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烋成ǘŞ烝燵事業報告 
 

朔載薩削   

 
地域包括師仔斯旨至痔昨深尤質推逭里索地域共生社会昨実現燦目指際削再冴三腰地域福

祉昨推逭朔擦際擦際重要削作榊崎哉擦際甑祭う裁冴状況燦背邉削腰烋成ǘŞ烝燵鑚会朔腰

隣東癒昨地域福祉推逭昨指針碕作傘坤第ǚ次地域福祉活動計画墾θ計画期間Ź烋成ǘĽ烝燵

～ǚǹ烝燵χ削基咲済腰撤民主体昨生活支援事業質活動昨推逭腰地域課巠解決昨冴薩昨事

業質活動昨彬体尤腰地域活動昨担哉手æ掘碕養成昨濯点燦軸碕裁崎腰事業質活動燦展開裁

擦裁冴甑 

  

 特削生活支援事業削肴哉崎朔腰高齢者等昨困三斎碕燦腰学癒削設置裁冴相談窓旅埼溜砕

付砕腰斎近所滋鹿ン至伺仔削皿三支援際傘祭碕埼腰撤民輪士昨支え合哉意識昨向琢燦噪傘

坤地域力昨再生削皿傘生活支援推逭事業墾θ地域支え再哉事業χ燦腰烋成ǘŞ烝燵栽晒ǚ学

癒地域福祉推逭誘議会θ以託坤推逭誘墾χ削採哉崎開始腰地域包括師仔推逭会議事業碕裁崎

昨烝燵癒邑哲碕裁崎朔滲不埼初薩崎開催裁冴坤薩哉碕う鹿使児支治実祉実枝講燼墾θ高齢者

日常生活支援輪等研修χ埼朔腰関逃機関質団体碕誘力裁腰高齢者等昨困三斎碕削応え傘人

闍昨æ掘碕養成燦行う等腰新規事業削積極的削流三組札擦裁冴甑 

 

 実施ǘ烝目碕作傘坤高齢者等支竺ン昨整備等推逭事業墾削採哉崎朔腰推逭誘朔載薩各種

団体昨誘力燦得崎腰滲昨目標数燦琢回傘支竺ン歳開設細参擦裁冴甑擦冴腰地域昨課巠解決

削肴哉崎撤民会議埼検討裁腰プ哉物支援鯖見晤三活動腰個別世澳匙昨支援燦地域里索行政質

専門機関碕誘力裁崎実施裁擦裁冴甑祭参晒昨活動朔地域役員昨熱心作飼紫屍仔紫寺削皿三腰

地域昨力碕作傘活動匙碕広歳三燦見在崎哉擦際甑 

 

 烝ǘ回開催裁冴推逭誘会長連絡会θ生活支援連絡会χ削採哉崎腰祭参晒学癒削採砕傘高

齢者支援活動昨流三組札昨報告鯖意見交換燦行哉擦裁冴甑推逭誘昨活動朔腰支竺ン鯖見晤

三活動腰地域支え再哉事業削留擦晒剤腰災害時檮応燦勉三旅碕裁冴車哉際体験鯖跳護鯖認

知症昨撤民削檮際傘講燼開催等多彩作展開燦見在崎哉擦際甑 

 

 Ľǹ歳昨方燦檮象碕裁冴坤還暦式墾朔ǚ回目碕作三腰各地域関逃団体昨誘力燦得崎腰式

斌昨直削雑腰餅肴済燦朔載薩腰学癒活動燦朔載薩参加者昨地域視似ュ実契機碕作傘皿う作

滋鹿ン至伺仔活動鯖地域団体等昨紹跳燦行う碕碕雑削腰新冴削檮象者匙学癒作成昨活動PR

鯖人闍募集燦榲砕傘試札雑行哉擦裁冴甑参加者数歳増え腰仔ン師実詞結果削雑地域活動匙

昨関心燦示際意見歳目立阪擦裁冴甑 

 

 特定非営利法人跳護支実似旨細采晒碕思ンソ実斯仔痔燦組札指定管理者碕裁崎遀営裁崎

哉傘隣東児童館削肴哉崎朔腰中学生昨策碕三親家庭生徒匙昨学習支治実詞示視識事業燦実

施裁擦裁冴甑 
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仔ン私実鹿使ン朔烋成ǘŞ烝燵昨新規質荐充事業腰※朔地域福祉活動計画関連事業 

 

ǖ 地域福祉活動昨推逭 

 

θǖχ坤隣東癒社会福祉誘議会第ǚ次地域福祉活動計画墾昨推逭θ※χ 

烋成ǘĽ烝燵栽晒ǚǹ烝燵擦埼昨Ą烝間腰隣東癒昨地域福祉活動里索鑚会活動昨指

針碕作傘坤肴作歳傘 策山歳傘 桜参再哉昨擦阪 隣東 Ḿ ｗ細細え琢手ｘ ｗ細細

え晒参琢手ｘ削Ḿ墾燦基鑚理念碕裁冴第ǚ次地域福祉活動計画朔実施ǚ烝目碕作三腰

計画昨逭捗管理里索評価燦目的碕裁冴腰活動計画推逭会議燦設置際傘碕碕雑削腰重点

推逭事業削肴哉崎腰ǚ肴昨寺竺施史屍詞糸実痔燦改編質新設裁冴甑 

擦冴腰烝次計画削沿榊崎腰坤還暦式墾昨開催腰撤民碕専門職削皿傘地域課巠検討会議

昨実施碕祭参削伴う課巠解決削栽栽傘事業質活動昨実施腰個別支援昨担哉手埼再傘坤細

細え人墾昨養成碕裁崎坤薩哉碕う支治実祉実枝養成講燼墾等昨事業質活動燦行榊冴甑 

窺会議開催状況丑 

 仔 推逭会議   

℧開催鏤日Ź烋成ǘŞ烝ǖǘ鏤ǖǚ日θ火) 

    ℧開催場所Ź隣東癒役所第ǖ会議室 

℧参加者数Źǘǖ人θ委員昨札χ 

    ℧主作不容Ź活動計画事業質活動逭捗状況報告腰超後昨旨師施ュ実識等 

  使 寺竺施史屍詞糸実痔会議 

寺竺施史屍詞糸実痔隣 開催鏤日 

 人闍æ掘質地域養成 烋成ǘŞ烝ǖǹ鏤ǖŞ日腰ǖǘ鏤Ť日 

 情報伝遉質共鐚 烋成ǘŞ烝Ś鏤ǖǘ日腰ǖǹ鏤ǖǘ日腰ǖǘ鏤ǖĄ日 

 個別支援 烋成ǘŞ烝ǖǘ鏤ǖĄ日 

 

θǘχ地域福祉推逭誘議会匙昨支援θ※χ 

地域福祉推逭誘議会θ以託腰推逭誘χ歳実施際傘桜参再哉給食支実似旨事業腰桜参

再哉ネ紫詞ワ実屍活動鯖腰地域福祉関逃団体昨活動燦支援裁腰地域撤民輪士昨支え再

哉質桜参再哉活動昨透逭燦噪榊冴甑 

擦冴腰職員昨学癒担当制燦強尤裁腰給食会鯖支竺ン作鷺昨推逭誘行事等削積極的削

参加際傘碕碕雑削腰遀営鯖事業質活動推逭昨支治実詞燦行榊冴甑再わ在崎腰推逭誘会

長連絡会燦癒削採砕傘生活支援昨誘議体碕哲置咲砕腰癒生活支援連絡会碕裁崎開催裁腰

特削支竺ン活動等高齢者支援削採砕傘学癒昨流三組札燦紹跳裁腰情報共鐚燦噪榊冴甑 

℧推逭誘活動妹成ŹǖŤ学癒 

℧推逭誘子育崎支援活動妹成ŹǖŤ学癒 

℧推逭誘桜参再哉質哉済哉済支竺ン活動妹成Źǖǚ学癒 
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窺各学癒活動状況丑 

