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【概 要】 
 

 急速な少子高齢化の進行に伴い地域住民同士のつながりが希薄化し、社会や家族のあり

方の変容などにより、援助が必要な方が地域において孤立や経済的困窮を抱えるなど、福

祉課題や生活課題は深刻化・多様化しています。 

 

こうした状況の中、平成２７年度においては、住み慣れた地域で安心して住み続けたい

という住民の思いを実現するために、住民の皆様とともに地域福祉推進事業に取り組むと

ともに、福祉のまちづくりを進めることを目的に策定した、「第３次地域福祉活動計画」(計

画実施期間：平成 26年度～30年度)の推進に積極的に取り組みました。 

 

地域福祉活動の推進については、住民主体の地域福祉活動の推進を目的として設置され

た「地域福祉推進協議会」に対し学区担当職員を配置し、地域福祉推進協議会活動への支

援を行いました。また、平成２３年度より御剱・高田・穂波の３学区において取り組まれ

てきた「シルバーパワーを活用した地域力再生事業」（「シルバーパワー事業」）が、平成２

６年度から「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」）として整理さ

れ、新たに事業を開始した堀田学区を含め４学区においての実施となり、平成２７年度に

おいても地域の方からの困りごと相談の受け付けや地域見守り活動につなげる個別支援に

取り組みました。 

 

高齢者や子育て中の親などが対象の「ふれあい・いきいきサロン」事業については、平

成２７年度より「名古屋市高齢者サロンの整備等生活支援推進事業」の受託を受け、開設

及び運営助成金の申請やサロン運営交流会の開催、協議体の設置・運営などのサロン整備

推進を引き続き行いました。 

 

ボランティア活動の推進については、引き続き、ボランティア活動に関する相談・登録

の援助、各種ボランティア講座を開催するほか、外出支援を手助けする「おでかけ応援ボ

ランティア事業」を積極的に推進しました。 

 

「名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業」については、閉じこもりがちで健康に不安を
持つ高齢者に、健康増進活動やレクリエーション活動などの介護予防のプログラムを提供
し、区内８か所でボランティアと協働しながら地域ぐるみで介護予防を推進しました。 

 

「生活福祉資金貸付事業」については、低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などに

対して、相談指導による自立の援助を行いました。 

 
「通所介護事業」については、お客様の満足度向上に努めるとともに、お客様から喜ば

れる質の高いサービス提供を心掛け、事業を推進しました。 

 

 「瑞穂区介護保険事業所」については、なごやかヘルプ事業（介護保険の訪問介護事業

など）とケアプランの作成などを行う居宅介護支援事業を実施しました。 

  

 「瑞穂区東部・西部いきいき支援センター」については、総合相談、介護予防ケアマネ

ジメントなどの援助を行うとともに、高齢者が住み慣れた瑞穂区で安心して暮らし続ける

ことを目指して、「瑞穂区地域包括ケア推進計画」の推進に努めました。  
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「瑞穂児童館・福祉会館」事業については、児童館ではプログラムを工夫し事業・行事を

多数実施し、利用者のニーズに応えるとともに、平成２７年度より「ひとり親家庭世帯へ

の学習サポート事業」にも取り組み、福祉会館では各種講座の開催や同好会活動の支援、

わくわく通所事業の実施を行いました。 

 

さらに「瑞穂区在宅サービスセンターの運営」については、地域福祉の推進拠点として

の機能を発揮し、ボランティア・ＮＰＯ団体へ研修室などの貸し出しを行いました。 

 

平成２７年度に実施した主な事業の実績は、次のとおりです。 
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１ 理事会・評議員会 

事 項 
実施 
年月日 

内        容 

第 6 9 回 
理 事 会 

平成 27年 
5月 28日 

・評議員の一部改選（案）について 

・平成 27年度資金収支補正予算（案）について 

・平成 26年度事業報告（案）について 

・平成 26年度資金収支決算（案）について 

第 6 1 回 
評議員会 

平成 27年 
5月 28日 

・役員の一部改選（案）について 

・平成 27年度資金収支補正予算（案）について 

・平成 26年度事業報告（案）について 

・平成 26年度資金収支決算（案）について 

第 7 0 回 
理 事 会 

平成 27年 
12月 9日 

・評議員の一部改選（案）について 
・職員就業規則の一部改正（案）について 
・専門職員就業規則の一部改正（案）について 

・嘱託職員就業規則の一部改正（案）について 

・臨時職員就業規則の一部改正（案）について 

・児童館パート職員就業規則の一部改正（案）について 

・特定個人情報等取扱規程の制定（案）について 

・特定個人情報の取扱いに関する協定（案）について 

第 6 2 回 
評議員会 

平成 27年 
12月 9日 

・特定個人情報の取扱いに関する協定（案）について 

第 7 1 回 
理 事 会 

平成 28年 
3月 23日 

・拠点型サロン整備の一時中断について 

・平成 27年度資金収支補正予算（案）について 

・個人情報保護規程の一部改正（案）について 

・特定個人情報等取扱規程の一部改正（案）について 

・職員就業規則の一部改正（案）について 

・専門職員就業規則の一部改正（案）について 

・嘱託職員就業規則の一部改正（案）について 

・経理規程の一部改正（案）について 

・瑞穂区デイサービスセンター運営規程の一部改正（案）について 

・生活困窮者に対する食糧支援の実施に関する協定書（案）について 

・名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業委託契約の締結（案）について 

・名古屋市瑞穂児童館・福祉会館の管理業務に関する協定書の締結（案） 

 について 

・平成 28年度事業計画（案）について 

・平成 28年度資金収支予算（案）について 

第 6 3 回 
評議員会 

平成 28年 
3月 23日 

・拠点型サロン整備の一時中断について 

・平成 27年度資金収支補正予算（案）について 

・平成 28年度事業計画（案）について 

・平成 28年度資金収支予算（案）について 
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２ 瑞穂区社会福祉協議会第 3次地域福祉活動計画 

事    項 内            容 

第３回地域福祉活
動計画推進委員会 

第 3 次地域福祉活動計画の進捗状況及び次年度の取り組み予定
について、情報を共有し点検を行った。 
【開催日】平成 28年 2月 26日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 
【参加者数】35人 

