
平成29年度 社会福祉法人西尾市社会福祉協議会 事業報告書

第１　活動振興事業

１ 会員募集

２ 各支部(町内会校区)に福祉活動費援助         

３ 福祉団体補助金交付(14団体)･････････････････････････････････････････…福祉団体の事業に協力し、育成と振興をはかる

４ 第63回西尾市社会福祉大会開催･････････････････････････････････････････…実施日

場  所 文化会館

参加者 約1,000人

５ 広報「社協だより」発行･･･････････････････････････････････････････････････････････…年3回 全戸配布

６ ホームページによる情報発信

第２　高齢者福祉事業

１ いきいきサービス事業 (平成30年3月31日現在)

(単位：人)

延人数 1,515 1,229

月平均 126.3 102.4

平成29年11月17日

      事業所
 区分

幡豆 一色

実人数 29 31

会費計(円) 8,834,240 26,000 78,000 269,000 9,207,240

会員数(件) 44,171 13 39 13 44,236

会員の種類 普通会員(世帯) 福祉団体会員 施設会員 特別会員 合計

社会的孤立や虐待等、地域における様々な課題が多様化・複雑化するなか、本会では、社
会福祉協議会の本分である地域福祉の推進を図るため、地域の実情に応じたサービスを効果
的・効率的に提供できるよう努めました。
平成29年度は、社会福祉法等の改正による社会福祉法人制度改革が施行され、組織体制の

強化、事業運営の透明化の向上はもとより、地域における社会福祉事業や公益的な取り組み
を推進するため組織をあげて業務改善に努めました。
そして、多くの市民の皆様と関係諸団体の理解と協力を得て、次のとおり事業を実施しま

した。
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２ 居宅介護支援事業

 (1) 要介護状態区分別・ケアプラン作成状況(延件数) (単位：件)

３ 一般事業

 (1) 第7回西尾市シニアグラウンド・ゴルフ大会開催･････････････････････････････････････････････････…

 坂田球場

384人(64チーム)

 (2) 第44回西尾市老人スポーツ大会開催･････････････････････････････････････････････････…

総合体育館

800人(選手)

 (3) 第44回西尾市高齢者趣味の作品展開催･････････････････････････････････････････････････…平成29年11月9日～10日

総合福祉センター

551人

 (4) ふれあい懇談会実施･････････････････････････････････････････････････…市内9地区で開催

対象者 65歳以上のひとり暮らしの方

参加者 1,030人

 (5) ほがらか食事会実施･････････････････････････････････････････････････…月1回吉良保健センターで開催

対象者 70歳以上のひとり暮らしの方

80歳以上の高齢者世帯

参加延人数 208人

 (6) らくらくトレーニング教室の実施･･････････････････実施日 第2･4月曜日

場  所 幡豆老人憩の家

参加延人数 226人

 (7) 西尾市老人クラブ連合会の育成、援助

４ 老人福祉センター事業

 (1) 西尾市老人福祉センター

　ア 教養講座の開催(2講座)

合　　計 12 197

スポーツ吹矢体験 2 17

パソコン 10 180

場　所

参加者

実施日

場　所

出品者

　講 座 名
回数
(回)

参加延人数
(人)

実施日 平成29年6月7日

場　所

参加者

実施日 平成29年10月13日

36.5

合　計 2,558 2,000 1,637 697 6,892 574.3

要介護５ 191 66 122 59 438

73.8

要介護４ 311 178 150 52 691 57.6

要介護３ 252 292 266 76 886

212.4

要介護２ 852 737 516 223 2,328 194

要介護１ 952 727 583 287 2,549

月平均
区分 支援事業所 一色 きら はず

事業所 指定居宅介護 ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ
合計
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　イ 利用状況

 (2) 一色老人福祉センター

　ア 利用状況 (開館日数 日) （単位：人)

第３　障がい児・者福祉事業

１ 一般事業

 (1) 障害者ふれあいレクリエーション大会開催･････････････････････････････････････････････････…実施日

 　『やさしさふれあい2017ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ』 場  所 横須賀ふれあいセンター

