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◎地域福祉課 

 地域福祉係 
１ 地域福祉推進事業 

 （１）各種相談事業 

     心配ごと相談所の開設 

相談種類 開所回数 実 績 

一般相談 １２回 １３件 

弁護士相談 ２０回 １０３件 

司法書士相談 ８回 ２５件 

 （２）ボランティアセンター事業 

     ボランティア相談件数６０件、コーディネート件数３１件 

     ・あんしん電話   ４８回  実人数 １３名 

     ・災害ボランティアコーディネーター定例会 ６回  延べ参加者数 ４２名 

     ・災害ボランティアコーディネーター養成講座 全４回 延べ参加者数 ４５名 

     ・ボランティア入門講座     参加者数 ３名 

      災害ボランティアセンター設置運営訓練（１月２８日実施） 

      街頭募金（７月１９日、２０日実施） 

     ・話し相手ボランティア養成講座 参加者数１１名（講義２日間、体験学習２日間） 

     ・はじめてのボランティア体験        延べ参加者数 ５名 

     ・ボランティアのつどい（１２月２日実施） 参加者数   ２８名 

     ・ボランティアセンターだよりの発行（６月、９月、１２月、３月） 

     ・ボランティア登録数   １，７６７名 

     ・ボランティア講演会（５月８日実施）   参加者数   ４２名 

     ・傾聴講演会（１０月１２日実施）     参加者数   ２５名 

     ・分野別ボランティア活動者交流会（６月８日、１５日、２２日、２９日実施） 

                          延べ参加者数 ３９名 

     ・ボランティア会議「こころ」 ８回    延べ参加者数 ５８名 

     ・福祉のまちづくりボランティア事業『いなべふくし塾』（３月９日、１６日） 

                          延べ参加者数１７６名 

 （３）共同募金事業 

     平成３０年度 募金総額 ５，８１７，８０１円 

     平成２９年度（平成３０年度充当） 配分交付決定額 ４，７０５，２８４円 

事業区分 事業数 主な事業 

老人福祉活動 ２事業 お出かけツアー事業、あんしん電話事業 

障害児・者福祉活動 １事業 生活交流会事業（地域交流会） 

児童・青少年福祉活動 ９事業 子育てボランティア支援事業等 

母子・父子福祉活動 １事業 ひとり親家庭支援事業 

福祉育成援助活動 ６事業 
歳末ふれあい事業、住民たすけあい推進事業 

共同募金啓発事業、ひきこもりに関する支援
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事業区分 事業数 主な事業 

事業「まかろん」、福祉委員会設置推進事業、

備品貸出機器整備事業 

ボランティア活動育成 １５事業 

手話サークル活動支援事業、朗読支援事業、

読み聞かせ活動支援事業、配食ボランティア

支援事業、防災活動推進事業、地域生きがい

づくり事業、地域文化継承事業等 

 （４）歳末ふれあい事業【共同募金配分金事業】 

対象者 実 績 

７５歳以上の独居高齢者 ５２３名  

小中学校を平成３１年３月に卒業するひとり親家庭の児童・生徒 ２名  

身体障害者手帳１・２級保持者 １２２名  

療育手帳保持者 １３４名  

精神保健福祉手帳保持者 ６４名  

生活保護世帯 ４３名  

 （５）おむつ給付事業 

     給付対象者  １３２名     年間給付件数  １，７４３件 

 （６）緊急通報装置設置事業 

業 者 件 数 

ALSOK あんしんケアサポート  ７件 

ＮＴＴ西日本  ８件 

 （７）寝具洗濯サービス事業 

     登録者数     ８名     延べ利用件数  ９件 

 （８）訪問理容サービス事業 

     登録者数    ２１名     延べ利用件数 １７件 

 （９）敬老事業（委託事業） 

     実施地区   ７４地区   助成人数   ６，８８９名 

     祝品贈呈   喜寿  ５１４名    米寿  ２１６名 

 （10）福祉サービス利用審査会 

     新規サービス申請者の利用決定における審査会 １２回開催 審査件数 ４４件 

 （11）日本赤十字社社資増強運動 

     平成３０年度 総額    ５，３４７，６３１円 

 （12）社協会費募集実績総額    ５，９３５，０００円 

     （内訳） 

     個人会員            １０，２５４世帯 

     賛助会員（個人）           ２８３名 

     賛助会員（法人）            ８４事業所 

 （13）ふれあい弁当配布事業 

     登録者数  ２７２名  実施回数   ７１回  延べ配布件数 ４，１６９件 

 （14）外出支援・移送サービス事業 

     登録者数   ３１名  延べ利用回数 ３８回 
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 （15）福祉用具貸与事業 

