
第４号議案 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 事業報告書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人名古屋市中川区社会福祉協議会 



事 業 報 告 

 

新型コロナウィルス感染症の影響により、理事会・評議員会をみなし決議で実施し、

高齢者はつらつ長寿推進事業（市受託事業）や災害ボランティアセンター設置運営訓

練などの本会事業の一部を中止するとともに、在宅サービスセンター利用団体、地域

支えあい事業やふれあいいきいきサロンへ同感染症拡大防止への協力要請などを行

いました。 

 

愛知県社会福祉協議会協力事業である生活福祉資金貸付制度においては、新型コロ

ナウィルス感染症の影響を踏まえ、３月から低所得世帯以外に対象を拡大し、緊急か

つ一時的な生計維持のため貸付を必要とする世帯に対して、特例の貸付相談に努めま

した。 

 

地域福祉推進事業では、地域福祉推進協議会活動やふれあい給食サービス事業への

助成事業や相談支援事業を通じ、地域における組織的な福祉活動の進展に努めました。 

また、住民が身近な人の困りごとを受け止め、住民自身の力で解決に結びつけてい

く「地域支えあい事業」の継続・拡充に向けて取り組み、新たに１学区で事業を開始

していただくことができました。 

 

令和元年度は「第４次中川区地域福祉活動計画」の計画期間（５年）の始期となる

ことから地域住民や福祉活動を行う方たちで構成する推進委員会を組織し、年度ごと

に計画・実行・点検・見直し等を行うための体制整備に努め、サロン実践者交流会や

福祉専門職連携の集いを開催しました。 

 

ボランティア活動推進事業では「サマーボランティアスクール」の開催など、高齢

者福祉事業では「高齢者寝具洗濯乾燥サービス事業」などを実施しました。 

また、高齢者はつらつ長寿推進事業(市委託事業)では、事業計画に基づき着実に事

業を実施するとともに、事業参加者による高校生との交流授業や体操プログラムリー

ダーの養成及び高齢福祉施設への派遣など、活動の幅を広げる取り組みを実施しまし

た。 

 

区政協力委員、民生委員児童委員をはじめとする関係各位のご協力をいただき、 

賛助会員の加入促進、共同募金への協力を行い、安定した財源を確保に努めました。 

 



 

１ 理事会 

事 項 実施期日 内  容 

第８１回会議 1.6.10 

・平成３０年度事業報告の承認 

・平成３０年度決算報告の承認 

・顧問の選任及び役員候補者の選任 

・評議員候補者の選任 

・評議員選任・解任委員会委員の選任 

・定時評議員会の招集 

・社会福祉充実残額の算定結果報告 

・会長の職務執行状況報告 

・会員の入会報告 

第８２回会議 1.6.25 

・会長の選任 

・副会長の選任 

・総括理事の指名 

・諸規程の一部改正 

第８３回会議 1.12.9 

・役員候補者の選任 

・評議員候補者の選任 

・評議員選任・解任委員会委員の選任 

・評議員会の招集 

・会長の職務執行状況報告 

第８４回会議 

（みなし決議） 

2.3.18 

（決議日） 

・平成３１年度資金収支補正予算の承認 

・令和２年度事業計画の承認 

・令和２年度資金収支予算の承認 

・評議員会みなし決議の実施決定 

 

２ 評議員会 

事 項 実施期日 内  容 

第６９回会議 1.6.25 

・平成３０年度事業報告の承認 

・平成３０年度決算報告の承認 

・役員の選任 

・社会福祉充実残額の算定結果報告 

第７０回会議 1.12.17 ・役員の選任 



事 項 実施期日 内  容 

第７１回会議 

（みなし決議） 

2.3.27 

（決議日） 

・平成３１年度資金収支補正予算の承認 

・令和２年度事業計画の承認 

・令和２年度資金収支予算の承認 

 

３ 評議員選任解任委員会 

事 項 実施期日 内  容 

第４回会議 1.6.10 ・評議員の選任 

第５回会議 1.12.9 ・評議員の選任 

 

