
令和２年度 社会福祉法人西尾市社会福祉協議会 事業報告書

※は新型コロナウイルス感染症の影響による

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66回西尾市社会福祉大会･････････････････････････････････････････…実施日

場  所 文化会館小ホール

参加者 約100人 ※出席者数を制限して開催

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3年3月31日現在) ※4月、5月は休止

(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)

13 60,520

普通会員(世帯) 福祉団体会員 施設会員 特別会員 合計会員の種類

会費計(円) 8,862,760 26,000 78,000 275,000

会員数(件) 60,455 13 39

9,241,760

令和2年11月19日

      事業所
 区分

幡豆 一色

実人数 28 27

延人数 1,076

月平均

958

月平均 107.6 95.8

事業所 指定居宅介護 ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ
合計

2,436

区分 支援事業所 一色 きら はず

要介護１ 847 777 479 333

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ

要介護２ 579 661 446 228

要介護４ 146 125 157 90

要介護３ 258 238 177 64

合　計 1,926 1,872 1,336 756

要介護５ 96 71 77 41

203.0

159.5

61.4

43.2

23.8

490.8

1,914

737

518

285

5,890

 地域における様々な生活課題が複雑化・複合化するなか、支援を必要とする方々（世帯）が
抱える多様なニーズに対応するため、社会福祉協議会は、他機関、行政、地域住民と連携し、
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２年度は新型コロナウイルス感染症が猛威を振るいました。社会生活の制限を余儀なく
され、多くの住民の生活が逼迫した状況となりましたが、本会も困窮した住民への緊急小口資
金・総合支援資金の貸付等を行いました。また一部の福祉事業は中止せざるを得ませんでした
が、地域の要望に応え、規模を縮小しながらも、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10回西尾市シニアグラウンド・ゴルフ大会･････････････････････････････････････････････････…

 坂田球場

372人(62チーム)

 (2) 第47回西尾市老人スポーツ大会･････････････････････････････････････････････････…※中止

 (3) 第47回西尾市高齢者趣味の作品展･････････････････････････････････････････････････…令和2年11月12日～13日

総合福祉センター

345点

469点

 (4) ふれあい懇談会･････････････････････････････････････････････････…※中止

 (5) ほがらか食事会･････････････････････････････････････････････････…※中止

 (6) らくらくトレーニング教室･･････････････････････････････実施回数 10回

場  所 幡豆いきいきセンター

参加延人数 142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(1講座)

　イ 利用状況 ※4月、5月は休止

 (2) 一色老人福祉センター ※休館期間あり

　ア 利用状況 (開館日数 日) （単位：人)

実施日 令和2年9月30日

場　所

参加者

実施日

場　所

展示品数

販売品数

　講 座 名
回数
(回)

参加延人数
(人)

パソコン 10 94

　　　　　　場所
 区分

笑楽亭
(カラオケ等)

遊湯ひろば
(風呂等)

合　計

延人数(人) 3,143 13,864 17,007

開館日数(日) 287 204

一日平均(人) 11.0 68.0

204

　　　　　　場所
 区分

風　呂 大広間 和　室 カラオケ室 合　計

延人数 3,999 1,991 180 235 6,405

一日平均 19.6 9.8 0.9 1.2 31.4
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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･････････････････････････････････････････････････…※中止

 　『やさしさふれあい2020クリスマスコンサート』

 (2) 重度障害者交流事業･････････････････････････････････････････････････…実施日 令和2年12月15日～17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 47人

実施日

場  所 障害者支援施設ピカリコ

参加者 54人

 (3) 障害児・者社会見学･････････････････････････････････････････････････…※中止

 (4)一色地区障がい者ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･ｽﾎﾟｰﾂ大会･････････････････････････････････････････････････…※中止

 (5) ふれあいクリスマス会･････････････････････････････････････････････････…※中止

 (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･････････････････････････････････････････････････…※中止