物 品 延べ貸与件数 

車イス １３２件  

スロープ ７件  

 （16）ふれあいサロン事業 

     実施回数  ６０９回   延べ参加人数  ２３，５１０名 

      北勢：２１５回 ７，３３９名 員弁：１０９回 ３，７９０名 

      大安：１７３回 ８，７１５名 藤原：１１２回 ３，６６６名 

 （17）ふれあいマップ 

     ふれあいマップ提出地区１１３地区 情報提供１，１４８件 

     関係機関等へのつなぎ １０件 

 （18）福祉教育推進事業 

     福祉体験の実施：ワークショップ １０時限、車イス体験 １４時限 

             アイマスク体験 １７時限、当事者講義  ８時限 

     福祉協力校の登録：市内小学校１１校、中学校４校、高校１校 

 （19）市民感謝祭への参加（１０月２０日） 

     ・共同募金コーナー、コラボグッズ募金、クイズ、スタンプラリー、 

日本赤十字社イベントコーナー、パネル展示、災害救援物資展示他（地域福祉課） 

     ・介護予防事業の紹介、ポプリのクラフト作り（地域福祉課介護予防事業） 

     ・たませんの販売（ケアプランセンター、介護支援課） 

     ・自主製品（手芸品、石鹸、こけ玉など）、飲料販売（障がい支援課） 

     ・ストラップつり、お菓子すくい、ボール飛ばしゲーム（こども支援課） 

 （20）障がい者スポーツ交流会の開催（１０月２７日） 

     北勢市民会館さくらホールで実施    参加者数 ２４６名 

     ・魚釣りゲーム、玉入れ、パン食い競争など 

 （21）生活交流会事業 

     知的障がい者生活交流会 

     ・レクリエーションスポーツ文化活動 ５回   延べ参加者数 ４９名 

     ・蒲郡オレンジパーク、刈谷ハイウェイオアシス   参加者数 ４４名 

     精神障がい者生活交流会 

     ・バーベキュー           参加者数 ９名 

     ・イラストケーキづくり       参加者数 ４名 

     ・名古屋港水族館          参加者数 ７名 

 （22）共同募金配分金事業 

     ひとり親家庭支援事業 

     ・ユニバーサルスタジオジャパン   参加者数 １７名 

     独居高齢者等おでかけツアー事業 

     ・さかな街             参加者数 ２０名 

     ひきこもり支援事業（まかろん） 

      集いの場  １２回  延べ参加者数  ６３名 

      講演会    １回  参加者数    １６名 
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 （23）いなべ市生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター） 

    いなべ市地域力強化推進事業 

     地域での支え合い勉強会 ４回開催 延べ参加者数 ２１９名 

     第１．５層協議体準備会 ５回開催 延べ参加者数  ９５名 

      内訳：北勢町２６名、員弁町７名、大安町４６名、藤原町１６名 

         （※北勢町、員弁町、藤原町は各１回、大安町は２回実施） 

     福祉委員会 

     ・福祉委員会設置自治会数 ３６地区（旧モデル地区４地区） 

     ・助成金未申請活動自治会数 １地区 

     ・相談支援中および次年度活動予定自治会数 ２４地区 

      相談回数 延べ３３４回 

     生きがい活動促進事業「ひなた」 対象者数 ５名 

 

