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令和元年度 

社会福祉法人坂祝町社会福祉協議会事業報告 

 

 

 

（１） 組織の基盤強化 

① 福祉課、こども課との連絡調整会議 

第１回 

１２名 

期日 令和元年６月２６日（水）９時～１０時  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

・令和元年度事業の進捗状況について 

  地域福祉計画・活動計画、サンサンふれあい交流会 

・サンライフさかほぎ空調給湯設備改修工事について 

第２回 

１２名 

期日 令和元年１０月２日（水）９時～１０時  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

・令和元年度事業の進捗状況について 

  チャレンジ就労体験事業、農福連携事業、 

福祉映画会（介護職啓発：「ケアニン」）、サン・サンふれあい交流会、 

福祉・健康フェスティバル、共同募金運動、地域福祉計画・活動計画 

・サンライフさかほぎ空調給湯設備改修工事について 

 ・坂祝町デマンドタクシーの運行状況について 

第３回 

１２名 

期日 令和２年１月８日（水）９時～１０時  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

・令和元年度事業の進捗状況について 

  第１３回坂祝町社会福祉大会、坂祝町デマンドタクシーの運行事業、 

地域福祉計画・活動計画、地域ケア推進会議、子育て拠点整備、保育無償化、 

 ・民生委員児童委員の改選・会長の交替について 

 ・サンライフさかほぎ日曜日休館について 

第４回 

１１名 

期日 令和２年３月２４日（火）９時～１０時  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

・令和２年度事業及び事務分掌について 

  坂祝町地域福祉計画・坂祝町地域福祉活動計画、保健推進員改選、 

 ・新年度予算（サンライフさかほぎ発電機） 

 ・新型コロナウイルス関連 

 

② 民生委員児童委員協議会 

    定例会議に担当職員出席（１０回） 

     ＊３月定例会議は新型コロナウィルス感染予防のため中止 

ア．法人運営事業 
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③ 自治会長説明会 

自治会長 

説明会 

期日 令和元年４月２５日（木）１９時～２０時４５分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室  

・社協職員紹介 

・社協の活動紹介及び協力依頼について 

・社協一般会費募集手順の説明 

・福祉委員の活動について（福祉委員１０２名委嘱） 

・サンライフさかほぎ館内見学 

 

④ 会費の納入状況 

 令和元年度 平成３０年度 比較 

一般会費 ２，０００，９００円 １，９８９，５００円 １１，４００円 

施設会費 ３０，０００円 ３０，０００円 － 

団体会費 ６８，０００円 ６８，０００円 － 

賛助会費 １，１００，０００円 ９９０，０００円 １１０，０００円 

合計 ３，１９８，９００円 ３，０７７，５００円 １２１，４００円 

 

⑤ 役職員の研修参加状況 

月 会  長 職  員 うち、県外への出張、研修 

４月  １回  

５月  7 回  

６月 １回 ９回 民生委員児童委員協議会研修同行（京都府・奈良県） 

７月 １回 １７回 サービス提供責任者研修セミナー（名古屋市） 

８月  １６回 子どもの居場所づくり視察研修（知多市） 

９月  ２０回 地域福祉コーディネーターリーダー研修会（東京都） 

１０月  ２９回 
災害ボランティアセンター運営者研修（東京都） 

生活支援コーディネーター研究協議会（東京都） 

１１月  １６回  

１２月  ２２回  

１月  １６回 日常生活自立支援事業専門員実践強化研修会（神奈川県） 

２月  １２回  

３月  １回  

計 ２回 １６６回  
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⑥ 職員研修の実施 

・介護職員に役立つ法律講座 ３回 延べ９７名       

講師：鈴木友美 弁護士 

・福祉サービス第三者評価事業評価結果報告会 ２０名 

    ・高齢者介護施設における感染症対策 ２３名 

      講師：可茂保健所 末松満智子氏 

 

  ⑦ 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施 

    実施日時：令和元年１０月１９日（土）９：３０～１２：００ 

    参加者数：２１名 

    ・災害ボランティアセンターの設置・運営と全体の流れを周知し、社協職員 

     としての動きを各自が確認するための訓練を初めて行った。 

 