４ 各種事業 

（１）地域福祉推進事業 

事   項 実施期日 内  容 

地域支えあい事業の 

支援・拡充 
年  間 

【八幡】相談窓口 水・金 13時～16時 

・活動連絡会議［3回 5、12、2月］ 

・ﾎﾞﾗ登録者、ﾎﾟｲﾝﾄ［199名、3,909P］ 

・学区研修会[1回 11月 200名］ 

 ﾃｰﾏ：『八幡地域交流会』 

 講演：各種団体からの活動紹介 

【常磐】相談窓口 水・金 9時～12時 

・活動連絡会議［3回 6、12、2月］ 

・ﾎﾞﾗ登録者、ﾎﾟｲﾝﾄ［258名、7,213P］ 

・ﾎﾞﾗ養成講座［0 回］3 月ｺﾛﾅのため中止 

【昭和橋】相談窓口 月・木 9時～12時 

・活動連絡会議［3回 7、11、2月］ 

・ﾎﾞﾗ登録者、ﾎﾟｲﾝﾄ［39名、1,845P］ 

・ﾎﾞﾗ養成講座［0 回］3 月ｺﾛﾅのため中止 

 ﾃｰﾏ：住民交流会（市営住宅玉船荘） 

要援護者の視える化  等 

【中島】相談窓口 水・金 9時～12時 

・活動連絡会議[3回 6、11、2月] 

・ﾎﾞﾗ登録者、ﾎﾟｲﾝﾄ[51名、1,014P] 

・ﾎﾞﾗ養成講座［1回 10月 25名］ 

 ﾃｰﾏ：8050問題について 等 



事   項 実施期日 内  容 

地域支えあい事業の 

支援・拡充 
年  間 

【五反田】相談窓口 水・金 9時～12時 

・活動連絡会議[3回 5、2月] 

・ﾎﾞﾗ登録者、ﾎﾟｲﾝﾄ[110名、3,324P] 

・支えあいカフェ実施[2回 10月 70名] 

 コミセンまつりでの事業啓発 

【千音寺】相談窓口 火・木 10時～13時 

・活動連絡会議［2回 6、2月、3月中止］ 

・ﾎﾞﾗ登録者、ﾎﾟｲﾝﾄ［113名、7,460P］ 

・ﾎﾞﾗ定例会［15回 約 20名／回］ 

 ﾃｰﾏ：生活支援活動の情報共有 

サロン運営・拡大、子ども見守

り活動についての検討等 

【戸田】相談窓口 水・金 9：45～12：30 

・活動連絡会議［3回 6、8、2月］ 

・ﾎﾞﾗ登録者、ﾎﾟｲﾝﾄ［150名、1,871P］ 

・ﾎﾞﾗ定例会［0回］3月ｺﾛﾅのため中止 

 ﾎﾞﾗ登録者同士の交流会 

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 

23 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､万場、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) 
中止 コロナウィルス感染拡大防止のため 

ふれあい給食サービス事業 

研修会 
1.6.6 

食品衛生の再確認、調理実習、他学区と

の情報交換 

23学区      参加者 23名 

   



   

事   項 実施期日 内  容 

高齢者サロンの整備等 

生活支援推進事業 
年  間 

設置把握件数：150件 

相談件数： 延 64件 

開設助成金交付： 4 件／ 169,710円 

運営助成金交付：59 件／1,718,000円 

ふれあいいきいきサロンの 

拡充 
1.11.20 

サロン実践者交流会 

事例紹介と他サロンとの情報交換 

参加 43サロン  73名 

子ども楽校の開催 

（子どもの居場所づくり事業） 
1.7.30 

「なかがわ子ども楽校 2019」の実施 

参加者 35名 

中川区福祉専門職連携の集い 

の開催 
2.1.27 

区内で活動する児童、高齢、障がい、  

生活困窮など多様な分野の専門職の情

報交換・課題共有 

講師：同朋大学講師 汲田千賀子氏 

参加者 50名 

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 

1.7.29 

※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 37名参加) 

