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平成 30年度

社会福祉法人犬山市社会福祉協議会

事業報告

社会福祉協議会のシンボルマーク

社会福祉及び社協の「社」を図案化し、「手を取り合って明るい、

幸せな社会を建設する姿」を表現していて、全国の都道府県、

市区町村社協で共通のマークとして使用しています。

（昭和 47 年 6 月 全国社会福祉協議会 制定）
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■平成 30 年度事業 活動総括

１．「地域共生社会」の実現に向けた取り組み

住民が地域の福祉課題を「我が事」として認識し、主体的な支え合いの仕組みを 2020 年代

初頭までに構築していく「地域共生社会」の実現への取り組みは、犬山市においても着実に進

んでいます。高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）が中心となり、市内５地

区で地域住民が主体となる第二層協議体活動に社協としても要請に応じて、積極的に職員が参

加し地域の福祉課題について把握に努めました。

また、小地域での高齢者等の交流場所としての「ふれあいサロン（地域サロン）」活動につ

いては、各地区で新たな担い手による展開が進んでおり、広報等でＰＲをおこなった結果、社

協の事業助成件数も増加を見ることができました。

２．障がい者(児)相談支援体制強化への取り組み

４月から新たに市受託事業として運営を開始した「障害者基幹相談支援センター事業」につ

いては、計画通り専門的職員を３名配置し、３か年契約の初年度として、その主たる事業目的

である障がい者（児）への①総合的、専門的な相談支援の実施、②地域の相談支援体制の強化、

③障害者自立支援協議会の運営について業務を進めました。

包括的な相談支援機能により、障がい者(児)とその家族の安心安全なふだんの暮らしを支え、

またその暮らしを支える地域の仕組み作りにも関与し、支援者・当事者・地域住民らと共に地

域福祉の向上へ貢献していくことができるようになりました。

なかでも、自立支援協議会の運営にあたっては、当事者、保護者や支援者の意向を汲みとっ

た部会活動の企画に努め、地域の関係者、当事者との協働により、新たな事業を展開しました。

たとえば定例部会では「就労を支える仲間の集い」の活動として「企業見学会」を初めて開催。

また、子ども部会においては「スポーツ交流会」の開催や、障がい児を育てる保護者の声・体

験を集めた冊子「ル・みえーる」を発行し、好評を得ることができました。

３．社協経営の改善、安定化及び将来に向けた取り組み

社協の自主事業である介護保険事業、障がい福祉事業について、資金収支決算は「訪問介護

事業」で２年連続の黒字化を果たし、「居宅介護支援事業」、「いきがいサロン事業（基準緩

和通所介護事業）」、「障がい者相談支援事業」においてもそれぞれ赤字額の縮小を果たすこ

とができました。加えて、法人運営についても経費の削減に努めた結果、３０年度社協資金収

支決算は対前年度比で大幅な改善を見ることができました。

各事業の最適な職員配置を進めるとともに、あわせて業務の見直し、事務作業の効率化を図

ることで職員に過度な負担が生じないよう配慮した上で、引き続き、資金収支均衡に向け取り

組んでいきます。

また、社協が現在抱える課題を分析し、解決策を探るとともに、これからの社協の中長期的

な展望を示すための「社協発展強化計画」の素案を作成し、策定に向け歩を進めました。
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■犬山市社会福祉協議会事業（サービス区分別による）

〔H30 決算 173,654,510 円 H29決算 195,517,917 円〕
※( )内数字は前年度実績

１．法人運営事業〔H30 決算 46,504,065 円 H29 決算 57,985,524 円〕

□法人運営事業〔H30 決算 46,504,065 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)理事会等の開催 〇正副会長会

3月 17日(木) 福祉会館

〇理事会 5月 17日(木) 〃

3月 14 日(木) 〃

〇評議員会 5月 31日(木) 〃

3月 28 日(木) 〃

(2)監査の実施 5月 16日(水) 福祉会館

(3)会員募集 一般会員 16,600 件 8,272,460 円

(16,822 件 8,325,053 円）

特別会員 285件 572,500 円

(331 件 663,500 円)