⑧ 坂祝町高齢者地域福祉活動相談支援事業（シニアクラブ協助員）業務の受託 

・クラブ内サークル活動の定着支援 

・会員交流日帰り旅行（２回） 

・会員親睦会（１回） 

・サンライフカフェボランティア活動 

 

⑨ 幹部会議 

・会長、事務局長、課長による幹部会議を実施（１９回） 

 

（２） 組織運営 

① 理事会（定時３回・臨時３回開催） 

第１回 

定 時 

期日 令和元年５月２９日（水）９時３０分～１０時５５分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３ 

出席者 

（10 名） 

議案 

・平成３０年度事業報告について 

・平成３０年度収入支出決算について 

・評議員選任候補者の推薦について 

・令和元年度定時評議員会の開催について 

原案

可決 

報告 ・会長及び常務理事の職務の執行状況の報告について  

第１回 

臨 時 

期日 令和元年６月１４日（金）９時３０分～１０時２５分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３ 

出席者 

（9 名） 
議案 

・会長の選定について 

・副会長の選定について 

・常務理事の選定について 

・顧問の委嘱について 

・福祉サービスに関する「苦情解決」事業における第三者委員の選任に 

ついて 

原案

可決 

介護職員に役立つ法律講座 

坂祝幼稚園もちつき会 
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第２回 

定 時 

期日 令和元年１０月２８日（月）９時３０分～１０時３０分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３ 

出席者 

（11 名） 

議案 

・経理規程の一部改正について 

・非常勤職員給与規程の一部改正について 

・第１号訪問事業（訪問型サービスＡ）運営規程の一部改正について 

・第１号訪問事業（介護予防訪問相当サービス）運営規程の一部改正に 

ついて 

・指定訪問介護事業所運営規程の一部改正について 

・指定居宅介護事業所運営規程の一部改正について 

原案

可決 

報告 
・会長及び常務理事の職務の執行状況の報告について 

・令和元年度事業の実施状況について 
 

第２回 

臨 時 

期日 令和２年１月１５日（水）９時３０分～１０時２５分 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３ 

出席者 

（11 名） 

議案 

・令和元年度収入支出補正予算（案）について 

・評議員選任候補者の推薦について 

・第１回臨時評議員会の開催について 

・第１３回坂祝町社会福祉大会表彰対象者について 

原案

可決 

その他 ・福祉会館の休館日について（４月以降毎日曜日休館）  

第３回 

臨 時 

期日 令和２年１月３１日（金） 議決

状況 場所 決議の省略 

（12 名） 議案 ・副会長の選定について 
原案

可決 

第３回 

定 時 

期日 令和２年３月２０日（金） 議決

状況 場所 決議の省略（新型コロナウィルスの影響による） 

出席者 

（12 名） 
議案 

・令和元年度収入支出補正予算（案）について 

・事務局規程の一部改正について 

・会員・会費規程の一部改正について 

・電子帳簿事務取扱規程の制定について 

・令和２年度事業計画（案）について 

・令和２年度収入支出予算（案）について 

・令和２年度第２回臨時評議員会の決議の省略について 

・契約事項（会館清掃：シルバー）について 

・徴収不能金について 

原案

可決 

 

 報告 ・会長及び常務理事の職務の執行状況の報告について  
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② 評議員会（定時１回、臨時２回開催） 

定 時 
期日 令和元年６月１３日（木）１９時～２０時 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室 

出席者 

（13 名） 

議案 
・平成３０年度収入支出決算について 

・役員の選任について 

原案

可決 

報告 ・平成３０年度事業報告について  

第１回 

臨 時 

期日 令和２年１月３０日（木）１３時３０分～１４時 議決

状況 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室 

出席者 

（14 名） 

議案 
・令和元年度収入支出補正予算（案）について 

・役員の選任について 

原案

可決 

報告 ・サンライフさかほぎの休館日について  

第２回 

臨 時 

期日 令和２年３月２７日（金） 議決

状況 場所 決議の省略（新型コロナウィルスの影響による） 

出席者 

（17 名） 
議案 

・令和元年度収入支出補正予算（案）について 

・会員・会費規程の一部改正について 

・令和２年度事業計画（案）について 

・令和２年度収入支出予算（案）について 

原案

可決 

 

③ 監査会等 

決算監査 

監事 2 名 

期日 令和元年５月２１日（火）９時３０分～１４時３分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ １階相談室  