学癒隣 主 作 活 動 不 容 

西 山 子育崎支竺ン腰策碕三暮晒裁高齢者燼談会腰敬老会腰㋽葉狩三等 

隣 東 子育崎支竺ン腰子供会腰高齢者碕昨新烝会等 

高 針 子育崎支竺ン腰桜参再哉質哉済哉済支竺ン腰工場見学会等 

猪 高 子育崎支竺ン腰桜参再哉質哉済哉済支竺ン腰姿而ン視伺実擦肴三等 

藤歳丘 子育崎支竺ン腰桜参再哉質哉済哉済支竺ン腰高齢者匙昨烝賀状送付等 

香 流 子育崎支援腰桜参再哉質哉済哉済支竺ン腰桜参再哉ネ紫詞ワ実屍活動等 

猪子石 子育崎支竺ン腰わ珊窄采祭三腰盆踊三大会腰親子雑阪肴済大会腰作品展等 

梅森坂 子育崎支竺ン腰桜参再哉ネ紫詞ワ実屍活動腰相談窓旅遀営腰納涼夏祭三等 

蓬 来 子育崎支竺ン腰交通晧全教室腰離愛活動腰餅肴済大会腰夏祭三等 

鑚 郷 子育崎支竺ン腰広報㊎æ行腰福祉講燼腰離愛訪問腰採便三訪問等 

貴 船 子育崎支竺ン腰桜参再哉質哉済哉済支竺ン腰椌中学生伝臙事業腰採祭裁雑昨作三等 

極 楽 子育崎支援腰桜参再哉質哉済哉済支竺ン腰桜参再哉ネ紫詞ワ実屍活動腰施設見学会等 

琢 社 子育崎支竺ン腰園児質椌中学生碕昨桜参再哉会腰桜参再哉教室等 

豊歳丘 子育崎支竺ン腰桜参再哉質哉済哉済支竺ン腰敬老会等 

引 山 子育崎支竺ン腰子鷺雑見晤三活動腰市鹿ン詩指識児大会腰健康講燼等 

烋和歳丘 子育崎支竺ン腰認知症予防止璽試実腰花一杯活動腰旨治実肢児史旨祉等 

前 山 子育崎支竺ン腰桜参再哉質哉済哉済支竺ン腰至伺実識実痔腰地域福祉講燼等 

戻一社 子育崎支竺ン腰元気雑三雑三学㊏腰烝賀状質残暑見舞訪問腰璽誌思ン支実詞等 

牧昨原 子育崎支竺ン腰桜参再哉質哉済哉済支竺ン腰子供輜画会腰桜参再哉ネ紫詞ワ実屍活動等 

 

今会議質研修昨開催困 

仔 推逭誘会長連絡会昨開催 

 第ǖ回 第ǘ回 

開催鏤日 烋成ǘŞ烝ǖǹ鏤Ą日θ水) 烋成ǘŤ烝ǚ鏤Ľ日θ鏤) 

開催場所 癒役所 第ǖ会議室 在宅支実似旨止ン祉実研修室 

参加者数 ǚǹ人 ĄŞ人 

主作不容 ○地域支え合哉事業昨逭捗状況削 

 肴哉崎 

○高齢者質共生型支竺ン昨開催 

状況等削肴哉崎 

○学癒活動紹跳 

梅森坂学癒削採砕傘見晤三活動 

牧昨原学癒削採砕傘支竺ン活動 

○生活支援連絡会ワ実姿ン市市識実寺昨 

設置削肴哉崎 

○地域支え再哉事業削肴哉崎 

○生活支援事業実施状況削肴哉崎 

○国立長梹諭療研究止ン祉実昨研究事業 

匙昨誘力削肴哉崎 等 
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  使 推逭誘事務連絡会昨開催 

℧開催鏤日Ź烋成ǘŤ烝ǚ鏤Ľ日θ鏤) 

     ℧開催場所Ź隣東癒在宅支実似旨止ン祉実 研修室 

℧参加者数ŹĄŞ人   

     ℧主作不容Ź妹成事業里索各種提出書類削肴哉崎 

           θǖχ地域福祉推逭誘議会事業 

           θǘχ桜参再哉給食支実似旨事業 

  θǚχ滋鹿ン至伺仔活動保険腰滋鹿ン至伺仔行事用保険 

 

 (ǚ) 桜参再哉給食支実似旨事業昨支援 

地域社会昨中埼旆立裁歳阪作策碕三暮晒裁高齢者作鷺昨相互昨交流鯖腰滋鹿ン至

伺仔燦始薩碕際傘地域撤民碕昨交流昨場咲采三燦目的碕裁崎行わ参崎哉傘桜参再哉

給食支実似旨事業削妹成燦行榊冴甑 

   ℧桜参再哉給食支実似旨事業妹成ŹǖŞ学癒 

窺各学癒事業実施状況丑 

実 施 団 体 主作実施場所 回数 
延冊 

参加者数 
備 考 

西山学癒福祉推逭誘議会 西山ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 11 366 会食 

隣東学癒地域福祉推逭誘議会 隣東ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 10 347 会食 

高針学癒地域福祉推逭誘議会 高針ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 10 323 会食 

猪高学癒地域福祉推逭誘議会 猪高ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 8 417 
会食こ 

配食併用 

藤歳丘学癒地域福祉推逭誘議会 藤歳丘ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 10 261 会食 

香流学癒地域福祉推逭誘議会 香流ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 19 552 会食 

猪子石学癒地域福祉推逭誘議会 猪子石ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 6 264 
会食こ 

配食併用 

梅森坂学癒地域福祉推逭誘議会 梅森坂ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 9 448 
会食こ 

配食併用 

蓬来学癒地域福祉推逭誘議会 蓬来ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 9 474 
会食こ 

配食併用 

鑚郷学癒地域福祉推逭誘議会 鑚郷ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 11 437 
会食こ 

配食併用 

貴船学癒地域福祉推逭誘議会 
貴船学癒集会所 

貴船ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 
11 673 

会食こ 

配食併用 

極楽学癒地域福祉推逭誘議会 極楽ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 8 287 
会食こ 

配食併用 

琢社学癒地域福祉推逭誘議会 琢社ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 10 347 
会食こ 

配食併用 

豊歳丘学癒地域福祉推逭誘議会 豊歳丘ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 10 298 会食 

引山学癒地域福祉推逭誘議会 引山ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 11 493 会食 

烋和歳丘学癒地域福祉推逭誘議会 烋和歳丘ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 6 176 会食 
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実 施 団 体 主作実施場所 回数 
延冊 

参加者数 
備 考 

前山学癒地域福祉推逭誘議会 
前山ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 

前山椌学校 
6 210 会食 

戻一社学癒地域福祉推逭誘議会 戻一社ｺﾐｭﾆぱｨぬるﾀぞ 4 135 会食 

合     計 169 6,385  

   

今会議質研修昨開催困 

  桜参再哉給食支実似旨事業滋鹿ン至伺仔交流会昨開催 

℧開催鏤日Ź烋成ǘŞ烝Ś鏤ǖ日θ金) 

     ℧開催場所Ź在宅支実似旨止ン祉実 研修室 

℧参加者数ŹǚĽ人   

     ℧主作不容Ź保健所削皿傘講義坤食中毒予防削肴哉崎墾腰交流会 

 

θǜχ坤地域力昨再生削皿傘生活支援推逭事業墾θ地域支え再哉事業χ昨実施θ※χ 

   高齢者昨困三斎碕燦腰地域昨斎近所滋鹿ン至伺仔削皿榊崎支援裁腰要支援高齢者等

歳療能作限三腰自立裁冴日常生活燦営殺祭碕歳埼済傘皿う削際傘祭碕埼腰撤民輪士昨

支え合う意識昨向琢燦目的碕際傘鑚事業削肴哉崎腰藤歳丘質梅森坂質引山昨ǚ学癒地

域福祉推逭誘議会碕誘働裁崎実施裁冴甑 

  擦冴腰斎近所滋鹿ン至伺仔燦増鯖際冴薩腰滋鹿ン至伺仔入門講燼燦開催裁冴甑 

窺事業実施状況丑 

℧ɔ録滋鹿ン至伺仔数 ǖǘĄ隣 

℧困三斎碕檮応件数   ǚĄ件 

 檮応例χ指璽出裁腰旃節衣類整理腰家電手入参腰除草腰庭木勉三質処便腰清掃腰外出付添哉 等 

℧総治使ン詞数  ǚ⅕ǖǖĄ治使ン詞 

今会議質研修昨開催困 

仔 地域支え再哉活動連絡会議 

 藤歳丘 梅森坂 引山 

開催回数 ǜ回 Ą回 Ą回 

構成員数 ǖǚ隣 ǖǖ隣 Ť隣 

会議構成 

磁ン飼実 

 

 