法人会員 367件 1,326,000 円

(370 件 1,333,000 円）

施設会員 7件 14,000 円

（6件 12,000 円）

計 17,259 件 10,184,960 円

（17,529 件 10,333,553 円）

※世帯加入率

53.5％（54.8％）

31,040 世帯（H30.7.1 現在）

※一般会員 会費 500円

特別会員 〃 2,000 円

法人会員 〃 3,000 円

施設会員 〃 2,000 円

(4)ホームページの公

開

17,521(16,533)ページビュー

5,822(4,961)ユーザー

(5)寄附 ・一般寄附 9(10)件

215,938 円（2,231,587 円）

・物品寄附 1(0)件 ※高齢者疑似体験セット
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２．地域福祉推進事業〔H30決算 6,106,686 円 H29 決算 5,968,091 円〕

□地域福祉事業〔5,558,826 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)社協支部の設置と

活動支援

社協支部（犬山北・南、城東、羽黒、

楽田、池野）への支部事業への助成。

〇支部自主事業

まちなか茶論(犬山北、南)

青色ﾊﾟﾄ防犯交通安全運動(羽黒)

高齢者世帯配食サービス(楽田)

ふれあいクロリティ大会(城東)

※支部共通事業

・社協会員募集、赤い羽根

募金、歳末たすけあい募

金への協力。

・福祉施設慰問。

(2)ふれあいサロンへ

の支援

〇助成対象サロン 31(24)サロン

・犬山北地区 4(2)か所

1,201 人/年（682人/年）

・犬山南地区 4(4)か所

4,984 人/年（4,702 人/年）

・城 東地区 5(4)か所

2,105 人/年（1,107 人/年）

・羽 黒地区 10(10)か所

3,754 人/年（4,423 人/年）

・楽 田地区 8(4)か所

2,896 人/年（1,826 人/年）

※開催1回あたり 1,000 円

を助成。(上限 48,000 円)

※新規立上げ費用15,000

円を助成。

(3)福祉車両の貸出し 〇貸出数

58（108）件

・リフトアップ車 8（21）件

・車いすスロープ車 50（87）件

※無料

※燃料費実費負担

10㎞/100 円

(4)車いすの貸出し 〇貸出数

175（196）件、202（289）台

※無料(3ヵ月間を上限)

(5)プロジェクター、

スクリーンの貸

出し

〇貸出数

・プロジェクター 30(34)件

・スクリーン 9(23)件

※無料

(6)綿菓子機、ポップ

コーン機の貸出し

〇貸出数

・綿菓子機 17(32)件

・ポップコーン機 13(20)件

※無料

(7) 高 速 印 刷 機 の 利

用 用提供

〇利用団体

延べ 2,170(2,272)団体

※無料(印刷用紙持参)
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(8)広報紙「社協だよ

り」の発行

〇発行回数

年 3回(7･10･2 月)平均 26,800 部発行

(9)市イベントへの参

加

〇産業振興祭

開催日 10月 13日(土)、14日(日)

場 所 南部公民館

内 容・障害者自立支援協議会による

障がい理解の啓発（障がいマー

ククイズ）、

・意思疎通体験（手話、点訳）

・赤い羽根共同募金のＰＲ、

赤い羽根作品展示

〇秋桜健康福祉まつり

開催日 11月 4日(日)

場 所 市民健康館

内 容・ボランティアによる福祉体験

コーナー、福祉団体・施設のＰ

Ｒとバザー、赤い羽根作品展示

□結婚相談事業〔420,440 円〕

８事業名等 実 績 備 考

(1)結婚相談所の開設 登録者数 105(129)人

うち 男 67(75)人、女 38(54)人

来訪者数 578(735)人

うち 男 375(493)人、女 203(242)人

開催日数 62(63)日

お見合い件数 42(49)件

結婚成立件数 4( 0)件

※相談員 ７名

毎週土曜日、第2水曜日

登録料1,000 円

(1年間有効)

