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平成２４年度江南市社会福祉協議会事業報告 
 

［総括］ 

  わが国において、社会福祉を取り巻く環境は職場、地域社会や家庭環境が大きく変容

し、社会的孤立、経済的困窮や低所得の問題、虐待や悪徳商法の権利擁護の問題など、

地域における生活課題は深刻化しています。 

  このような状況を踏まえ、本会は限られた人材と財源等を最大限に活用し、総合的か

つ計画的な事業の実施に向けて検討を重ね、本会が実施する事業の機能強化を行ってま

いりました。平成２０年度から２２年度に実施した「福祉ボランティアふれあいまつり」

を発展させ、福祉関係者、関係機関、市民活動団体等と協働しながら、多くの市民の方々

への啓発、交流の場をつくり、ボランティア活動や福祉活動の理解、参加への促進を目

的とした「ふくし江南ふれあいまつり」を市民文化会館にて盛大に開催することできま

した。 

  また本会が実施する事業と関係機関が実施する様々な活動と連携・協働し、平成２２

年度からの５年間を計画期間とした「第２次江南市地域福祉活動計画」に基づきながら、

全ての人々が地域の中でいきいきと安心して暮らすことができるように、次の重点目標

および各種施策・事業の拡充に努めました。 

 

 

［重点目標の実施状況及び成果］ 

 １．多様な住民の参画による助け合いと暮らしやすい地域づくりの推進 

 （１）実施状況 

住民参加による地域福祉の推進を図るため、民生委員児童委員協議会、区長・

町総代、共同募金委員会を始めボランティア組織等各種民間団体及び福祉施設と

連携し、事業の効果的な推進に努めた。 

  

（２）成果及び今後の対応 

    ○ふれあい・いきいきサロン（地域の生きがい・つどい場所づくり）が地域住民

からの相談により新規開設（生き・いき・サロン前野）ができた。 

    ○精神障がい者の地域の居場所づくり（フリースペース）として、ハートフレン

ズを毎週金曜日に開催する中で２００回を迎えたことを契機に、「精神障がい者

の地域の居場所づくりフォーラム」として地域福祉推進セミナーを開催した。 

    ○第２次江南市地域福祉活動計画の普及として、江南市の地域福祉活動事例集の

第３版を作成し、江南市内で取り組まれている実践を広く周知した。 
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 ２．総合相談支援体制及び地域で安心して暮らすための仕組みづくりの構築 

 （１）実施状況 

     関係機関、団体等と連携し、社会的支援が必要な方への総合相談支援体制の充

実や地域で安心して暮らすための仕組みづくりの構築に向けて協議を行った。 

（２）成果及び今後の対応 

    ○地域包括支援センターが運営する江南市地域包括支援ネットワーク会議に事務

局として参画し、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの協議を行い、

「江南認知症家族会」の支援や、認知症サポーター養成講座の講師役としての

「江南認知症キャラバンメイト」の組織化に関わった。また江南市が実施した

「認知症徘徊者捜索訓練」に参画し、地域に対する認知症の啓発活動を行った。 

    ○弁護士の協力を得て、高齢者や障害者の権利擁護に関する無料法律相談を実施

するとともに、社会的支援が必要な方に対する後見業務の受任や後見手続の事

務支援を行う「江南市成年後見センター」を運営し、利用者が安心して暮らせ

る支援体制を充実した。 

    ○江南市の障がい者支援体制が強化されることに伴い、障がい者への総合相談を

基本とした地域福祉サービスセンターの名称を江南市社会福祉協議会障害者相

談支援センターに改め、障がい者の地域移行及び地域定着支援（一般相談支援

事業所）の実施や障害福祉サービス等の適切なサービス利用（特定相談支援事

業所）の支援に向けた準備を行った。 

 

 ３．良質な福祉サービスの提供支援と福祉人材の確保と養成 

 （１）実施状況 

     個人の尊厳を基本とし、利用者の利益を保護し、質の高いサービス提供に努め

た。 

  

（２）成果及び今後の対応 

    ○介護保険法及び障害者自立支援法の指定訪問介護事業者及び居宅介護支援事業

者として、ホームヘルパー及びケアマネージャー等の人材確保及び研修を実施

し、サービスの向上に努めた。 

     

 ４．法人経営基盤の強化 

  （１）実施概要 

      経済社会情勢の変化に対応した主体的な法人経営に努めた。 

  

 （２）成果及び今後の対応 

     ○区長・町総代にご協力をいただき、社協会費の財源確保に努めた。 

     ○指定管理者として、老人福祉センター及び中央コミュニティセンターの適切

な管理・経営を行った。 

○介護職員の処遇改善に努め、賃金改善や研修、職場環境の改善を行った。 
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［各種施策及び事業］ 

 １．法人運営事業 

    本会の法人運営の基盤強化や円滑な運営、公聴広聴活動に努めた。 

 

（１）理事会・評議員会及び監事会開催状況 

 