地域における研修
会（地域支え合いマ
ップづくりなど） 

学区地域福祉推進協議会や町内会などが主催する地域での助け

合い支えあいに関する研修及び地域支え合いマップづくりなどに、

職員が多数回参加した。（全 11学区で随時実施） 

プロジェクトチー
ム会議など 

○拠点型サロンプロジェクトチーム会議 

孤立を生み出さない地域づくりを目指し、いつでも誰もが気軽に 

交流でき、悩みや不安を相談し合える安心の居場所の実現に向け

て、会場整備や運営内容について検討した。 

第 ６回－平成 27年 5月 14日（参加者数 15人） 

第 ７回－ 〃   6月 17日（参加者数 10人） 

第 ８回－ 〃   9月 24日（参加者数 8人） 

第 ９回－ 〃   10月 22日（参加者数 9人） 

第 10回－ 〃   11月 30日（参加者数 7人） 

第 11回－ 〃   12月 16日（参加者数 8人） 

第 12回－平成 28年 1月 26日（参加者数 13人） 
   

〇地域福祉推進協議会連絡会 

 小地域福祉活動における担い手の確保と人材育成について、アン

ケート調査結果をもとに、グループワークを通して検討した。 

 第 3回 

【開催日】平成 27年 7月 6日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】17人 
 
〇住民相談事業検討会 

身近な相談窓口を設置し、生活上の困りごとに対する個別支援活

動を推進する仕組みについて、事例発表やグループワークを通じ

て、自学区の参考とするとともに、実施学区の拡充のため、活動に

対する理解を深めた。 

第 2回 

【開催日】平成 27年 12月 4日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】25人 

地域福祉推進協議
会あり方検討会 

地域福祉推進協議会の目的や役割を再認識し、組織や事業のあり

方を検討する目的で開催した。 

第４回 

【開催日】平成 27年 6月 22日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】20人 

【内容】・地域福祉推進協議会の広報と効果的な PR方法について 

    ・各学区の平成 27年度重点事業について 

    ・あり方検討会のまとめ 
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事    項 内            容 

おでかけ応援ボラ
ンティア活動の推
進（講座・連絡会・
ボランティア活動） 

 高齢者などで一人での外出が困難な方や不安がある方に対して、

ボランティアが外出の付き添いや送迎を行う活動を推進した。 

 

○「おでかけ応援ボランティア講座」の開催 

おでかけ応援ボランティア事業の活性化を図るため、ボランティ

ア養成の目的で開催した。（瑞穂区人権尊重のまちづくり事業共催） 

（１日目） 

内容：①ボランティアの基礎知識・ボランティアに必要なこと 

   ②おでかけ応援ボランティア活動とは？ 

講師：近藤京子 氏（地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟかがやき代表） 

【開催日】平成 27年 9月 7日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター ボランティアルーム 

【参加者数】14人 

(2日目) 

内容：車いす利用者への支援について 

講師：高田圭子 氏（瑞穂区障害者基幹相談支援センター相談員） 

【開催日】平成 27年 9月 14日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】7人 

 

○「おでかけ応援ボランティア連絡会」 

 第７回  

【開催日】平成 28年 3月 25日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】7人 

（内容）・活動状況報告 

     ・意見交換 

 

○おでかけ応援ボランティア活動の利用 

【実利用者数】24人 

【延利用回数】103回 

【ボランティア登録者数】13人 

瑞穂区福祉教育関
係者連絡会 

 区内小中学校や、福祉教育に関わるボランティアなどの関係者が

集まり、よりよい福祉教育の実施を目的に情報交換の場として開催

した。 

第２回  

【開催日】平成 27年 11月 25日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】19人 

（内容）グループワーク 

    ・「福祉教育から子どもたちに学びとってほしいこと」 

     ・「地域と学校との結びつきや連携の可能性、あり方」 
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３ 社会福祉に関する調査研究並びに広報啓発 

事    項 内      容 

Ｗｅｂサイトの定期

更新及び改修 

多くの区民に本会や地域福祉に関する情報を伝えるため、Ｗｅｂ
サイトを定期的に更新した。 
また、平成２８年４月施行の「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」に基づき、特に視覚障がい者の方に配慮した仕様
に変更することにより、誰でも容易に触れることができるよう情報
アクセシビリティを高める 改修を実施した。 
【アドレス】http://www．mizuho-shakyo.jp 

広報紙の発行 

瑞穂区社協だより「みずほっと」の発行 
※A4 カラー印刷 6ページ 5,500部印刷・配布 

第 12号：平成 27年 7月発行 
＜特集①地域支えあい事業報告 ②ふれあいネットワーク活動＞ 

第 13号：平成 27年 10月発行 
＜特集①第 3次地域福祉活動計画報告 ②赤い羽根共同募金＞ 
第 14号：平成 28年 3月発行 
＜特集①ボランティア交流会開催報告 ②地域支えあい事業報告＞ 

 

４ 地域福祉推進事業 

 (１) 地域福祉推進協議会・ふれあい給食サービス事業の支援 

事    項 内          容 

地域福祉推進協議会 

事業の支援 

 各学区に設置されている「地域福祉推進協議会」の活動に対して
経費の助成を行うとともに、その活動支援を行った。 

（実施学区）御剱、高田、堀田、穂波、井戸田、瑞穂、豊岡、 
中根、弥富、陽明、汐路 

ふれあい給食サービ
ス事業の支援 

 ひとり暮らし高齢者やボランティアなどが食事をしながら交流
する「ふれあい給食サービス事業」に対して経費の助成を行うとと
もに、その活動支援を行った。 
（実施学区）御剱、高田、堀田、穂波、井戸田、瑞穂、豊岡、 

弥富、陽明、汐路 

第 1 回地域福祉推進
協議会研修会 

瑞穂区地域福祉フォーラム「孤立防止を考える」 
【開催日】平成 27年 9月 9日 

【会場】瑞穂区役所 講堂 

※台風の接近により中止 

第２回地域福祉推進
協議会研修会 

地域福祉推進協議会への助成金などの事務説明及び、全学区で実
施している「地域支え合いマップ」活動の活性化を図るための研修
会を実施した。 
【開催日】平成 28年 3月 7日 
【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室  
【参加者数】40人 