２ 各種団体事務局業務 

 （１）民生委員児童委員協議会連合会 

 事 業 内 容 

いなべ市 
役員会、部会・委員会、総会、全体研修、役員研修、各部会委員会研

修、県民協及び県社協主催研修への参加 

北勢地区 

定例会、部会、視察研修、ふれあい弁当配布、夏季友愛訪問、高齢者施

設への協力、歳末見舞いの実施、社協・障がい者施設事業への協力、

保育園・小中学校への訪問 

員弁地区 

定例会、部会、視察研修、ふれあい弁当配布、夏季友愛訪問、登校時の

見守り支援、あいさつ運動、民生委員の日ＰＲ活動、社協・障がい者

施設事業への協力、保育園・小中学校への訪問 

大安地区 
定例会、部会、視察研修、ふれあい弁当配布、夏季友愛訪問、社協・障

がい者施設事業への協力、保育園・小中学校への訪問 

藤原地区 

定例会、部会、視察研修、夏季友愛訪問、「早ね・早おき・朝ごはん」

啓発活動、歳末見舞いの実施、社協・障がい者施設事業への協力、保

育園・小中学校への訪問、高齢者施設交流事業 

 （２）老人クラブ連合会 

 事 業 内 容 

いなべ市 
役員会、役員研修、県老連主催研修会議への参加、老人趣味の作品展、

老人福祉大会、ゲートボール大会 

北勢地区 
役員会、定期大会、視察研修、グラウンドゴルフ大会、ゲートボール

大会、友愛訪問、保育園児との交流会、健康づくり講演会 

員弁地区 

理事会、文化教養、体育推進、友愛事業各部会、視察研修、友愛訪問、

ふれあい敬老会、健康づくりお達しゃフェア、ゲートボール大会、グ

ラウンドゴルフ大会、健康づくり講演会、保育園児との交流会 

大安地区 
会長・女性代表合同会議、視察研修、健康づくり講演会、グランドゴ

ルフ大会、囲碁・将棋大会、ゲートボール大会、友愛訪問 

藤原地区 役員会、視察研修、カラオケ大会、囲碁大会、グラウンドゴルフ大会、
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 事 業 内 容 

パークゴルフ大会、友愛訪問、健康づくり講演会 

 （３）身体障がい者福祉会 

 事 業 内 容 

いなべ市 
役員会、総会、県障連会議・行事への参加、県福祉大会、社会見学、会

員交流会、広報発行２回 

大安支部 役員会、春まつり 

 

３ 各種サポーター活動支援 

 （１）サロンサポーター、地域サポーター合同定例会 

    定例会 ２回（１２月６日 参加者数３２名、１２月１２日 参加者数２１名） 

 （２）生活介護支援サポーター 

    ・定例会 １２回（毎月開催） 

    ・ハートキャッチいなべ総会（５月８日開催） 

 （３）四季の家 

    ・定例会 １２回（毎月開催） 

    ・地区別開催 藤原２２回（延べ参加者数５２８名） 

           員弁２４回（延べ参加者数３６６名） 

           大安２１回（延べ参加者数４５０名） 

           北勢２４回（延べ参加者数５０２名） 

 

４ 第３次地域福祉活動計画の推進 

 （１）地域福祉活動計画推進委員会の開催 ５回 推進委員 １１名 

 （２）社会福祉協議会における出前講座の実施 

テーマ名 出前回数 

足腰を鍛えて、介護予防を目指そう ２１回 

認知症予防レクリエーション １７回 

園芸を取り入れた健康づくり ６回 

はじめよう 「ふくし」でまちづくり ～地域福祉の進め方～ ４回 

介護保険の利用について ４回 

認知症サポーター養成講座 ３回 

介護予防・健康・これからの暮らし方について ７回 

福祉体験 １回 

福祉委員会について ２回 

 

５ 外部団体視察研修受け入れ 

月 日 団体名 内 容 

７月７日 伊賀市役所、伊賀市社会福祉協議会 
ひきこもりに関する支援事業

「まかろん」 

３月１３日 
津市役所、津市社会福祉協議会、安

濃地区地域サロン専門部会 

ふれあいサロン活動（活動者と

の交流） 
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６ 平成３０年７月豪雨災害における被災地への職員派遣 

   派遣先：広島県呉市 

   派遣期間：７月３１日～８月５日 ６日間 

   派遣人数：１名 

 

 介護予防事業係 

１ 青空教室事業（委託事業） 

   登録者数 ６０名  延べ利用者数 ９５３名 

 

２ いなべ市介護予防・生活支援サービス事業 通所型短期集中予防サービスＣ 

  はつらつ教室（委託事業）２ヶ所（大安・藤原） 

    登録者数 ４０名  延べ利用者数 １，１２１名 

  ハッスル教室（委託事業）１ヶ所（員弁） 

    登録者数 １７名  延べ利用者数   ５５１名 

    ※登録者数は年間の合計数 

  介護予防集いの会 実施回数２回 

   第１回 ５月２１日 阿下喜温泉体験ホール 参加者 ７０名 

    内訳 教室修了者 ３７名、クラブ参加者 ３８名、その他 １３名 

   第２回 １０月１５日 阿下喜温泉体験ホール 参加者 ７０名 

    内訳 教室修了者 ３８名、クラブ参加者 ３６名、その他 ２４名 

      ※教室終了者でクラブ参加者は重複あり 

 

３ おたっしゃ訪問活動 ５９０名（内実態把握数 ４４４名） 

 