理事会 

会議区分 
開催日時 

開催場所 
議  題  等 

第１回 

理事会 

出席１１名 

欠席３名 

委任状１名 

平成２４年 

５月２２日（火） 

江南市民体育会館 

第５号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会評議員の選任

について 

第６号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会副会長の選任

について 

第７号  江南市社会福祉協議会福祉サービスに関する苦情

解決第三者委員（欠員補充）の選任について 

第８号  平成２３年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

事業報告について 

第９号  平成２３年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

一般会計収支決算について 

第１０号  江南市社会福祉協議会福祉サービスに関する苦情

解決第三者委員の選任について 

書面表決 
平成２４年 

６月２５日（月） 

第１１号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会副会長の選任

について 

第２回 

理事会 

出席１０名 

欠席４名 

欠員１名 

平成２４年 

１２月１９日（水） 

江南市老人福祉センター  

第１２号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会定款の一部変

更について 

第１３号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会障害者相談支

援センター（一般相談支援）運営規程の制定について 

第１４号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会障害者相談支

援センター（特定相談支援）運営規程の制定について 

第３回 

理事会 

出席１２名 

欠席３名 

 

平成２５年 

３月１９日（火） 

江南市民体育会館 

第１号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会福祉サービス

に関する苦情解決第三者委員の選任について 

第２号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会経理規定の一

部改正について 

第３号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会職員就業規則

の一部改正について 

第４号  平成２４年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

一般会計収支補正予算（第１号）について 

第５号  平成２５年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

事業計画（案）について 

第６号  平成２５年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

一般会計収支予算（案）について 
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評議員会 

会議区分 
開催日時 

開催場所 
議  題  等 

第１回 

評議員会 

出席３２名 

欠席８名 

平成２４年 

５月２５日（金） 

江南市民体育会館 

第４号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会理事の選任に

ついて 

第５号  平成２３年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

事業報告について 

第６号  平成２３年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

一般会計収支決算について 

第２回 

評議員会 

出席２３名 

欠席１１名 

委任状６名 

平成２４年 

１２月２１日（金） 

第７号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会理事の選任に

ついて 

第８号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会定款の一部変

更について 

第３回 

評議員会 

出席２８名 

欠席１２名 

平成２５年 

３月２２日（金） 

江南市民体育会館 

第１号  社会福祉法人江南市社会福祉協議会理事の選任に

ついて 

第２号  平成２４年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

一般会計収支補正予算（第１号）について 

第３号  平成２５年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

事業計画（案）について 

第４号  平成２５年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会

一般会計収支予算（案）について 

 

 

監事会 

会議区分 
開催日時 

開催場所 
議  題  等 

監事会 

平成２４年 

５月１１日（金） 

老人福祉センター 

・平成２３年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会事業報告に

ついて 

・平成２３年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会一般会計収

支決算について 

中間監査 

平成２４年 

１１月２１日（水） 

老人福祉センター 

・平成２４年度社会福祉法人江南市社会福祉協議会一般会計収

支予算の中間監査について 

 

 

 （２）社協会員の募集 

   区長・町総代のご協力のもと、一般会員、特別会員、法人会員の募集に努めた。また、市内福祉

施設において施設会員、その他関係団体等においては特別会員の募集に努めた。 
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 （３）共同募金運動への協力 

   江南市共同募金委員会と連携し、１０月１日から１２月３１日の共同募金運動期間に、区長・町

総代のご協力のもと、戸別募金、法人募金を募り、市内学校においては学校募金へのご協力をお願

いし、またボランティアの協力により市内スーパーや江南駅等での街頭募金を行い、民間の地域福

祉財源の確保に努めた。 

 

（４）大規模災害発生時の全職員行動マニュアルの作成 

   大規模災害時の全職員行動マニュアルとして、管理職及び部門別の職員行動の指針を作成し、円

滑な行動ができるよう検討を行った。 

 

（５）社協ホームページの全面リニューアルの実施 

   社協ホームページの全面リニューアルを行い、インターネットからアクセスのしやすさ、レイア

ウトの見やすさ、わかりやすさ等の改善を行った。また職員によるホームページ更新方法も簡素化

でき、社協ブログやリアルタイムの情報発信が可能となった。 

 

 

２．退職金積立事業 

    専任職員の退職手当の支給を円滑かつ効率的に行うため、全国社会福祉協議会が実施している

全国社会福祉団体退職手当積立基金を活用し、退職金の積立（５名）のための手続きを行った。 

 

 

３．地域福祉活動事業 

    地域における生きがい活動と組織化を推進や、単独移動困難者への移送サービスの実施、江南

市成年後見センターの適正な運営、民生委員児童委員協議会の活動に対して支援を行った。 

 

（１）高齢者ふれあい・いきいきサロンの実施 

   小地域（１１サロン）において、ひとり暮らしや閉じこもりがちな高齢者が気軽に出かけて仲間

づくりを行ったり、活動等をすることでいきいきと暮らせるための場づくりを実施した。 

 

 ＊ほのぼのサロン（Ｈ１５．６～） 

   開 催 回 数：月２回（第２・４金曜日） 

   開 催 場 所：老人福祉センター 

   ２４年度実績：延べ８４８名（２１回開催、平均４０．３名） 

 

 ＊ひまわりサロン（Ｈ１６．７～） 

開 催 回 数：月１回（第３水曜日） 

   開 催 場 所：草井地区学習等供用施設 

   ２４年度実績：延べ４０８名（１２回開催、平均３４．０名） 
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＊古東サロン（Ｈ１７．７～） 