瑞穂区食育講演会 

「食」を通した高齢者の健康づくり講演会を開催した。 
加齢に伴う様々な心身機能の低下を予防し、健康寿命を長くする

ために、加齢に伴う体の変化を知り、元気にいきいきと歳を重ねる
ための食事のコツについて学んだ。 
講師：徳永佐枝子 氏（中部労災病院） 

【開催日】平成 27年 11月 18日 
【会場】瑞穂区役所 講堂 
【参加者数】118名 

http://www.mizuho-shakyo.jp/
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(２) 地域力の再生による生活支援推進事業 

事    項 内          容 

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） 

高齢者のちょっとした困りごとを、地域の元気な高齢者を中心と
する多様な主体による互助によって支援することにより、要支援高
齢者などが可能な限り自立した日常生活を営むことができる地域
を目指し、御剱･高田･穂波･堀田の 4学区において事業を実施した。 
また、事業の実施を通じて、住民同士の支え合い意識の醸成を図

るとともに、活動に応じて付与されるボランティアポイントが自学
区に還元されることから、ボランティアのモチベーションを上げる
ことにつながっている。 
(主な認定事業：地域支えあいマップづくり・ふれあいいきいき

サロン・ふれあい給食会・ふれあいネットワーク活動など) 

 
〇地域支えあい活動連絡会議（4学区合計） 
 【開催回数】17回  【構成員数】52名 
 
〇ボランティア講座（4学区合計） 

 【開催回数】15回    
 
〇ボランティアポイント制度 

実施学区 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録者数 ﾎﾟｲﾝﾄ付与数 
相談など 

受付件数 

御 剱 178 人 6,973 ﾎﾟｲﾝﾄ 55 件 

高 田 200 人 8,792 ﾎﾟｲﾝﾄ 52 件 

穂 波 288 人 9,533 ﾎﾟｲﾝﾄ 51 件 

堀 田 197 人 11,577 ﾎﾟｲﾝﾄ 59 件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

(３) ボランティアセンターの運営 

事    項 内          容 

ボランティアの登
録・相談 

①  新規登録ボランティア数（平成 27年度） 

 区 分 登録数 活 動 内 容  

 個  人 ６人 
傾聴ボランティア、福祉施設ボ
ランティアなど 

 

 
グループ ７ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

清掃ボランティア、演芸ボラン
ティアなど 

 

  

 
② 相談・情報提供 

 件 数 主  な  内  容  

 128件 

・話し相手をお願いしたい 
・福祉施設の運営・利用者向け出し物の披露

ができるボランティアをお願いしたい 
 など 

 
 

 
 
 
 

 

福祉ボランティア 
体験学習への協力 

 
小・中学校などで実施される福祉ボランティア体験学習に対して職員

及び協力者の派遣の調整などを行った。 
 

① 協力先及び参加人数 

 小学校 中学校  

 ６回（機材

貸出３回） 
231人 

４回（機材

貸出３回） 
240人 

 
② 体験学習の内容 

 内       容 回  数  

 車いす体験 １回  

 高齢者疑似体験 １回  

 講話（視覚障がい当事者、車いす当事者） ２回  

 合       計 ４回  

 

③ 協力内容 

 

 

内       容 回  数  

 職員の派遣 ４回 

協力者の調整 ２回 

体験資機材などの提供 １０回 

合       計 １６回 

  

ボランティア活動

保険の受付 

 
① ボランティア活動保険の加入受付件数  ９７件 
② ボランティア行事用保険の加入受付 

 区 分 件 数 主 な 行 事  

 日帰り行事 ７３件 
子育てサロン、障がい者との交流

会、納涼まつり、各種講座など 

 

 宿 泊 行 事 １件  

 合 計 ７４件  
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事    項 内          容 

瑞穂区サマーボラ
ンティア活動体験
講座 

中高生を対象に、区内ボランティアグループなどの活動への体験参加

を通じて、ボランティア活動への理解を促進した。 
（協力：区内ボランティアグループ及びＮＰＯ 計 6団体） 
【開催日】平成 27年７月 21日～8月 25日 
【会場】ボランティアグループの活動先及びＮＰＯ施設など 
【参加者数】29人 

小学生のためのボ
ランティア体験講
座 

小学生とその保護者を対象に、街頭募金ボランティアの体験を通じ
て、共同募金への理解とボランティア活動への興味を促進した。 
（協力：㈱名古屋グランパスエイト、豊岡学区地域福祉推進協議会） 
【開催日】平成 27年 10月 24日  
【会場】豊岡コミュニティセンター及びパロマ瑞穂スタジアム周辺 
【参加者数】28人（小学生 17人、保護者 11 人） 

瑞穂区入門手話講
座 

生涯学習センターを会場に全 12回の手話講座(入門編)を開催した。 
【開催日】平成 27年 9月 24日～12月 17日 計 12回 
【会場】瑞穂生涯学習センター 

【参加者数】19人 

傾聴ボランティア
養成講座 

区内の傾聴ボランティアニーズに対応できる傾聴ボランティアの養

成を目的に、講座を開催した。 

【開催日】平成 27年 11月 5日～26日 計 4 回 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】17人 

瑞穂区ボランティ
ア交流会 

区内のボランティア同士の交流、新たなボランティア活動の場の発見

並びに日頃のボランティア活動の発表の場の創出を目的に開催した。 

【開催日】平成 27年 12月 18日 

【会場】名古屋市瑞穂文化小劇場 

【参加者数】166人 

【出演グループ数】8団体 
 
（４）名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業 

事 項 内            容 

名古屋市高
齢者はつら
つ長寿推進
事業 

 高齢者を対象に、地域の身近な場所において、ボランティアとの協働により
介護予防への理解を促し、自主活動又は地域活動への参加促進を図った。 

 会  場 曜日 
午前 

午後 

実施 

日数 

実参加

者数 
延参加者数 

延ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

活動者数 

 