参加者 約500人

 (2) 重度障害者交流事業実施･････････････････････････････････････････････････…実施日

 　『ピカリコ・ぴかっとクリスマス会』 場  所 障害者支援施設ピカリコ

参加者 100人

実施日

場  所 生活介護事業所ぴかっと

参加者 60人

 (3) 障害児・者社会見学実施･････････････････････････････････････････････････…実施日

場  所 名古屋港水族館

参加者 126人

実施日

場  所 ひるがの高原牧歌の里

参加者 34人

 (4) 第10回一色地区障がい者ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ大会開催･････････････････････････････････････････････････…実施日

場  所 一色Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰｱﾘｰﾅ

参加者 99人

 (5) ふれあいクリスマス会開催･････････････････････････････････････････････････…実施日

場  所 吉良保健センター

参加者 26家族59人

 (6) 吉良地区福祉団体ﾚｼﾞｬｰ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ大会開催･････････････････････････････････････････････････…実施日

場  所 コミュニティ公園

参加者 200人

平成29年8月17日

平成29年10月8日

平成29年12月17日

平成29年11月5日

平成29年12月16日

平成29年12月16日

平成29年12月22日

平成29年11月19日

一日平均 30.7 16.1 3.6 3.3 53.7

カラオケ室 合　計

延人数 7,463 3,924 869 805 13,061

一日平均(人) 25.4 81.1

243

　　　　　　場所
 区分

風　呂 大広間 和　室

延人数(人) 8,235 26,589 34,824

開館日数(日) 324 328

　　　　　　場所
 区分

笑楽亭
(カラオケ等)

遊湯ひろば
(風呂等)

合　計
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 (7) いきいき・ふくふく講座「書こう会」実施･････････････････････････････････････････････････…実施回数 年間　12回

場  所 吉良保健センター

参加延人数 99人

 (8) 気分晴ればれ講座開催･････････････････････････････････････････････････…実施日

場  所 吉良保健センター

参加者 16人

 (9) 幡豆　障がい(児)者クリスマス会開催･････････････････････････････････････････････････…実施日

場  所 幡豆いきいきセンター

参加者 61人

（10）障がい(児)者のための音楽教室実施････････････････････････････････････････････････…実施回数

場  所 幡豆いきいきセンター

参加延人数 240人

 (11) 幡豆地区福祉ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ大会開催･････････････････････････････････････････････････…実施日

場  所 幡豆小学校体育館

参加者 148人

 (12) 西尾市身体障害者福祉協会・障害者福祉団体連合会の育成、援助

２ 身体障害者福祉センター事業

 (1) 講座の開催(18講座)    

第４　児童、母子・父子福祉事業

１ 一般事業

 (1) 母子・父子家庭親子クリスマス会実施･･･････････････････････････････････････････実施日

場　所 総合福祉センター

参加者 65人

 (2) 母子・父子家庭親子一日郊外学習実施･･･････････････････････････････････････････････…実施日

場　所 ナガシマスパーランド

参加者 70人

平成29年12月10日

平成29年9月24日

点字触読 44 68

合　計 157 1,662

障がい者のための
防災講座 1 8 ｽﾎﾟｰﾂ吹矢 2 15

11

ボッチャ体験 1 8 簡単家庭料理 5 58
要約筆記ステップ
アップ講座 4 31

22 478

紙粘土 8 47 書道入門 5 41
聞こえのサポート教
室（要約筆記） 2

手話入門 20 492

紙手紙 8 123 そめ花 10 58 手話基礎

切り絵 10 87 お菓子作り 3 22

参加延
人数(人)

パッチワーク 8 67 フラワーアレンジ 3 40 折り紙 1 8

年間　11回

平成29年9月24日

講座名
回数
(回)

参加延
人数(人) 講座名

回数
(回)

参加延
人数(人) 講座名

回数
(回)

平成30年3月25日

平成29年12月10日
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 (3) 準要保護家庭児童・生徒に校外活動費援助････････････････････････････････････････････････…小学生 82人 中学生 89人

 (4) 赤い羽根文庫の設置･････････････････････････････････････････････････…市内 3か所

 (5) 赤い羽根子供広場の遊具補修、点検･････････････････････････････････････････････････…広場総数 58か所

 (6) 西尾市母子寡婦福祉会の育成、援助

２ 母子福祉センター事業

 (1) 教養講座の開催(6講座)