癒政委員長θ推逭誘会

長χ腰癒政誘力委員θǘχ腰

女性昨会会長腰民児連会

長腰老人屍鹿字会長腰前

癒政委員長腰斎近所ﾎれﾗるぱ

ｨたｺぞぱれｨﾈぞﾀぞθǜχ腰戻部

哉済哉済支援止ン祉実便

室職員腰社誘職員 

癒政委員長θ推逭誘会

長χ腰自治会役員θǘχ腰

民児連会長腰民生委員腰

主任児童委員腰老人屍鹿

字会長腰斎近所ﾎれﾗるぱｨたｺぞ

ぱれｨﾈぞﾀぞθǘχ腰戻部哉済

哉済支援止ン祉実職員腰

社誘職員 

癒政委員長腰癒政誘力委

員腰推逭誘会長腰民児連

会長腰斎近所ﾎれﾗるぱｨたｺぞぱれ

ｨﾈぞﾀぞθǚχ腰遊部哉済哉

済支援止ン祉実職員腰社

誘職員 
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主作議巠 質生活支援活動昨範噬   質滋鹿募集用腰事業啓æ用糸鹿斯 

質斎近所滋鹿思委嘱    質撤民相談窓旅昨開設日 

質認定事業  作鷺 

   

使 相談窓旅設置 

 藤歳丘 梅森坂 引山 

窓旅曜日腰

時間 

水質金 

9Ź00～12Ź00 

鏤θ 9Ź00～12Ź00χ 

木θ13Ź00～16Ź00χ 

鏤質木  

13Ź00～16Ź00 

斎近所ﾎれﾗる

ぱｨたｺぞぱれｨﾈぞ

ﾀぞ 

ǜ隣 

元民生委員θǘχ質o護

師質女性昨会会員 

ǘ隣 

癒政誘力委員 

ǚ隣 

民生委員質 

支竺ン世話人 

 

θĄχ桜参再哉質哉済哉済支竺ン昨遀営支援θ※χ 

高齢者燦朔載薩碕裁冴地域撤民輪士歳腰身近作場所埼交流埼済傘場碕裁崎昨桜参再 

哉質哉済哉済支竺ン削肴哉崎腰隣虜榮滲歳実施際傘坤高齢者等支竺ン昨整備等推逭事

業墾削採哉崎腰新規設立昨冴薩昨働済栽砕燦行哉腰支竺ン数昨荐大削昧薩傘碕碕雑削腰

支竺ン遀営団体削檮裁腰遀営費昨妹成里索活動支援燦行榊冴甑 

擦冴支竺ン昨遀営支援腰新規設立希望者匙昨情報提供燦目的削腰支竺ン遀営者交流質

研修会坤細山珊 際崎榊笹墾燦鏤ǖ回定期的削開催裁冴甑 

  今設置質把握数困 

便類 烋成ǘŞ烝燵 θ参考χ烋成ǘŚ烝燵 

共生型 ǖ ǖ 

高齢者 Ľǘ ǚĄ 

藴歳哉者 ǹ ǹ 

子育崎 ǚǹ ǖŤ 

 

  今会議質研修昨開催困 

仔坤細山珊質際崎榊笹墾開催状況 

開催鏤日 参加人数 不容 

5鏤 20日θ金χ 28 支竺ン埼使え傘遀動 

6鏤 20日θ鏤χ 38 高齢期昨採気楽作餃養昨摂三方 

7鏤 20日θ水χ 22 困榊冴晒薬剤師削聞哉崎札皿う 詐欺 

9鏤 20日θ火χ 28 遀営方法紹跳θ猪子石戻撤宅管理組合 桜参再哉支竺ンχ 

10鏤 20 日θ木χ 23 仔竺爾埼心碕身体燦式鹿紫屍旨θ支治実詞止鹿侍旨詞χ 

12鏤 20日θ火χ 19 詐欺削肴哉崎θ隣東警察署 生活晧全課χ 

1鏤 20日θ金χ 22 五感燦磨済腰肌雑心雑体雑美裁采健鯖栽削 

2鏤 20日θ鏤χ 23 知榊崎得際傘終活昨話 
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使 支竺ン妹成金説明会 

項 目 ǖ回目 ǘ回目 

開催鏤日 烋成ǘŞ烝Ť鏤ǘǹ日θ火χ 烋成ǘŤ烝ǚ鏤ǘǘ日θ水χ 

場  所 在宅支実似旨止ン祉実研修室 在宅支実似旨止ン祉実研修室 

参加者数 ǘŞ 隣 Ąǘ 隣 

主作不容 桜参再哉質哉済哉済支竺ン遀営 

妹成金事業昨説明里索申請書等 

昨配漱 

烋成ǘŞ烝燵昨支竺ン事業報告削肴哉崎 

烋成ǘŤ烝燵昨支竺ン妹成金申請削肴哉崎 

 

θĽχ坤高齢者朔肴晒肴長梹推逭事業墾昨溜う実施 

滲不昨ĽĄ歳以琢昨方燦檮象削腰癒不Şヶ所昨思璽ュ誌至伺止ン祉実埼体操鯖創

作作鷺昨寺竺市鹿痔燦提供際傘祭碕削皿三腰心身機能昨徹託燦防溺裁腰跳護予防朔

載薩仲間咲采三鯖社会参加燦透逭際傘祭碕燦目的碕裁崎実施裁冴甑 

愛知東邦大学削誘力燦依頼裁烋成ǘŚ烝燵皿三実施裁崎哉傘腰認知機能碕歩行機

能昨改善削効果歳再傘坤桜擦搾榊碕遀動墾燦全Ş会場削棡入裁冴甑 

擦冴腰参加者匙地域埼昨滋鹿ン至伺仔活動燦倭索栽砕腰福祉施設匙昨坤盆踊三滋

鹿ン至伺仔墾作鷺昨直腰鑚郷椌学校昨福祉教育匙昨誘力腰坤薩哉碕う福祉擦肴三墾

匙昨字実旨出展作鷺腰事業以外埼昨地域活動削肴作砦冴甑 

窺事業実施状況丑 

実 施 会 場 曜日 時間 実施回数 延冊利用人員 ɔ録者数 

豊歳丘思璽ュ誌至伺止ン祉実 鏤 

10Ź00 

～ 

12Ź00 

45回 858人 24人 

西山思璽ュ誌至伺止ン祉実 火 48回 840人 23人 

梅森坂思璽ュ誌至伺止ン祉実 水 47回 862人 24人 

烋和歳丘思璽ュ誌至伺止ン祉実 木 40回 744人 23人 

高針思璽ュ誌至伺止ン祉実 金 48回 818人 24人 

琢社思璽ュ誌至伺止ン祉実 鏤 13Ź30 

～ 

15Ź30 

45回 549人 20人 

戻一社思璽ュ誌至伺止ン祉実 火 48回 854人 24人 

引山思璽ュ誌至伺止ン祉実 木 46回 896人 24人 

計 367回 6,421人 186人 

今会議質研修昨開催困 

仔 朔肴晒肴支治実祉実θ遀営滋鹿ン至伺仔χ養成講燼  参加 11隣 

      ℧実施日：会烋成ǘŞ烝Ť鏤Ś日(水)  

 解Ť鏤ǖǜ日(水) 

回Ť鏤ǖĄ～ǘŚ日(水)※会場見学 

塊Ť鏤ǘŞ日(水) 
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℧会 場Ź隣東癒在宅支実似旨止ン祉実 研修室里索滋鹿ン至伺仔識実痔 

     ℧不 容Ź事業説明腰高齢者疑似体験腰認知症支治実祉実養成講燼腰交流会 直 

  使 朔肴晒肴支治実祉実児四竺実仔紫寺講燼  

     ℧実施日Ź烋成ǘŤ烝ǖ鏤ǖǖ日θ木χ 参加 25隣θ朔肴晒肴参加者含殺χ 

     ℧不 容Ź邊通救和救急講習Ⅰ 

 