□心配ごと相談事業〔127,420 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)心配ごと相談 開設日数 24(24)日

相談件数 18(19)件

内訳（重複有り）

財産 2、生計 2、職業 3、家族 6、

離婚 2、住宅 1、その他７

※第１、3木曜日開設

相談員 5名
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３．ボランティア活動支援事業

〔H30決算 2,872,466 円 H29 決算 3,069,444 円〕

□ボランティアセンター事業〔1,452,402 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)ボランティア団体

あ ・個人の登録

〇ボランティア登録者

145(154)グループ・ 4,602(5,024)人

個人 38(26)人

計 4,650(5,050)人

(2)ボランティア保険

の加入促進

〇保険加入者数

活動保険 2,038(2,763)人

行事保険 5,982(3,416)人

※保険料

基本プラン250～350円

天災プラン400～590円

(3)ボランティアセン

ターだよりの発行

〇発行回数

年3回(7･10･2 月)、26,800 部発行

「社協だより」内に掲載

(4)ボランティアセン

ターの運営とボラ

ンティア相談員の

配置

〇ボランティア活動調整件数

・活動希望

対象 子ども 2( 3)件

高齢者・施設 21(20)件

障がい者 2( 1)件

地域 2( 3)件

その他 4( 9)件

計 31(36)件

・活動依頼

依頼主体 施設・団体 123(180)件

個人 3( 5)件

行政 2( 1)件

学校 19( 19)件

その他 1( 1)件

計 148(206)件

※ボランティア相談

相談員 2名配置、

毎週月曜日開設

(5)福祉体験研修 開催日 3月 20日(水)

市役所新任職員 19人、

ボランティア 12人 計 31(36)人

※市受託事業

(6)西尾張ﾌﾞﾛｯｸﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙへの協

力、参加

開催日 12月 16 日(日)

場 所 愛西市親水公園総合体育館

参加者 犬山市から 24名参加

※西尾張の14市町村のボ

ランティアが参加。
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□ボランティア育成事業〔1,420,064 円〕

事業名等 内 容 備 考

(1)「話したい」のお

手伝い～書いて伝

えるボランティア

講座の開催

文字で話す筆談コミュニケーション

開催日 5/22～7/3（全 6回）

受講者 8名

場 所 福祉会館

※市受託事業

(2)手話講座の開催 開催日 11/ 7～11/28 全 4回（Aコース）

11/ 9～12/ 7 全 4回（Bコース）

受講者 12名（Aコース）

11名（Bコース）

場 所 福祉会館

※市受託事業

(3) 視覚障がい者支

援ボランティア養

成講座の開催

開催日 2/27～3/13 全 3回

ガイドヘルプ、音訳、点訳各 1回

受講者 10名

場 所 福祉会館

※市受託事業

(4)災害ボランティア

コーディネーター

養成講座の開催

開催日 2月 16日(土)

受講者 8(15)名

場 所 市役所

※被災時に市と共に立ち上

上げる災害ボランティアア

センターの運営ボランンテ

ィアの養成。

(5)夏休み福祉体験学

習の実施

開催期間 8/1～8/31

受入施設 38(49)施設

参 加 者 12(14)校 231(398)人

※市内福祉施設での体験

(6)ボランティア連絡

協議会への活動支

援

〇登録ボランティア団体

26(24)グループ、個人 8(3)名

820(764)人

(7)ボランティア団体

への活動支援

〇助成団体

50(54)グループ

４．共同募金配分金事業

〔H30 決算 12,676,400 円 H29 決算 12,215,443 円〕

※平成 30年度共同募金実績（実施：犬山市共同募金委員会）

種 別 金 額 (円) 前年度比(円)

赤い羽根募金
戸別等募金 6,648,780 (6,615,329) 33,450

事業所募金 532,000 (617,000) ▲85,000
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小 計 7,180,780 (7,232,330) ▲51,550