 (7) いきいき・ふくふく講座「書こう会」･････････････････････････････････････････････････…実施回数 6回

場  所 吉良保健センター

参加延人数36人

※規模縮小開催

 (8) 幡豆　障がい(児)者クリスマス会･････････････････････････････････････････････････…※中止

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

場  所 幡豆いきいきセンター

参加延人数169人

※4月、5月は休止

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

 (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

２ 身体障害者福祉センター事業

 (1) 講座(17講座)

令和2年12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)

参加延
人数(人)

パッチワーク 8 70 フラワーアレンジ 3 39 手話入門 16 213

切り絵 8 50
わいわいカフェ
～お菓子作り～

1 5 手話基礎 ※中止

紙手紙 8 82 そめ花 1 6
文字で伝えるボラン
ティア（要約筆記） 6 20

クラフト＆粘土 8 50 書道入門 5 9 スポーツ吹矢 2 5

ボッチャ体験 1 8
わいわいカフェ
～お料理作り～

2 14 点字触読 12 14

障がい者のための
防災講座
～避難所体験～

1 12 折り紙 1 7 合　計 83 604
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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･･･････････････････････････････････････････※中止

 (2) 母子・父子家庭親子一日郊外学習･･･････････････････････････････････････････････…※中止

 (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 76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(5講座) 

 (2) こどもひろば利用状況 ※4月、5月は休止

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)

※規模縮小開催

 (1) 西尾地区 8か所･･････････････････････････････････････毎週水曜日・月１回

参加延人数 999人

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

参加延人数 1,350人

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

参加延人数 1,356人

 (4) 幡豆地区 2か所･･････････････････････････････････････月1回

参加延人数 　254人

２ 一般事業

 (1) 一色地区福祉ふれあい祭り････････････････････････････※中止

 (2) にしお福祉まつり･････････････････････････････････････････････････････････････････※中止

111人

講 座 名
回数
(回)

参加延
人数(人) 講 座 名

回数
(回)

参加延
人数(人)

血液とリンパの流れを
良くするエクササイズ

1 9 寡婦料理 1 12

親子クッキング 1 4 親子お菓子づくり 1 4

パソコン ※中止 合　計 4 29

287

4,508 15.7

－ 4 －



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(5講座)

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

場  所 総合福祉センター

参加者 49人

 (3) 青少年等ボランティア福祉体験学習･･････････････････････････････････････････････…※中止

 (4) ボランティアのつどい･･････････････････････････････････････････････…※中止

 (5) 福祉実践教室･･････････････････････････････････････････････････････実施回数 7回

参加延人数 829人 (6小中学校)

 (6) ボランティアセンター運営委員会･･････････････････････････････････････････････････････書面開催

 (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 （令和3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)

講 座 名
回数
(回)

参加延
人数(人) 講 座 名

回数
(回)

参加延
人数(人)

音訳ボランティア講座

※中止

点訳ボランティア養成講座
※中止

夏休み子ども要約筆記教室 災害ボランティア入門講座

夏休み子ども手話教室 合　　計

令和2年7月12日

ボランティアの種類 活　　動　　内　　容
団体数
(団体)

登録人数
(人)

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

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 24 377

その他地域活動関係 清掃奉仕や防災・災害救援の活動等 43 3,605

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

合　計 117 6,019

147

238 19.8

－ 5 －



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)

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)

※休止期間あり

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ一色

合計

　　　　　     　　　　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 96 169 265 22.1

　　　　　     　　　　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)

653 924 1,577 131.4

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)

12 45 57 4.8

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)