θŚχ坤薩哉碕う鹿使児支治実祉実枝講燼墾θ隣虜榮滲高齢者日常生活支援研修輪等研修χ

昨開催θ※χ 

   癒不埼生活琢昨困三斎碕燦抱え冴高齢者等燦支援際傘人闍燦æ掘質養成際傘冴薩腰

癒地域包括師仔推逭会議事業碕裁崎腰諭師会質跳護保険関逃事業者連絡会質ŰŕŢ法

人質遊戻哉済哉済支援止ン祉実質癒役所質滲社会福祉誘議会碕碕雑削腰高齢者福祉鯖

跳護保険腰諭学等昨基礎知識燦学索腰癒不跳護保険施設鯖跳護予防事業燦見学際傘研

修燦開催裁冴甑 

窺事業実施状況丑 

  ℧開催鏤日里索場所 ○講義 烋成29烝3鏤14日θ火χ腰15日θ水χŹ隣東癒役所第Ş会議室 

○施設見学θ託ぇ昨哉剤参栽ǖ日削参加χ 

             烋成29烝3鏤21日θ火χŹ 戻一社周辺 

             烋成29烝3鏤22日θ水χŹ 極楽周辺 

             烋成29烝3鏤23日θ木χŹ 西山周辺 

            烋成 29烝 3鏤 24日θ金χŹ 牧昨原周辺 

 ℧修了者数     ǖǘ隣θ男性Ą隣腰女性Ś隣腰最烝少ǖŤ歳腰最高齢Śǜ歳χ 

 ℧主作不容     ○講義 質跳護保険制燵碕生活支援支実似旨担哉手昨役割 

                質共感的理解碕基鑚的態燵昨形成 

                質認知症高齢者昨理解 

                質諭学昨基礎知識  作鷺 

○施設見学 癒不視使支実似旨鯖支竺ン等昨見学θǜ時間程燵χ 

 

θŞχ地域削採砕傘高齢者生活課巠削檮応裁冴生活支援事業昨推逭θ※χ 

癒不昨少子高齢尤歳著裁采逭行裁冴団地等削採哉崎腰旆立昨防溺里索高齢者生活課

巠昨解決燦目的碕裁崎腰滲営引山荘碕滲営梅森荘昨ǘ地域削採哉崎腰撤民会議燦軸削腰

地域昨現状質課巠削肴哉崎共鐚裁腰解決方策碕裁崎腰移動販売車昨招致里索支竺ン鯖

見晤三活動燦実施裁冴甑 
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 窺事業実施状況丑 

 引山荘 
梅森荘 

撤民会議 活動推逭会議 ǚ回 20棟見晤三会議 ǖĽ回 

地域課巠解決削

栽 栽 傘 

事業質 活動 

〇支竺ン坤作斎鯖栽★喫茶墾昨開催 

搆逬火曜日 10Ź30～12Ź30 

θ全ǜŞ回 / 延冊655隣参加χ 

〇支竺ン不埼昨坤採削災三鹿ン糸墾θ会

食会χ実施θ搆回χ 

〇思実寺再哉阪削皿傘移動販売実施 

搆逬火曜日 11Ź40～12Ź30 

θĄǹ回 / 1,000利用χ 

〇学癒支竺ン昨開催 

搆鏤第ǜ水曜日 13Ź30～15Ź30 

θ全ǖǹ回 / 延冊㋼130隣参加χ 

〇示視識棟削採砕傘撤民相互昨見晤

三活動実施 

θǜ隣見晤三中/滋鹿ン至伺仔Ą隣χ 

〇見晤三会議昨定期開催 

搆鏤第ǘ鏤曜日 9Ź30～ 

 

θŤχ坤還暦式墾昨開催θ※χ 

  Ľǹ歳昨方燦檮象碕裁冴還暦式燦実施裁腰定烝後昨地域視似ュ実昨済榊栽砕咲采

三碕作傘皿う各学癒昨地域活動鯖滋鹿ン至伺仔活動昨紹跳燦行榊冴甑 

窺事業実施状況丑 

℧開催鏤日 烋成ǘŤ烝ǖ鏤ǘŤ日θ日χ 

℧場  所 隣東文尤椌劇場 

℧参加者数 ǘǹĄ人 

℧不  容 〇ぇ念講演坤還暦栽晒昨健康咲采三～一流旨治実肢選手削学鮭 

睡眠質食事質遀動～墾θ中京大学湯浅邉元教授χ 

〇ぇ念演奏θ愛知東邦大学吹奏楽団χ 

〇餅肴済θ蓬来雑阪肴済屍鹿字χ 

〇滋鹿ン至伺仔質地域活動紹跳腰健康糸史紫屍質相談 直 

 

θ10χ坤第ǘĄ回薩哉碕う福祉擦肴三墾昨開催 

   広采癒民削檮裁崎福祉意識昨啓æ燦目的削腰癒不昨福祉関逃施設腰団体腰滋鹿ン至

伺仔腰癒役所等碕連携裁崎実施裁冴甑 

  窺事業実施状況丑 

  ℧開催鏤日 烋成ǘŤ烝ǘ鏤ǘĽ日θ日χ 

℧場  所 隣虜榮滲隣東旨治実肢止ン祉実 

℧来場者数 ǚ⅕Ąǹǹ隣 

℧主作不容 飼孜実腰旨至実施æ表腰模擬店腰福祉製品販売腰各種体験等 
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θ11χ坤桜参再哉交流策山柵事業墾昨実施 

ｗ誰雑歳気軽削参加埼済傘桜参再哉昨場ｘ碕裁崎貴船学癒質梅森坂学癒昨地域福祉

推逭誘議会碕共催埼腰各々椌学校燦会場碕裁崎腰藴歳哉者旨治実肢腰市鹿ン詩指識

児腰勉三絵体験作鷺燦通載崎世代間昨交流燦行榊冴甑 

窺事業実施状況丑 

項 目 貴船学癒 梅森坂学癒 

開催鏤日 烋成ǘŞ烝Ą鏤Ş日θ日χ 烋成ǘŞ烝ǖǹ鏤ǘŤ日θ土χ 

時間 ǖǹ:ǹǹ～ǖǜ:ǚǹ ǖǹ:ǹǹ～ǖǘ:ǹǹ 

場所 貴船椌学校 梅森坂椌学校 

来場者数 Śǹǹ隣 ǜǹǹ隣 

主作不容 滋紫糸而質旨治実肢吹済矢体験腰 

ﾊろﾊろ碕逿ぼう！腰勉三絵体験腰 

ﾊれﾗるにひるﾎれ工作腰血管烝齢測定 

福祉作珊埼雑相談腰次実識使ンワ

ン大会θ市鹿司ン詩指識児χ 

将棋大会腰竹馬咲采三腰模擬店 

滋紫糸而質旨治実肢吹済矢体験腰 

移動児童館腰勉三絵体験腰 

乳幼児向砕工作腰血管烝齢測定 

福祉作珊埼雑相談腰次実識使ンワン

大会θ市鹿司ン詩指識児χ 

肴作策済大会腰将棋大会腰模擬店 

θ12χ花碕人碕昨桜参再哉昨場所咲采三 

花燦育崎傘祭碕燦通載崎腰地域撤民歳桜参再う済榊栽砕咲采三昨場碕裁崎腰藤昨木 

団地不腰猪高思璽ュ誌至伺止ン祉実不腰西一社第一公園不腰烋和歳丘鷺珊犀三広場周

辺腰貴船集会所里索貴船思璽ュ誌至伺止ン祉実不昨各花壇削崎腰地域撤民主体埼管理

遀営燦行榊冴甑 

 

θ13χ坤薩哉碕う総合見晤三支援事業墾匙昨誘力θ※χ 

地域削採哉崎日斎山昨見晤三活動碕連動細在腰災害時削共妹削皿傘迅速作晧否確認

鯖避飫支援歳行わ参傘冴薩昨捗組札燦肴采傘祭碕燦目指際鑚事業削参画裁腰癒役所碕

誘働裁崎腰坤避飫行動要支援者爾紫寺墾昨作成支援里索要支援者式旨詞質爾紫寺昨改

訂作業削流三組殺坤持阪寄三訓練墾燦行う碕碕雑削腰日斎山昨見晤三活動削肴作歳傘

皿う学癒匙昨支援燦行榊冴甑 

質新規爾紫寺作成支援Źǘ学癒 質持阪寄三訓練実施Źǜ学癒 

 

θ14χ坤薩哉碕うćŢć再珊裁珊治紫詞墾昨邊里質啓æ 

   災害等緊急時削高齢者鯖藴歳哉昨再傘人歳必要作支援燦溜砕鯖際采際傘冴薩坤薩哉 

碕うćŢć再珊裁珊治紫詞墾削肴哉崎癒役所質保健所碕連携裁崎邊里腰啓æ燦行榊冴甑 
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(15)坤薩哉碕う跳護児史仔ǘǹǖĽ墾匙昨誘力 

  地域包括師仔推逭会議事業碕裁崎開催細参冴坤薩哉碕う跳護児史仔ǘǹǖĽ墾削参加

裁腰準備質遀営昨誘力燦行榊冴甑 

   窺事業実施状況丑 

   ℧開催鏤日 烋成ǘŞ烝Ş鏤ǖŤ日θ金χ 

℧場  所 使士ン磁使詞侍仔店 

℧来場者数 ǜǖǜ隣 

℧主作不容 跳護相談腰健康糸史紫屍腰各種体験θ高齢者疑似体験腰爾紫旨識旨実肢体験腰 

電動始実詞質車哉際埼昨プ哉物体験腰訪問入浴視示ン旨詞鴫実斯ョン等χ腰 

朔哉栽哉高齢者採栽え三支援事業模擬訓練等 

 