平成３０年度事業報告 

財務諸表 ・貸借対照表・未収金、未払金内訳書・預金残高一覧表・固定資産管理台帳 

     ・資金収支計算書・事業活動収支計算書 

計算関係書類 ・財産目録 

社会福祉法

人指導監査 

県健康福祉

部職員 2名 

期日 令和元年１０月２９日（火）９時３０分～１５時００分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

口頭指摘事項 

・評議員会及び理事会の出席状況について 

・固定資産及び棚卸資産の管理について 

・月次報告について 

・退職給付引当資産について 

財政援助団

体等に対す

る監査 

町監査委員

2名 

期日 令和元年１１月２７日（水）１３時３０分～１５時００分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ １階相談室  

平成３０年度に執行した公の施設管理及び事業の受託に係る出納その他事務全般 

・帳票及び帳簿等の審査 

・町への提出資料に基づく説明 

・前回指摘事項についてのその後の推移状況の確認 
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（３） 調査・研究 

  ① 第３期坂祝町地域福祉活動計画策定 

    「地域福祉計画」との整合性を図りながら、社会福祉法第１０９条の規程により策定 

    計画策定委員会 第１回：７月１６日 第２回：９月１７日 第３回：１１月１９日 

    【基本理念】誰もが助け合って暮らせるまち さかほぎ 

      基本目標１ 福祉の意識づくり 

      基本目標２ 支え合いの地域づくり 

      基本目標３ 適切な支援につなぐ仕組みづくり 

      基本目標４ 安心で健やかな暮らしづくり 

     

 

② 支え合い団体への活動支援 

・全１１地区の各役員会、定例会及び地区懇談会、各種行事など活動への参加及び代表者との打ち合 

わせ 

   ・かもやま咲宝友隊の公民館開放に出張相談所（職員常設） 

   ・勝山さるばみ互楽会・取組喜楽輝楽会の公民館開放やふれあいサロンの参加者を送迎するための 

送迎車輌の貸し出し 

・かもやま咲宝友隊メンバーを中心に加茂山地区で実施した、行方不明高齢者等探索模擬訓練のサポ 

ート 

・「支え合い団体連絡会」及び「協議体会議」の開催 

27 名参加 

期日 令和元年８月２３日（金）１３時３０分～１５時３０分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室  

第１回「支え合い団体連絡会」及び「協議体会議」 

〇グループ討議・発表 

 〈テーマ〉今後の活動を維持・継続していくための担い手の確保について 

〇行方不明高齢者等探索模擬訓練について（説明） 

23 名参加 

期日 令和元年１２月７日（土）１０時００分～１２時００分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室  

第２回「支え合い団体連絡会」及び「協議体会議」 

〇行方不明高齢者等探索模擬訓練について（報告・意見交換） 

〇全体討議 

・事前アンケート結果を基に討議 

      ＊第３回「支え合い団体連絡会」及び「協議体会議」は、令和２年３月５日（木）に開催 

   を計画したが、新型コロナウイルス感染予防のため中止した。  

 

 

 

第３期地域福祉活動計画 
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（４） 企画・広報 

① 「さかほぎ社協だより」の発行  

年４回発行（各２，４００部） 

 

 

 

 

 

 

 

② ホームページの定期的な更新・Facebook＆Twitter 更新 

 

③ 第１３回坂祝町社会福祉大会 

開催日：令和２年２月２２日（土）１３時～１５時３０分 

参加者：約１００名 

内 容：式典（表彰） 

    記念講演：ひとりぽっちをつくらない 

         ～豊中のＣＳＷの活動から～ 

      講師 豊中市社会福祉協議会 福祉推進室長 

          勝部 麗子 氏 

 

（５） 要援護者支援 

① 行路人援助  実績なし 

 

 

（６） 子ども・子育て支援 

① 子育て支援サロン「きらきらパーク」 

  １１回開催 ２７９名参加 （１回平均 ２５名） 

（内訳 子：１３２名 親：１１２名 ボランティア３５名） 

 

 

 

 

 