開 催 回 数：月１回（第１火曜日） 

   開 催 場 所：古知野東公民館 

   ２４年度実績：延べ１７４名（１２回開催、平均１４．５名） 

 

＊３Ｒ宮田サロン（Ｈ１８．８～） 

開 催 回 数：月１回（第３木曜日） 

   開 催 場 所：宮田地区学習等供用施設 

   ２４年度実績：延べ２２６名（１２回開催、平均１８．８名） 

 

＊菜の花サロン（Ｈ１５．４～） 

開 催 回 数：月１回（第４木曜日） 

   開 催 場 所：布袋ふれあい会館 

   ２４年度実績：延べ３６２名（１１回開催、平均３２．９名） 

 

＊松竹サロン（Ｈ１８．７～） 

開 催 回 数：月１回（不定期） 

   開 催 場 所：松竹住宅集会所 

２４年度実績：延べ４５６名（１２回開催、平均３８．０名） 

 

＊さわやかサロン（Ｈ２０．５～） 

開 催 回 数：月１回（第３水曜日） 

   開 催 場 所：古西公民館 

２４年度実績：延べ１３７名（１１回開催、平均１２．４名） 

 

＊ジョイフルサロン（Ｈ２０．７～） 

開 催 回 数：月１回（第４水曜日） 

   開 催 場 所：ジョイフル江南 

２４年度実績：延べ２６３名（１２回開催、平均２１．９名） 

 

 ＊上奈良気ままサロン（Ｈ２２．１～） 

開 催 回 数：月１回（第２月曜日） 

   開 催 場 所：上奈良公民館 

２４年度実績：延べ５２９名（１２回開催、平均４４．０名） 

 

＊ふれあいサロンなごやか（Ｈ２３．４～） 

開 催 回 数：月１回（第１水曜日） 

   開 催 場 所：山王集会所 

２４年度実績：延べ３８３名（１２回開催、平均３１．９名） 



7 

＊生き・いき・サロン前野（Ｈ２４．１０～） ※２４年度新規立ち上げ 

開 催 回 数：月１回（第２金曜日） 

   開 催 場 所：前野公民館 

２４年度実績：延べ２１２名（６回開催、平均３５．３名） 

 

（２）心に病のある方の居場所（フリースペース）づくりの実施 

   小地域において、心に病のある方が気軽に出かけて仲間づくりを行ったり、活動等をすることで

いきいきと暮らせるための場づくりを行政、学識経験者、関係機関・施設・団体、ボランティアと

協働体制で実施した。 

 

＊ハートフレンズ（Ｈ２０．４～） 

開 催 日：毎週金曜日 

   開催場所：愛栄ふれあいプラザ 

２４年度実績：延べ１，３３５名（５０回開催、平均２６．７名） 

 

（３）移送サービスの実施 

   単独移動困難者を対象に、車いす対応福祉車両にて運転ボランティアの協力を得て実施した。 

   実施件数：延べ３７１件／年   利用者数：延べ８０６名／年（ヘルパー同乗者を含む） 

 

（４）江南市成年後見センターの運営 

高齢者や障がい者等の意思能力や生活状況に応じて、成年後見制度や日常生活自立支援事業等を

活用し、財産管理や身上監護方法の決定を中心とする権利擁護サービスを提供することを目的とし

た江南市成年後見センターの適正な運営を実施した。 

 

＜江南市成年後見センターの事業内容及び活動状況＞ 

    ・成年後見制度や日常生活自立支援事業等の利用

による相談及び手続に関する支援 

    ・市長申立の事務支援            

    ・法人後見人等の受任 

    ・成年後見制度等の普及、利用の啓発 

    ・その他センターの運営に関し、必要な事業 

   ＜江南市成年後見センター運営委員会の開催＞ 

    ・法人後見人等の受任に係る適否や江南市成年後見センター活動状況について、適宜運営委員

会を開催した 

    開催日：１０月１１日 

 

 

 

法人後見の受任 ２件 

後見人等業務 ８件 

成年後見申立の事務支援 ７件 

権利擁護に関する相談 ３８件 

後見制度の普及・啓発 ５件 
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４．ボランティアセンター活動事業 

   ボランティアセンターの機能強化を図り、市民のボランティア活動への理解と参加の促進に努め

た。 

 

（１）登録ボランティアグループへの活動支援 

   福祉を主たる目的とした登録ボランティアグループ（１８団体）の支援と情報提供及びボランテ

ィア活動保険の加入促進を実施した。 

   ・当事者とボランティアグループの交流会の支援 

   ・ボランティアグループの研修支援 

   ・ボランティア同士の交流を図るボランティアサロンへの支援 

    

 （２）各種ボランティア関連講座の開催 

   ボランティアグループの協力により、各種講座を開催し、ボランティアの育成に努めた。 

 

   ・点訳講習会の開催 

     点訳ボランティアグループたまづさ会の協力により、視覚障がい者への情報を点訳するため

のボランティアを養成するために開催した。 

     開 催 日：５月１６日～７月４日（計８回） 

     開催場所：老人福祉センター 

     内  容：点字の基本的な打ち方について、視覚障がい者との交流 

     参 加 者：２名 

 