 (2) こどもひろば利用状況

ア 日　時･････････････････････月～金曜日　午前9時～午後5時　　　　

土・日曜日　午前9時～午後4時30分

イ 場　所･････････････････総合福祉センター(４階)

ウ 開館日数･･････････ 日

エ 利用延人数･････････････････････人 (一日平均 人)

第５　地域福祉活動推進事業

１ 「いきいきサロン」の運営(健康体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、児童・高齢者の世代間交流等を実施)

 (1) 西尾地区 5か所･･････････････････････････････････････毎週水曜日・月１回

参加延人数 1,482人

 (2) 一色地区 6か所･･････････････････････････････････････月1～5回

参加延人数 3,138人

 (3) 吉良地区11か所･･････････････････････････････････････月1回・毎週木・土曜日

参加延人数 3,431人

 (4) 幡豆地区 1か所･･････････････････････････････････････月1回

参加延人数 　374人

２ 一般事業

 (1) 第8回一色地区福祉ふれあい祭りの開催････････････実施日

場　所 一色老人福祉センター

参加者 約300人

 (2) 第31回にしお福祉まつり開催･･･････････････････････････････････････････････…実施日

場　所 総合福祉センター

参加者 約2,000人

339

12,519 36.9

平成29年7月8日

平成29年10月22日

合　計 15 163

パソコン 10 77 フラワーアレンジ 1 12

親子ピザ作り 1 19 親子お菓子づくり 1 19

リンパでアンチエイジング 1 18 寡婦料理 1 18

講 座 名
回数
(回)

参加延
人数(人) 講 座 名

回数
(回)

参加延
人数(人)
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第６　ボランティア活動振興事業

１ ボランティアセンター活動事業の推進         

 (1) ボランティア講座の開催(5講座)

 (2) ボランティアリーダー研修会の開催･･････････････････････････････････････････････…実施日

場  所 総合福祉センター

参加者 63人

 (3) 青少年等ボランティア福祉体験学習の開催･･････････････････････････････････････････････…実施日 7～8月（夏休み期間中）

場  所 市内　11福祉施設

参加延人数 89人

 (4) ボランティアのつどい開催･･････････････････････････････････････････････…実施日

場  所 総合福祉センター

参加者 214人

 (5) 福祉実践教室の開催･･････････････････････････････････････････････････････実施回数 年間　9回

参加延人数 1,708人(7小中学校)

 (6) ボランティアセンター運営委員会の開催･･････････････････････････････････････････････････････実施回数 年間　2回

 (7) 西尾市ボランティア連絡協議会・ボランティア団体の育成、援助

２ ボランティア団体登録状況　（平成30年3月31日現在）

３　ボランティア相談利用状況

 (1) 開催日数･･････････ 日

 (2) 利用延件数････････ 件 (月平均 件)

第７　地域包括支援センター事業

１ 相談事業

 (1) 実態把握 (単位：件)

実態把握延件数 139 98 237 19.8

　　　　　     　　　　事業所
 区分

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ東部･八ツ面

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ一色

合　計 月平均

合　計 123 7,606

180

404 33.7

その他地域活動関係 清掃奉仕や防災・災害救援の活動等 40 4,082

ＮＰＯ法人 障害者支援､子育て支援､まちづくりに関する活動等 4 133

児童・子育て支援・青少年関係 子育て支援や読みきかせ等子どものための活動等 24 1,782

施設援助関係 福祉施設における活動等 24 443

高齢者関係 在宅の高齢者のための活動等 14 866

障害児者関係 在宅の障害児者のための活動等 17 300

平成29年7月8日

平成30年2月3日

ボランティアの種類 活　　動　　内　　容
団体数
(団体)

登録人数
(人)

夏休み子ども手話教室 1 18 合　　計 14 115

夏休み子ども要約筆記教室 1 16 傾聴セミナー 1 30

音訳ボランティア初級 8 26 ボランティア入門 3 25

講 座 名
回数
(回)

参加延
人数(人) 講 座 名

回数
(回)

参加延
人数(人)
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 (2) 相談件数 (単位：件)