（１） 赤い羽根事業の実施 

① 社協事業として活用 

・福祉車両貸出事業へ充填 

・生活困窮者食糧支援事業 

・緊急一時金給付事業 

・機関誌発行事業 

イ．共同募金配分金事業 

第１３回坂祝町社会福祉大会 

 
きらきらパーク 

さかほぎ社協だより 

ホームページ 
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② ひとり親家庭ふれあい交流事業 

 実施日：令和元年８月１２日（月・祝） 

 場 所：シネックスマーゴ・climbing gym NATURA（関市） 

 参加者：１９名 

  

③ 福祉映画会（介護職啓発：「ケアニン」上映） 

     実施日：令和元年１１月９日（土） 

     参加者：６９名 

 

 

歳末たすけあい事業の実施 

施設入所者激励訪問 ２０名 ６６，９９７円 

老人福祉施設へのクリスマスプレゼント配付 ８施設 １６４，３８８円 

ひとり親家庭へのクリスマスプレゼント配付 ５５名 ５４，０００円 

寝具クリーニング ３名 ９，０００円 

介護用品の支給 ３９名 １１４，５９０円 

灯油購入助成 ３８名 １１４，０００円 

ひとり暮らし高齢者等への年賀状配付 １４０名 ９，７６５円 

合 計 ５３２，７４０円 

 

 

（２）社協指定メニュー事業の実施 

① ボランティア活動機器整備事業 

（食事サービス備品、ボランティア活動啓発物品の整備） 

 

② ふれあいサロン支援事業（運営ボランティアの腸内細菌検査実施）  ７０，０００円 

 

 

（３）坂祝町共同募金委員会運営 

① 委員会の開催 

監査会 

監事 2 名 

期日 平成３１年４月１６日（火）１３時００分～１４時  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階相談室  

平成３０年度事業報告及び収入支出決算について 

第１回 

書面決議 

（7 名） 

期日 平成３１年４月２６日（金）  

場所 書面決議  

・平成３０年度事業報告について 

・平成３０年度決算報告（寄付金会計・事務費会計）について 

・平成３１年度事務費会計予算（案）について 

・平成３１年度委員の選任について 

福祉映画会 
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第２回 

書面決議 

（7 名） 

期日 令和元年５月３１日（金）  

場所 書面決議  

・令和元年度委員の選任について 

第３回 

（8 名） 

期日 令和元年６月２０日（木）９時３０分～１０時３０分  

場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３  

・委員長及び副委員長の選任について 

・監事の委嘱について 

・令和元年度配分申請内容（案）について 

・令和元年度事務費会計予算の補正について 

 期日 令和元年９月２０日（金）９時３０分～１０時３０分  

第４回 場所 総合福祉会館サンライフさかほぎ ２階会議室３  

（7 名） ・令和元年度共同募金運動について 

 

② 募金活動の状況 

 令和元年度 平成３０年度 比較 

戸別募金 １，５８０，５５３円 １，６７２，３４１円 △９１，７８８円 

街頭募金 １０，２２９円 ４，３７３円 ５，８５６円 

法人募金 １８２，９６６円 １９０，０５３円 △７，０８７円 

職域募金 １０４，２９６円 １１１，９７４円 △７，６７８円 

ｲﾍﾞﾝﾄ募金 ２０，８０９円 ２９，２５７円 △８，４４８円 

その他募金 ２７，１５８円 ２７，５７２円 △４１４円 

合計 １，９２６，０１１円 ２，０３５，５７０円 △１０９，５５９円 

   ※街頭募金…スーパーセンターオークワ坂祝店 北側入口にて 

令和元年１２月７日（土）１３時３０分～１５時３０分 

         学生ボランティア ２名協力（小学生２名） 

   ※法人募金…サンライフさかほぎ１階 硬貨式「赤い羽根コピー機」設置 

   ※その他の募金…サンライフさかほぎ１階 ガチャガチャ募金設置 

 