   ・要約筆記奉仕員養成講座（基礎課程）の開催 

     要約筆記サークル藤の協力により、難聴・中途失聴者へのコミュニケーション方法である要

約筆記ボランティアを養成するために開催した。 

     開 催 日：４月１４日～１月５日（計１２回） 

     開催場所：老人福祉センター 

     内  容：要約筆記の基本的な仕方について、パソコン要約筆記について、難聴・中途失聴

者との交流 

     参 加 者：４名 

 

   ・要約筆記体験教室の開催 

     要約筆記サークル藤の協力により、難聴・中途失聴者へのコミュニケーション方法である要

約筆記を身近に感じてもらうために開催した。 

開 催 日：７月２８日 

     開催場所：老人福祉センター 

     内  容：要約筆記体験、難聴・中途失聴者との交流、ホワイトボードの作成等 

     参 加 者：８名 
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   ・福祉入門講座の開催 

     ＮＨＫ学園サークルの協力により、「福祉」をテーマに、いきいきライフを実践するための

講座を開催した。 

開 催 日：９月１９日～１０月１７日（計５回） 

     開催場所：老人福祉センター他 

     内  容：講師を招いた講演会や施設見学等の実施 

     参 加 者：３６名 

 

   ・社協国際婦人の会講座の開催 

     社協国際婦人の会の協力により、地域における隣人同士のつながりの良さを深めるために、

各種講座を開催した。 

開 催 日：①５月２０日 ②７月２５日 ③１０月１０日 ④１１月１１日 ⑤２月２７日 

     開催場所：老人福祉センター他 

     内  容：①中国帰国者との交流会 ②牛乳パックで小物づくり ③押し花手帳講座 

④中国の家庭料理教室 ⑤小さな交流会 

   

 （３）ボランティア相談の実施 

   ボランティア活動を始めたい人、ボランティアを必要としている人のコーディネートを実施した。

ボランティア相談員会議を定期的に開催し、情報共有を図るとともに、出張ボランティア相談も実

施しボランティア活動及び社協事業の啓発を行った 

   相談日：第２・４月曜日、毎週土曜日 

   件 数：１７件 

 

 （４）西尾張ブロックボランティアフェスティバルの開催 

   全国ボランティアフェスティバルあいち・なごやの継承事業として、江南市社協は西尾張ブロッ

ク１４市町村社協及びボランティア代表で組織された推進委員会として、西尾張ブロックボランテ

ィアフェスティバル推進委員会のボランティア代表及び社協職員との連携を密にしながら当日の

ボランティアフェスティバルを盛大に実施した。 

   開催テーマ：「地域協働 ～みんなで育てるボランティア～」 

   開 催 日：２月２４日 

   開 催 場 所：弥富市総合社会教育センター 

   内   容：午 前 基調講演「ボランティアと何か ～基本とこれから～」  

講師：柴田謙治 氏（金城学院大学人間科学部教授） 

         午 後 ブース出展、福祉施設出店コーナー 

 

 （５）ボランティアセンター運営委員会の開催 

   ボランティアセンター運営委員による課題検討や事業報告、情報共有、意見交換等ボランティア

に関わる事項についての協議を年６回開催した。 

   開 催 日：①５月１９日   ②７月１４日   ③９月１５日 

        ④１１月１７日  ⑤１月１９日   ⑥３月１６日 
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   主な議題：①平成２４年度ボランティアセンター関連事業について 

        ②身体障害者手帳交付時におけるボランティアグループの資料配布について 

        ③第４回福祉ボランティアふれあいまつりの経過報告について 

        ④第４回ふくし江南ふれあいまつりについて 

        ⑤西尾張ブロックボランティアフェスティバルの参加者募集について 

        ⑥平成２５年度のボランティアセンター関連事業について 

          

 

５．一般募金配分金事業 

    市民からの善意によって集められた共同募金に対し、本会は受配団体として、第２次江南市地

域福祉活動計画の実践、地域福祉事業の実施や福祉団体への支援、福祉教育の推進、要支援者への

援護等、あらゆる地域福祉の推進に努めた。 

 

 【第２次江南市地域福祉活動計画の実践】 

  （１）第２次江南市地域福祉活動計画に基づく実践の評価及び市民への啓発のために「江南市の地

域福祉活動事例集（第３版）」を作成し、関係者への配布を行った。 

 

 【本会事業の広報および情報発信事業の推進】 

（１）機関紙「社協だより」の発行 

       社会福祉協議会の事業等を市民に周知し、福祉への理解と関心を高めることを目的として年

６回発行した。 

      発行日：①４月１日号（１４１号） ②６月１日号（１４２号） ③８月１日号（１４３号） 

           ④１０月１日号（１４４号）⑤１２月１日号（１４５号）⑥２月１日号（１４６号） 

      発行先：市内全戸配布 

      内 容：平成２４年度事業計画・収支予算、平成２３年度事業報告・収支決算、社協会員募集

のお願い、社協事業紹介、各種講座の参加者募集・事業報告、福祉関係団体に関する

情報発信、社協職員による江南市内の福祉現場取材報告等 

 