歳末たすけあい募金 5,824,382 (5,942,560) ▲118,178

合 計 13,005,162 (13,174,889) ▲169,728

□一般募金配分金事業〔6,826,657 円〕

事業名等 内 容 備 考

(1)95 歳敬老記念品の

贈呈

〇贈呈対象者 83(52)人 ※贈呈品

カタログギフト

(2)初めて出会う絵本

プレゼント

〇贈呈対象者 304(291)人

一親子 絵本 2冊

※生後 5か月健診の際に

プレゼント。

(3)修学旅行支度金の

助成

〇助成対象者

小学生 40( 47)人

中学生 70( 61)人

高校生 32( 32)人

計 142(140)人

※助成額

小学生 10,000 円

中学生 15,000 円

高校生 20,000 円

(4)手押し車(シルバ

ーカー)購入費一

部助成

〇助成対象者

85(73)件

※定額 5,000 円

(5)車いす購入費一部

助成

〇助成対象者

17(9)件

※定額 8,000 円

(6)弁護士による法律

相談

開催日数 12(12)回

相談件数 93 (96)件

※月 1回第１木曜日開催

(7)「福祉実践教室」

の開催

開催校 12( 11)校

参加者 1,768(2,366)人

協力者 219( 285)人

※実施校 小学校 10校

中学校 12校

(8)災害見舞金支給 〇支給対象者

全焼 1(2)件

半焼 0(0)件

浸水 0(0)件

※見舞金

家屋全壊 30,000 円

家屋半壊 15,000 円

床上浸水 10,000 円

(9)雇用準備資金の貸

付

貸付件数 0(6)件

貸付金額 0(165,000)円

※貸付上限額30,000 円

無利子、据置期間 3か月

(10)生活困窮者支援

資金の貸付

貸付件数 12(16)件

貸付金額 310,000(373,000)円

※貸付上限額30,000 円

無利子、据置期間 3か月

(11)法外援護の実施 法外援護 22(26)件

食料支援 16(15)件

※生活費 最高 10,000 円

行旅人 最少限の旅費
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(12)子どもの遊び場

遊具の助成

助成件数 0(0)件 ※修理費の3/4以内

上限 100,000 円

(13)福祉団体への活

動支援

○助成団体

民生児童委員協議会、身体障害者福祉協会、

更生保護女性会、心身障害児(者)父母の会、

尾北地区聴覚障害者福祉協会、単位子ども

会、市子供会育成連絡協議会、しらゆり会

(14)社協だより「共

同募金」の特集

10/1号に共同募金特集を掲載 ※年１回

□歳末たすけあい配分金事業〔5,849,743 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)歳末慰問金品の贈

呈

〇贈呈対象者

･生活保護世帯 241(251)世帯

･準要保護世帯 220(209)世帯

･母子生活支援施設入所者 9( 2)世帯

･在宅重度障害者手当受給者 7(8)人

･特別障害者手当等受給者 55( 54)人

･特別児童扶養手当受給者 161(163)人

･経過的福祉手当受給者 1(1)人

･障害児福祉手当受給者 6(4)人

･市内福祉施設入所者 208(213)人

･市外福祉施設入所者 33(39)人

･東日本大震災避難世帯 4(5)世帯

他 乳児院「赤ちゃんの家さくらんぼ」

特別養護老人ホーム「ぬく森」、

「ぬく森第二」、「白寿苑」

※贈呈内容(※30年実績)

・生活保護世帯 4,000 円

・準要保護世帯 4,000 円

＋就学児童×2,000 円

・特別障害者手当等受給者

3,000 円

・母子生活支援施設入所者

3,000円+2人目以降世帯員

×1,000 円

・児童、障害者施設入所者

3,000 円

・介護老人施設、乳児院

施設に 20,000 円

・養護老人ホーム、援護寮

慰問品 1人 1,200 円相当

・震災避難世帯 3,000 円

＋ 2 人目以降世帯員×

1,000 円

(2)子ども会交流事業

の実施

〇助成対象者

11(11)子供会 974(993)人

※30年度実施子供会

朝日ヶ丘第2、高橋、天神町、内田、

西楽田団地ゆめ広場、中町、木ノ下、

※助成額

参加者一人につき 300円

食事提供があれば500 円

※上限額 50,000 円
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第１桜ヶ丘、第２桜ヶ丘、橋爪中、

