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１ 理事会 

事 項 実施期日 内  容 

第６３回会議 26・5・21 

・平成２５年度事業報告の承認 

・平成２５年度決算報告の承認 

・平成２６年度資金収支補正予算の承認 

・評議員の選任の同意 

・会員入会の報告 

第６４回会議 26・6・1 

・会長の選任の同意 

・副会長の選任の同意 

・顧問の委嘱の同意 

第６５回会議 26・12・16 

・諸規程の改正の議決 

・学区地域福祉推進協議会への助成の議決 

・平成２６年度事業実施状況の中間報告 

第６６回会議 27・3・19 

・平成２６年度資金収支補正予算の承認 

・平成２７年度事業計画の議決 

・平成２７年度資金収支予算の議決 

・平成２７年度賛助会員募集の議決 

・諸規程の制定・改正の議決 

・名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業委託契約締

結の承認 

・市・区社協の防災対策に関する協定の締結 

 

 

２ 評議員会 

事 項 実施期日 内  容 

第５４回会議 26・5・26 

・平成２５年度事業報告の承認 

・平成２５年度決算報告の承認 

・平成２６年度資金収支補正予算の承認 

・役員の選任の同意 

第５５回会議 26・12・16 ・平成２６年度事業実施状況の中間報告 

第５６回会議 26・3・19 

・平成２６年度一般会計収支補正予算の議決 

・平成２７年度事業計画の議決 

・平成２７年度資金収支予算の議決 
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３ 各種事業 

（１）地域福祉推進事業 

事   項 実施期日 内  容 

地域福祉推進協議会活動への

助成・支援 
年 間 

 

全 24学区へ助成 

 

 

ふれあい給食サービス事業へ

の助成・支援 
年 間 

22学区（広見､露橋､八熊､八幡､愛知､常磐､

篠原､昭和橋､玉川､野田､荒子､中島､西中

島､正色､五反田､戸田､春田､豊治､長須賀､

西前田､千音寺､明正）へ助成 

地域福祉推進協議会研修会 

(事務説明会) 
27・3・24 

 

24学区 64名参加 

地域支えあい事業 3 学区によるミニシンポ

ジウム 

 

ふれあい給食サービス事業 

研修会 
26・6・5 

 

22学区 27名参加 

食品衛生の再確認と他学区との情報交換 

 

ふれあいいきいきサロン 

実践者交流会 
26・11・17 

 

28サロン 52名参加 

事例紹介と他サロンとの情報交換 

 

公開プレゼンテーションによ

る地域福祉活動への助成 

 

｢地域の底力を応援｣助成事業 

26・7・29 

※審査日 

 

公開プレゼンテーションによる審査会 

(参加者交流会実施 41名参加) 

はばたき助成(先駆的･広域的)：1団体 

ささえあい助成(通常活動)：32団体 

 

職員の学区担当制による地域

支援 
年 間 

・学区会議への出席（制度やサービス等の

説明）、学区事業への参加、情報連絡など 

・相談支援、関係機関へのつなぎ 

団地等での助けあい・支えあい

活動の支援 

 

友光サロン助光研修会 

26・7・30 
市営助光荘集会所 8名参加 

事例紹介と活動の振り返り 
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事   項 実施期日 内  容 

名古屋市地域力の再生による

生活支援推進事業 

(地域支えあい事業) 

説明会 

26・6・23 

 

事業 

10月～ 

【説明会】 

区役所講堂 24学区 49名参加  

 

【常磐】 

相談窓口 水・金 9時～12時 

常磐コミセン 

・連絡会議開催支援(3回 8、9、10月) 

・ボランティア登録者(174人) 

・ボランティアポイント(1,753Ｐ) 

・相談件数(59件) 

 

【昭和橋】 

相談窓口 月・木 9時～12時 

昭和橋コミセン 

・連絡会議開催支援(2回 8、9月) 

・ボランティア登録者(24人) 

・ボランティアポイント(773Ｐ) 

・相談件数(17件) 

 

【千音寺】 

相談窓口 火・木 10時～13時 

富田北地域センター 

・連絡会議開催支援(3回 8、9、10月) 

・ボランティア登録者(56人) 

・ボランティアポイント(2,659Ｐ) 

・相談件数(93件) 

 

第３次地域福祉活動計画「なか

がわ福祉まごころプラン３」の

実施 

年 間 
・計画推進委員会の開催(2回 6、3月) 

・計画評価委員会の開催(1回 2月) 
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※「なかがわ福祉まごころプラン３」の主な取り組み 