２ 介護予防ケアマネジメント

 (1) 対象者 要支援認定者、総合事業対象者

 (2) 介護予防ケアマネジメント作成状況 (単位：件)

３ 介護予防支援

 (1) 対象者 要支援認定者

 (2) 介護予防プラン作成状況 (単位：件)

４ シルバー元気教室開催

 (1) 対象者 一般高齢者

 (2) 活動状況 (単位：件)

５ 会議開催状況

 (1) 地域ケア会議

　ア 　西尾市地域包括支援センター東部・八ツ面････････････････････････････････回

　イ　 西尾市地域包括支援センター一色･･････････････････････････････････････････････････････回

６ 包括的支援強化事業

（1） 八ツ面小学校区版生活お役立ちマップ「きらら」作成

（2） 一色南部小学校版生活お役立ちマップ「なんぶ」作成

７ 認知症地域支援・ケア向上事業 (単位：件)

総合相談 142 260 402 33.5

3,563 296.9

9

2

　　　　　　　　　　　事業所
 区分

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ東部･八ツ面

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ一色

合　計 月平均

一色 合計 月平均

利用延人数 640 814 518 259 500 832

　　　　　　　　　　地区
 区分

三和 八ツ面 室場 池田 前野

　　　　　　　　　事業所
 区分

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ東部･八ツ面

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ一色

合　計 月平均

プラン作成延件数 1,345 1,462 2,807 233.9

　　　　　　　　　事業所
 区分

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ東部･八ツ面

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ一色

合　計 月平均

ケアマネジメント作成延件数 365 330 695 57.9

包括的･継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援
(65歳以上の高齢者･各関係機関､
介護支援専門員への対応)

75 80 155 12.9

合　　計 896 696 1,592 132.7

総合相談
(要支援未満、
介護保険認定関係等の相談)

738 545 1,283 106.9

権利擁護
(65歳以上の高齢者･各関係機関､
権利擁護･高齢者虐待等の相談)

83 71 154 12.8

　　　　　     　　　　事業所
 区分

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ東部･八ツ面

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ一色

合　計 月平均
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第８　相談支援事業(障害児・者等)

１ 相談支援件数 (単位：件)

２ 相談支援内容 （延件数） (単位：件)

３ 会議開催状況

 (1) 西尾市地域自立支援協議会開催････････････ 回

 (2) 西尾市地域自立支援協議会部会開催 (単位：回)

 (3) 事務局会議開催････････････････････････････ 9回

 (4) ワーキングチーム会議開催･････････････････････････ 3回

 (5) 運営会議開催････････････････････････････････････ 3回

 (6) ケース検討会議開催････････････････････････････････････16回

４ サービス等利用計画 （平成30年3月31日現在）

 (1) サービス等利用計画作成･･･････････････････････件 (契約者数 109人)

第９　日常生活自立支援事業

１ 福祉サービス利用状況

 (1) 契約者数　（平成30年3月31日現在） (単位：件)

 (2) 相談・支援延件数 件 (月平均 件)

件　数 12 10 3 25

626 52.2

合計 12

259

区　分 認知症高齢者 精神障害者 知的障害者 合 計

地域支援部会 3 子ども部会 3

就労支援部会 3 権利擁護部会 3

3

部会名 回数 部会名 回数

家計・経済に関する支援 90 合　計 7,082

月平均 590.2

家族・人間関係に関する支援 629 虐待に関する支援 0

生活技術に関する支援 838 その他 2

健康・医療に関する支援 233 保育・教育に関する支援 454

不安の解消･情緒安定に関する支援 137 権利擁護に関する支援 4

福祉ｻｰﾋﾞｽの利用等に関する支援 2,261 就労に関する支援 514

障害･病状の理解に関する支援 1,789 社会参加・余暇活動に関する支援 131

0 68 23 2,794 232.8

内　容 件数 内　容 件数

高次脳 難病 その他 合計 月平均

相談支援延件数 2,402 99 57 145

障害区分 身体 知的 精神 発達障害
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 (3) 主な援助の内容

 福祉ｻｰﾋﾞｽの利用援助 日常的金銭管理 公共料金、税金等の支払

 印鑑の預かり 預貯金の払い戻し 預貯金通帳の預かり

 重要書類の預かり 生活費管理についての相談支援

第10　会館管理事業

１ 総合福祉センター会館管理事業

 (1) 利用者数  ( 開館日数　 日 ) (単位：人)