◎地域生活支援課 

 いなべ市地域包括支援センター 

１ 包括的支援事業 

 （１）総合相談支援事業 

   ○総合相談 

    延べ相談件数  ３，５９２件 

   ○民生委員児童委員との連携 

    民生委員児童委員からの相談及び連絡調整件数  １６３件 

    民生委員児童委員協議会定例会参加回数  ４７回（４地域） 

   ○お助け箱の設置 

    設置数  １，６５３件 

 （２）権利擁護事業 

     高齢者虐待通報件数  ２２件 

     （その内、虐待と認められた件数 １８件） 

 （３）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 
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     ケアマネジメント支援会議（主任ケアマネ事例研究会・学習会含む）  ６回 

     地域密着介護保険施設等運営推進会議  ４７回 

     ケアプラン点検  ６回 

     民生委員児童委員とケアマネジャーの懇談会 １回 

     桑員支部介護支援専門員研修委託回数  ４回 

     市内医療機関等関係機関への訪問  ５０回 

     病院連携会議等の開催・参加回数  １０回 

     医療ソーシャルワーカーとケアマネジャーの意見交換会  １回 

     地域支援ケース会議 ２０回 

     ケアマネジャーの後方支援（相談支援）件数  ３４６件 

     ケアマネ（メール）通信の発信回数 ６回 

     包括通信 ４回 

 （４）介護予防ケアマネジメント事業 

   ○介護予防支援・介護予防ケアマネジメント給付管理延べ件数 

    包括（直接） ９４６件 委託 ５３７件 合計 １，４８３件 

   〇介護予防個別ケア会議 開催件数 タイプＡ ２４回 タイプＢ １４回 

 

２ 任意事業 

 （１）高齢者見守りネットワーク事業 

   ○通報件数  ２８件 

   ○徘徊ＳＯＳネットワーク 

    協力団体届出件数  ３３７団体（３，２４０人） 

    事前登録申請者件数 ７９件 

 （２）認知症カフェ「おれん家゛カフェ」 

     実施回数 １２回   

 （３）介護予防等普及啓発事業 

   ○出前講座 

    実施回数 ７回  延べ参加者数  ３２８名 

   ○広報 

    社協だよりにて地域における高齢者関連活動紹介の掲載回数 ６回 

 

 日常生活自立支援センター 

１ 日常生活自立支援事業 

    利用者（契約者）   ３７名   延べ相談支援件数  ７３０件 

 

２ 生活福祉資金（県社協委託事業） 

    緊急小口資金  ４件 

   （いなべ市社協） 

    小口生活資金貸付  ３７件 
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３ 法人後見事業 

    法人後見委員会 年４回実施 

    受任件数 １件 

    生活支援員資質向上のための研修会 

講師：いなべ市社会福祉課生活保護ワーカー １回 

 

 くらしサポートセンター縁 

１ 生活困窮者自立支援事業 

    自立相談支援事業  相談件数 １０５件  内プラン作成総数  １９件 

     就労支援対象者（プラン期間中に一般就労を目標にしている）   ８名 

    家計改善支援事業  ３件 

    就労準備支援事業  １件 

 

２ 被保護者就労支援事業  延べ就労支援件数 ５５件 

 

３ 緊急用食糧品給付事業  １件 

 

４ みえ福祉の「わ」創造事業 

    生活困窮者支援緊急食糧提供事業  ２０件 

    緊急時物品等支援事業  ７件 

 

◎介護保険事業部門 

【居宅介護支援事業】 

１ ケアプラン（居宅サービス計画書）の作成 

 （１）特定事業所加算（Ⅰ）取得事業所 

     ※この加算取得のためには各種要件が付されており、法令順守に基づいた運営に 

努めています。 

 （２）介護保険年間請求件数  ３，８８０件 

     契約件数         ３７５件 

     ケアマネジャー職員数    １５名 

 

２ 資質向上のため研修会開催・参加履歴について 

 （１）週１回の業務会議開催（毎週水曜定期開催） 

 （２）県主催研修参加 

    ①予防支援関連研修 

    ②その他 

 （３）いなべ市地域包括支援センター主催及び医師会研修会等 

 （４）外部民間企業・病院等主催研修 

 （５）三重県介護支援専門員協会桑員支部主催研修（いなべ市委託研修含む） 
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 （６）三重県相談支援従事者現任研修 

 （７）事業所内 部門別研修 

 （８）いなべ市主催研修会 

 

３ 総合相談の受付・福祉サービス調整業務（電話・来所等） 

   実績  ９９件 

 

４ 地域包括支援センターから予防プラン作成の受託 

   介護保険（予防）年間作成件数 ２５０件 

   契約件数            ２８件 

 

５ 主任介護支援専門員活動内容（いなべ市及び地域包括支援センターからの協力依頼） 

 （１）介護保険ケアプラン点検立会い 

 （２）いなべ市居宅介護支援事業所連絡会代表 

 （３）介護予防個別ケア会議、委員として参加 

 （４）ケアマネジメント支援会議の運営協力 

 