（４）災害義援金等受付（募金箱設置）事務 

北海道胆振東部地震災害義援金 H30.9.12～R2.3.31（募金額 2,932 円） 

平成２８年熊本地震義援金       ～R2.3.31（募金額 2,197 円） 

平成３０年７月広島県豪雨災害義援金  H30.7.12～R2.6.30 （募金額 4,274 円） 

令和元年度８月佐賀県豪雨災害義援金  R1.9.2～R2.8.31 （募金額 2,383 円） 

令和元年台風第１９号栃木県災害義援金 R1.10.17～R2.3.31 （募金額 4,128 円） 

茨城県「令和元年台風第１９号義援金」 R1.10.16～R2.1.31 （募金額 821 円） 

岩手県「令和元年台風第１９号災害義援金」R1.10.18～R2.3.31（募金額 604 円）  

令和元年台風第１９号災害静岡県義援金  R1.10.18～R2.3.31（募金額 937 円） 

令和元年台風第１９号群馬県災害義援金  R1.10.21～R2.3.31（募金額 1,071 円） 
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令和元年台風第１９号埼玉県災害義援金  R1.10.17～R2.3.31（募金額 1,147 円）  

 

＜現在継続中＞ 

平成３０年７月豪雨災害義援金（岡山県）  

平成３０年８月豪雨災害義援金（愛媛県）  

令和元年台風１５号・台風１９号・大雨千葉県災害義援金  

令和元年台風第１９号災害義援金 

岩手県「令和元年台風第１９号災害義援金」 

令和元年福島県台風第１９号災害義援金 

長野県「令和元年台風第１９号災害義援金」 

宮城県令和元年台風第１９号災害義援金 

 

 

 

 

 

（１） ボランティアセンターの運営 

・ボランティア登録者数 ７４８名 

・ボランティア団体連絡協議会加入団体 ２９団体  延６５６名 

    ・ボランティア活動マッチング数 １２件 

    ・ボランティアだよりの発行：社協だより内にて４回発行 

    ・ボランティアルームの整備 

 

（２） ボランティア団体連絡協議会の支援 

・ボランティア団体連絡協議会執行部会の開催：３回開催 

・ボランティア団体連絡協議会執行部の外部研修：１回開催 

 可児市ボランティア連絡協議会との交流会、 

可児市子育て健康プラザ「マーノ」の視察 

・第５回ボランティア交流会の開催 

開催日：令和元年１１月２日（土）９時３０分～１２時    

参加者：５５名 

内  容：・講談「信長の美濃侵攻 堂洞城合戦」、手品 

     「ボランティア活動を通して」 

      社会人講談師 天神堂 宜光 氏     

・「元気に楽しく！身体を動かそう★」 

           講師 文室 文代 氏 

・グループ交流＆カフェ  

 

 

 

ウ．ボランティア事業 

第５回ボランティア交流会 
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（３） 次世代を担う子どもたちの育成・環境の充実 

・福祉協力校（園）事業 

遊々こども園  地域に開かれた行事 

坂祝幼稚園   老人ホーム入所者との交流、未就園児との交流、サンライフ利用者との交流 

坂祝小学校   ふるさと教室、あいさつ運動、ありがとう集会、福祉・防災の学習会 等 

坂祝中学校   福祉学習、全校福祉活動、花づくり、幼稚園児との交流 

・福祉学習への対応：坂祝小学校５年生を対象に福祉講話を実施 

 

 

 

 

 

（１） 福祉用具貸出事業    特殊寝台 ０件   車いす ３９件 

          簡易ベッド １件  アシストシルバーカー １件 

 

 

（２） 福祉車両貸出事業    １７８件  家族利用 ４５件 

支え合い団体・ふれあいサロン・公民館開放 ７２件 

包括支援センター教室 ６１件 

 

 

（３） 食事サービス事業  全２０回実施 実利用者 ３１名 延調理数 ４３６食 

            調理ボランティア 実１８名 

            配食ボランティア 実 ７名 

 

 

（４） 筋力アップトレーニング機器一般開放 

一般開放       ２８３日開催  延２，９０３名 

オリエンテーション    ８回開催   １６名受講 

スキルアップ講習会    ８回開催   ３２名受講 

 

 

（５） 在宅訪問事業（支援）  訪問回数 ６０回  延訪問時間 ６５．１時間 

              利用者 実４名 

             傾聴ボランティア 実１０名 

 

 

 

 

エ．在宅福祉事業 

食事サービス調理ボランティア 
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（１） サンライフさかほぎ利用状況 