１日平均 人

 (2) 総合福祉センター運営委員会開催･････････････････････････････････････････････････…   年1回

２ 幡豆いきいきセンター会館管理事業

 (1) 利用状況 　開館日数 日 延人数 人 （ 人 ）

第11　生活援護事業

１ 被災世帯への見舞金援助 ･･･････････････火災　2件

２ 生活福祉資金の貸付 ･･･････････････相談　226件 （内、貸付 1件　ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ利用 48件）

３ 歳末たすけあい募金配分事業

 (1) 配分実績 (単位：円)

人

人

人

人

件

件

件

件

合　計 10,014,114 合　計 1,728 10,014,114

そ　の　他 3 124,906

事務推進費 392,000

施設等助成 10 180,000

※高齢者等生きがい活動支援 3 123,208

母子父子世帯新入学児童 203 609,000

市外福祉施設入所者 29 174,000

社会福祉協議会 1,299,686 重度心身障害児者 446 2,676,000

市内福祉施設通所・入所者 565 3,390,000

収   入 実績額 支  出 人数(件数) 実績額

歳末たすけあい募金配分金 8,714,428 ひとり暮らし高齢者 469 2,345,000

26,244 16,654 146,853

429.4

356 22,649 一日平均 63.6

療育ｾﾝﾀｰ
社会福祉

ｾﾝﾀｰ

高齢者
生きがい

ｾﾝﾀｰ
合計

延人数 7,194 15,015 44,019 28,073 9,654

342

区　分
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｾﾝﾀｰ
身体障害者
福祉ｾﾝﾀｰ

老人福祉
ｾﾝﾀｰ

母子福祉
ｾﾝﾀｰ
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※高齢者等生きがい活動支援･････････････････････････実施日

『もちつき大会』 場  所 一色いきいき健康プラザ

参加者 39人

実施日

場  所 一色老人福祉センター

参加者 102人

実施日

場  所 くるみ会一色作業所

参加者 68人

第12　貸出事業

１ 福祉車輌貸出事業

 (1) 利用状況 (単位：件)

２　車いす貸出事業

 (1) 利用状況 (単位：件)

第13　相談事業

１ 結婚相談事業

 (1) 相談所開催状況 日　時 毎月第1･3日曜日、毎週火曜日 午後1時～4時

場　所 総合福祉センター(4階 相談室)

 (2) 相談員 社協委嘱相談員　8人

 (3) 相談実績  ( 開催日数　 日 )

ア 新規登録者数　 人 (内　男性 人、女性 人)

イ 相談者延人数 人 (内　男性 人、女性 人)

人 (１日平均)17.1

42.3

75

115 71 44

1,284 863 421

利用延件数 332 63 56 56 507

434 36.2

地　区 西尾 一色 吉良 幡豆 合計 月平均

吉良 幡豆

利用延件数 93 188 87 24 42

平成30年2月7日

平成30年2月8日

種類･地区
電動ﾘﾌﾄ付自動車 ｽﾛｰﾌﾟ付軽自動車

合計 月平均
西尾 西尾 一色

平成30年2月6日
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第14　ホームヘルパー派遣事業

１ ホームヘルパー派遣状況

 (1) 介護保険・介護予防 (※1時間未満切捨）

 (2) 障害者総合支援 (※1時間未満切捨）

 (3)養育支援 (※1時間未満切捨）

利用者数(人) 8 0 8 0.7

2.8

派遣時間(時間) 33 0 33 2.8

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ きら

派遣回数(回) 34 0 34

利用者数(人) 426 151 577 48.1

　　　　　　 　　　　事業所
 区分

指定 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
合計 月平均

派遣回数(回) 4,219 1,334 5,553 462.8

派遣時間(時間) 4,157 1,566 5,723 476.9

　　　　　　 　　　　事業所
 区分

指定 居宅介護事業所
合　計 月平均

居宅介護事業所 きら

派遣時間(時間) 20,686 11,612 32,298 2,691.5

利用者数(人) 1,509 989 2,498 208.2

2,780 1,691 4,471 372.6

総
合
計

派遣回数(回) 22,800 13,566 36,366 3,030.5

27,827 2,318.9

要
支
援
者

生
活
援
助

派遣回数(回) 3,491 1,912 5,403 450.3

派遣時間(時間)

