
令和元年度 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65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･･･････････････････････････････････････････････････････････…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 (令和2年3月31日現在)

(単位：人)

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)

24.7

合　計 2,145 1,784 1,452 745 6,126 510.5

要介護５ 132 50 91 23 296

69.1

要介護４ 173 171 145 64 553 46.1

要介護３ 261 246 263 59 829

211.4

要介護２ 627 610 449 225 1,911 159.3

要介護１ 952 707 504 374 2,537

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

延人数 1,225 1,095

月平均 102.1 91.3

令和元年11月21日

      事業所
 区分

幡豆 一色

実人数 29 28

会費計(円) 8,765,723 26,000 78,000 269,000 9,138,723

会員数(件) 60,427 13 39 13 60,492

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

 社会的孤立や地域における様々な課題が複雑化・複合化するなか、生活課題を抱え孤立した

状況にある人や問題に対し、社会福祉協議会は、他機関、行政、地域住民と連携して課題を解
決し、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現へ向けて取り組んでいます。 

 令和元年度は、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、地域
住民の皆様と、関係団体の理解と協力を得て、以下の事業を実施しました。 
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３ 一般事業

 (1) 第9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46回西尾市老人スポーツ大会開催･････････････････････････････････････････････････…

総合体育館

750人(選手)

 (3) 第46回西尾市高齢者趣味の作品展開催･････････････････････････････････････････････････…令和元年11月14日～15日

総合福祉センター

598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 952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 179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 290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(1講座)

　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)

一日平均 27.6 16.9 2.3 3.1 49.9

カラオケ室 合　計

延人数 6,174 3,775 526 695 11,170

一日平均(人) 24.1 81.4

224

　　　　　　場所
 区分

風　呂 大広間 和　室

延人数(人) 7,794 25,324 33,118

開館日数(日) 323 311

パソコン 10 88

　　　　　　場所
 区分

笑楽亭
(カラオケ等)

遊湯ひろば
(風呂等)

合　計

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 令和元年6月5日

場　所

参加者

実施日 令和元年10月17日
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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2019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550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 生活介護事業所ぴかっと

参加者 63人

実施日

場  所 障害者支援施設ピカリコ

参加者 97人

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

場  所 レインボーライン山頂公園

参加者 34人

実施日

場  所 ぎふ清流里山公園

参加者 128人

 (4)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 88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 16家族35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 145人

 (7) いきいき・ふくふく講座「書こう会」実施･････････････････････････････････････････････････…実施回数 11回

場  所 吉良保健センター

参加延人数56人

 (8) 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 38人

（9）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204人

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

場  所 幡豆小学校

参加者 148人

 (11) 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

令和元年10月20日

令和元年12月15日

令和元年11月3日

令和元年12月8日

11回

令和元年9月29日

令和元年12月21日

令和元年12月20日

令和元年12月21日

令和元年9月7日

令和元年11月17日
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２ 身体障害者福祉センター事業

 (1) 講座の開催(18講座)    

※スポーツ吹矢･･･････････････････････････････････････････新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止

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 70人

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

場　所 掛川花鳥園とうなぎパイファクトリー

参加者 61人

 (3) 準要保護家庭児童・生徒に校外活動費援助････････････････････････････････････････････････…小学生 中学生 97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 57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(5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)

305

6,444 21.1

パソコン 10 68 合　計 14 129

親子クッキング 1 11 親子お菓子づくり 1 24

腸活エクササイズでお腹ポッコリ解消！ 1 8 寡婦料理 1 18

1,143

講 座 名
回数
(回)

参加延
人数(人) 講 座 名

回数
(回)

参加延
人数(人)

令和元年9月22日

25 30

障がい者のための
防災講座 1 8 折り紙 1 5 合　計 132

初級パソコン要約筆
記 3 25

ボッチャ体験 1 6
わいわいカフェ
～お料理作り～

3 20 点字触読

クラフト粘土 8 60 書道入門 5 18

285

紙手紙 8 94 そめ花 8 47 はじめての要約筆記 3 21

20 358

切り絵 10 56 お菓子作り 3 18 手話基礎 22

講座名
回数
(回)

参加延
人数(人)

パッチワーク 8 67 フラワーアレンジ 3 25 手話入門

講座名
回数
(回)

参加延
人数(人) 講座名

回数
(回)

参加延
人数(人)

令和元年12月8日

106人
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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 8か所･･････････････････････････････････････毎週水曜日・月１回