 開館

日 

個人利用者 貸館 

利用者 
合計 

１日 

平均   入浴 和室 カラオケ その他 

平成 

30 年度 

333 

日 

37,248 

人 

8,883 

人 

1,360 

人 

474 

人 

26,531 

人 

26,171 

人 

63,419 

人 

190.4 

人 

令和 

元年度 

294 

日 

39,221 

人 

7,703 

人 

1,327 

人 

601 

人 

29,590 

人 

17,214 

人 

63,419 

人 

192.0 

人 

   ・貸館登録団体数 ２６団体（貸館利用料収入：４，３００円） 

   ・入浴登録者数  町内：８４名  町外：７６名（入浴利用料収入：１６１，５００円） 

   ＊空調給湯設備修繕工事と新型コロナウイルスの影響により、およそ４０日間休館となった。 

 

（２） 心配ごと相談所の開設 

 一般相談 法律相談 身障相談 年金相談 

開設日 ６日 ６日 ６日 ３日 

相談件数 ３件 １７件 １件 ７件 

 

（３） 第２４回福祉・健康フェスティバルの開催 

開催日：令和元年１１月１７日（日） 

来場者数：約７，５００人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 生活支援コーディネーター事業 

   ・地域包括支援センターと連携し、協議体（第１層・２層）会議を開催 ２回 

    ・いきがい活動グループ（サンライフ編）チラシの更新 

   ・行方不明高齢者探索・声かけ模擬訓練実施協力 

・生活支援ボランティア（訪問型）のマッチング及び活動支援 

・認知症カフェ開設支援 

   ・空き家を活用した通所型の居場所支援 

 

オ．坂祝町総合福祉会館指定管理事業 

カ．受託事業 

第２４回福祉・健康フェスティバル 
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（２） 高齢者筋力向上トレーニング事業 

① ２０回コース 

第１回（ ４月１２日 ～ ６月１４日）  ４名 

第２回（１０月 ４日 ～１２月２０日）  ５名 

   ② ８回コース 

     第１回（ ７月１６日 ～ ９月１０日） １１名 

     第２回（ １月２１日 ～ ２月２５日） ７名 

※新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い５回で修了 

 

 

（３） 筋トレフォロー教室事業 

全２８回開催 延５９名 

 

（４） ふれあいサロン支援事業 

全１１地区 総計 １１４回開催  延２，４１４名参加 （１回あたり平均２１名） 

内訳 参加者      １，５９８名 （平均１４．０名） 

          ボランティア     ６８５名 （平均 ６．０名） 

          民生委員       １０６名 （平均 ０．９名） 

          自治会長等       ２５名 （平均 ０．２名） 

 

（５） 軽度生活援助事業  実績なし 

 

（６） サン・サンふれあい交流会 

開催日：令和元年１０月１７日（木） 

１０時２０分～１１時２０分 

     坂祝町スポーツドーム 

参加者：約２６０名 

 

 

 

 

（１） コミュニティソーシャルワーク事業（くらし安心相談室サンライフの運営） 

    相談件数延べ ３,０５７件（月平均２５５件）  実相談者数３５７名（月平均３０名） 

    （内訳：訪問回数延べ７９０回  来訪回数延べ４３０回  電話（メール含）延べ 1,６９２回 

        事務処理８４回  カンファレンス出席６１回） 

 

（２） 臨時小口資金貸付事業の実施 

    相談件数１２件  貸付件数１０件 

 

 

キ．相談支援事業 

サン・サンふれあい交流会 

高齢者筋力向上トレーニング事業 
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（３） 福祉一時金支給事業 

    相談件数 ６件  支給件数 ４件 

 

（４） つぐみスクール 

未実施（勉強部屋の開放のみ実施） 

 

（５） チャレンジ就労体験事業 

    実利用者数１０名（月平均４．８名） 延べ対象者数４５７名（月平均３８．１名） 

実活動日数１９８日（月平均１６．５日） 実活動時間１，５６１．７５時間（月平均１３０時間）  

受入事業所（場所）４ヶ所 受入回数６２回 

 

 

 

 

 

（１） 日常生活自立支援事業 ４件 （新規：１件 継続：３件 終結：１件） 

 

 

 

 

（１） 生活福祉資金（総合支援資金）貸付 

相談件数 ４件   貸付決定件数 ３件 

 

（２） 臨時特例つなぎ資金貸付 

相談件数 ０件   貸付決定件数 ０件 

ケ．生活福祉資金貸付事業（県社協受託） 

ク．日常生活自立支援事業（県社協受託） 

チャレンジ就労体験事業 