 陽明ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 月 午前 40日 23人 828人 103 人  

 在宅サービスセンター 月 午後 45日 22人   805人 149人  

 弥富ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 火 午前 45日 23人 836人 126人  

 井戸田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 火 午後 47日 24人 955人 103人  

 仁所公民館（中根） 水 午前 46日 24人 989人 87人  

 御剱ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 水 午後 47日 24人 1,006人 68人  

 穂波ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 木 午前 50日 23人 982人 49人  

 南新開荘集会所 木 午後 50日 25人 1,098人 89人  

 合 計   370日 188人 7,499人 774人  

 ◆参考平成 26年度   375日 187人 7,345人 805人  
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 (５)名古屋市高齢者サロンの整備等生活支援推進事業 

事    項 内          容 

サロンの整備推進 

高齢者などが集えるサロン（集いの場）の整備を推進した。 
○新規サロン開設助成       4件 
○既存サロン運営助成 （上半期） 5件 
           （下半期） 6件 

ふれあい・いきいき
サロン運営交流会 

区内のふれあい・いきいきサロン実践者を対象に、サロン運営に
大切になる視点の再確認とレクリエーションのマンネリ化を防ぐ工
夫などについて学ぶとともに、参加者同士の情報交換や交流を目的
に実施した。 
【開催日】平成 28年 1月 14日及び 15日（同内容で実施） 
【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 
【参加者数】28名（1/14）、41名（1/15） 

瑞穂区生活支援連絡
会 

生活支援の基盤整備と充実を図るため、生活支援サービスに関係
する団体が参画し、協議体を設置・運営した。 
○第 1回 
【開催日】平成 27年 10月 19日 
【会場】瑞穂区在宅サービスセンター ボランティアルーム 
【参加者数】10名 
【内容】・高齢者サロンの整備等生活支援推進事業の年間計画 

     ・瑞穂区内のサロン開催状況 
     ・介護施設などにおけるサロン開設に向けた課題 など 
○第２回 
【開催日】平成 28年 2月 5日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 
【参加者数】8名 
【内容】・サロン整備助成実績 

     ・サロン運営者へのアンケート調査結果   
・サロン参加者への生活支援ニーズ調査方法などの検討    

 

（６）福祉関係団体に対する事業助成  合計 858,600円 

事    項 内            容 

ひとり暮らし高齢者
等訪問活動 

（民生委員児童委員連

盟瑞穂区支部） 

 ひとり暮らし高齢者などに対し行う見守り活動に、活動推進費と
して各民生委員児童委員協議会に助成金を交付した。 
 【実施日】通年 

 【実施場所】瑞穂区内 
 【助成総額】111,600円 

民生委員児童委員連
盟瑞穂区支部研修 
（民生委員児童委員連

盟瑞穂区支部） 

 民生委員・児童委員活動の充実と地域福祉活動の向上を目的に開
催される活動事例発表会、支部研修会等に助成金を交付した。 
 【開催日】通年 
 【会場】瑞穂区役所 会議室・講堂、名古屋市瑞穂文化小劇場 
 【助成総額】250,000円 

瑞穂区小中学校連合
音楽会 

（瑞穂区教育振興会） 

瑞穂区内の市立小中学校の児童生徒による音楽学習の成果を発
表する会に助成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 9月 16日 

【会場】名古屋市教育センター 

 【助成総額】20,000円 
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事    項 内            容 

生活保護世帯へのお

正月用品配布のため
の愛のバザー 
（瑞穂区女性団体協
議会） 

 女性団体協議会が生活保護世帯へお正月用品を配布するための

財源づくりに開催されるバザーへ助成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 12月 5日、12月 24 日 

【会場】瑞穂区役所 講堂 

 【助成総額】50,000円 

街頭キャンペーン活
動 
（瑞穂区保護司会） 

保護司会が社会を明るくする運動月間に瑞穂区役所や、名鉄堀田
駅など主要駅周辺で実施する街頭キャンペーンへ助成金を交付し
た。 
【開催日】平成 27年 7月 1日～7月 31日 

【会場】瑞穂区役所及び瑞穂区内主要駅 

【助成総額】16,000円 

ミニ集会 
（瑞穂区更生保護女
性会） 

 更生保護活動にかかる講演会や活動にかかる意見交換を行う集

会に助成金を交付した。 
 【開催日】平成 27年 6月 24日 
 【会場】瑞穂区役所 会議室 
 【助成総額】16,000円 

瑞穂区戦没者遺族大
会 
（瑞穂区戦没者遺族
会） 

県の護国神社において行われる戦没者慰霊祭及び終了後に行わ
れる遺族大会に助成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 11月 3日 
【会場】愛知県護国神社及び桜華会館 

 【助成総額】45,000円 

 
みずほ助けあい・支え

あい活動助成事業、 
公開プレゼンテーシ
ョン審査委員会 

共同募金配分金及び「公開プレゼンテーションによる助成審査

会」実施支援事業配分金を財源に、地域住民の福祉活動への支援を
行うため、助成金の交付についての公募を行い、さらに事前審査を
通過した応募団体による公開プレゼンテーションを行った上で、審
査委員会にて助成事業を決定し、助成金を交付した。 
 
【開催日】平成 27年 6月 24日 
【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室ほか 
【助成事業数】9事業 
【助成総額】350,000円 
【助成団体及び事業一覧】 

団体名 事業名 

ヨハネいきいきサロン 学習サポート「まなびやヨハネ」 

みずほたすけ愛ネット 
ボランティア交流事業 

「わくわくみずほまつり」 

箏京花会 こども箏（こと）体験事業 

手話グループ ウィズ 手話グループ ウィズ活動 

託児グループぞうさん 
みんなであそぼ!!⑭ 

～地域に広げよう子育ての輪～ 

地域ボランティアグループ 

かがやき 

講座名「わたしの終活」～自分ら

しく暮らし続けるために～ 

NPO法人あいちハート倶楽部 障害者の団体の日帰りバス旅行 

瑞穂鯱城会  

友多互愛（うたごえ） 

高齢者向けカラオケボランティア

活動 

名古屋みずほ災害ボランティア 

ネットワーク 
高齢者向け防災教室 
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５ 低所得者の援護更生 

事    項 内            容 

生活福祉資金の
貸付・援助指導 

低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などに対し、民生委員の協力を
得て生活福祉資金の貸付・援助指導を行った。 
平成 27年度 