・ささえあい助成(通常活動)：20団体 

地域包括ケアシンポジウムの

開催 
2.2.19 

「地域共生社会の実現をめざして」 

講師：日本福祉大学社会福祉学部副学長  

原田正樹氏 

地域活動報告：早瀬房紀氏、神野政之氏 

参加者 190名  

中川区ブックスタート事業の

実施（保健センター・図書館と

共管） 

年  間 
・贈呈件数      1,081件 

・ﾎﾞﾗ活動者（延べ）  214名 

職員の学区担当制による地域

支援（団地等での助けあい・支

えあい活動の支援） 

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、情報連絡等 

・相談支援、関係機関へのつなぎ 

第 4次地域福祉活動計画の 

推進 
年  間 

・推進委員会の開催（2回 ７、２月） 

・ワーキンググループによる企画、活動 

 【次表参照】 



 

 

【別表】第４次中川区地域福祉活動計画の主な取り組み 

３つの柱 ワーキンググループ 取り組み内容 

『地域の応援団』 

づくり 

（1）『地域の応援団』 

バンクの運営 

 

会議 ６回開催 

〇『地域の応援団』への関心・理解を深

める啓発活動、PR活動内容の検討と実施 

（2）『応援団』の 

地域交流会の開催 

 

会議 ６回開催 

〇地域交流会モデル実施学区の選定 

〇区内先駆的活動（学区交流会）の見学 

（3）セカンドステージ 

セミナーの開催 

 

会議 ６回開催 

〇令和２年度開催の企画の準備調整 

〇他区開催の還暦式を見学 

『地域のえんがわ』 

づくり 

（4）誰でも気軽に 

立ち寄れるオープン 

カフェづくり 

会議 ９回開催 

〇オープンカフェ開催 ２回 

児童館・子育て支援拠点と共同開催 

（5）ふれあい・ 

いきいきサロンの 

支援 

会議 ６回開催 

〇サロン実践者交流会内容検討、開催 

〇サロンマップ更新検討、社協 HP掲載 

『福祉専門職の 

プラットフォーム』 

づくり 

（6）福祉専門職が 

連携できる環境 

づくりと協働 

会議 ２回開催 

〇福祉専門職連携の集い企画検討 

〇「つながる！中川区の福祉専門職のネ

ットワーク」の開催 



 

（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   128団体 

ボランティア登録者数   2,105名 

ニーズ対応件数       68件 

ボランティア活動保険の受付  

172件 1,933名 

ボランティア行事用保険の受付  

134 件 27,457名 

サマーボランティア 

スクール 

1.7.19 事前研修会 中川学校体育センター 

1.7.22 

 ～8.16 

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 40施設 参加者 195名 

1.8.21 事後研修会 区役所講堂 

初級手話講座 
1.7.4 

～1.9.12 

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（全 10回） 

中川区在宅サービスセンター 

修了者 14名 

地域の応援団ボランティアの

支援 

31.4 

～2.3 

地域住民から寄せられた生活の困りごと

を応援団ボランティアの活動で解決支援 

定 例 会    11回 

活動件数  延 28 回 

登録ボランティア 11名  

福祉体験学習・職場体験等への

協力 
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      66件 3,846名 

福祉教育教材の貸出 31件 

災害ボランティアグループの

活動支援 
年  間 

・総合防災訓練の参加支援 

・災害ボランティアセンター設置運営訓

練準備（新型コロナウィルス感染拡大

防止のため開催中止） 

ボランティアルームコピー機

の貸出 
年  間 延 116件数 

 

 



（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 

31.4 

～1.9 

1.10 

～2.3 

（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および松下北荘集会所） 

上半期参加延べ人数 7,412名 

下半期参加延べ人数 5,997名 

介護予防の普及・啓発 

 健康体操、頭の体操、音楽、手芸、食生活 

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 

1.8.5 

はつらつサポーター研修会 

・研修（防災、認知症）受講者数 42名 

・新規養成講座 受講者数 4名 

1.5.13 

～2.2.10 

体操プログラムリーダー研修会 

・交流会（9回）参加延べ人数 178名 

(３月はコロナウィルス感染拡大防止の

ため次年度に延期)  