（２）第４回ふくし江南ふれあいまつりの開催 

     「福祉ボランティアふれあいまつり」を発展拡大させ、福祉関係者、関係機関、市民活動団

体等との協働しながら、多くの市民の方々への啓発、交流の場をつくり、ボランティア活動や

福祉活動の理解、参加への促進を目的とし、盛大に実施した。 

     開 催 日：３月３日 

     開 催 場 所：市民文化会館 全館 

     内   容：開会式セレモニー（すみれ幼稚園児による演奏）、子ども映画上映会、、百年草

によるライブステージ、ミニステージ企画、ボランティア活動紹介・体験コーナ

ー、福祉施設・団体紹介コーナー、子どもの遊び場広場、地域包括支援センター

紹介コーナー、模擬店等 

     来場者数：２，２００人 
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 【高齢者福祉事業の推進】 

 （１）敬老会の開催 

       江南市と共催により敬老会を実施し、祝い品の贈呈や記念式典を行った。 

     開 催 日：９月９日 

     開催場所：江南市民文化会館大ホール 

     対 象 者：７５歳の１，２１２名に２枚１組のタオルを贈呈した。 

 

 （２）満１００歳誕生祝及び結婚５０周年を記念した事業の実施 

       江南市と共催により祝意を表し、祝い品の贈呈を行った 

     満１００歳－１３名  結婚５０周年－１９５組 

     満１００歳は現金、結婚５０周年は夫婦湯のみを贈呈 

 

 （３）高齢者団体への支援 

       江南市老人クラブ連合会や地区単位老人クラブへの団体活動支援及びスポーツ大会等の事

業支援を行った。 

 

 【障がい児・者福祉事業の推進】 

（１）障がい者の余暇活動支援（青年学級）の実施 

     ボランティアグループ江南青年学級連絡会の協力を得て、障がい者の余暇活動を支援した。 

    実施件数：隔月１回の日曜日にて実施 

 

 （２）公募制障がい児・者生活支援事業助成の実施 

     共同募金の配分金を財源に地域でボランティア・市民活動団体等が資金援助を必要としてい

る事業を公募し助成（公募性地域活動支援事業）を行った後、特に障がい児・者の地域生活支

援に対し、継続性が必要な事業の支援を行った。 

    助成団体件数：２件（ＷＡ・ＯＮ、視覚障がい者パソコン学習グループ「ありんこ江南」） 

 

（３）障がい者施設地域交流事業助成の実施 

       共同募金の配分金を財源に江南市内の障がい者福祉施設が行う地域住民との交流を目的と

した事業に助成を行い、地域における障がい者理解及び福祉施設における地域福祉推進を図る

ことを目的に実施した 

      助成施設件数：４件（ときわ会、くるみの里、しらゆり・ワーク、たけのこ作業所） 

 

 （４）「精神障がい者の地域の居場所づくりフォーラム」（地域福祉推進セミナー）の開催 

     ハートフレンズが２００回（４年）を迎えたことを契機に、市民向けに精神障がい者の地域

の居場所づくりについて考えるためのフォーラムを開催した。 

     開 催 日：４月２２日 

     開 催 場 所：市民体育会館 

     内   容：基調講演「精神障がい者における地域の居場所づくりの必要性」  

講師：三橋真人 氏（健康科学大学准教授） 

           対談「真人の部屋へようこそ」 

            コーディネーター：三橋真人 氏 対談者：ハートフレンズ関係者 
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 【児童・青少年福祉事業の推進】 

（１）江南市子ども会大会における優良子ども会顕彰の実施 

       江南市子ども会連絡協議会より優良子ども会の推薦を受け、顕彰を実施した 

       優良子ども会表彰：宮上子ども会 

 

 （２）児童公園遊具設置・補修支援事業の実施 

       区で管理する遊園地（公園）において、申請のあった区に対し、遊具の新規設置や補修に必

要な費用を助成した。 

      助成自治区：飛高区泉町、河野区、高屋区西高屋町 

 

 （３）子どもわんぱくキャンプの開催 

       ボランティアグループ江南レクリエーション・キャンプカウンセラー協会の協力により、小

学校４～６年生を対象とした１泊２日のキャンプを実施した。 

      開 催 日：８月１８～１９日 

      開催場所：夕森公園キャンプ場（中津川市） 

      参 加 者：３０名 

 

 【母子・父子福祉事業の推進】 

  （１）母子・父子家庭の小学校入学、中学校進学及び中学校卒業生徒の激励会の実施 

    開 催 日：２月２４日 

    開催場所：老人福祉センター 

    対 象 者：小学校入学５３名  中学校入学９７名  中学校卒業１０７名 

 

 【福祉育成援助事業の推進】 

（１）公募制地域活動支援事業の実施 

        江南市内におけるボランティア・市民活動団体が行う事業や、草の根的な地域活動を実践

する事業に対し公募にて申請していただき、プレゼンテーションによる審査会を実施し、団

体が行う事業に対し共同募金の配分を実施した。 

       配分団体数：前期－３団体  後期－５団体 

 

 【福祉教育事業の推進】 

（１）江南市社会福祉協力校事業の実施 

        江南市内小学校１０校、中学校５校、江南高等学校、尾北高等学校、古知野高等学校、愛

知江南短期大学を指定し、社会福祉体験活動を中心に取り組んだ。 

 