 
総合支

援資金 

福祉資金 
教育支

援資金 

不動産担

保型生活

資金 

臨時特

例つな

ぎ資金 

生活復

興支援

資金 

合計 
福祉費 

緊急小

口資金 

相談 15 24 32 9 11 1 0 92 

決定 0 0 2 0 0 0 0 2 
 

◆参考 平成 26年度 

 
総合支

援資金 

福祉資金 
教育支

援資金 

不動産担

保型生活

資金 

臨時特

例つな

ぎ資金 

生活復

興支援

資金 

合計 
福祉費 

緊急小

口資金 

相談 ７ 28 34 5 11 0 0 85 

決定 0 1 0 0 0 0 0 1 
 

 

６ 児童福祉事業  合計 1,371,000 円 

事    項 内            容 

デイキャンプへの助成 

(瑞穂区子ども会育成
連絡協議会) 

自然の中で親睦を深め、心身の鍛錬を目的に実施されるデイ
キャンプに助成金を交付した。 

【開催日】平成 27年 10月 25日 

【会場】大垣市かみいしづ緑の村公園 

【助成総額】228,000円 

区子ども会まつり 
スタンプクイズラリー
＆お楽しみイベントへ

の助成 
(瑞穂区子ども会育成
連絡協議会) 

秋の爽やかな季節の中、豊岡小学校にてお楽しみイベントを
開催しながら家族で山崎川周辺も散策し、児童の心身の健全な
育成を図ることを目的に実施される事業に助成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 9月 27日 

【会場】豊岡小学校及び山崎川周辺 

【助成総額】300,000円 

機関紙「区子連だより」
発行経費助成 
(瑞穂区子ども会育成
連絡協議会) 

瑞穂区内の各学区の子ども会の活動状況や、瑞穂区子ども会
育成連絡協議会で年間に行われた行事などを広報する目的で発

行される機関紙作成に助成金を交付した。 
【発行日】平成 28年 2月 15日 
【助成総額】150,000円 

小規模地域子ども会 
団体助成 

名古屋市の助成対象とならない小規模地域子ども会を対象 
として、運営経費を助成した。 
【助成団体数】2団体 

 【助成総額】19,600円 

保育園遊具・器具購入
費助成 (瑞穂区保育協
会) 

瑞穂区内民間保育園を対象として、遊具・器具購入費を助成
した。 
【助成保育園数】8園 

 【助成総額】214,400円 
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事    項 内            容 

赤 ち ゃ ん 広 場 2015  
in瑞穂への助成 
(瑞穂区保育協会) 

 親子で楽しく遊びながら、子育ての不安や悩みを解決できる

きっかけ作りと、保育園に親しみをもってもらうことを目的に
開催される「赤ちゃん広場 2015in瑞穂」へ助成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 6月 27日 
【会場】瑞穂区役所 講堂及びさくらルーム 

 【助成総額】50,000円 

瑞穂区保育園よいこの
つどいへの助成 
(瑞穂区保育協会) 

瑞穂区内保育園年長児が一同に参集し、子どもたちの豊かな
感性とすこやかな創造力を育てるとともに、連帯感を養い今後
の保育事業の向上発展に寄与することを目的に開催される「瑞
穂区保育園よいこのつどい」へ助成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 10月 20日 
【会場】名古屋市教育センター 
【助成総額】299,000円 

学童保育所指導員研修
への助成 
(瑞穂区学童保育連絡
協議会) 

指導員の職責に対する自覚と専門性の蓄積・実践的力量の 
向上を目指すための研修会へ助成金を交付した。 
【開催日】 通年（年３～４回） 
【助成総額】 10,000円 

医薬品整備事業 
(瑞穂区学童保育連絡
協議会) 

瑞穂区内の学童保育所に対して、救急用の常備薬設置のため
に、医薬品購入費を助成した。 
【助成総額】100,000円 

 

７ 高齢者福祉事業  合計 1,013,152 円 

事    項 内            容 

寝具クリーニングサー
ビス事業 

 瑞穂区内に在住する 65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び 65
歳以上の高齢者のみの世帯を対象に、在宅高齢者が衛生的で安
らかな生活を送ることを目的に、布団・毛布のクリーニングサ
ービスを実施した。 
【実施月】平成 27年 11月及び 12月 
【申込者数】109人 

 【経費総額】388,152円 

「敬老の日」記念事業 

多年にわたり社会の進展に寄与した瑞穂区在住のかぞえ 100
歳の高齢者に敬老の意を表するため、対象の高齢者宅を訪問し、
敬老記念品の贈呈を行った。 
 【実施日】平成 27年 9月 21日を中心とする数日間 

 【対象者数】30人 
 【経費総額】225,000円 

総会・講演会への助成 
（瑞穂区老人クラブ連
合会） 

 老人クラブ連合会総会及び会員の健康づくりなどに関する講
演会に対し助成金を交付した。 
 【開催日】平成 27年 5月 20日 
 【会場】瑞穂区役所 講堂 
 【助成総額】80,000円 

社会奉仕活動への助成 
（瑞穂区老人クラブ連
合会） 

 「社会奉仕の日」に会員の所属地域ごとに実施される清掃活
動に助成金を交付した。 
 【実施日】平成 27年 5月 20日、9月 20日、12月 20日 
【実施場所】瑞穂区内一円 

 【助成総額】33,000円 
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事    項 内            容 

代表者研修会への助成 
（瑞穂区老人クラブ連
合会） 

単位老人クラブ代表者が合同で、活動発表、情報交換、諸制

度の学習などを行い、意見交換・交流を実施する研修会に助成
金を交付した。 
 【開催日】平成 27年 6月 9日～10日 
 【会場】立山プリンスホテル コンベンションホール 
 【助成総額】80,000円 

寿大学への助成 
（瑞穂区老人クラブ連
合会） 

 老人クラブ指導者の資質向上を図り、今後の老人クラブの健
全な発展と、高齢者福祉の増進を目的に開催される寿大学に助
成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 12月 11日 
【会場】瑞穂区役所 講堂 

 【助成総額】100,000円 

友愛訪問活動研修会へ
の助成 
（瑞穂区老人クラブ連
合会） 

 友愛訪問活動を通して、安否確認や孤立感緩和に資する能力
の向上を図るため、関連分野の講師を招き、講演や実技指導を
実施する研修会に助成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 9月 8日 