2.2.20 
みつば会交流会（午前の部／午後の部） 

区役所講堂 参加延べ人数 228名 

高齢者寝具洗濯乾燥サービス 
2.1 

～2.3 

80 歳以上のひとり暮らし世帯およびの

み世帯の方を対象にした布団、毛布の洗濯

乾燥サービス 

実施数 431件 

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 
 1.9 

～1.11 
23学区 

車いす等の貸出 年  間 延 112件 

車いす対応福祉車両の貸出 年  間 延 34件 78日間 

老人クラブ 

いきいき健康教室助成 

1.6.4 

1.6.7 

区役所講堂、富田地区会館 

参加者 123名 



事   項 実施期日 内  容 

老人クラブ 

ニュースポーツ競技大会助成 
1.6.25 

露橋スポーツセンター 

参加者約 193名 

老人クラブ 

グラウンドゴルフ大会助成 

1.5.31 

1.9.19 

中川学校体育センターグラウンド 

参加者 158名 

打水下水処理場屋上グラウンド 

参加者 142名 

老人クラブ 

趣味の作品展助成 

1.9.3 

～9.4 
中川区役所講堂   参加者 540名 

老人クラブ 

友愛活動指導者研修会助成 
2.1.28 区役所講堂     参加者 154名 

老人クラブ 

女性リーダー全体会議助成 
中止 コロナウィルス感染拡大防止のため 

生活支援連絡会の開催 
1.8.27 

1.11.14 

・高齢者の生活支援関係者との協議 

・ガイドブックの区役所との共同発行 

  部数 2,000部  

中川区地域包括ケア推進会議等

への参画 
年  間 

・地域包括ケア推進会議出席（2回） 

・認知症専門部会（4回）、孤立防止 

ﾈｯﾄﾜｰｸ部会（2回）出席 

 

（４）障がい者福祉事業 

事   項 実施期日 説   明 

身体障害者福祉協会 

総会助成 
1.5.19 区役所講堂      参加者 28名 

視覚障害者協会 

研修会助成 
1.5.22 

中津川市 ちこり村、恵那市 おばあ 

ちゃん市山岡     参加者 14名 

手をつなぐ育成会 

総会助成 
1.5.22 区役所第２会議室   参加者 40名 

手をつなぐ育成会 

バスハイク助成 
1.12.7 ラグーナテンボス   参加者 26名 

手をつなぐ育成会 

クリスマス会助成 
1.12.22 区役所講堂     参加者 142名 

はっぴいふれあい祭り助成 31.4.6 
おそうざいのさくらんぼ駐車場 

           参加者 300名 

特別支援学級・特別支援学校 

卒業記念品の贈呈 
2.2.7 

卒業生を励ます会  

文化小劇場     卒業生 84名 

区障害者自立支援連絡協議会 

への参画 
年  間 総会又は各種会議出席 



 

