２～３月 音訳初級講座 全５回 音訳の基本 受講申込が１人の為、中止 

      ２月  点訳中級講座        全１回 点訳技術の向上 参加者１５人 

 

[福祉教育支援事業] 

 通年 福祉体験、講師派遣等 高齢者疑似体験 １０校 

ガイドヘルプ体験 ８校 

車いす体験 １０校 

   講師派遣 ２校 

総合福祉センター見学 ２校 

認知症サポーター養成講座 ６校 

 ７～８月 中高生・一般対象の夏のボランティア体験  

福祉施設でのボランティア体験 １１２人参加 
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 ３月３日 協力校連絡会 小・中学校教員及び教育委員会との取り組み 

状況確認と情報交換 

 

[年賀状交流事業] 

 １月 年賀状交流事業 市内小学校の児童とひとり暮らし高齢者や 

福祉施設入所者との交流を図る 

   １，４８０人へ年賀状を送付 

 

[ボランティア活動基盤づくり事業] 

 通年 ボランティア保険 ボランティア活動保険３，１１１人 

                   加入促進 行事保険７５件 

   福祉サービス総合補償９件 

   送迎サービス補償３件 

 

 通年 情報提供、募集 広報紙「ふれあい」への活動紹介等 

   メールマガジンによるボランティア募集配信 

 

７ 啓発等ＰＲ 

広報紙やイベントを通じ、社会福祉に対する市民啓発や福祉事業のPRを行いました。 

 

[広報・メルマガ] 

 毎月１日 広報紙「ふれあい」 約４０，５００部発行 

                            配布施設（公共施設、小中高等学校、福祉施設） 

                           音声データをホームページで公開 

 通年 メールマガジン メールマガジン登録者に対する情報提供 

   イベント案内、参加者募集等配信 

 

[社会福祉大会] 

 １１月１９日 社会福祉大会の開催 総合福祉センター大会議室 

   表彰・感謝対象者   ７３人 

記念講演 「多治見市の未来のために 

             ～今私たちにできる一歩～」 

講師 武田 邦彦 氏  

 

[赤い羽根共同募金スローガンコンクール] 

 ６月～ 募集 応募数１８６点 

 ９月１４日 審査会 関係団体代表に審査依頼 

 １１月１９日 表彰・発表 福祉大会時に表彰、発表  
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   最優秀作品１点 入選４点 

       ☆～最優秀賞～☆  「支え合い 思いをつなぐ 赤い羽根」 

若子 あずみさん（笠原小学校６年） 

 

[2017 ふれあい福祉まつり] 

 １０月２１日  参加者約２，０００人   参加団体２５団体 ２０５名 

          高齢者、障がい者、児童、ボランティア等市民誰もが参加できるお祭り 

 

８ 生活福祉資金 

低所得の高齢者世帯や障がい者世帯に必要な資金の貸し付けをするとともに援助指

導を行うことにより、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長を図り、在宅福祉、社

会参加を促進しました。また、対象とならなかったケースは、関係機関への引継ぎや

個別の助言による支援を行いました。 

 

通年 生活福祉資金の相談、貸付   申込み３件  決定３件 

                                         相談件数１２３件 

 

９ 小口資金貸付事業 

一時的な緊急事態の際に小額の資金の貸し付けを行い、就労支援と共に生活指導を

行う事で自立の援助を図りました。 

 

通年 貸付及び返済 貸付金 ３０件 ３２９，３６０円 

   返済金 ５０件 ２８９，５３０円 

 

１０ 日常生活自立支援事業 

判断能力の低下により、様々なサービスを選択したり、契約したりすることが困難

な方に対して、適切な援助により、福祉サービス利用についての本人の意思決定を助

け、地域で安心して生活できるよう支援しました。 

 

多治見市福祉サービス利用支援センターの運営 

   年間相談数      ４５９件 

認知症  １２９件 

    知的障がい  １５９件 

    精神障がい  １５９件 

                                  その他         １２件 

              ３月３１日現在契約者数    ４２人 

                                       （うち生活保護４人） 
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１１ 生活困窮者自立支援事業（生活自立支援センター） 