θ16χ総合相談匙昨檮応θ※χ 

   若烝層昨生活困飫者鯖策済祭雑三等生活琢削支援歳必要作細擦菜擦作個別師実旨昨

相談削檮応際傘冴薩腰総合相談担当燦設置裁腰哉済哉済支援止ン祉実鯖跳護保険事業

所等碕昨部門間連携燦噪三腰地域碕誘力裁崎個別師実旨匙昨支援燦行榊冴甑 

 

θ17χ福祉情報昨充実里索広報質啓æ透逭 

  仔 婚薩哉碕うゆ薩朔実碕恨昨æ行 

第68号(5鏤)質第69号(7鏤)質第70号(10鏤)質第71号(1鏤)  各ǜ⅕ǹǹǹ部 

    Ą腰Ś腰ǖǹ鏤里索ǖ鏤削婚薩哉碕うゆ薩朔実碕恨θ旧隣称Ź薩哉碕う福祉坂皿

三χ燦æ行裁腰広采癒民削鑚会昨事業削肴哉崎PR裁冴甑 

  使 広報作斎鯖(癒版)昨点訳版昨æ行 

     視覚藴歳哉者昨冴薩削腰滋鹿ン至伺仔市識実寺坤隣東雌実ネ旨墾削依頼裁腰広

報作斎鯖(癒版)昨点訳版燦æ行裁冴甑 

 

θ18χ在宅支実似旨止ン祉実昨遀営 

   地域福祉活動昨推逭里索在宅支実似旨昨提供燦総合的削逭薩傘茹点碕裁崎腰地域撤 

  民鯖福祉活動団体等削檮裁腰研修室腰点訳室腰録音室腰滋鹿ン至伺仔識実痔昨ヘ出燦 

  行う碕碕雑削腰施設昨利用透逭削昧薩冴甑 

今利用状況困 

ヘ出場所 利用団体数(延数) 稼働率 

研修室ǖ質ǘ ǜǹǖ ĽǜḿŤ％ 

滋鹿ン至伺仔識実痔 Ąǖǹ ŞǘḿĄ％ 
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点訳室 ǚĄ ĄḿŚ％ 

録音室 Şǚ ǖǚḿǜ％ 

   ※稼働日朔烋日質土曜質3/11日甑θ日曜腰烝鑽烝始朔除采χ 

   ※稼働率朔椌数点第2哲燦四捨五入甑 

 

ǘ 滋鹿ン至伺仔活動昨振興 

 

θǖχ 滋鹿ン至伺仔止ン祉実昨設置質遀営 

癒民昨滋鹿ン至伺仔誌実枝削檮応際傘冴薩腰滋鹿ン至伺仔全般削関際傘相談燦朔載 

薩腰滋鹿ン至伺仔ɔ録腰派遣調整等燦行榊冴甑 

今ɔ録質相談状況困 

癒便 実績数 

ɔ録人数(個人) ǚǹĄ人 

ɔ録人数(市識実寺) ǖǚŤ市識実寺  Ą⅕Ąǹǖ人 

滋鹿ン至伺仔相談質問哉合わ在件数 ǖĄŚ件 

滋鹿ン至伺仔誌実枝溜付件数 ǖǜǹ件 

滋鹿ン至伺仔誌実枝解決済件数 ǖǚŤ件 

 

θǘχ滋鹿ン至伺仔意識昨啓æ  

仔坤桜参再哉交流会墾昨開催 

  隣東癒手燦肴作犀育成会碕共催埼腰藴歳哉昨再傘子鷺雑冴阪碕癒不昨中高生腰大

学生昨交流昨場燦設砕腰滋鹿ン至伺仔活動鯖藴歳哉昨再傘子鷺雑匙昨理解燦深薩冴甑 

 ℧開催鏤日 烋成ǘŞ烝Ş鏤ǖŚ日θ水χ質ǖŞ日θ木χ 

℧場  所 隣虜榮滲藴害者旨治実肢止ン祉実 

℧参加者数 ǚĄ人θ中高生滋鹿ン至伺仔Ť人腰育成会Ş人腰子供æ遉支治実詞師識際Ť人腰 

大学生滋鹿ン至伺仔Ş人腰成人滋鹿ン至伺仔ǖ人χ 

   ℧主作不容 楽裁采体燦動栽そう腰夏昨思哉出質工作腰士式施試識採鯖肴作三 

 

使坤薩哉碕う滋鹿ン至伺仔展墾昨開催 

滋鹿ン至伺仔団体鯖滋鹿ン至伺仔溜入側埼再傘福祉施設等歳一堂削会裁腰活動紹

跳鯖滋鹿ン至伺仔体験等燦行哉腰撤民昨滋鹿ン至伺仔意識燦高薩冴甑 

   ℧開催鏤日  烋成ǘŞ烝ǖǖ鏤ǘǚ日θ水質3/11χ 

℧場  所  地託鉄藤歳丘駅東側坤式誌示旨広場墾 

℧来場者数  ㋼ĄĄǹ人 

℧参加団体数 ǖŤ団体 
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℧主作不容  字実旨出展(物販再三)腰旨至実施(滋鹿ン至伺仔詞実屍腰認知症事業ŕĺ腰 

歌腰楽器演奏腰施而市式ン市腰私ン旨腰飼識実ン歯児四実爾ン旨)腰 

体験思実試実(視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺腰爾施紫屍腰車哉際) 

 

 (ǚ) 滋鹿ン至伺仔活動保険匙昨加入透逭 

    保険加入者数Źǘ⅕ĄĽǚ人 

 

(ǜ) 隣東癒滋鹿ン至伺仔連絡会事務局昨遀営 

   滋鹿ン至伺仔団体相互昨交流燦噪傘碕碕雑削腰撤民昨滋鹿ン至伺仔意識燦高薩腰

地域福祉昨推逭燦噪傘祭碕燦目指裁腰事務局碕裁崎各種事業鯖会議昨碕三擦碕薩燦

裁冴甑 

 ＜滋鹿ン至伺仔連絡会実施事業＞ 

仔坤薩哉碕う滋鹿ン至伺仔展 in 藤歳丘式誌示旨広場墾θ研修質企画部会χ 

実行委員会燦立阪琢砦崎実施甑 

   

使坤第ǘĄ回薩哉碕う福祉擦肴三墾匙昨参加θ研修質企画部会χ 

    福祉擦肴三遀営誘力腰滋鹿ン至伺仔団体紹跳(歯ネ識展示)腰字実旨出展 

 

  司 滋鹿ン至伺仔連絡会情報㊎坤済晒輓薩哉碕う墾昨æ行θ広報部会χ 

   滋鹿ン至伺仔連絡会昨ŕĺ碕腰滋鹿ン至伺仔活動振興燦目的削æ行裁冴甑θ滋鹿

ン至伺仔連絡会事業碕裁崎実施χ 

   ℧æ行回数 ǖ回θǖǖ鏤χ 

   ℧æ行部数 計Şǹǹ部 

    ℧主作不容 癒不埼活動裁崎哉傘滋鹿ン至伺仔団体昨紹跳腰滋鹿ン至伺仔募集情報腰 

滋鹿ン至伺仔連絡会加入団体昨紹跳腰活動昨場燦探際滋鹿ン至伺仔昨紹跳 等 

 

θĄχ滋鹿ン至伺仔止ン祉実出張所昨設置質遀営 

坤高齢者福祉施設 香流川墾昨誘力燦得崎腰滋鹿ン至伺仔止ン祉実出張所燦遀営裁冴甑 

 

θĽχ個別支援滋鹿ン至伺仔市識実寺坤作斎鯖栽滋鹿ン至伺仔薩哉碕う墾昨遀営支援θ※χ 

    隣東癒跳護保険事業所昨作斎鯖栽旨祉紫児鐚志燦中心削腰制燵埼朔檮応埼済作哉 

   困三斎碕鯖趣味質楽裁札匙昨支援燦目的削組れ尤裁冴滋鹿ン至伺仔市識実寺削肴哉

崎活動質会昨遀営匙昨支援燦行榊冴甑 

   質作斎鯖栽滋鹿ン至伺仔薩哉碕う ǖǚ隣  質作斎鯖栽滋鹿ン至伺仔 Ľ7件 
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θŚχ福祉教育昨推逭 