参加延人数 2,198人

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

参加延人数 2,741人

 (3) 吉良地区12か所･･････････････････････････････････････月1回・毎週木・土曜日

参加延人数 3,176人

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

参加延人数 　275人

２ 一般事業

 (1) 第10回一色地区福祉ふれあい祭り開催････････････実施日

場　所 一色老人福祉センター

参加者 約300人

 (2) 第33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3,000人

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 81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 幡豆地区　10福祉施設

参加延人数 85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 158人

 (5) 福祉実践教室の開催･･････････････････････････････････････････････････････実施回数 11回

参加延人数 1,374人(9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 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

令和元年7月10日

令和2年2月2日

夏休み子ども手話教室 1 12 合　　計 19 140

夏休み子ども要約筆記教室 1 6 災害ボランティア入門講座 1 12

参加延
人数(人)

音訳ボランティア中級講座 6 83 点訳ボランティア養成講座 10 27

令和元年7月6日

令和元年10月27日

講 座 名
回数
(回)

参加延
人数(人) 講 座 名

回数
(回)
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２ ボランティア団体登録状況　（令和2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)

 (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)

ケアマネジメント作成延件数 562 671 1,233 102.8

合　　計 767 781 1,548 129.0

　　　　　　　　　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

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)

51 25 76 6.3

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)

106 77 183 15.3

　　　　　     　　　　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

総合相談
(要支援未満、
介護保険認定関係等の相談)

610 679 1,289 107.4

　　　　　     　　　　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

実態把握延件数 98 131 229 19.1

合　計 113 5,981

174

345 28.8

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 3,572

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 2 76

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 20 1,256

施設援助関係 福祉施設における活動等 23 372

高齢者関係 在宅の高齢者のための活動等 12 400

障害児者関係 在宅の障害児者のための活動等 16 305

ボランティアの種類 活　　動　　内　　容
団体数
(団体)

登録人数
(人)
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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） 身近な健康づくり事業実施

（2） 一色やさしさいっぱいまちづくり推進事業実施

７ 認知症地域支援・ケア向上事業 (単位：件)

第８　相談支援事業(障害児・者等)

１ 相談支援件数 (単位：件)

4 21 44 4,020 335.0

高次脳 難病 その他 合計 月平均

相談支援延件数 3,348 177 64 362

総合相談 254 331 585 48.8

障害区分 身体 知的 精神 発達障害

610 2,827 235.6

15

11

　　　　　　　　　　　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

前野 一色 合計 月平均

利用延人数 414 643 464 276 420

プラン作成延件数 1,226 1,476 2,702 225.2

　　　　　　　　　　地区
 区分

三和 八ツ面 室場 池田

　　　　　　　　　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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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････････････････････････････ 8回

 (4) ワーキングチーム会議開催･････････････････････････ 5回

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

 (6) ケース検討会議開催････････････････････････････････････ 7回

 (7) 相談支援連絡会････････････････････････････････････ 5回

４ サービス等利用計画 （令和2年3月31日現在）

 (1) サービス等利用計画作成･･･････････････････････件 (契約者数 130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　（令和2年3月31日現在） (単位：件)

 (2) 相談・支援延件数 件 (月平均 件)

 (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

件　数 19 9 3 31

867 72.3

合計 10

368

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 1

2

部会名 回数 部会名 回数

家計・経済に関する支援 186 合　計 11,162

月平均 930.2

保育・教育に関する支援 803 虐待に関する支援 3

家族・人間関係に関する支援 865 その他 1

健康・医療に関する支援 628 社会参加・余暇活動に関する支援 41

不安の解消･情緒安定に関する支援 543 権利擁護に関する支援 19

福祉ｻｰﾋﾞｽの利用等に関する支援 3,751 生活技術に関する支援 1,250

障害･病状の理解に関する支援 2,582 就労に関する支援 490

内　容 件数 内　容 件数
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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･････････････････････････････････････････････････…   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　8件　

２ 生活福祉資金の貸付 ･･･････････････相談　402件 （内、貸付 0件　ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ利用 36件）

３ 歳末たすけあい募金配分事業

 (1) 配分実績 (単位：円)

人数(件数) 実績額

人

人

人

件

件

人

件

件

繰越金（令和3年度配分）

※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 34人

実施日

場  所 一色老人福祉センター

参加者 108人

実施日

場  所 くるみ会一色作業所

参加者 68人

合　計 8,963,881

令和2年2月4日

令和2年2月5日

令和2年2月6日

39,270

424,000

市遺児手当受給者図書カード配付

施設等助成 425,000

0

収   入 実績額

歳末たすけあい募金配分金 8,963,881

繰越金 0

25,953 16,671 138,169

410.0

357 21,463 一日平均 60.1

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 7,566 16,630 42,219 21,632 7,498