 （２）福祉教育プログラム開発モデル事業の実施 

       平成１７～１８年度に愛知県社協より２年間指定を受けモデル事業を実施したが、１９年度

より江南市社協による継続事業とし、門弟山小学校を研究モデル校に指定し、今年度新たに布

袋北小学校を新規指定校とし実施した。 

      プログラム内容：総合的な学習の時間における福祉学習プログラムサポート事業 

      研 究 指 定 校：門弟山小学校１～６年生、布袋北小学校５年生 

      指 定 期 間：１年間 
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 （３）福祉実践教室の開催 

       学校における福祉体験活動メニューとして、学校からの依頼を受け、講師派遣の調整を実施

した。 

      科目及び実施回数：車いす１０回、手話１３回、要約筆記４回、点字１３回、視覚障がい者

ガイド８回、盲ろう者通訳ガイド４回、高齢者擬似体験１２回、知的障

がい者理解軽スポーツ４回 

      実施校及び実施生徒：延べ２２校 延べ４，０６６名 

 

 （４）夏休み福祉体験学習事業（短期ユースアクション事業）の実施 

       中学生・高校生を対象に夏休みに市内の福祉施設やボランティア活動などの福祉体験学習を

実施した。 

      参加人数：延べ６４１名 

 

 （５）子ども福祉塾の実施 

       小学校４～６年生を対象に車いす体験ツアーや福祉施設での当事者交流等の地域における

福祉教育プログラムを実施した。 

      開 催 日：①９月１６日  ②１０月２８日  ③１１月１８日  ④１２月９日 

          ⑤１月２０日  ⑥２月１７日   ⑦３月１０日 

      内  容：①みんなのくらすまちたんけん（協力者：大学生ボランティア） 

           ②障がい児の子どもたちと交流しよう（協力者：ＷＡ・ＯＮ） 

           ③車いすで探検！ぼくたちわたしたちの街！（協力者：くるみの里） 

           ④人形を作って演じてみよう（協力者：人形劇グループわらしべ） 

           ⑤知的障がい者の方と交流をしよう（協力者：たけのこ作業所） 

           ⑥お年寄りになってみよう（高齢者擬似体験）（協力者：さくら会） 

           ⑦子ども福祉塾を振り返ろう（協力者：江南ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・ｷｬﾝﾌﾟｶｳﾝｾﾗｰ協会） 

      参 加 者：２３名 

 

 （６）社会福祉士実習の実習生の受け入れ 

       国家資格である社会福祉士の受験資格取得のための現場実習の受け入れを行い、学生への指

導、評価を実施した。 

     受け入れ実施校：愛知県立大学２名 愛知教育大学１名 日本福祉大学４名 

 

（７）子どもフェスティバルへの参加 

       江南市と子どもフェスティバル運営協議会が主催した子どもフェスティバルに、江南市身体

障害者福祉会聴覚部及びくるみの里の協力を得て、福祉体験ブースを開設した。 

      開 催 日：５月２７日 

      開催場所：すいとぴあ江南 

      内  容：手話教室（江南市身体障害者福祉会聴覚部の協力） 

車いす教室（くるみの里の協力） 
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（８）介助犬ＰＲ事業の実施 

       社会福祉法人日本介助犬協会総合訓練センターに協力を依頼し、児童を対象に介助犬ＰＲ犬

及び職員を市内小学校に招き、デモンストレーション等を実施した。 

     開 催 日：１１月２９日、３０日 

     実 施 校：古知野東小学校、布袋小学校、布袋北小学校、門弟山小学校 

     内  容：身体障害者補助犬等の講話、介助犬ＰＲ犬によるデモンストレーションの実施 

  

【社会的支援が必要な方への相談・援護事業及び市民生活の支援】 

（１）無料法律相談の実施 

       高齢者と障がい者を対象とし、主に権利擁護を中心とした弁護士による無料法律相談を実施

した。 

      相談件数  高齢者：３０件  障がい者：６件 

 

 （２）一時援護金貸付事業の実施 

       一時的に生活費に困っている方に１万円（最高２万円）の貸付を行い、面接調査や生活指導

を実施し、貸付対象者の生活状況の把握や自立支援に努めた。 

      ２４年度貸付件数：６２件 相談件数：７４件 

     

 （３）火事見舞金の支給 

       火事によって全焼及び半焼の被害があった世帯に対し見舞金の支給を行った。 

      ２４年度支給件数：２件 

 

 

６．歳末たすけあい配分金事業 

       市民からの善意によって集められた歳末たすけあい募金に対し、本会は受配団体として社会的支

援が必要な方への生活支援及びボランティアやふれあい・いきいきサロン活動を支援した。 

 

（１）歳末たすけあい募金配分金事業の実施 

   福祉的支援を必要とする方に対し、歳末たすけあい募金や市民福祉基金を活用し、金品（ギフト

カード）の配布を行った。配布にあたっては民生委員にご協力いただいた。またふれあい・いきい

きサロンやボランティアグループの歳末事業に配分を実施した。 

 

（２）高齢者ふれあい食事会の開催 

   古知野第一地区民生児童委員のご協力をいただき、ひとり暮らし高齢者を主な参加対象とした食

事会を実施した。余興では門弟山保育園の園児と交流を行った。 

   開 催 日：１１月１６日 

   開催場所：老人福祉センター 

   参加者数：１２６名 
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７．福祉センター管理事業（市委託事業） 