    学校教育昨場鯖地域埼腰児童質生徒腰地域撤民削檮際傘福祉教育燦推逭際傘冴薩

削腰癒不昨学校腰地域埼行わ参冴福祉活動匙講師質滋鹿ン至伺仔昨派遣鯖機闍昨ヘ

裁出裁等燦行榊冴甑 

  窺福祉教育支援状況丑  

開催鏤日 檮  象 参加者数 不  容 

5鏤 12日(木) 東邦高等学校 1烝生 ǘǜǹ人 
手話体験質交流腰腰車哉際体験 

視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺体験 

5鏤 13日(金) 東邦高等学校 1烝生 ǘǚŤ人 
視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺体験腰 

跳護体験腰車哉際体験 

6鏤 21日(火) 隣東椌学校 3烝生 ǖŚǖ人 
福祉講演θ跳妹犬誘会削皿傘講演χ腰 

跳妹犬削皿傘視示質体験 

9鏤 26日(鏤) 極楽椌学校 4烝生 Śǘ人 高齢者疑似体験 

9鏤 29日(木) 鑚郷椌学校 4烝生  ĄŞ人 
福祉講演(車哉際利用者削皿傘講演)腰 

車哉際体験 

9鏤 30日(金) 鑚郷椌学校 5烝生 ĄŞ人 高齢者碕昨交流 

9鏤 30日(金) 牧昨池中学校 1烝生 ǖǖǖ人 福祉講演(視覚藴歳哉者削皿傘講演) 

10鏤 4日(火) 西山椌学校 5烝生 ǘǘĽ人 
福祉講演(車哉際利用者削皿傘講演)腰 

車哉際体験 

10鏤 5日(水) 香流椌学校 5烝生 ŞŤ人 
福祉講演(視覚藴歳哉者削皿傘講演)腰 

藴害者旨治実肢体験 

10鏤 6日(木) 鑚郷椌学校 4烝生 ĄŞ人 
福祉講演(視覚藴歳哉者削皿傘講演)腰 

視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺体験 

10鏤 11日(火) 西山椌学校 5烝生 ǘǘĽ人 
福祉講演(視覚藴歳哉者削皿傘講演)腰 

視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺体験 

10鏤 28日(金) 猪高中学校 1烝生 ǘǹǘ人 
福祉講演(車哉際ﾀれるに選手削皿傘講演)腰 

車哉際私ン旨昨実演質体験 

11鏤 18日(金) 猪子石椌学校 5烝生 ĽŤ人 
福祉講演(視覚藴歳哉者削皿傘講演)腰 

視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺体験 

11鏤 21日(鏤) 隣東椌学校 3烝生 ǖĽŤ人 
福祉講演(聴覚藴歳哉者削皿傘講演)腰 

手話体験質交流 

11鏤 18日(金) 猪子石椌学校 5烝生 ĽŤ人 
視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺体験腰 

車哉際体験 

11鏤 21日(鏤) 隣東椌学校 3烝生 ǖĽŤ人 
福祉講演(聴覚藴歳哉者削皿傘講演)腰 

手話体験質交流 

11鏤 25日(金) 猪子石椌学校 5烝生 ĽŤ人 
福祉講演(車哉際利用者削皿傘講演)腰 

車哉際体験 

11鏤 30日(水) 琢社中学校 1烝生 Ľǚ人 高齢者疑似体験腰車哉際体験 

12鏤 2日(金) 香流椌学校 5烝生 ŞŤ人 車哉際体験 

12鏤 16日(金) 牧昨池中学校 1烝生 ǖǖǖ人 
視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺体験腰 

跳護体験 

1鏤 12日(木) 貴船椌学校 3烝生 ǖǖǚ人 
福祉講演(視覚藴歳哉者削皿傘講演)腰 

視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺体験 
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1鏤 13日(金) 牧昨池中学校 1烝生 ǖǖǖ人 
福祉講演(車哉際利用者削皿傘講演)腰 

車哉際体験 

1鏤 17日(火) 引山椌学校 5烝生 ǜǘ人 
福祉講演(車哉際利用者削皿傘講演)腰 

車哉際体験 

1鏤 24日(火) 猪高中学校 1烝生 ǘǹǘ人 藴歳哉者碕昨交流 

1鏤 30日(鏤) 隣東椌学校 3烝生 ŞĄ人 高齢者疑似体験 

2鏤 3日(金) 隣東椌学校 3烝生 Şǜ人 高齢者疑似体験 

2鏤 14日(火) 牧昨原椌学校 5烝生 ǚǜ人 
福祉講演(聴覚藴歳哉者削皿傘講演)腰 

手話体験質交流 

3鏤 17日(金) 猪子石学癒役員 ǘǹ人 
福祉講演(車哉際利用者削皿傘講演)腰 

車哉際体験 

合計 

椌学校:ǖǹ校 

ǚ⅕ǘǜŤ人   
中学香:ǚ校 

高校:ǖ校 

地域:ǖ学癒 

 

θŞχ滋鹿ン至伺仔入門講燼昨実施θ※χ 

    滋鹿ン至伺仔活動鑷経験昨癒民燦檮象削腰活動削必要作事項燦朔載薩腰車哉際鯖  

姉使詩慈識寺昨璽誌体験燦寺鹿旨裁冴講燼燦開催裁冴甑 

   窺事業実施状況丑 

    ℧開催鏤日 烋成 29烝 2鏤 16日θ木χ 

℧場  所 梅森坂思璽ュ誌至伺止ン祉実 

    ℧溜講者数 ǖĽ隣 

    ℧主作不容 滋鹿ン至伺仔活動削再冴榊崎昨留意点講燼腰個人昨採宅埼滋鹿ン至伺仔活動燦 

際傘薇昨留意点燦寸劇埼学鮭腰車哉際昨使哉方講燼碕視覚藴歳哉者姉使詩慈識寺

滋鹿ン至伺仔講燼碕体験 

 

θŤχ坤鯖傘鯖傘始実詩墾坤哉傘哉傘始実詩墾削皿傘一芸滋鹿ン至伺仔ɔ録昨実施θ※χ 

    自便昨趣味鯖特臘燦活栽裁腰荐大際傘支竺ン鯖認知症始児史昨参加者等削披露裁

冴三腰一緒削楽裁珊坂三腰手作三作品燦制作裁冴三際傘坤一芸墾滋鹿ン至伺仔昨   

募集燦坤還暦式墾参加者削檮裁腰試行的削行榊冴甑 

     

θ10χ災害削備え冴滋鹿ン至伺仔活動昨推逭 

災害時削採砕傘災害滋鹿ン至伺仔止ン祉実昨付滑作遀営碕腰地域昨防災意識昨啓æ 

昨冴薩腰災害滋鹿ン至伺仔市識実寺昨支援燦行哉腰各種行事匙参加裁冴甑 
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ǚ 各種福祉事業 

 

θǖχ 高齢者福祉事業 

    高齢者削檮際傘次昨事業削妹成燦行榊冴甑 

事 業 隣 実 施 主 体 実施鏤日 不  容 

学癒敬老行事 学癒連絡誘議会 9鏤 敬老会等19学癒 

高齢者福祉大会 老人屍鹿字連合会 9鏤 体験交流事業 参加者250隣 

学癒講演会事業 老人屍鹿字連合会 通烝 学癒講演会 参加者340隣 

策碕三暮晒裁高齢者 

離愛訪問事業 
老人屍鹿字連合会 通烝 

離愛訪問 

訪問檮象者133隣 

 

θǘχ 藴歳哉児質者福祉事業 

    藴歳哉者福祉施設質団体昨事業削妹成燦行榊冴甑 

事 業 隣 実 施 主 体 実施鏤日 不  容 

身体藴害者福祉推逭昨

冴薩昨研修 
身体藴害者福祉誘会 

6鏤腰9鏤腰 

11鏤腰12鏤腰 

1鏤 

福祉削関際傘講演会腰 

研修腰訓練 

身体藴害者指棡者研修 身体藴害者福祉誘会 3鏤 施設見学 

鴫屍式嗣実斯ョン大会 身体藴害者福祉誘会 
7鏤腰8鏤腰 

12鏤 

滋司式ン市大会腰 

ɔ山大会 等 

飼旨雌使屍 手燦肴作犀育成会 6鏤19日(日) 
日鑚昭和闌 

参加者数ŹĽǘ人 

交流体験 

滋司式ン市大会 
手燦肴作犀育成会 6鏤12日(日) 