760.3

小
計

派遣回数(回) 19,309 11,654 30,963 2,580.3

派遣時間(時間) 17,906 9,921

身
体
･
生
活

派遣回数(回) 4,924 3,228 8,152 679.3

派遣時間(時間) 5,679 3,444 9,123

10,546 878.8

派遣時間(時間) 6,862 3,011 9,873 822.8

1,022.1

派遣時間(時間) 5,365 3,466 8,831 735.9

要
　
介
　
護
　
者

身
体
介
護

派遣回数(回) 7,150 5,115 12,265

生
活
援
助

派遣回数(回) 7,235 3,311

　　　　　　 　　　　事業所
 区分

指定 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
合　計 月平均

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ きら
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 (4)ひとり親家庭等日常生活支援 (※1時間未満切捨）

第15　デイサービスセンター事業

１ デイサービスセンター利用状況

 (1) 介護保険・介護予防（利用延人数） (単位：人)

 (2) 基準該当生活介護（障害者）

第16　高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業

１ 実績

（1）入居者 世帯 人 （平成30年3月31日現在）

（2）安否確認実績 (単位：件)

（3）緊急通報装置対応・入居者相談実績 (単位：件)

延件数 6 2 1 9 0.8

区　分 誤報 通報 相談 合計 月平均

合計 月平均

延件数 1,877 974 96 2,947 245.6

18 22

区　分 訪問 電話 その他

利用回数(回) 0 3 3 0.3

利用者数(人) 0 1 1 0.1

1,445.3

      事業所
 区分

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
寺津

合計 月平均
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

合　計 6,212 3,622 4,083 3,427 17,344

15,262 1,271.8

要支援者 1,040 368 328 346 2,082 173.5

合計 月平均
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 一色 きら

要介護者 5,172 3,254 3,755 3,081

利用者数(人) 1 0 1 0.1

      事業所
 区分

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
寺津 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

0.1

派遣時間(時間) 4 0 4 0.3

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ きら

派遣回数(回) 1 0 1

　　　　　　 　　　　事業所
 区分

指定 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
合計 月平均
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第17　成年後見センター事業

１ 相談支援件数 (単位：件)

２ 相談支援内容 (単位：件)

３ 会議等開催状況

 (1) 成年後見センター研修会････････････････････････････実施日

場  所 総合福祉センター

参加者 42人

 (2) 司法書士による成年後見制度専門相談会･･･････････････････････････････････････実施日 平成29年11月15日､平成30年1月17日

場  所 総合福祉センター

相談件数 2件

４ 法人後見受任 ･･････････････････････････1件

第18　共同募金委員会及び善意銀行への協力

１ 共同募金実績 (単位：円)

戸別募金

街頭募金

法人募金

学校募金

職域募金

その他の募金

２ 善意銀行実績

 (1) 一般預託金･･････････････････････29件 1,409,505円

 (2) 指定預託金･･････････････････････ 9件   467,000円

 (3) 預託物品･･････････････････････23件

 (4) 愛の援護資金の貸付･･････････････････････相談 142件 (内、貸付 35件 貸付金額 1,522,000円)

小　計 16,655,739

467,898 小　計 8,714,428

79,997
合　計 25,370,167

一
　
般
　
募
　
金

11,465,867 歳
末
た
す
け
あ
い
募
金

戸別封筒募金 7,592,666
254,119

3,807,340
その他の募金 1,121,762

580,518

判断能力・診断書・鑑定書 1 合　計 79

平成30年2月16日

区　分 実績額 区　分 実績額

制度概要 39 市長申立てに関すること 3

申立て手続き 20 その他 16

0 7 77 6.4

内　容 件数 内　容 件数

高次脳
機能障害者

その他 合計 月平均

相談支援延件数 37 10 13 7 3

区　分
認知症
高齢者

認知症以外
高齢者

知的
障害者

精神
障害者

身体
障害者

－ 13 －