 【会場】瑞穂区役所 講堂 
 【助成総額】39,240円 

会員増強・仲間づくり
事業への助成 
（瑞穂区老人クラブ連

合会） 

 老人クラブの組織率低下による高齢者の孤立化や非交流によ
る心身の機能低下、認知症などの増加が懸念されるなか、地域
のクラブでの「サロン＝茶話会活動」、「趣味＝サークル活動」
などを推進し、個人の活性化や仲間づくり、会員増強を目指す
ために実施される事業へ助成金を交付した。 

【開催日】通年 
【会場】瑞穂区内一円 

 【助成総額】67,760円 

 

８ 障がい者（児）福祉事業  合計 1,539,671 円 

事    項 内          容 

2015ふれ愛納涼まつり 

障がい者関係団体やその他協力団体が中心となり、企画を通
して交流の輪を広げ、福祉意識の高揚を図るため開催した。  
（模擬店、バザー、福祉体験、ステージ発表など） 
【開催日】平成 27 年 8月 22日  
【会場】惣作公園（瑞穂生涯学習センター西側） 

【企画・運営】ふれ愛納涼まつり実行委員会 
(瑞穂区障害者関係団体連絡会など) 

【協力】民生委員児童委員連盟瑞穂区支部、瑞穂区役所など 
【参加者数】約 1,500人 
【経費総額】1,264,671円 

区小中学校特別支援学
級児童生徒作品展への
助成 
（瑞穂区教育振興会） 

 特別支援学級・特別支援学校の児童・生徒の作品を展示し、
障がい児教育についての正しい認識や理解を深めるとともに、
作品の制作・発表を通じて児童・生徒に喜びや自信を感じても
らうことを目的に開催される作品展に助成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 12月 8日～13日 
【会場】名古屋市博物館 
【助成総額】90,000円 
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事    項 内          容 

区小中学校特別支援学
級・特別支援学校卒業生
を励ます会への助成 
（瑞穂区教育振興会） 

 特別支援学級・特別支援学校を卒業するにあたって、幾多の

試練にも負けず、力強く自立の道を目指すよう、卒業記念品の
贈呈を行う「励ます会」に助成金を交付した。 
 【開催日】平成 28年 2月 10日 
【会場】瑞穂区役所 講堂 

 【助成総額】45,000円 

クリスマス会への助成 
(瑞穂区手をつなぐ育成
会) 

 クリスマス会やその中で行われるゲームアトラクションを通
して興味や意欲を引き出し、会員同士の親睦を図るとともに、
地域住民を招待し、育成会活動の PRを実施するクリスマス会に
助成金を交付した。 
 【開催日】平成 27年 12月 6日 
  【会場】瑞穂生涯学習センター 

 【助成総額】30,000円 

名古屋市身体障害者登
山大会参加への助成 
（瑞穂区身体障害者福
祉協会） 

障がい者が機能回復訓練と当事者同士が親睦を深めることを
目的に、登山大会に参加する事業に対し助成金を交付した。 
【開催日】平成 27年 8月 19日 
【会場】奈良県 若草山 
【助成総額】90,000円 

ボウリング大会への助
成 
（瑞穂区身体障害者福
祉協会） 

機能回復訓練と会員、家族相互の連帯を深めることを目的に
開催される大会に助成金を交付した。 
【開催日】平成 28年 1月 24日 
【会場】ラウンド１ 
【助成総額】20,000円 
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９ 瑞穂区デイサービスセンターの運営 

要支援・要介護高齢者の心身機能の維持と家族の介護負担軽減を図るため、介護保険制

度による指定通所介護事業（指定予防通所介護事業）を実施した。 
 

月 運営 利 用 １日当り 要介護度別内訳(人) 

  日数 延人員 利用人員 要支援 要介護 

  
 

(日) 
(人)   (人) 1 2 1 2 3 4 5 

4月 26 603 23.2 30 44 122 199 124 67 17 

5月 26 548 21.1 31 38 117 160 120 66 16 

6月 26 575 22.1 36 37 130 175 120 58 19 

7月 27 579 21.4 43 45 130 169 118 59 15 

8月 26 543 20.9 34 43 135 169 107 45 10 

9月 26 543 20.9 35 38 142 184 107 25 12 

10 月 27 570 21.1 43 48 136 203 126 4 10 

11 月 25 522 20.9 43 48 119 178 123 1 10 

12 月 24 510 21.3 38 56 111 167 126 0 12 

１月 24 514 21.4 38 48 120 176 123 0 9 

２月 25 566 22.6 32 49 123 232 121 0 9 

３月 27 597 22.1 37 50 131 241 122 0 16 

合計 309 6,670 21.6 
440 544 1,516 2,253 1,437 325 155 

6.6% 8.2% 22.7% 33.8% 21.5% 4.9% 2.3% 

◆参考 

平成 26

年度 

307 6,875 22.4 
382 722 1,447 2,000 1,401 805 118 

5.6% 10.5% 21.0% 29.1% 20.4% 11.7% 1.7% 
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10 瑞穂区介護保険事業所への協力 

事    項 内          容 

瑞穂区介護保険事業所
事業の運営 

【職員数（平成２８年３月末現在）】 
ケアマネジャー            ７名 
サービス提供責任者          ９名 
なごやかスタッフ（登録ヘルパー）  ９７名 

 
【平成２７年度実績】 
居宅介護支援事業 

ケアプラン作成件数       ３，２７７件 
訪問介護事業 

サービス提供件数（介護保険）  ２，６８２件 
サービス提供件数（障害者総合支援法）７３７件  

サービス提供件数（その他）     １５０件 

 

11 瑞穂区東部・西部いきいき支援センターへの協力 

（名古屋市社会福祉協議会受託事業） 

高齢者が可能な限り地域において自立した生活が営めるよう、心身の健康の保持及び生

活の安定のために必要な援助を行い、要支援・要介護状態となることを予防するとともに、

保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援することを目的として、名古屋市より名古屋

市社会福祉協議会が受託をし、東部・東部分室・西部センターで各種事業を実施した。 

 

（１）相談                         

事 項 東 部 （分室再掲） 西 部 

総合相談・権利擁護 1,182件 400 件 813件 

（内訳） 

  虐待関係 

  権利擁護関係 

  消費者被害関係 

  健康・福祉・介護相談 

  高齢者福祉なんでも相談所（～9月）  

  高齢者いきいき相談室（10月～） 

 