生活困窮者自立支援法が平成 27 年 4 月より施行されたことに伴い、継続して生活困

窮者自立支援事業を多治見市から受託。生活に困窮している方を対象に、関係機関と

連携して具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けての就労や生活の

支援を行いました。 

 

        多治見市生活自立支援センターの運営 

                                年間相談者数         １０６人 

                                年間延べ対応数      ４，８８６回 

                                プラン作成数            ４２人 

                                フードバンク延べ利用者数   ６８件 

 

 

１２ 物品貸出 

市内在住、在勤、在学の方を対象に車いす、イベント機器、福祉体験グッズ等を無

料で貸し出しました。 

 

通 年 車いすの貸出   ３５７件 

   イベント機器（かき氷機、綿菓子機器等） 

                          福祉体験グッズ（高齢者疑似体験、点字、白杖等） 

 

１３ 参加委員会等 

 

 地域子育て支援ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会 ／多治見市開催 

  子育て支援ネットワークの構築 

 多治見市自立支援協議会 ／多治見市開催 

  障がい者への支援体制等の検証 

 男女共同参画推進審議会 ／多治見市開催 

  男女共同参加社会の推進 

障害者計画策定委員会 ／多治見市開催 

 第６期障害者計画及び 

 第５期障害者福祉計画の策定 

高齢者保健福祉計画策定委員会 ／多治見市開催 

 高齢者保健福祉計画 2018 の策定 

地域福祉計画策定委員会 ／多治見市開催 

 第４期地域福祉計画の策定 
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１４ 地域包括支援センター 

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予

防マネジメントなどを総合的に行う地域包括支援センターを多治見市より４か所受託

し、看護師、主任ケアマネジャー、社会福祉士を配置し、専門性を活かした支援を行

いました。 

 

[地域包括支援センター（太平・滝呂・南姫・笠原）] 

  ■相談事業     総合相談事業 ・ケアマネ支援に関する相談    462 件 

                   ・権利擁護・消費被害に関す相談  146 件 

                   ・介護、介護保険に関する相談  3,660 件 

・健康、病気医療に関する相談   196 件 

                   ・その他の相談         1,214 件 

                                合計 5,678 件 

 

  ■権利擁護     消費者被害  ・広報紙の発行 

                      高齢者向け        年 12 回 

                      一般市民向け        年 3 回 

                   ・消費者被害防止講座の開催    10 回 

                   ・成年後見制度の普及講座      3 回 

 

■包括的・継続的   ケアマネ向け研修会  ・話す部会   3 回 134 人参加 

   ケアマネジメント             ・学びあう部会 5 回 118 人参加 

                        ・深める部会  4 回 91 人参加 

             ケアマネ連絡協議会  ・年 12 回（毎月開催） 

             医療関係との連携   ・県病院との意見交換開催 

             ケアプラン点検    ・事業所点検 4 事業所 

 

  ■介護予防ケアマネジメント   要支援認定者プラン作成      7,686件 

                        内 総合事業 4,270 件 

                       予防給付 3,416 件 

 

  ■認知症施策の推進   認知症カフェの開催（本人、家族等支援）  8 回開催 

              認知症地域支援推進員相談          313件 

 

  ■生活支援サービスの基盤  第 1 層協議体準備委員会    3 月 12 日 17 人 

                 ・地域での支え合い活動による現状（岐阜県下） 

・生活支援コーディネーター配置報告等の報告 
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  ■その他        介護予防教室（市民向け講座の開催）    122 会場 

              認知症サポーター養成講座         39 会場 

 

１５ 高齢者福祉事業部門 

老人福祉センターでは、利用者ニーズを把握しながら、随時新たな教室を開催しま

した。また、複合施設に設置されているメリットを活かし、多世代交流など、多くの

市民が交流できるイベントを実施しました。 

介護保険事業では、利用者を第一としたサービスを実施するとともに、安定した収

入の確保と効率的な運営により健全な経営を目指し、職員の質の向上を図る人材育成

及び人材確保の研修会に取り組みました。 

[老人福祉センター]                                      （単位：人） 

  太 平 滝 呂 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

個人利用来館者 20,364 21,609 20,802 14,413 14,493 14,104 

生きがいづくり講座等 15,437 15,832 14,056 10,419 9,913 8,597 

地域交流事業 4,177 4,416 4,151 967 1,195 2,166 

多世代交流事業 781 793 669 1,787 1,703 1,869 

                （単位：人） 

  南 姫 

27 年度 28 年度 29 年度 

個人利用来館者 2,686 3,195 4,372 

生きがいづくり講座等 7,027 6,537 7,566 

地域交流事業 1,215 1,191 1,439 

多世代交流事業 664 445 389 

 