犬山ニュータウン

(3)視覚障がい者交流

会の開催

開催日 3月 2日(土)

参加者 65(58)人

※視覚障がい者とボランテ

ィアの交流。

(4)いもほり交流会 開催日 10月 31 日(水)

参加者 200(228)人

※養護老人ホームと近隣未

来園等との交流。

(5)福祉団体の実施す

る事業への助成

○開催内容

・市老人クラブ連合会スポーツ大会

開催日 10月 26日(金)

参加者 551(500)人

場 所 エナジーサポートアリーナ

・尾張北地区老人クラブ大学講座

開催日 6月 8日(金)

参加者 327人

場 所 南部公民館

・犬山市ボランティア連絡協議会

「ボランティアのつどい」

開催日 3月 16日(土)

参加者 700(550)名

場 所 エナジーサポートアリーナ

・心身障害児者父母の会「クリスマス会」

開催日 12月 2日(日)

参加者 130(141)人

場 所 福祉会館

・母子寡婦福祉会「入進学児童激励会」

開催日 3月 2日(土)

参加者 81(83)人

場 所 国際観光センターフロイデ

・身体障害者福祉協会

「身体障害者ふれあいクロリティ大会」

開催日 2月 10日(日)

参加者 90(107)人

場 所 市民健康館

・保護司会「社会を明るくする運動」

※30年度犬山市開催

(6)声の広報 〇配付対象者

17(17)人

※月 2回録音、配付
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(7)おもちゃ図書館、

おもちゃ病院

〇おもちゃ貸出し

開催日数 69(68)日

利用者数 660(796)人

貸 出 数 316(421)点

〇おもちゃ修理

修 理 数 305(346)点

※開設日

毎週水曜日、

第1・ 3土曜日

(8)こころの居場所

「はなみずき」へ

の支援

開設日数 22(22)日

開設場所 余遊亭

参加者数 416(454)人

（ボランティア含む）

運営会議の開催 2回

※開催日時

毎月第 1・ 3火曜日

13:00～17:00 開催

利用料：100円(お茶代)

５．居宅介護支援事業

〔H30 決算 12,465,150 円 H29 決算 18,166,019 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)居宅介護支援 〇ケアプランの作成

・介護予防サービス計画作成

要支援１ 104( 174)件

要支援２ 93( 142)件

計 197( 316)件

・居宅介護サービス計画作成

要介護１ 404( 560)件

要介護２ 218( 280)件

要介護３ 161( 157)件

要介護４ 58( 74)件

要介護５ 31( 35)件

計 872(1,106)件

※公正中立の立場で、介護

支援専門員（ケアマネジ

ャー）が利用者本位の介

護（予防）サービス計画

を作成。
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６．訪問介護事業〔H30 決算 26,614,725 円 H29 決算 33,665,575 円〕