10件 

13件 

1件 

1,083件 

52件 

23件 

 

6 件 

0 件 

0 件 

394 件 

－ 

－ 

 

20件 

10件 

2件 

741件 

19件 

21件 

ケアマネジメント支援業務 296件 91 件 529件 

（内訳） 

  困難ケース相談 

  ケアマネ支援 

  地域ネットワークづくり 

  その他 

 

54件 

140件 

93件 

9件 

 

20 件 

46 件 

24 件 

1 件 

 

114件 

201件 

210件 

4件 
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（２）包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

事   項 内          容 

ケ ア マ ネ サ ロ

ン・研修 

 区内のケアマネジャーが日ごろの業務の疑問や悩みを語り合えるサ

ロンと、ケアマネジメント業務に役立つミニ講座・研修を開催した。 

実施年月日 参加者数 テーマ 

平成 27年 4月 14日 26人 介護ロボット＆地域資源 

平成 27年 5月 12日 25人 制度改正について（ワールドカフェ方式）  

平成 27年 6月 18日 97人 医療介護連携会議（カナミック） 

平成 27年 7月 14日 59人 
介護保険法改正に伴った変更と福祉

についてのあれこれ疑問について 

平成 27年 8月 11日 32人 老人ホームの選び方 

平成 27年 9月 16日 79人 医療介護連携会議（症例紹介） 

平成 27年 10月 14日 25人 障害者総合支援法 

平成 27年 11月 10日 43人 事例から学ぶ成年後見制度 

平成 27年 12月 18日 20人 個別ケア会議（事例検討） 

平成 28年 1月 13日 27人 ケアプラン作成について 

平成 28年 2月 18日 89人 医療介護連携会議（ICT・症例紹介） 

平成 28年 3月 24日 47人 実地指導について 
 

ケアマネ通信さ

くら 

 居宅介護支援事業所向けに毎月「ケアマネ通信さくら」を発行し、情

報提供を行った。 

瑞穂区介護保険

事業者連絡会協

力 

介護保険事業者連絡会の居宅部会幹事として協力し、研修会を行っ

た。 

①第 1回 

 【開催日】平成 27年 7月 14日 

 【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

 【参加者数】59人 

 【内容】『介護保険法改正に伴った変更と福祉についてのあれこれ疑問について 』 

      瑞穂区役所区民福祉部福祉課 遠山敏文氏 

瑞穂区役所区民福祉部保険年金課 水島陽介氏 

②第 2回 

 【開催日】平成 27年 11月 10日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】43人 

 【内容】『事例から学ぶ成年後見制度』 

      法人後見センターなごやかぽーと 髙橋健輔氏 

③第 3回 

 【開催日】平成 28年 2月 10日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】40人 

 【内容】『職場におけるコミュニケーション能力向上研修』 

      介護労働安定センター 山本道子氏 

医療支援事業 介護予防プラン作成などについて、ケアマネジャー及びセンター職員

が瑞穂区医師会の医師から相談助言を受けた。 

（東部・西部 毎月各 1回） 
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（３）介護予防ケアマネジメント事業（二次予防高齢者支援） 

事        項 東 部 西 部 

平成 27年度二次予防事業対象新規決定者数 212 人 249人 

二次予防事業対象者へのサービス提供状況（延人数） 216 人 165人 

（内訳）運動器の機能向上事業（得トク運動教室） 

  認知症・うつ予防事業 

  低栄養改善事業（食生活充実事業） 

  口腔機能向上事業（お口の機能向上事業） 

  福祉会館わくわく通所事業 

  訪問型介護予防事業 

  高齢者自立支援配食サービス事業 

  高齢者自立支援訪問事業 

57 人 

75 人 

5 人 

17 人 

50 人 

0 人 

3 人 

9 人 

76人 

36人 

6人 

6人 

22人 

0人 

9人 

10人 

介護予防事業体験会  二次予防事業対象者に対して、介護予防の必要性や二次予防事

業に関する説明を行った。 

①第 1回 

東部：【開催日】平成 27年 8月 15日 【参加者数】16人 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

西部：【開催日】平成 27年 8月 17日 【参加者数】10人 

【会場】瑞穂区西部いきいき支援センター 研修室 

      【内容】口腔・栄養体験会 

        瑞穂保健所 歯科衛生士・栄養士による説明   

②第２回 

【開催日】平成 27年 10月 5日 【参加者数】32人 

【会場】愛知みずほ大学短期大学部 調理室 

      【内容】男性初心者料理教室 

        愛知みずほ大学短期大学部 上原正子氏 

 

（４）認知症高齢者を介護する家族支援事業 

事   項 内          容 

認知症家族教室  認知症の方を介護している家族に対して、認知症の基礎知識や

介護方法、社会資源などに関する教室を行った。 

① 上半期：平成 27年 4月～8月（各全 5回コース） 

 東 部 西 部 

日 時 
第 3木曜日 

13：30～15：30 

第 3 火曜日 

13：30～15：30 

会 場 
瑞穂区在宅サービス 

センター 研修室 

瑞穂区西部いきいき 

支援センター 研修室 

参加者数 延 10人 延 15 人 

② 下半期：平成 27年 10月～平成 28年 2月（各全 5回コース） 

 東 部 西 部 

日 時 
第 2木曜日 

13：30～15：30 

第 3 火曜日 

13：30～15：30 

会 場 
瑞穂区在宅サービス 

センター 研修室 

瑞穂区西部いきいき 

支援センター 研修室 

参加者数 延 13人 延 11 人 
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事   項 内          容 