   指定管理者として江南市老人福祉センター（１階）及び江南市中央コミュニティセンター（２階）

の適切な管理・経営を実施した。 

 

 

（１）老人福祉センター（１階）の利用状況 

   江南市内に居住する６０歳以上の方が利用でき、健康の増進や教養の向上、老人クラブ等の地域

間クラブ交流により、生きがいの場をつくることを目的に、老人福祉センターの会館管理を行うと

ともに、利用者アンケートを実施し、利用者ニーズを把握し施設利用の改善に努めた。 

（単位：名） 

区分 

個人  ４０，９４８ 

１日平均 １４５．６ 団体   ９，４４０ 

合計  ５０，３８８ 

    ※開館日数 ３４６日 

 

（２）中央コミュニティ・センター（２階）の利用状況 

   区会、町内会、老人クラブ、子ども会、各趣味の会等の各種コミュニティ組織によるコミュニテ

ィ活動を活性化し、地域住民が快適で健全な日常生活が過ごせるような生活環境の整備、向上に資

することを目的に中央コミュニティ・センターの会館管理を実施した。 

  （単位：名） 

利用月 第１和室 第２和室 会議室 集会室 講習室 実習室 計 

４月 477 494 1,285 835 511 882 4,484 

５月 439 492 1,266 636 450 1,044 4,327 

６月 438 447 1,443 672 530 930 4,460 

７月 540 493 1,614 754 554 1,001 4,956 

８月 403 401 1,151 759 414 920 4,048 

９月 414 409 1,260 730 544 960 4,317 

１０月 700 579 1,839 740 527 1,336 5,721 

１１月 480 501 1,257 675 504 826 4,243 

１２月 370 398 1,018 560 403 721 3,470 

１月 467 460 1,212 663 530 810 4,142 

２月 462 492 1,245 746 507 845 4,297 

３月 491 482 1,345 858 496 1,029 4,701 

計 5,681 5,648 17,362 8,628 5,970 11,304 53,166 

１日平均 15.9 15.8 44.5 24.1 16.7 31.6 148.5 

※開館日数 ３５８日 

 

 （３）老人福祉センター健康相談実績 

   老人福祉センターに看護師を配置し、希望する利用者の血圧測定等を実施するとともに健康に関

する相談を行った。 

合計 １２，８４６名 １日平均 ３７．１名 健康相談 ３４６日 
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８．生活支援通所事業（市委託事業） 

    高齢者生活支援通所事業の受託運営を推進した。 

 

（１）生活支援通所事業（デイサービス）利用状況 

   家に閉じこもりがちな６５歳以上の高齢者に対し、車での送迎を行い、生活指導や健康状況確認、

趣味の活動等を実施し、生きがいのある生活を送るための支援を行った。 

 

延べ利用者数 ７３６名 １日平均 ５．０名 開館日 １４６日 

 

 

９．ホームヘルパー派遣事業（市委託事業） 

    ホームヘルパー派遣事業の受託事業を推進した。 

 

 （１）ホームヘルパー派遣世帯数及び延べ派遣時間数 

   在宅のひとり暮らしの高齢者等で、介護保険の要介護認定で非該当（自立）と判定された方で生

活上の支援が必要な方に、ホームヘルパー派遣を実施した。 

 

利用者数 延べ ５３１名 派遣時間数 ２，３８８時間３０分 

 

 

１０．訪問介護事業 

介護保険法及び障害者自立支援法に基づき、ホームヘルパーによるサービス提供を実施し、利

用者の地域自立生活の支援を実施した。 

 

（１）介護保険 訪問介護（ホームヘルパー派遣）事業実績 

   介護保険の要介護の認定を受けられ、江南市社会福祉協議会の訪問介護サービスを利用された方

の月別の利用状況です。 

 

月 
派 遣 時 間 数 

人数 介護予防 人数 介護保険 人数計 計 

４ ４２ ３１５：０５ ４４ ８５４：２３ ８６ １１６９：２８ 

５ ４２ ２８０：４２ ３９ ８５５：４９ ８１ １１３６：３１ 

６ ４０ ２５４：００ ３５ ８３９：０３ ７５ １０９３：０３ 

７ ４１ ２６２：５５ ３７ ９３６：０２ ７８ １１９８：５７ 

８ ３８ ２６１：５７ ３８ ８７２：１８ ７６ １１３４：１５ 
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９ ３６ ２６１：３３ ３８ ８２４：１５ ７４ １０８５：４８ 

１０ ３９ ２７５：５４ ３８ ８６４：５３ ７７ １１４０：４７ 

１１ ３５ ２５２：２５ ４０ ８００：０３ ７５ １０５２：２８ 

１２ ３６ ２４３：０６ ３８ ７２１：１３ ７４ ９６４：１９ 

１ ３５ ２５１：１１ ３６ ６９６：１９ ７１ ９４７：３０ 

２ ３４ ２２７：０６ ３７ ７０５：０９ ７１ ９３２：１５ 

３ ３３ ２１３：５０ ３８ ７０３：５９ ７１ ９１７：４９ 

計 ４５１ ３０９９：４４ ４５８ ９６７３：２６ ９０９ １２７７３：１０ 

 