【訪問介護事業】 

１ 介護保険訪問介護 

   （介  護） 契約者数  ８１名  延べ件数 １０，９７２件 

   （総合事業） 契約者数   ３名  延べ件数    ２８９件 

 

２ 福祉有償運送事業 

 登録者数 延べ件数 

身体障害者 １２名 ３０２件 

要介護認定者 ４４名 ７２１件 

要支援認定者 ４名 １２３件 

精神障害者 ３名 ３９件 

知的障害者 １名 ２２件 

  ＜地区別会員数＞ 

北勢 １９名 

員弁 １３名 

大安 ２５名 

藤原 ７名 

 

【通所介護事業】  

事 業 所 事業 定員 契約者数 介護度別 延べ利用者数 

ふじわらデイ 介護 ４４名 ６０名 
要介護１ １６名 

要介護２ １３名 
６，９５５名  
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事 業 所 事業 定員 契約者数 介護度別 延べ利用者数 

要介護３ １５名 

要介護４ １５名 

要介護５  １名 

総合 ４４名  ８名 
要支援１  ３名 

要支援２  ５名 
４３８名  

 

【認知症対応型通所介護事業】  

事 業 所 事業 定員 契約者数 介護度別 延べ利用者数 

デイ悠庵 

介護 １２名 ２０名 

要介護１ １１名 

要介護２  ６名 

要介護３  ２名 

要介護４  １名 

要介護５  ０名 

２，３２９名  

予防 １２名  ０名 
要支援１  ０名 

要支援２  ０名 
０名  

 

  ○デイボランティアあじさい等活動実績報告（延べ活動者数） 

 ふじわらデイ デイ悠庵 

合計 ３５名 ３０名 

月平均 ２．９名 ２．５名 

 

【介護職員初任者研修】 

  開催期間：７月１２日から１２月１３日まで 

  開講回数：２５日間（１３２時間） 

  修了者数：６名 

 

◎障がい者福祉サービス事業部門 

【相談支援事業】  

１ 計画相談支援 

   障害者計画相談支援ケアプラン年間作成件数  ５１９件 

 

２ 障害児相談支援 

   障害児計画相談支援ケアプラン年間作成件数  １００件 
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【訪問介護事業】  

１ 居宅介護            契約者数  ２８名   延べ件数  ３，３４８件 

２ 同行援護            契約者数   ８名   延べ件数    １８４件 

３ 障害者移動支援事業（委託事業） 契約者数  １７名   延べ件数    １０５件 

 

【日中一時支援事業】 

  ふじわらデイ          契約者数   １名   延べ利用者数   ８３名 

 

【オレンジ工房あげき】 

１ 利用者状況  

事業種類 定員 契約者数 内 訳 延べ利用者数 

就労移行支援  ６名  ０名 知的  ２名 ８８名 

就労継続 B型 ２４名 ２１名 

知的 １６名 

精神  １名 

身体  ３名 

手帳なし １名 

３，８８７名 

生活介護 ３０名 ２４名 

知的 １９名 

身体  ４名 

精神  １名 

５，１８７名 

短期入所  ３名  ８名 知的  ８名 ３名 

    ※契約者数・内訳・延べ利用者数には、年度途中で事業種類の変更があった利用者も 

     みえるため、数に重複あり。 

  新規契約者、退所者状況 

新規契約者 退所者 

就労移行支援 １名 

就労継続 B型 ０名 

生 活 介 護 ０名 

短 期 入 所 ８名 

就労移行支援 ２名 

就労継続 B型 ０名 

生 活 介 護 ０名 

短 期 入 所 ０名 

 

２ 作業品目、内容 

作 業 品 目 作  業  内  容 

下請作業 地元企業からの部品組立、袋詰め、ゴム製品バリ取り など 

リサイクル作業 

いなべ市委託事業（２町分） 

アルミ缶分別圧縮作業 平成３０年度実績 １２，８９４㎏ 

リサイクル回収事業（段ボール、アルミ缶、紙類） 

買い物カゴ洗浄事業 イオングループ買い物カゴ抗菌洗浄事業 

自主製品製造・販売 
古布を使用して作成した手芸品等の製造および販売、廃油石けん

販売、各種タオル袋詰め、揚げあられの製造販売、八幡祭り旗作

- 11 -



 

作 業 品 目 作  業  内  容 

り など 

ジュース販売 自販機ジュース販売 など 

 