[デイサービス事業]                                      （単位：人） 

  太平デイサービス 滝呂デイサービス 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

延 べ 利 用 者 数 6,187 5,955 5,929 7,134 6,522 7,244 

１日平均利用者数 19.9 19.5 19.5 23.0 21.1 23.5 

実利用者数（3 月） 50 54 56 68 71 75 

（単位：人） 

  南姫デイサービス 笠原デイサービス 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

延 べ 利 用 者 数 7,794 8,052 7,245 7,379 7,198 6,999 

１日平均利用者数 25.2 26.1 23.5 23.8 23.4 22.8 

実利用者数（3 月） 72 71 73 65 62 60 
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[ホームヘルパー事業]                                    （単位：人） 

   介護保険事業 生活支援サービス 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

延 べ 利 用 者 数 2,226 2,077 2,177 130 84 24 

延 べ 訪 問 件 数 24,569 22,971 23,752 572 381 154 

 

[ケアプランセンター事業]                      （単位：人） 

   金岡ケアプランセンター 南ケアプランセンター 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

介 護 給 付 2,606 2,480 2,485 2,601 2,521 2,614 

予 防 給 付 282 367 402 190 277 287 

要介護認定調査 429 438 430 358 369 380 

 

１６ 障がい者福祉事業部門 

障がい者を対象とした在宅での介護ニーズは多いものの、介護保険と比較してサー

ビス事業所が少ないなか、ホームヘルプ事業を実施しました。さらに、同行援護事業

の人材育成として、同行援護従事者養成研修会のフォローアップ研修を開催しました。 

優が丘となごみの杜かさはらでは、合同でレクリエーションの実施や社会見学とし

て遠方に出掛けるなどして交流を深めました。 

 

[障害者ヘルパー事業]             （単位：人） 

  27 年度 28 年度 29 年度 

延 べ 利 用 者 数 248 267 325 

延 べ 訪 問 件 数 2,772 2,916 3,223 

 

[障害者福祉センター]                   （単位：人） 

 27 年度 28 年度 29 年度 

延 べ 利 用 者 数 4,616 4,763 4,564 

 

[優が丘] 

■就労支援事業 

3 月 31 日現在通所者数 ２７人（定員：２７名/１日） 

受託事業 タオル作業、バーム箱詰め作業、DVD 分別、 

ボトルキャップ回収、清掃作業、縫製等内職作業 

自主製品の製作・販売 クッキー製造、販売、手芸品、農作物 

イベント開催に伴う出店 出店回数 17 回 
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交流事業 社会見学、運動会、もちつき、クリスマス会 等 

生活・健康管理・自立支援 音楽療法、買い物体験、口腔衛生 等 

 

■生活介護事業 

3 月 31 日現在通所者数 ２２人（定員：１３名/１日） 

生活介護事業 送迎・入浴・食事・トイレ介助等 

作業、調理実習、レクリエーション、体操、買い物他 

交流事業 社会見学、交流事業 等 

 

[なごみの杜かさはら] 

■就労支援事業 

3 月 31 日現在 通所者数 ９人（定員：１１名/１日） 

受託事業 ハンガー組立作業、自動車部品検品作業 等 

自主製品の製作・販売 手芸品、農作物 

イベント開催に伴う出店 出店回数 ５回 

交流事業 花見、社会見学、買い物体験 等 

生活自立支援 調理実習、音楽療法、書道教室 等 

 

■生活介護事業 

3 月 31 日現在通所者数 １２人（定員：９名/１日） 

生活介護事業 送迎・入浴・食事介助 

作業、調理実習、映画鑑賞、レクリエーション、買い物他 

交流事業 花見、社会見学、買い物体験 等 

 

[障がい者相談支援センター] 