51 75 126 10.5

合　　計 716 1,044 1,760 146.7

　　　　　　　　　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 487 621 1,108 92.3

　　　　　　　　　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

プラン作成延件数 1,378 1,592 2,970 247.5

三和 八ツ面 室場 池田

西尾市地域包括支援
ｾﾝﾀｰ東部･八ツ面

前野 一色 月平均

利用延人数 282 540 239 145 185 143.4330 1,721

　　　　　　　　　地区
 
　区分

－ 6 －



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）東部・八ツ面

　ア　粋な西尾道場事業･････････････････････････････････････参加延人数 1,085人

※休止期間あり 令和2年4月1日～令和2年6月30日　　令和3年1月18日～令和3年3月7日

　イ　運転大丈夫？運転寿命を延ばそう････････････････････････････参加延人数 28人

（2）一色

　ア　粋な一色道場事業････････････････････････････････････参加延人数 773人

※休止期間あり 令和2年4月1日～令和2年6月30日　　令和3年1月18日～令和3年3月7日

　イ　オレンジミーティング一色･･････････････････････････････････参加延人数 10人

　ウ　一色地区 児童・生徒向け「高齢者への思いやり推進授業」の支援････････････････参加延人数 93人

７ 認知症地域支援・ケア向上事業 (単位：件)

10

13

　　　　　　　　　　　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 163 109 272 22.7

－ 7 －



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････････････････････回

 (2) 西尾市地域自立支援協議会部会 (単位：回)

※令和2年4月、5月及び

　令和3年2月休止

 (3) 事務局会議･･･････････････････････････････････････････ 13回

 (4) ワーキングチーム会議･･････････････････････････････････ 1回

 (5) 運営会議･････････････････････････････････････････････････ ※事務局会議へ変更

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

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

４ サービス等利用計画 （令和3年3月31日現在）

 (1) サービス等利用計画作成･･･････････････････････件 (契約者数 135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3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

重症心
身障害 知的 精神 高次脳 難病 その他発達障害 合計 月平均障害区分 身体

4,562 380.2

内　容

相談支援延件数 3,823 147 123 79 288

健康・医療に関する支援

不安の解消･情緒安定に関する支援

福祉ｻｰﾋﾞｽの利用等に関する支援

障害･病状の理解に関する支援

4 70

生活技術に関する支援

28

家計・経済に関する支援 198

保育・教育に関する支援

家族・人間関係に関する支援

749

834

3

部会名 回数 部会名 回数

地域支援部会 1 子ども部会 3

就労支援部会 1 権利擁護部会 1

合計 6

410

区　分 認知症高齢者 精神障害者 知的障害者 合 計

件　数 22 14 2 38

1,062 88.5

905.1

10,861

0

0

0

12

612

956

件数

月平均

合　計

その他

虐待に関する支援

権利擁護に関する支援

社会参加・余暇活動に関する支援

就労に関する支援

内　容件数

4,211

2,318

662

309

－ 8 －



第10　会館管理事業

１ 総合福祉センター会館管理事業 ※4月、5月は貸室利用中止

 (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･････････････････････････････････････････････････…   1回

２ 幡豆いきいきセンター会館管理事業 ※4月、5月は休館

 (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　7件　

２ 生活困窮者への援助

 (1) 生活福祉資金貸付制度･･･････････････相談延件数　247件

（貸付件数 2件）

 (2) 新型コロナウウイルスに係る特例貸付

　ア 緊急小口資金

　　　　　　　

　イ 総合支援資金

（3）フードバンク支援･･･････････････実績　21件

70,093

343

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

相談延件数(件)

社会福祉
ｾﾝﾀｰ

高齢者
生きがい

ｾﾝﾀｰ
合計

延人数 6,392 8,288 21,656 10,835

179,100,000

204.4

295 10,582 一日平均 35.9

5,700,000

18,400,000

19,500,000

西　尾

合　計

25

77

189

606

幡　豆

吉　良

一　色

2,875

合　計 897

幡　豆

吉　良

一　色

相談延件数(件)

西　尾

24

63

貸付件数(件) 貸付額(円)

12,834

42,970,000

735,000

10,160,000

9,693,000

22,382,000

113

2

24

135,500,000

4,576

療育ｾﾝﾀｰ

貸付件数(件) 貸付額(円)

5,512

709

3,694

83

298

438

972

31

115

117

－ 9 －



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

件

人

件

件

繰越金（令和3年度配分）

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 ※4月14日～5月31日中止

 (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)