３ 主な行事（全体事業） 

月 事 業 内 容 月 事 業 内 容 

４月 ニジマス放流会 １０月 

日帰り旅行（焼津さかなセンタ

ー、花鳥園） 

市民感謝祭 

スポーツ交流会 

５月 

健康診断（クリニック） 

ツアーオブジャパン観戦 

食事会 

１１月 
ナイスハートふれあいのスポー

ツ広場参加（自動車総連） 

６月  １２月 
クリスマス会 

とんぼり招待 

７月 
健康診断（嘱託医） 

食事会 
 １月  

８月 納涼祭  ２月 
 

 

９月   ３月 
日帰り旅行（安城デンパーク） 

避難訓練 

   ※上記の内容以外での行事（外出や体験など含む）や個別に事前希望をとって行った 

    選択外出、イベントでの販売も開催しました。 

 

４ 日中一時支援事業  

    契約者数   ０名   延べ利用者数   ０名 

 

５ 障がい者等生活訓練事業（受託事業） 

    訓練対象者 前期３名 後期３名 

    延べ訓練回数  ２１８日  延べ訓練者数  ２８８名 

    訓練内容（回数） 調理（１０２回）、掃除（１５回）、洗濯（１５回）、 

             手芸・趣味活動（５９回）、身だしなみ（１０回）、買い物（２８回）、 

             公共交通機関訓練（４回）、外出訓練（２４回）、木工（３５回） 

                                        など 

 

◎保育事業部門 

１ 入所園児数 

保育園名 定 員 
入 所 園 児 数［平成３１年３月現在］ 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

石榑保育園 １４０名  ４名 １４名 １７名 ４３名 ３８名 ３６名 １５２名 
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保育園名 定 員 
入 所 園 児 数［平成３１年３月現在］ 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

三里保育園  ９０名 ― ― １２名 ３０名 ３１名 ２３名  ９６名 

丹生川保育園  ６０名 ― ―  ８名 １１名 １７名 １８名  ５４名 

山郷保育園 １２０名 ― ― １５名 ３２名 ３２名 ４３名 １２２名 

員弁西保育園 ２００名  ３名 １２名 ２９名 ５３名 ５２名 ５７名 ２０６名 

 

２ 保育園の主な行事 

月 事 業 内 容 月 事 業 内 容 

４月 入園式、交通安全指導 １０月 
運動会、秋の遠足、内科健診、 

社会見学（東山動植物園） 

５月 
保育参観日、春の遠足、 

内科健診 
１１月  

６月 歯科健診 １２月 クリスマス会、生活発表会 

７月 なつまつり、プール開き  １月 もちつき 

８月   ２月 節分豆まき、一日入園 

９月 
祖父母参観、 

防災訓練（引渡し訓練） 
 ３月 

卒園式、お別れ遠足、 

防災訓練（引渡し訓練） 

 

３ 子育て支援センター事業（委託事業） 

区 分 
石榑子育て支援センター 

はっぴい・はあと 

北勢子育て支援センター 

すこやかランド 

員弁子育て支援センター 

なかよしひろば 

年間開所日数 ２４４日 ２４４日 ２４４日 

対 象 
延べ 

利用者数 

内新規 

利用者数 

延べ 

利用者数 

内新規 

利用者数 

延べ 

利用者数 

内新規 

利用者数 

～１２ヶ月 ４９３名 ３６名 ３５８名 ４８名 ２８４名 ４９名 

０歳児 ９２５名 ５１名 １，６５２名 ５６名 ２，００３名 ５９名 

１歳児 ９７７名 １６名 １，９００名 ２０名 １，０８６名 ２５名 

２歳児 ２９９名 ８名 ９６２名 １０名 １，７５３名 １６名 

３歳児以上 ６名 ０名 ３９名 １名 １３６名 ４名 

保護者 ２，２１８名 ７７名 ４，０８２名 １０４名 ４，２６５名 １２９名 

合計 ４，９１８名 １８８名 ８，９９３名 ２３９名 ９，５２７名 ２８２名 

  ※ ～１２ヶ月：Ｈ３０.４.２～Ｈ３１.４.１生 ０歳児：Ｈ２９.４.２～Ｈ３０.４.１生 
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◎法人運営部門 