３つの柱 取り組み内容 

地域のつながり 

づくり 

会議 5回開催 

主な取り組み 

 ○福祉施設及びサロン調査の実施 

 ○サロン実践者交流会内容検討 

 ○男性向け講座お試し企画の開催 等 

地域の応援団 

づくり 

会議 5回開催 

主な取り組み 

 ○地域の応援団講座の内容 

 ○生徒、学生ボランティアの拡充 

 ○災害ボランティアグループの活動支援 等 

地域の社会資源・

環境づくり 

会議 8回開催 

主な取り組み 

 ○学区相談窓口開設支援 

 ○買い物支援調査の内容検討 

 ○企業の地域貢献活動調査の内容検討 等 

 

 

（２）ボランティア活動推進事業 

事   項 実施期日 説   明 

ボランティアセンターの運営 

 
年  間 

ボランティア登録団体数   105団体 

ボランティア登録者数    1,707名 

ニーズ対応件数       120件 

ボランティア活動保険の受付  

163件 2,073名  

ボランティア行事用保険の受付  

106件 20,436人 

サマーボランティアスクール 

26・7・18 事前研修会 区役所講堂 

26・7・22 

 ～8・15 

中・高校生対象の夏休み中５日間の社会

福祉施設でのボランティア体験講座 

社会福祉施設 45施設 参加者 249名 

26・8・19 事後研修会 区役所講堂 

初級手話講座 

26・8・4 

～10・20 

（全 10回） 

聴覚障害者福祉協会との共催による 

初心者対象の手話講座 

区在宅サービスセンター 修了者 22名 
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事   項 実施期日 説   明 

福祉教育への取り組み 年  間 

福祉体験学習等講座の実施支援 

(中学生の職場体験含む) 

         学校向け 31件 

         地域向け  2件 

福祉教育教材の貸出     12件 

福祉教育サポーター勉強会 
年  間 

(全 4回) 

学校等での福祉体験講座開催時に協力

いただく福祉教育サポーターの勉強会 

区在宅サービスセンター  

参加者延べ 22人 

市・市社協ボランティア入門講

座への協力 
26・7・5 

市・市社協が主催する講座に、職員 1名

を派遣し協力 

熱田区在宅サービスセンター 

地域の応援団講座 

はじめの 

一歩編 

①26・12・5 

②26・12・12 

さらなる 

一歩編 

③27・2・6 

住民の地域課題を知り、地域でのボラン

ティア活動につなげるための講座 

区休日急病診療所研修室 

参加者 延べ 81名 

ボランティアと福祉施設の 

交流会 
26・12・22 

ボランティア・地域のサロン・福祉施設

をつなぎ、新たな活動につなげる交流会 

 

区役所講堂 参加者 93名 

災害ボランティアグループの

活動支援 
年  間 

主な支援内容 

・住民向け防災講座の開催支援 

・総合防災訓練の参加支援 

・災害ボランティアセンター模擬訓練開

催支援 

ボランティアルームコピー機

の貸出 
年   間 延べ 31団体 
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（３）高齢者福祉事業 