鑚山滋司識 

参加者数Źǘǚ人 

隣東癒合輪 

屍式旨爾旨会 
手燦肴作犀育成会 12鏤25日(日) 

鳴子踊三腰施而市式ン市等 

参加者数Źǖǖǜ隣 

椌規模作業所 

烝鑽交流事業 

藤森福祉会 

藴害者地域活動支援

止ン祉実栽冴肴殺三 

čęččＩ 

殺～鮭栽札細碕 

12鏤 
利用者相互質関逃者碕昨交流

鯖親睦燦噪傘 

祐業燦3/11う会 
隣東癒手燦肴作犀育

成会 
2鏤9日θ木χ 

隣東文尤椌劇場 

参加者数ŹǘŞǹ隣 
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θǚχ 児童福祉事業 

会保育園関逃事業削妹成燦行榊冴甑(滲立保育園Źǖǖ園腰民間保育園Źǖǜ園) 

事 業 隣 実施主体 実施鏤日 不  容 

社会見学 保育園長連絡会 
6鏤10日(金) 

6鏤16日θ木χ 

隣虜榮滲科学館見学 

園児572隣腰保育士68隣 

保育士会研修 保育士会 
5鏤腰6鏤腰9鏤腰 

11鏤,ǖ鏤 
講演会等(全5回) 

幼児健全育成昨冴薩昨備

品購入事業 

保育園長連絡会 
12鏤 各保育園昨備品購入 

民間保育園備品整備事業 保育園長連絡会 8鏤～10鏤 民間保育園保育物品購入 

祐園児3/11品贈呈事業 保育園長連絡会 3鏤 祐園児匙昨ぇ念品贈呈 

 

 解子鷺雑会関逃事業削妹成燦行榊冴甑 

事 業 隣 実施鏤日 不  容 

烝少式実私実姿而ン寺研修 8鏤19日(金)～21日(日) 
椌学校5～6烝生檮象 

採珊冴砕休暇闌削崎研修 

子鷺雑会活動滋鹿ン至伺仔研修 
4鏤23日(土)～24日(日) 

2鏤18日(土)～19日(日) 

旭高原少烝自然昨家削崎研修 

愛知p青烝昨家削崎研修 

子鷺雑会交流会事業 9鏤10日θ土χ～11日θ日χ 交流視使姿而ン寺 

子鷺雑会壁新聞展 2鏤11日θ土χ12日θ日χ 癒役所講堂 

施ュ誌仔式実私実合輪合宿研修 3鏤25日θ土χ～27日θ鏤χ 旭高原少烝自然昨家 

子鷺雑会指棡者育成研修会 3鏤11日θ土χ 癒役所講堂 

 

回留晤家庭児童健全育成昨冴薩昨施設整備事業碕裁崎腰ǖǚ学童保育所削妹成燦行榊冴甑 

 

塊隣東癒椌中学校合輪行事削妹成燦行榊冴甑 

 

θǜχ 捩子福祉事業 

    捩子生活支援施設坤隣虜榮滲削載歳丘荘墾昨実施際傘烝鑽交流事業θ屍式旨爾旨

会質地域交流雑阪肴済大会χ削妹成燦行榊冴甑 

 

θĄχ 生活福祉資金昨ヘ付 

課巠昨解決碕世澳昨自立支援燦目的削所得昨徹哉世澳鯖藴害者質高齢者世澳等削

檮裁腰資金昨ヘ付碕必要作相談支援燦行榊冴甑 
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 窺事業実施状況丑 

資 金 種 別 
相談 

件数 

申請 

件数 

申請金巸 

(付) 

ヘ付 

件数 

ヘ付金巸 

(付) 

総合支援資金 

生活支援費 0 0 0 0 0 

撤居入居費 0 0 0 0 0 

一時生活再建費 0 0 0 0 0 

福祉費 13 2 490,000 2 490,000 

緊急椌旅資金 33 1 100,000 1 80,000 

教育支援資金 5 2 1,047,000 2 1,047,000 

不動産担保型生活資金 2 0 0 1 2,500,000 

特例肴作災資金 0 0 0 0 0 

合 計 53 5 1,637,000 6 4,117,000 

 

θĽχ民生委員活動昨支援    

事 業 隣 実施鏤日 不  容 

民生委員質児童委員連盟隣東癒支部 各

種研修会 
5鏤～3鏤 新任腰会長質副会長研究誘議会作鷺 

民生委員質児童委員隣東癒支部大会 6鏤2日(木) 隣東文尤椌劇場削採哉崎表彰腰講演 

民生委員質児童委員役員研修事業 
11鏤10日(木)

～11日(金) 

飫木p社会福祉誘議会坤碕阪災福祉屍

鹿字墾昨視察研修 

 

θŚχ福祉用彬等昨ヘ出 

一時的削車哉際等歳必要削作榊冴癒民燦檮象削腰一定期間無料埼ヘ裁出裁燦行榊冴甑 

懇車哉際昨ヘ出事業昏車哉際ヘ出件数ŹǖǖĄ件 

 

ǜ 理事会質評議員会昨開催 

 

事 項 開催鏤日 審 議 不 容 出席者数 

第68回理事会 
烋成28烝 

5鏤19日(木) 

質副会長昨選任 

質顧問昨選任 

質評議員昨選任 

質烋成27烝燵事業報告 

質烋成27烝燵決算 

質烋成28烝燵一般会計資金収支補塡予算 

ǖǹ隣 

第62回評議員会 
烋成28烝 

5鏤26日(木) 

質理事質監事昨選任 

質烋成27烝燵事業報告 

質烋成27烝燵決算 

質烋成28烝燵一般会計資金収支補塡予算 

ǚǖ隣 



19 

第69回理事会 
烋成28烝 

6鏤1日(水) 

質会長質副会長昨選任 

質第3次地域福祉活動計画推逭会議昨設置 
ǖǘ隣 

第70回理事会 
烋成28烝 

12鏤13日θ火χ 

質会長昨選任 

質評議員昨一部改選 

質定款昨一部改塡 

質評議員選任質解任委員会遀営規則昨制定 

里索輪委員昨選任 

質評議員選任規程昨一部改塡 

質次期評議員候補者昨推薦 

質諸規程昨一部改塡 

ǖǘ隣 

第63回評議員会 
烋成28烝 

12鏤13日(火) 

質理事昨一部改選 

質定款昨一部改塡 

質評議員選任質解任委員会遀営規則昨制定 

里索輪委員昨選任 

質評議員選任規程昨一部改塡 

ǚǜ隣 

第71回理事会 
烋成29烝 

3鏤23日(木) 

質副会長昨選任 

質烋成28烝燵資金収支第2次補塡予算 

質烋成29烝燵事業計画 

質烋成29烝燵予算 

質諸規程昨制定採皿索改塡 

質隣東児童館昨管理業務削関際傘誘定書昨 

締結 

質隣虜榮滲高齢者朔肴晒肴長梹推逭事業削 

栽栽傘契㋼昨締結 

ǖǚ隣 

第64回評議員会 
烋成29烝 

3鏤23日(木) 

質烋成28烝燵資金収支第2次補塡予算 

質烋成29烝燵事業計画 

質烋成29烝燵予算 

質諸規程昨改塡 

ǚĄ隣 

 

Ą 跳護保険事業等昨流三組札 

 

θǖχ 隣虜榮滲社会福祉誘議会坤隣東癒跳護保険事業所墾匙昨遀営誘力 

隣虜榮滲社会福祉誘議会昨隣東癒跳護保険事業所歳実施際傘腰居宅跳護支援事業

里索訪問跳護事業削誘力裁冴甑 

   仔 居宅跳護支援事業 

使 作斎鯖栽慈識寺事業 

[訪問跳護事業θ跳護保険制燵質総合事業χ腰居宅跳護事業θ藴害者総合支援法χ腰

策碕三親家庭等生活支援事業腰産前質産後慈識寺事業腰養育支援慈識歯実事業腰

生活応援支実似旨事業] 
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θǘχ隣虜榮滲社会福祉誘議会坤隣東癒戻部哉済哉済支援止ン祉実墾匙昨遀営誘力 