（５）児童福祉事業 

事   項 実施期日 説   明 

区子ども会連合会 

顕彰助成 

1.5.12 

  12.24 

中川文化小劇場・区役所会議室 

        受賞者 30名 3団体 

区子ども会連合会 

リーダー養成キャンプ助成 

1.8.10 

～8.12 

おんたけ休暇村キャンプ場 

    参加者 82名 

区子ども会連合会 

ソフトボール大会 助成 
1.11.2 富田中学校、豊治小学校 参加者 180名 

区子ども会連合会 

ドッジボール大会 助成 
1.10.13 露橋スポーツセンター 参加者 150名 

区子ども会連合会 

綱引き大会助成 
1.12.8 露橋スポーツセンター 参加者 300名 

区子ども会連合会 

活動記録展助成 

2.2.15 

～2.16 
区役所講堂      参加者 162名 

区子ども会連合会 

ＮＪＣわくわく冒険合宿助成 
中止 コロナウィルス感染拡大防止のため 

区子ども会連合会 

広報誌発行助成 
2.3 2,000部 

区子ども会連合会 

ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰｸﾗﾌﾞ研修会・総会 

助成 

1.6.2 

1.11.10 

昭和橋小学校    参加者 64名 

西養護学校     参加者 54名 

保育園児卒園祝品の贈呈 2.3.8 卒園児 830名 

保育園児のつどい助成 1.11.6 区役所講堂     参加者 962名 

学童保育所 

ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ交流会助成 
1.11.10 

中川学校体育センター 

参加者 500名 

学童保育所 

指導員研修助成 

1.9.26 

1.11.5 
中島学童保育所   参加者 21名 

留守家庭児童育成会 

地域ふれあい事業助成 
年  間 

5団体（あいち、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 

研修会（児童虐待防止）助成 
1.6.24  名古屋市ひばり荘  参加者 54名 

子育て支援ネットワーク連絡

会への参画 
年  間 会議及び子育て支援行事出席 

 



（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 

（特例貸付を除く。） 
年  間 

相談 151件 

貸付 6件 

・新型コロナウィルス感染症の 

影響を踏まえた特例貸付 
2.3.25～ 貸付 38件 

要援護者の緊急援護の実施 年  間 約 391件 

生活困窮者への食糧支援 年  間 1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 1.5.21 
名古屋マリオットアソシアホテル 

参加者 382名 

民生委員児童委員協議会 

会長研修会助成 

1.11.7 

～11.8 

NPO法人京都西陣会西陣工房、舞鶴市 

舞鶴引揚記念館    参加者 24名 

区政協力委員協議会研修会助成 

1.11.14 

～11.15 

長野県 日本聴導犬協会 見学 

旧開智学校、中町・繩手通 視察 

           参加者 19名 

2.2.6 
名鉄ニューグランドホテル 

参加者 136名 

中川保護区保護司会事業助成 1.7.24 
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 300名 

更生保護女性会事業助成 1.12.3 
「家庭の防火防災対策」中川消防署法士 

蓮徳寺       参加者 39名 

少年補導委員会事業助成 年 4回 
街頭補導、広報キャンペーン  

参加者 延 800名 

地域女性団体連絡協議会 

事業助成 
2.2.22 

芸能グループ活動発表会 

文化小劇場      参加者 300名 

中川区戦没者遺族連合会助成 
1.7.15 

～7.16 

東京都 靖国神社 

伊豆長岡温泉    参加者 19名 

区民まつり助成 1.10.27 露橋学区   参加者約 37,000人 



事   項 実施期日 説   明 

富田地区ウォーキング大会助成 中止 コロナウィルス感染拡大防止のため 

中川ボランティアグループ 

児童健全育成 
年  間 

子ども会活動の活性事業への協力、 

子ども達の健全育成、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ育成の

指導、研修   参加者 延 10,000名 

 

（８）広報啓発事業 

事   項 発行年月 説   明 

広報誌「Welなかがわ」の発行 

1.6 

1.9 

1.12 

2.3 

第 76号 11,500部 

第 77号 11,500部 

第 78号 11,500部 

第 79号 10,800部  （年 4回） 

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 16件 

 

（９）財源の確保 

事   項 実施期日 説   明 

会員の入会 年  間 
58団体、45施設（うち新規 1施設）、 

7名 

賛助会員の募集 年  間 
個人    7,090,029円 

法人    1,971,000円 

共同募金運動への協力 
1.10 

～12 

赤い羽根共同募金 10,156,552円 

歳末たすけあい募金  262,353円 

 

（10）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 599 団体 

利用者数  延 9,593名 

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 

区西部域を担当する「いきいき支援セン

ター（名古屋市地域包括支援センター）」

の運営及び連携 

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 

居宅介護支援（介護保険）及びヘルプサ

ービス（介護保険・障がい・ひとり親等）

の運営及び連携 

総合防災訓練への協力 1.9.1 
災害時要援護者の理解を含む防災クイズ 

西前田小学校  小 1・2年生 65名 

 