事   項 実施期日 内  容 

高齢者はつらつ長寿推進事業 

26・4 

～26・9 

26・10 

～27・3 

（年 2期） 

区内 16 か所（広見・露橋・八幡・愛知･

篠原･昭和橋･荒子・赤星ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ､中

島･東起町･春田公民館、富永神明・助光

荘集会所、JA下之一色支店、富田地区会

館、富田北地域ｾﾝﾀｰ） 

上半期参加延べ人数 7,420名 

下半期参加延べ人数 7,166名 

介護予防の普及・啓発 

 健康体操、音楽、口腔ケア、食生活

改善、頭の体操 

自主活動・地域活動支援 

 サロン活動支援、ボランティア活動

の参加促進、世代間交流 

26・6・30 

～7･14 

はつらつサポーター養成講座 

受講者数 7名 

26・9・4 
はつらつ交流会 

文化小劇場  来場者数約 340人 

高齢者寝具洗濯乾燥サービス 27・1～27・3 

70 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対

象にした布団、毛布の洗濯乾燥サービス 

実施数 743名 

家具転倒防止耐震留具取付 

サービス 
年   間 

地震等の災害に備えるため、65歳以上の

ひとり暮らし高齢者等を対象にした耐震

留具取付サービス   実施数 2件 

学区敬老行事助成 
26・8 

～26・11 
21学区 

車いす等の貸出 年   間 延べ 63件 

車いす対応福祉車両の貸出 年   間 延べ 32件 60日間 

老人クラブゲートボール大会

助成 
26.5.23 

荒子公園ミニスポーツ広場 

参加者 62人 

老人クラブいきいき健康教室

助成 

26.6.10 

26.6.13 

区役所講堂、富田地区会館 

参加者 148人 

老人クラブニュースポーツ競

技大会助成 
26.6.24 

露橋スポーツセンター 

参加者 188人 
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事   項 実施期日 内  容 

老人クラブグラウンドゴルフ

大会助成 
26.9.17 

打出水処理センター還元施設 

参加者 194人 

老人クラブ活動発表会助成 26.11.18 文化小劇場         参加者 450人 

老人クラブ友愛訪問指導者研

修会助成 
27.1.27 

区役所講堂 

参加者 234人 

老人クラブ女性リーダー全体

会議助成 
27.2.24 

区役所講堂 

      参加者 274人 

 

 

（４）障がい者福祉事業 

事   項 実施期日 説   明 

中川区福祉ふれあい広場 26・10・19 

来場者約 2,300人 協力事業所・団体 35 

会場 区役所駐車場 

実行委員会(4回)、 

部会(5回)、大合唱委員会･練習（3回） 

身体障害者福祉協会総会助成 26.4.29 区役所講堂      参加者 38人 

身体障害者福祉協会研修会助成 27.1.18 在宅サービスセンター 参加者 20人 

視覚障害者会研修会助成 26.5.28 野外民族博物館リトルワールド参加者 30人 

手をつなぐ育成会総会助成 26.5.22 区役所第２会議室    参加者 56人 

手をつなぐ育成会バスハイク 

助成 
26.9.6 ひるがの高原 牧歌の里  参加者 31人 

手をつなぐ育成会クリスマス会 

助成 
26.12.23 区役所講堂      参加者 131人 

手をつなぐ育成会防災講座助成 27.3.18 区役所第２会議室    参加者 15人 

はっぴいふれあい祭り助成 26.7.26 
下之一色商店街・正雲寺幼稚園 

参加者 2,500人 

特別支援学級・特別支援学校卒

業記念品の贈呈 
27.2.20 

卒業生を励ます会  

文化小劇場      卒業生 84人 

中川区障害者地域自立支援協議

会への参画 
年  間 総会及び会議 延べ 15回出席 
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（５）児童福祉事業 

事   項 実施期日 説   明 

子ども会顕彰助成 26・4・29 文化小劇場  受賞者 28人 5団体 

子ども会リーダー養成キャン

プ助成 

26・8・14 

～8・16 

名古屋市民おんたけ休暇村キャンプ場 

   参加者 130人 

子ども会ソフトボール大会 

助成 

26.8.23 

～8.24 
中川学校体育センター 参加者 320人 

子ども会ドッジボール大会 

助成 
26・10・12 露橋スポーツセンター  参加者 350人 

子ども会綱引き大会助成 26・12・14 露橋スポーツセンター  参加者 400人 

子ども会活動記録展助成 
27・2・13 

～2・15 
区役所講堂      参加者 400人 

指定都市子ども会育成研究協

議会助成 

26・11・8 

～11・9 

川崎市産業振興会館 

川崎日光ホテル    参加者 1人 

子ども会広報誌発行助成 27・3 2,000部 

子ども会ジュニアリーダーク

ラブ育成活動助成 
年 間 

地域子ども会で活動するジュニアリー

ダー派遣回数 416回 

保育園児卒園祝品の贈呈 27.3.6 卒園児 915人 

保育園長会研修会助成 26.6.27 
博物館｢明治村｣、犬山市立楽田東子ども

未来園        参加者 22人 

保育園児のつどい助成 26.11.5 区役所講堂     参加者 1,078人 

学童保育キックベースボール

交流会助成 
26・11・30 

中川学校体育センター 

参加者約 350人 

学童保育所指導員研修助成 27・2・26 中島学童保育所    参加者 22人 

留守家庭児童育成会 

地域ふれあい事業助成 
年 間 

7団体（あいち、赤星、一色新町、 

戸田明正、西中島、あらこ、たんぽぽ長

須賀） 

主任児童委員連絡会 虐待防止

活動研修会助成 
26.6.30 

社会福祉法人中日新聞社会事業団 

参加者 51人 

主任児童委員連絡会研修会助

成 
26.11.6 区役所講堂      参加者 44人 

子育て支援ネットワーク連絡

会への参画 
年  間 行事 3回参加及び会議 5回出席 
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（６）低所得者福祉事業 

事   項 実施期日 説   明 

生活福祉資金の貸付事業 

（臨時特例つなぎ資金含む） 
年   間 

相談 237件 

貸付 2件 

要援護者の緊急援護の実施 年   間 197件 

 