（２）障害者自立支援事業 訪問介護（ホームヘルパー派遣）事業実績 

   身体・知的障がい児、者及び精神障がい者の方が江南市社会福祉協議会の訪問介護サービスを利

用された方の月別の状況です。 

 

月 人数 
派 遣 時 間 数 

身体障がい者 知的障がい者 障がい児 精神障がい者 重度訪問 移動支援 計 

4 33 384:10 115:10 0 73:50 29:00 7:30 609:40 

5 32 391:40 110:25 0 64:20 111:30 7:25 685:20 

6 33 420:40 134:10 0 41:40 101:00 3:30 701:00 

7 32 402:40 168:50 0 19:00 17:00 7:30 615:00 

8 30 382:00 171:40 0 21:00 39:00 0 613:40 

9 31 354:54 159:18 0 58:20 35:00 0 607:32 

10 34 384:19 167:40 0 72:40 42:20 9:30 676:29 

11 33 356:35 164:30 0 72:20 42:40 4:00 640:05 

12 30 317:10 151:50 0 60:20 48:00 3:30 580:50 

1 29 320:10 157:50 0 62:50 42:20 3:30 586:40 

2 28 302:10 140:00 0 61:20 31:30 3:30 538:30 

3 27 340:20 145:05 0 35:50 47:55 3:30 572:40 

計 372 4356:48 1786:28 0 643:30 587:15 53:25 7427:26 

 

（３）処遇改善事業の実施について 

   愛知県介護職員処遇改善交付金事業及び愛知県福祉介護人材の処遇改善事業助成金事業から、福

祉・介護職員の賃金改善に充当するための交付金（助成金）を受給すること等により、介護職員（ホ

ームヘルパー）の処遇改善を図った 

   処遇改善の内容 ①賃金改善 

           ②介護職員の処遇 教育、研修、職場環境等の改善 
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１１．地域福祉サービスセンター事業 

     市民の誰もが住みなれたところで、必要なときに福祉サービスが受けることができるように、

地域福祉サービスセンター事業として、相談援助を実施するとともに、関係機関との連絡調整を

図り、また福祉カルテへ登録している利用者に対して、福祉情報の提供や定期的に訪問し状況把

握に努めた。 

 

（１）地域福祉サービスセンター事業における福祉カルテ登録状況 

  ○カルテ登録者内訳                 （単位：名） 

 身体障害 知的障害 精神障害 その他 計 

障がい者 ５９ ５２ ３５ １０ １５６ 

障がい児 ６ ８ ０ ０ １４ 

計 ６５ ６０ ３５ １０ １７０ 

   

○支援方法                                 （単位：件） 

訪問 来所相談 同行 電話相談 個別支援会議 関係機関 計 

５９０ ８０ １５ ５６４ １８ ４９０ １，７５７ 

 

  ○支援内容                                 （単位：件） 

福祉サー

ビス利用

支援 

健康・医

療に関す

る支援 

不安解消情

緒安定に関

する支援 

保育・教

育に関す

る支援 

家計・経

済に関す

る支援 

生活技術

に関する

支援 

就労に関

する支援 

社会参加余

暇活動に関

する支援 

権利擁護

に関する

支援 

家族関係、

人間関係に

関する支援 

計 

922 45 178 0 153 136 32 0 291 0 1,757 

 

 

１２．居宅介護支援事業 

      介護保険法に基づき、ケアマネージャーがケアマネジメントを実施し、ケアプランの作成等

の居宅介護支援を実施し、利用者の地域自立生活の支援を実施した。 

 

 

（１）介護保険 居宅介護支援事業実績 

   介護保険の要介護認定を受けられ、江南市社会福祉協議会の居宅介護支援（ケアプラン作成、ケ

アマネージャー業務）のサービスを利用された方の月別の利用状況です。 

（単位：件） 

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 

介護予防 24 22 21 18 18 18 17 18 19 18 18 17 228 

介護保険 81 81 80 88 82 80 81 79 79 79 81 83 974 

計 105 103 101 106 100 98 98 97 98 97 99 100 1,202 
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 （２）市受託事業 

   ◎介護保険 訪問調査事業実績（介護保険認定審査会の第一次判定資料作成業務） 

    ・江南市 年間延べ ８０件 

 

 

１３．くらし資金貸付事業 

      愛知県社会福祉協議会が実施する、くらし資金貸付事業の相談窓口として、適正な事業運営を

実施し、貸付対象者の生活状況の把握及び自立支援に努めた。 

 

 

１４．生活福祉資金貸付事業 

      愛知県社会福祉協議会が実施する、低所得者や障がい者世帯、高齢者世帯、離職者世帯への資

金の貸付の相談窓口として、適正な事業運営を実施し、貸付対象者の生活状況の把握及び自立支

援に努めた。 

 

（１）生活福祉資金貸付事業の実施 

    低所得者や障がい者世帯、高齢者世帯への各種資金の貸付と民生委員の協力による生活指導の

実施を行った。 

   ２４年度貸付件数：１件  現在の貸付件数：７４件（内 総合支援資金：３１件） 

   ２４年度相談件数：２５件 

 

 

１５．市民福祉基金事業 

      相互扶助の高揚と寄付の啓発を図るとともに、市民福祉基金の有効な運用や活用に努めた。 

   寄付件数：２６件 

   寄付金額：１，１７７，８６１円 