１ 会務の運営 

 ＜理事会＞ 

 開催日 議 案 内 容 

第５９回 ５月３１日 

評議員選任候補者の推薦、平成２９年度事業報告、平成２９

年度社会福祉事業会計および公益事業会計決算、施設整備積

立金（作業所）の取り崩し、平成３０年度社会福祉事業会計

公益事業会計第１次補正予算、平成３０年度利益相反契約、

第５１回評議員会 

第６０回 １１月２８日 

職員就業規則の一部変更、パートタイム職員就業規則の一部

変更、パートタイム職員定年退職再雇用規程の制定、評議員

選任候補者の推薦、平成３０年度社会福祉事業会計第２次補

正予算、第５２回評議員会 

第６１回 ３月４日 

定款の一部変更、職員就業規則の一部変更、パートタイム職

員就業規則の一部変更、給与規程の一部変更、年次有給休暇

の積立保存制度の制定、平成３０年度社会福祉事業会計およ

び公益事業会計第３次補正予算、平成３１年度事業計画、平

成３１年度社会福祉事業会計および公益事業会計予算、平成

３１年度利益相反契約、第５３回評議員会 

 ＜評議員会＞ 

 開催日 議 案 内 容 

第５１回 ６月２０日 

平成２９年度事業報告、平成２９年度社会福祉事業会計およ

び公益事業会計決算、平成３０年度社会福祉事業会計および

公益事業会計第１次補正予算 

第５２回 １２月１８日 平成３０年度社会福祉事業会計第２次補正予算 

第５３回 ３月２５日 

定款の一部変更、平成３０年度社会福祉事業会計および公益

事業会計第３次補正予算、平成３１年度事業計画、平成３１

年度社会福祉事業会計および公益事業会計予算、役員の選任 

 ＜評議員選任・解任委員会＞ 

 開催日 議 案 内 容 

第３回 ６月６日 評議員選任候補者の選任 １名 

第４回 １２月４日 評議員選任候補者の選任 １名 

 

２ 事業運営の透明化 

   法人運営の透明性を確保するために、社会福祉法に定める定款、計算書類および事業報告、

役員等名簿について、主たる事務所に備え置いた。また、ホームページにも社会福祉法に定

める必要書類および事業計画書の掲載を行った。 

 

３ 財務規律の強化 

   適正かつ公正な支出管理のために、監事による月例監査を６回、決算監査（令和元年５月

- 14 -



 

１３日）を実施した。また、内部監査を４回実施し、監事による監査のみならず、職員によ

る内部監査を実施することにより、健全な財務状況が確保できるよう強化を行った。 

 

４ 福祉サービス苦情・要望改善事業 

   苦情要望件数 ２１件 

   福祉サービス苦情・要望改善事業第三者委員会議の開催 

   １２月４日に開催し、苦情・要望受付対応状況の２１件の概要を報告し、質疑応答、また

第三者委員との意見交換も踏まえ、サービスの質の向上へと反映させる必要性を再確認し

た。 

   「サービスの質の向上」「再発防止」を図るため、全課で情報の共有を行ったが、似た内

容の苦情を受けることもあり、再発防止にまでつなげることができなかったため、再考すべ

き余地があった。また、外部への情報公開については、検討するまで至らなかったこともあ

り、公開すべき内容について、再度検討していくことが必要である。 

 