 

（７）福祉関係団体への活動助成 

事   項 実施期日 説   明 

民生委員児童委員大会助成 26.5.14 
名古屋マリオットアソシアホテル 

参加者 384人 

民生委員児童委員協議会会長研修会助成 
26.11.6 

～11.7 

ハンプティダンプティ保育園・きらきら

ひろば        参加者 23人 

区政協力委員協議会研修会助成 

26.11.13 

～11.14 

｢街中がせせらぎ｣事業まちおこし体験見学学習 

｢大型展望水門びゅうお｣施設見学学習 

      参加者 21人 

27・2・5 
レセプションハウス名古屋逓信会館 

参加者 142人 

中川保護区保護司会事業助成 26.8.1 
青少年を守る特別講演会(社会を明るく

する運動) 文化小劇場 参加者 280人 

更生保護女性会事業助成 26.12.3 
犯罪予防活動（講演会） 

蓮徳寺         参加者 60人 

少年補導委員会事業助成 年 17回 
街頭補導、広報キャンペーン  

参加者 延べ 1,650人 

戦没者遺族会連合会研修会助成 
26.7.14 

～7.15 
靖国神社 等     参加者 37人 

地域女性団体連絡協議会事業助成 27.2.21 
芸能グループ活動発表会 

文化小劇場       参加者 350人 

区民まつり助成 26.10.26 富田公園    参加者約 39,000人 

富田地区ウォーキング大会助成 27.3.21 
富田地区ウォーキング大会（豊治学区） 

   参加者約 302人 

中川ボランティアグループ 

区内児童健全育成事業助成 
年   間 

子ども会へのゲームや歌の指導、 

ジュニアリーダー育成指導・研修 

416件 
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（８）広報啓発事業 

事   項 実施期日 説   明 

広報誌「Welなかがわ」の発行 

26・6 

26・9 

26・12 

26・3 

（年 4回） 

第 56号 11,900部 

第 57号 10,400部 

第 58号 10,400部 

第 59号 10,400部 

ホームページ及びブログ「なか

がわ和輪話(わわわ)」の管理 
年   間 ブログ作成 136件 

 

 

（９）財源の確保 

事   項 実施期日 説   明 

会員の入会 年   間 
60団体、40施設（うち新規 1施設）、 

5名 

賛助会員の募集 年   間 
個人 6,628件  9,301,488円 

法人  433件  1,963,000円 

共同募金運動への協力 
10月～ 

12月 

赤い羽根共同募金 11,499,841円 

歳末たすけあい募金  254,960円 

 

 

（10）記念事業 

事   項 実施期日 説   明 

法人化 20周年事業 

(顕彰、福祉講演会) 
26・9・25 

文化小劇場 

顕彰 69件 

講演 「できることから始めよう 

   もっと気軽にボランティア」 

講師：早瀬昇氏  来場者約 180人 
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（11）その他の事業 

事   項 実施期日 説   明 

研修室・調理室、ボランティア

ルーム等の貸出 
年   間 

団体数   延べ 950団体 

利用者数  延べ 15,148人 

名古屋市社会福祉協議会 

中川区西部いきいき支援センターの運営協力 
年   間  

名古屋市社会福祉協議会 

中川区介護保険事業所の運営協力 
年   間  

総合防災訓練への参加 26・8・31 

冨田公園 

災害時要援護者の理解(車いす体験、ア

イマスク体験) 及び災害ボランティア

センター模擬訓練  参加者約 40人 

 

 

 

【平成 26年度事業の総括】 

平成26年度は「第３次地域福祉活動計画」や「名古屋市地域力の再生による生活支

援推進事業(地域支えあい事業)」の初年度であり、法人化20周年の節目の年でした。 

特に「名古屋市地域力の再生による生活支援推進事業(地域支えあい事業)」は、区

内3学区(常磐、昭和橋、千音寺)において、住民自身が同じ地域に暮らす人々の困りご

とを相談窓口で受け止め、住民のボランティア等により解決に結びつけることができ、

助けあい・支えあいの新たなしくみづくりに、大きな役割を担うことができたのでは

ないかと思います。 

また、団体同士をつないだり、新たな職種・分野を超えたネットワークも広がりを

みせ、住民だけでなく団体、福祉施設、関係機関に必要とされる組織として、その役

割を十分に発揮することができたと思います。 

地域における生活課題が多様化・複雑化する中で、地域福祉推進の中核的な役割を

果たす団体という強い自覚と責任感を持ち、着実に「第３次地域福祉活動計画」や事

業計画に沿った事業を実施いたしました。 