□訪問介護事業

事業名等 実 績 備 考

(1)訪問介護・

介護予防訪問介護

・身体介護

1,700(1,288)回 965( 638)時間

・生活援助

3,912(5,310)回 3,539(4,609)時間

・身体・生活介護

220( 422)回 223( 470)時間

計 5,832(7,020)回

4,727(5,717)時間

※介護保険の要支援・要介

護認定を受けた方を対象

に、自立した日常生活を

営むことができるよう生

活援助及び身体介護など

の介護サービスを提供。

※市総合事業地域支援事業

により要支援相当と認め

た方へ生活援助の実施。

(2)介護保険適用外ヘ

ルパー事業

・生活援助

32(27)回 36(18)時間

※自主事業

□障がい者居宅介護事業

事業名等 実 績 備 考

(1)居宅介護 〇身体障がい者

・身体介護

1,343(1,634)回 1,162(1,371)時間

・家事援助

257(330)回 171( 223)時間

〇知的障がい者

・身体介護

0( 1)回 0( 2)時間

・家事援助

259(260)回 271( 291)時間

〇精神障がい者

・身体介護

3( 45)回 2( 23)時間

・家事援助

192(211)回 213( 250)時間

計 2,054(2,481)回

1,819(2,160)時間

※障がい者が自立した日

常常生活を営むことができ

きるよう、家事援助や身体体

介護など生活全般にわわた

る援助を実施。
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(2)同行援護 ・介護有

382(380)回 576(554)時間

・介護無

0( 0)回 0( 0)時間

※視覚障がい者で、移動に

著しい困難がある方に、

外出時に同行し、移動の

援護等の支援を実施。

(3)移動支援 ・介護有

192(199)回 131(127)時間

・介護無

0( 0)回 0( 0)時間

※市受託事業

※屋外での移動が困難な１

障がい者(児)が、社会生 １

活に不可欠な外出や社１会

参加のための外出時１の援

助を実施。

７．相談支援事業〔H30 決算 28,064,004 円 H29 決算 11,502,408 円〕

□障がい者地域相談支援センター事業〔7,125,906 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)一般相談支援 ・地域移行支援

0( 0)件

・地域定着支援

0( 0)件

※地域移行支援

※地域定着支援

入所施設等を利用する者

を地域での生活へ移行す

るための支援や単身で生

活をはじめた者に常時の

連絡体制を確保する等の

支援を実施。

(2)特定相談支援 ・サービス等利用計画作成件数

障がい者 260(313)件

※障がい者からの相談に応

応じ、事業者等との連絡

調整をおこない、福祉サ

ービスを利用するための

の計画作成等を実施。

(3)障がい児相談支援 ・障がい児支援利用計画作成件数

障がい児 60( 66)件

※障がい児等からの相談に

に応じ、事業者等との連

絡調整をおこない、福祉

サービスを利用するため

めの計画作成等を実施。



15

□犬山市障害者基幹相談支援センター事業〔19,748,298 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)総合的、専門的な

相談支援

・相談人数 214(0)人

障がい者 162(0)人

障がい児 52(0)人

・相談件数 2.624(0)件

※市受託事業

※障がいの種別や各種のニ

ーズに対応できる総合的

、専門的な相談支援。

(2)地域の相談支援体

制強化の取り組み

〇犬山市自立支援協議会事務局

・全体会 1回

・定例部会 1回

他「就労を支える仲間の集い」、

「企業見学会」の開催

・権利擁護部会 1回

他「交流促進イベントの開催」

・子ども部会 1回

他「思春期勉強会」、「スポーツ交

流会」、「医療ケア児支援情報交換会」、

「教育分野との連携研修会」の開催、

ワーキングチーム活動 8回

・相談支援事業所連絡会 12回

・運営会議 12回

※市受託事業

※地域の実情に応じて、市

が設置する自立支援協議

会を運営をおこない、地

域の障がい者、障がい児

の支援体制の強化を図

る。

□日常生活自立支援事業〔1,189,800 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)日常生活自立支援

の実施

利用者 17(17)人

内訳:高齢者 10(12)人

知的障がい者 4(2)人

精神障がい者 3(3)人

※高齢者や障がい者等で判

判断能力に不安がありあ自

己選択・決定の難しいあ方へ

金銭管理等の支援。
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８．高齢福祉推進事業

〔H30決算 37,789,454 円 H29決算 42,150,844 円〕

□老人クラブ連合会指導員派遣事業〔1,367,848 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)老人クラブ指導員

の配置

市老人クラブ連合会指導員 1名 ※市受託事業

※単位老人クラブ及び市老

連の行事や活動の相談・指

導、事務のため、老人クラブ

指導員を配置。

□敬老事業〔3,162,003 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)「75歳のつどい」

の開催

開催日

9月 3日(月)、5日(水)、6日(木)、

10 日(月)、11日(火)