■計画相談作成                                        （単位：人） 

 障がい者 障がい児 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

計画書作成 90 106 106 169 291 196 

モニタリング作成 180 96 110 451 341 409 
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１７ 児童福祉事業部門 

指定管理者として協定書に基づく仕様内容を確実に履行するとともに、複合施設に

おいては、そのメリットを活かし、多世代交流など、多くの市民が交流できるイベン

トを実施しました。また、新規利用者の開拓を図るとともに、市民ニーズに合わせた

新たな事業の実施に努めました。池田保育園は、平成 28 年度より指定管理者となり、

関係者や地域の方々の協力をいただきながら、信頼される保育園運営を目指しました。 

 

[母子父子福祉センター]                    （単位：人） 

 27 年度 28 年度 29 年度 

自立促進事業 653 0 0 

交流事業 178 339 321 

ひとり親支援事業 417 406 527 

相談業務 5 10 10 

交流事業（自主） 1,633 1,306 736 

趣味・教養講座 1,526 1,379 1,073 

 ※自立促進事業については、平成 28 年度から仕様書が見直された 

 

[児童館・児童センター] 

 《複合》                                              （単位：人） 

事  業  種  別 
太 平 滝 呂 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

個 人 利 用 31,155 28,889 26,939 15,028 14,612 12,560 

集 

団 

利 

用 
乳幼児対象事業 4,977 3,733 3,984 2,434 2,230 1,957 

児童対象事業 1,190 1,988 1,644 1,668 1,926 1,691 

地域交流・多世代交流事業  1,414 3,071 2,155 1,800 1,973 2,664 

中高生対象事業 591 139 88 42 61 83 

子育て相談・ネットワーク 84 689 1,182 18 564 1,139 

 

                                    （単位：人） 

事  業  種  別 
南 姫 

27 年度 28 年度 29 年度 

個 人 利 用 7,509 8,526 9,450 

集 

団 

利 

用 

乳幼児対象事業 2,815 2,128 1,852 

児童対象事業 962 1,931 1,379 

地域交流・多世代交流事業  676 1,777 1,639 

中高生対象事業 222 62 103 

子育て相談・ネットワーク 76 673 969 
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《単館》                                              （単位：人） 

事  業  種  別 
旭ヶ丘 共 栄 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

個 人 利 用 15,952 17,215 16,845 11,210 10,083 10,372 

集 

団 

利 

用 

乳幼児対象事業 2,982 2,578 2,753 2,970 2,241 2,340 

児童対象事業 1,128 2,825 1,907 1,579 1,605 1,185 

地域交流・多世代交流事業  646 1,739 1,695 1,051 1,195 1,136 

中高生対象事業 93 145 185 60 64 75 

子育て相談・ネットワーク 39 526 1,165 62 676 922 

（単位：人） 

事  業  種  別 
本 土 大 原 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

個 人 利 用 8,558 9,573 9,439 13,153 14,021 12,466 

集 

団 

利 

用 

乳幼児対象事業 2,646 2,579 2,109 3,983 3,466 2,715 

児童対象事業 1,717 2,183 2,041 1,272 2,628 1,853 

地域交流・多世代交流事業  1,419 1,862 1,568 700 1,601 1,584 

中高生対象事業 74 67 118 143 290 134 

子育て相談・ネットワーク 39 453 1,134 25 911 1,010 

 

[発達支援センター]                         （単位：人） 

 なかよし ひまわり 

27 年度 28 年度 29 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

療育指導 2,855 3,303 2,771 3,033 2,913 2,907 

作業療法 388 511 278 282 247 366 

言語療法 222 121 176 439 0 195 

訪問支援   146    

相談・サポート 100 62 41 189 128 156 

 

[若草保育園]                  （単位：人） 

 27 年度 28 年度 29 年度 

３月３１日現在 園児数 60 56 60 

延べ園児数 709 655 659 

一時預かり児 1,017 1,224 1,214 
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[池田保育園]                  （単位：人） 

 27 年度 28 年度 29 年度 

３月３１日現在 園児数  87 92 

延べ園児数  1,004 1,081 

一時預かり児  492 592 

支援センター  1,249 1,457 

 ※28 年度から指定管理者 
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