収   入 実績額 支  出

歳末たすけあい募金配分金 9,606,560 重度心身障害児者慰問金配付 419 2,095,000

繰越金 0 市内福祉施設通所・入所者慰問金配付 583 2,915,000

市外福祉施設入所者慰問金配付 29 145,000社会福祉協議会 0

高齢者通いの場及び
いきいきｻﾛﾝ事業助成 55 550,000

一般募金配分金 267,273 高齢者等生きがい活動支援事業費 ※中止

944 3,175,932市遺児手当受給者図書カード配付

赤い羽根文庫助成 3 105,000

施設等助成 14 450,000

歳末配分事業事務費 11,901

0
共同募金活動事務推進費
（市共同募金委員会） 426,000

合　計 9,873,833 合　計 2,047 9,873,833

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
西尾 西尾 一色 吉良 幡豆

利用延件数 68 131 96 42 25 362 30.2

地　区 西尾 一色 吉良 幡豆 合計 月平均

利用延件数 271 53 26 47 397

14.0

33.1

61

66 43 23

853 583 270

実績額人数(件数)
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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）

321.31,4872,369

1,266利用者数(人)

1,967.323,6089,34414,264派遣時間(時間)

小
計

645.7

1,646.0

要
支
援
者

事
業
対
象
者

19,752

2,364.328,37211,27717,095派遣回数(回)

2,8594,570派遣回数(回)
身
体
･
生
活

派遣時間(時間)

1,949.723,3969,46413,932派遣回数(回)

2,709派遣時間(時間)

349.84,198

7,7482,9734,775派遣時間(時間)

619.17,429

7,7863,3754,411

要
　
介
　
護
　
者

648.8派遣時間(時間)

980.8

351.54,2181,509

　　　　　　 　　　　事業所
 区分

1,6122,586派遣回数(回)
生
活
援
助

11,7694,9936,776派遣回数(回)
身
体
介
護

きらﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
月平均合　計

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ指定

　　　　　　 　　　　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

派遣回数(回) 4,623 680 5,303 441.9

派遣時間(時間) 4,077 766 4,843 403.6

利用者数(人) 455 79 534 44.5

　　　　　　 　　　　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

派遣回数(回) 25 16 41 3.4

派遣時間(時間) 24 22 46 3.8

利用者数(人) 4 3 7 0.6

　　　　　　 　　　　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

派遣回数(回) 0 0 0 0.0

派遣時間(時間) 0 0 0 0.0

利用者数(人) 0 0 0 0.0

生
活
援
助 3,856

7,85711,895

総
合
計

182.82,193927

派遣時間(時間)

414.74,9761,8133,163派遣回数(回)

－ 11 －



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3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

場  所 西尾市役所

参加者 34人

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

 (3) 運営委員会開催･･･････････････････････････････････････1回

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

      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

合計 月平均
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 一色 きら

1,340.5要介護者 5,422 3,643 3,852 3,169 16,086
要支援者
事業対象者 758 438 382 285 1,863 155.3

合　計 6,180 4,081 4,234 3,454 17,949 1,495.8

17 20

区　分 訪問 電話 その他 合計 月平均

延件数 1,105 1,631 54 2,790 232.5

区　分 誤報 通報 相談 合計 月平均

延件数 0 0 50 50 4.2

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

高次脳
機能障害者

その他 合計 月平均

相談支援延件数 63 4 8 7 1 6 6 95 7.9

内　容 件数 内　容 件数

制度概要 41 判断能力・診断書・鑑定書 13

申立て手続き 35 その他 10

合　計 99

令和3年1月20日

－ 12 －



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･･････････････････････14件 856,340円

 (2) 指定預託金･･････････････････････2件 250,000円

 (3) 預託物品･･････････････････････38件

 (4) 愛の援護資金の貸付･･････････････････････相談延件数 222件 (貸付件数 26件 貸付金額 1,140,000円)

区　分 実績額 区　分 実績額

一
　
般
　
募
　
金

11,160,313 歳
末
た
す
け
あ
い
募
金

戸別封筒募金 7,757,153
※中止

3,636,356
その他 1,849,407

379,973

489,819 9,606,560

375,455
合　計 25,648,476

小　計 16,041,916

－ 13 －