隣虜榮滲社会福祉誘議会隣東癒戻部哉済哉済支援止ン祉実歳実施際傘高齢者削肴哉

崎昨総合相談腰跳護予防質予防給付昨爾ネ施磁ン詞業務鯖師仔爾ネ施而実匙昨支援等

昨業務削誘力裁冴甑 

 特削腰地域削採砕傘高齢者生活課巠削肴哉崎腰撤民碕専門職歳碕雑削検討裁腰解決

昨冴薩昨活動削肴作砦傘地域課巠解決型地域師仔会議鯖支竺ン里索認知症始児史昨立

琢砦里索祭参削関わ傘地域滋鹿ン至伺仔昨養成削肴哉崎腰引済62済重点的削誘働際傘

碕碕雑削腰坤朔哉栽哉高齢者採栽え三支援事業墾削栽栽傘模擬訓練鯖推逭誘主催昨福

祉質跳護講燼削採哉崎事業里索職員間昨連携削皿傘実施削流三組珊坂甑 

懇実施事業昏 

仔 跳護予防師仔爾ネ施磁ン詞事業θ烋成 28烝 5鏤 31日擦埼χ 

使 総合相談支援事業 

司 権利擁護事業 

嗣 包括的6162的師仔爾ネ施磁ン詞事業 

士 字鹿ン糸型総合相談窓旅事業 

始 跳護予防支援事業質隣虜榮滲第一号跳護予防支援事業 

姿 認知症高齢者燦跳護際傘家族支援事業 

屍 高齢者昨見晤三支援事業 

師 隣虜榮滲認知症地域支援体制咲采三推逭事業 

思 地域師仔会議昨開催里索地域課巠解決型地域師仔会議削皿傘高齢者生活課巠解  

  決削栽栽傘事業質活動昨推逭 

支 認知症始児史立琢砦支援 

斯 跳護予防削栽栽傘癒民向砕事業昨開催θ坤哉済哉済健康屍鹿字墾直χ 

旨 癒民向砕跳護保険質跳護予防等出張講燼開催 

 

 Ľ 隣虜榮滲隣東児童館昨管理質遀営 

 

θǖχ 指定管理者昨溜う 

隣虜榮滲昨施設削栽栽傘指定管理者θ指定期間Ź烋成ǘŞ～ǚǖ烝燵χ碕裁崎腰

特定非営利活動法人跳護支実似旨細采晒碕思ンソ実斯仔痔燦組札腰隣東児童館昨 

管理質遀営燦行榊冴甑θ隣虜榮滲隣東福祉会館朔跳護支実似旨細采晒歳管理質遀営χ甑 
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θǘχ隣東児童館昨管理質遀営 

仔 児童館利用者数 

烝燵 4鏤 5鏤 6鏤 7鏤 8鏤 9鏤 椌計 

ǘŞ 4,626 4,809 5,867 5,709 4,399 5,023 30,433 

ǘŚ 4,988 5,265 5,502 5,613 4,046 5,187 30,601 

 

烝燵 10鏤 11鏤 12鏤 1鏤 2鏤 3鏤 椌計 合計 

ǘŞ 5,603 4,548 4,686 3,667 4,348 4,755 27,607 58,040 

ǘŚ 5,484 4,193 4,562 4,535 3,918 4,536 27,228 57,829 

※利用者不訳碕裁崎朔腰乳幼児碕そ昨保護者腰椌学校徹学烝昨利用歳多采腰中質高校生昨  

利用朔直癒削比較裁崎栽作三少作哉甑 

 

使 中質高校生居場所咲采三事業θ烋成 29烝 3鏤鑽現在χ 

学校種別 延冊利用者数 利用状況 

中学生θ4/11丘中腰高針瞭中χ 310隣 次実識θ体育室χ埼昨飼旨師

紫詞滋実識質裕球腰屍鹿字室

埼昨勉強質採裁皐冊三 高校生θ隣東高腰東邦高χ 62隣 

※搆逬木曜日実施甑中学生朔 19時擦埼腰高校生θ相当烝齢χ朔 20時擦埼利用療能甑 

 

司 主作事業 

会 璽誌質璽ュン慈ン事業坤Kids cityθ済榊剤裁崎最χǘǹǖĽ墾 

℧事業不容  祭鷺雑削皿傘腰祭鷺雑坂砕昨仮想都滲体験空間昨企画質遀営 

℧開催日   烋滋ǘŞ烝Ť鏤ǖŚ日θ土χ質ǖŞ日θ日χ 

℧実行委員数 ĽŞ隣θ椌ǚ～Ľ烝生χ 

℧参加者数  延冊ĄǚĽ隣θǘ日間χ 

解 移動児童館 

℧事業不容  児童館栽晒頹参冴地域削職員歳出向済腰様々作逿索昨提供燦行う甑 

℧開催日   烋成28烝5鏤19日θ木χ質21日θ土χげ6鏤2日θ木χげ7鏤7日θ木χげ 

10鏤6日θ木χ質8日θ土χ質29日θ土χげ11鏤17日θ木χげ12鏤1日θ木χげ 

烋成29烝1鏤19日θ木χげ2鏤2日θ木χ質26日θ日χげ3鏤2日θ木χ 

     ℧参加者数  ĽǚĄ隣 

回屍式旨爾旨会 

  ℧事業不容 屍式旨爾旨会θ支ン祉屍竺実旨腰愛知東邦大学生昨出裁物腰似ン指大会等χ 

  ℧開催日  烋成ǘŞ烝ǖǘ鏤ǘǜ日θ土χ 

  ℧参加者数 Ťǹ隣 

 

塊盆踊三大会質茶遈体験質将棋交流 

  ℧事業不容 隣東福祉会館碕昨合輪事業甑世代間交流甑 

  ℧開催日  茶遈体験Ź烋成ǘŞ烝Ş鏤ǜ日θ木χ 

盆踊三Ź烋成ǘŞ烝Ş鏤Ą日θ金χ 

敬老昨日桜参再哉始児史Ź烋成ǘŞ烝Ť鏤ǘǜ日θ土χ 

将棋交流会Ź烋成ǘŤ烝ǚ鏤ǚǹ日θ木χ 

     ℧参加者数 ǖǚǜ隣 
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嗣 留晤家庭児童屍鹿字事業 

質託校後澣宅裁冴時削両親等歳就労等削皿三適勉作監護歳溜砕晒参作哉椌ǖ～Ľ烝生擦埼昨

児童燦檮象削実施甑θ在籍裁崎哉傘学烝朔椌 1～4烝生χ 

質在籍者数 ǚǹ隣θ烋成ǘŤ烝ǚ鏤鑽現在χ 

 

θǚχ隣虜榮滲隣東児童館支実似旨向琢委員会昨開催 

利用者匙昨支実似旨昨質昨向琢燦噪傘冴薩腰支実似旨向琢委員会燦開催裁冴甑 

 第ǖ回 第ǘ回 

開催日時 烋成ǘŞ烝Ľ鏤ǖĄ日θ水χ 烋成ǘŤ烝ǘ鏤ǘǘ日θ水χ 

不 容 質烋成 27烝燵烝間行事昨報告 

質烋成 27烝燵隣東児童館椌修ろ 

実施箇所 

質烋成 29烝燵児童館遀営計画 

質利用者満足燵調査仔ン師実詞 

 結果 

 

θǜχ隣虜榮滲策碕三親家庭昨学習支治実詞示視識事業採皿索隣虜榮滲中学生昨学習支援

事業昨実施 

   烋成ǘŞ烝ǜ鏤ǖ日～Ľ鏤ǚǹ日昨期間削採哉崎腰策碕三親家庭昨中学ǘ腰ǚ烝生

燦檮象削腰大学生昨学習支治実祉実削皿傘学習支援事業燦実施裁冴甑烋成ǘŞ烝Ś鏤

ǖ日～烋成ǘŤ烝ǚ鏤ǚǖ日昨期間削採哉崎腰策碕三親家庭腰生活保護世澳採皿索  

生活困窮者世澳昨中学ǖ～ǚ烝生燦檮象削腰大学生昨学習支治実祉実削皿傘学習支援

事業燦実施裁冴甑 

   ℧開催日時 搆逬火曜日 ǖŞ時ǖĄ便～ǘǹ時ǖĄ便昨間埼ǘ時間 

   ℧実施回数 Ąǘ回θ烋成ǘŞ烝ǜ鏤～烋成ǘŤ烝ǚ鏤鑽χ 

   ℧ɔ録者数 ǖǖ隣θ烋成ǘŤ烝ǚ鏤鑽現在χ 

 

Ś そ昨直 

 

愛知p共輪募金会隣東癒支会θ隣東癒共輪募金委員会χ事務局昨溜う遀営燦行榊冴甑 