開催場所 名鉄犬山ホテル

対 象 者 1,081(1,037)人

参 加 者 610(567)人

犬 山 北 地 区 106( 82)人

犬 山 南 地 区 137(135)人

城 東 地 区 114(105)人

羽黒・池野地区 149(144)人

楽 田 地 区 104(101)人

※市受託事業

□いきがいサロン事業〔33,259,603 円〕

・市総合事業地域支援事業通所型サービスＡ型（基準緩和したデイサービス）

・開設日 月～金曜日（祝日開催） ・時 間 10:30～15:30

施設名

犬
山
西
サ
ロ
ン

（犬
山
西
老
人
憩
の
家
）

前
原
サ
ロ
ン

（前
原
老
人
憩
の
家
）

丸
山
サ
ロ
ン

（ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
）

羽
黒
東
部
サ
ロ
ン

（羽
黒
東
部
老
人
憩
の
家
）

犬
山
北
サ
ロ
ン

（福
祉
会
館
長
寿
館
）

計

開催曜日 月・水・金 火・水・木 火･水・金
月・火

木・金
月・木
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延べ

利 用 者

(人)

男
260

(309）

128

(84)

11

(42)

146

(232)

108

(122)

653

(789)

女
1,099

(1,266)

2,235

(2,128)

1,185

(1,308)

2,662

(2,810)

1,404

(892)

8,585

(8,404)

計
1,359

(1,575)

2,363

(2,212)

1,196

(1,350)

2,808

(3,042)

1,512

(1,014)

9,238

(9,193)

ボランティア(人)
48

(87)

56

(102)

92

(125)

299

(343)

44

(60)

539

(717)

開催日数(日)
152

(152)

153

(152)

154

(153)

204

(204)

102

(101)

765

(762)

一日平均

利用者数(人)

8.9

(10.3)

15.4

(14.5)

7.8

(8.8)

13.8

(14.9)

14.8

(10.0)

12.1

(12.1)

９．資金貸付事業〔H30 決算 544,621 円 H29 決算 748,390 円〕

□生活福祉資金貸付事業

事業名等 実 績 備 考

(1)福祉費 〇貸付実績

2(2)件 139,000(216,000)円

技能修得、住宅改修、障がい

者用自動車購入、療養、冠婚

葬祭等費用の貸付。

(2)総合支援資金 〇貸付実績

0(0)件 0( 0)円

失業等による生活の困窮者

に生活支援の貸付。

(3)緊急小口資金 〇貸付実績

0(0)件 0 ( 0)円

緊急一時的に生計の維持が

困難になった場合少額の経

費の貸付。

(4)教育支援資金 〇貸付実績

0(1)件 0(2,520,000)円

高校、短大、大学、専修学校

への修学費用と入学費用の

貸付。

(5)不動産担保型生活

支援資金

〇貸付実績

0(0)件 0( 0)円

自己所有の建物、土地を担保

として高齢者世帯に対し生

活資金の貸付。
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(6)臨時特例つなぎ資

金

〇貸付実績

0(0)件 0( 0)円

生活保護などの受給が決定

している者に給付までの間

の生活費を貸付。

□くらし資金貸付事業

事業名等 実 績 備 考

(1)くらし資金 〇貸付実績

0(3)件 0( 300,000)円

不時の出費等の為に、くらし

の維持が困難になった世帯

に生活費等を貸付。

10．基金運営事業〔H30 決算 16,939 円 H29 決算 10,046,179 円〕

□市民福祉基金運営事業〔16,825 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)市民福祉基金 〇累計積立額

116,426,556(116,426,556)円

基金で得られた利息 16,825(45,970)

円を地域福祉事業の一部に充当。

基金の利息を一般会計に繰

入れ、地域福祉事業の財源と

して活用。

□運営基金運営事業〔114 円〕

事業名等 実 績 備 考

(1)運営基金 〇累計積立額

12,819,000(12,819,000)円

基金で得られた利息114 (209)円

を法人運営事業の一部に充当。

各自主事業所の設備等の更

新費用、採算悪化への準備金

として活用。

※30年度は基金の取崩し

は行わず。

0(10,000,000)円
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「ふ」だんの「く」らしを「し」あわせに