５ 職員の資質向上（職員研修事業等）と人材育成 

   部門別研修については、下記のとおり開催することができたが、階層別、全体研修につい

ては、開催することができなかった。 

   部門別研修 

    各部署の業務に沿って必要とされる研修を企画実施し、専門職としてのスキル、技術の

向上を目指した。 

    ①地域福祉係 

研修テーマ 実施日 参加数 

地域福祉活動実践力向上研修Ⅲ １０月３０日 １１名 

広報・情報発信に関する研修 １１月２２日 １３名 

    ②介護予防事業係 

研修テーマ 実施日 参加数 

応急手当・救命処置研修  ８月１０日  ６名 

スキルアップ研修  ８月２４日  ６名 

アセスメント力強化研修 １２月 ５日  ５名 

園芸福祉講習 １２月１９日  ５名 

    ③地域生活支援課 

研修テーマ 実施日 参加数 

生活保護について １０月 ４日 ２１名 

ADL・IADL から診る自立支援と生活機能 

向上支援について 
１２月１４日 ２３名 

    ④ケアプランセンター 

研修テーマ 実施日 参加数 

ひきこもりスキルアップ研修 １１月１３日  ６名 

「見立てと手立て」について １２月１０日 ２０名 

    ⑤通所介護事業 
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研修テーマ 実施日 参加数 

食中毒・感染症研修 
 ６月２１日 

   ２６日 
２１名 

リスクマネジメント研修 
 ７月２４日 

   ２６日 
２３名 

防災訓練・応急手当・救命処置研修  ９月２８日 １１名 

ICF 研修 
１０月２３日 

   ２５日 
２１名 

研究・事例発表研修 １１月２９日  ８名 

医療に関する研修  ２月２８日 １０名 

認知症ケア研修  ３月１７日 １６名 

    ⑥訪問介護事業 

研修テーマ 実施日 参加数 

法改正研修  ４月２４日 １８名 

「記録に関する指導」研修  ６月１５日 １９名 

認知症ケア研修  ９月１４日 １４名 

応急手当・救命処置研修 １０月１７日 １６名 

医療知識研修 １２月 ７日 １９名 

介護技術研修  １月１８日 １４名 

    ⑦障がい支援課 

研修テーマ 実施日 参加数 

電話対応  ６月２９日 １７名 

感染症の発生状況と予防方法 １１月１３日 １６名 

応急手当・救命措置研修  ３月２０日 １２名 

    ⑧こども支援課 

研修テーマ 実施日 参加数 

年齢別研修  ５月２３日 ７６名 

保育士実技研修  ６月１３日 ６７名 

発達障がい研修  ８月２４日 １２３名 

すくすく講演会 １０月１０日 ７５名 

栄養士・調理員・保育合同研修  １月１８日 ６７名 

 

６ 各種規程の適正管理 

   オレンジ工房あげき移転に伴い、事業場としてオレンジ工房あげきに５０名以上職員が

常駐することとなり、労働安全衛生法および労働安全衛生法施行規則に準じた、産業医およ

び衛生管理者の職場巡視について、安全衛生管理規程に記載し、対応した。 

   ニッポン一億総活躍プラン内の「高齢者の就労促進」に取り組むため、パートタイム職員

定年退職再雇用規程を作成し、雇用している職員の就労促進を行った。 

   平成３１年４月から始まる「働き方改革」の年次有給休暇年５日取得に対応するため、職

員就業規則、パートタイム職員就業規則の一部変更を行った。 
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７ 職員の健康管理・衛生管理事業 

   安全衛生委員会 ２回（６月、２月開催）  安全推進会 １４ヶ所 月１回開催 

    各職場で、安全推進会および職場巡視を毎月実施し労働災害防止に努めた。 

    車両乗車前の点検の啓発強化の取り組みと車両事故再発防止教育を実施するなど、 

車両事故削減に努めた。 

   ストレスチェック制度による、ストレスチェックを実施 

    ストレスチェック実施後の高ストレス者の産業医面談に一部つなぐことができた。 

   健康診断受診職員数（８月実施） ２５７ 名 

   健康診断受診結果による健康相談（産業医）  ０名 

   健康診断受診結果による保健指導（保健師）  ６名 

    健康診断受診結果による再検査等の受診を促し、早期治療による職員の健康管理を徹

底した。 

   職員健康相談（保健師および産業医）  

    月１回開催  延べ利用者数  ４６名 

    心身の健康維持、また心身の健康回復へと繋ぐことができた。 

 

８ 実習、職場体験等の受入れ 

   学生や地域住民の実習、職場体験を受け入れ、人材育成及び指導の役割を担った。 

実習・体験目的 受け入れ先 受け入れ数 

保育実習 
石榑保育園、三里保育園、丹生川保育園、山郷

保育園、員弁西保育園 
１３名 

職場体験実習（インタ

ーンシップ） 

オレンジ工房あげき、ふじわらデイサービスセ

ンター、石榑保育園、三里保育園 
 ９名 

中学生保育士体験学習 石榑保育園、三里保育園、丹生川保育園 ７４名 

高校生保育園体験実習 員弁西保育園 ２０名 

教員初任者研修 石榑保育園  ２名 

社会体験研修 オレンジ工房あげき  ２名 

職場実習 オレンジ工房あげき  ５名 

精神科認定看護師教育 

課程施設見学 
オレンジ工房あげき  １名 

 

９ 広報活動の拡充 

   社協だより 発行回数 ６回（奇数月）第１木曜日発行（１月は第２木曜日発行） 

   社協だよりを公共機関以外の拠点、店舗に設置するため、市担当課へ店舗等への設置状況

を追確認し、今後について検討を行った。 

   Facebook 投稿件数    ３８件 

   twitter 投稿件数     ２１件 

   プレスリリース発信件数  １件 

 

１０ 将来の発展に向けての取り組み 

   市内にある社会福祉法人８法人に対して、「いなべ市社会福祉法人連絡会（仮称）」設立に
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向けた参加意向について調査を行い、市内の全社会福祉法人から参加意向の確認ができた

ため、いなべ市社会福祉法人連絡会（仮称）準備会設置について検討を行った。 

 

１１ 職員状況 

 正規職員 その他 

平成２９年度 平成３０年度 平成２９年度 平成３０年度 

合 計 １３６名 １３６名 ２２２名 ２１９名 
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