337

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

2,140,000

2,720,000

428

544

3

57

160,000

166,733

32

570,000

8,963,881

56,000

社会福祉協議会

共同募金活動事務推進費
（市共同募金委員会）

市外福祉施設入所者慰問金配付

※高齢者等生きがい活動支援事業費

高齢者通いの場及び
いきいきｻﾛﾝ事業助成

6,174

958 2,256,704

13

3赤い羽根文庫助成

歳末配分事業事務費

合　計 2,038

支  出

重度心身障害児者慰問金配付

市内福祉施設通所・入所者慰問金配付
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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（更新）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)14.6

48.9

71

81 54 27

1,037 719 318

利用延件数 420 68 42 57 587

31 584 48.7

地　区 西尾 一色 吉良 幡豆 合計 月平均

西尾 西尾 一色 吉良 幡豆

利用延件数 144 274 100 35

種類･地区
電動スロープ付自動車 ｽﾛｰﾌﾟ付軽自動車

合計 月平均
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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）

 (4)ひとり親家庭等日常生活支援 (※1時間未満切捨）

利用者数(人) 12 0 12 1.0

2.1

派遣時間(時間) 25 0 25 2.1

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ きら

派遣回数(回) 25 0 25

利用者数(人) 0 0 0 0.0

　　　　　　 　　　　事業所
 区分

指定 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
合計 月平均

0.0

派遣時間(時間) 0 0 0 0.0

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ きら

派遣回数(回) 0 0 0

利用者数(人) 510 132 642 53.5

　　　　　　 　　　　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) 4,956 1,030 5,986 498.8

派遣時間(時間) 4,865 1,176 6,041 503.4

　　　　　　 　　　　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) 15,271 9,711 24,982 2,081.8

利用者数(人) 1,334 894 2,228 185.7

2,150 1,540 3,690 307.5

総
合
計

派遣回数(回) 18,036 11,496 29,532 2,461.0

21,292 1,774.3

要
支
援
者

事
業
対
象
者

生
活
援
助

派遣回数(回) 2,867 1,782 4,649 387.4

派遣時間(時間)

590.3

小
計

派遣回数(回) 15,169 9,714 24,883 2,073.6

派遣時間(時間) 13,121 8,171

身
体
･
生
活

派遣回数(回) 4,754 2,256 7,010 584.2

派遣時間(時間) 4,869 2,214 7,083

5,394 449.5

派遣時間(時間) 3,092 2,271 5,363 446.9

1,039.9

派遣時間(時間) 5,160 3,686 8,846 737.2

要
　
介
　
護
　
者

身
体
介
護

派遣回数(回) 7,455 5,024 12,479

生
活
援
助

派遣回数(回) 2,960 2,434

　　　　　　 　　　　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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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)

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 利用状況

（1）入居者 世帯 人 （令和2年3月31日現在）

（2）安否確認件数 (単位：件)

（3）緊急通報装置対応・入居者相談件数 (単位：件)

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) 第1回成年後見センター研修会････････････････････････････実施日 令和元年7月30日

場  所 西尾市総合福祉センター

参加者 53人

 (2) 第2回成年後見センター研修会並びに個別相談会･･･････････････････････････････････････実施日

場  所 西尾市総合福祉センター

参加者 19人（相談者含む）

合　計 83

令和2年2月14日

制度概要 41 判断能力・診断書・鑑定書 3

申立て手続き 24 その他 15

3 10 80 6.7

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 30 12 16 8 1

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

延件数 0 1 16 17 1.4

区　分 誤報 通報 相談 合計 月平均

延件数 1,690 1,359 136 3,185 265.4

区　分 訪問 電話 その他 合計 月平均

18 23

合　計 6,782 3,627 4,234 3,768 18,411 1,534.3

要支援者
事業対象者 1,147 411 325 295 2,178 181.5

要介護者 5,635 3,216 3,909 3,473 16,233

合計 月平均
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 一色 きら

1,352.8

      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
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 (3) ケース検討会議･･･････････････････････････････････････2回

 (4) 運営委員会開催･･･････････････････････････････････････3回

４ 法人後見受任 ･･････････････････････････1件（令和2年3月31日現在）

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 小　計

その他

２ 善意銀行実績

 (1) 一般預託金･･････････････････････23件 1,165,483円

 (2) 指定預託金･･････････････････････13件   595,747円

 (3) 預託物品･･････････････････････32件

 (4) 愛の援護資金の貸付･･････････････････････相談 336件 (内、貸付 20件 貸付金額 723,000円)
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