認知症家族サロン  認知症の方を介護している家族や介護経験者との交流会を毎月

各 1回行った。 

 東 部 西 部 

日 時 
第 1水曜日 

13：30～15：30 

第 4 木曜日 

13：00～15：00 

会 場 
瑞穂区在宅サービス 

センター 研修室 

瑞穂区西部いきいき 

支援センター 研修室 

参加者数 延 117人 延 86 人 
 

もの忘れ相談医による

専門相談 

 認知症の方を介護している家族に対して、瑞穂区医師会の医師

（もの忘れ相談医）の協力で相談助言を毎月各 1回行った。 

 東 部 西 部 

日 時 
第 3水曜日 

13：30～14：30 

第 4 水曜日 

13：30～14：30 

会 場 
瑞穂区在宅サービス 

センター 連絡調整室 

瑞穂区西部いきいき 

支援センター 研修室 

参加者数 延 17人 延 20 人 
 

認知症サポーター養成

講座 

 認知症を理解し、認知症の方やその家族とともに地域で支えあ

うために、講座を行った。 

 【東部】10回開催、245人参加 

 【西部】14回開催、352人参加 

 

（５）高齢者の見守り支援事業 

事   項 内          容 

見守り活動／いきいき

コール 

高齢者が孤立状態に陥らないように、ふれあいネットワーク活

動や行政機関や民生委員、地域の方たちと連携を図り、見守り支

援員による対象となる方への面接や電話などの実施及び地域にお

ける見守り活動の支援を行った。 

対象となる方に対し面接や電話・訪問などを実施し、ボランテ

ィアの協力による見守り電話である「いきいきコール」を定期的

に行った。 
 

○見守り支援員の活動件数（電話・面接） 

【東部】542件 【西部】830件 
 
○いきいきコール利用者数 

【東部】9名  【西部】15名 
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（６）認知症地域支援体制づくり推進事業 ※平成 27年 8月～新規事業 西部圏域にて配置 

事   項 内          容 

認知症初期集中支援チ

ーム事業 

認知症初期集中支援チーム員が、いきいき支援センターに配置

され、認知症サポート医の支援・協力を得ながら、認知症の早期

診断・早期発見に向けた個別支援を行った。 

【チーム員会議】8回 

【支援対象者数】8人 

瑞穂区認知症ケアパス 新たに配置された認知症地域支援推進員を中心として、認知症

の容態に応じた適時・適切な医療と介護等の提供の流れなどをま

とめたケアパスを作成した。 

作成にあたっては、行政関係者や専門職、地域の方による「瑞

穂区認知症体制づくりワーキングチーム会議」において、事例検

討を通じた課題抽出や、認知症ケアパスの内容・配布方法の検討

などを行った。 

【ワーキングチーム会議】４回開催 

【瑞穂区認知症ケアパス】5,000部作成 

認知症カフェ 認知症のご本人やご家族、地域住民、専門職等、地域の誰もが

気軽に集い、楽しく過ごして仲間づくりや情報交換をする活動拠

点を認知症カフェとして登録し、さらに開催頻度や参加人数、人

員配置等の一定基準を満たす認知症カフェに助成を行う事業。   

認知症地域支援推進員が中心となり、登録の広報・勧奨や、登

録された認知症カフェへの運営支援を行った。（対象：区内全域） 

【登録件数】2件 

 

（７）瑞穂区地域包括ケア推進計画 

事   項 内          容 

瑞穂区地域包括ケア

推進会議 

保健・医療・福祉・ボランティア活動などに関係する団体が、多

職種で連携を図り、高齢者の支援を進めるために協議を行った。 

①【開催日】平成 27年 10月 21日 【参加者数】12人 

 【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【内容】・地域包括ケア推進会議設置規程の改正 

     ・平成 27年度事業中間報告 

 

②【開催日】平成 28年 2月 23日 【参加者数】11人 

 【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

 【内容】・平成 28年度事業計画について 

・各種報告事項 

①  

孤立死防止プロジェ

クトチーム会議 

※①～④は瑞穂区地域包括ケア推進計画実施事業番号 

「孤立死防止」のための緊急時の対応について平成 26年度に検討

し、検討結果について周知を行った。 

○瑞穂区地域福祉フォーラム「孤立防止を考える」 

【開催日】平成 27年 9月 9日 

【会場】瑞穂区役所 講堂 

※台風の接近により中止 

○緊急時対応チャートの配布 

民生委員、区政協力委員へ配布（10月） 
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事   項 内          容 

② 

家族介護者支援プロ

ジェクトチーム会議 

既存事業以外の家族介護者のつながりづくりや新たな支援方法に

ついて検討した。 

 

 【開催日】平成 27年 6月 16日、7月 14日、8月 25日、 

10月 7日、12月 2日、平成 28年 1月 28日、 

2月 26日 計 7回 

 【メンバー】10人  

 【内容】オレンジカフェみずほの運営 など 

 

＜オレンジカフェみずほ 開催状況＞ 

○ホリデー編 計 2回 

①【会場】ボンセジュール瑞穂公園 

【開催日・参加者数】平成 27年 9月 6日 13：30～15：00 50人 

（家族介護者、本人、認知症サポーター、専門職 

など）※以下同じ 

②【会場】アミーユレジデンス高辻 

【開催日・参加者数】平成 28年 3月 6日 13：30～15：00 33人 

 

○ナイト編 計 3回 

①【会場】堀田デイサービスセンター 

【開催日・参加者数】平成 27年 8月 21日 19：00～21：00 18人 

（男性介護者、本人、専門職など）※以下同じ 

②【会場】ゆらら桜山 

【開催日・参加者数】平成 27年 11月 20日 19：00～21：00 23人 

③【会場】大喜デイサービスセンター 

【開催日・参加者数】平成 28年 2月 19日 19：00～21：00 29人 

 

○モーニング編 計 8回 

【会場】和が家（喫茶店） 

①【開催日・参加者数】平成 27年 8月 5日 8：00～10：00 18人 

（一般、家族介護者、認知症サポーター、専門職 

など） ※以下同じ 

②【開催日・参加者数】平成 27年 9月 2日  8：30～10：00 26人 

③【開催日・参加者数】平成 27年 10月 7日  8：30～10：00 27人 

④【開催日・参加者数】平成 27年 11月 4日  8：30～10：00  22人 

⑤【開催日・参加者数】平成 27年 12月 2日  8：30～10：00 18人 

⑥【開催日・参加者数】平成 28年 1月 6日  8：30～10：00 16人 

⑦【開催日・参加者数】平成 28年 2月 3日  8：30～10：00 16人 

⑧【開催日・参加者数】平成 28年 3月 2日  8：30～10：00 15人 
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事   項 内          容 

③ 

認知症ケア体制プロ

ジェクトチーム会議 

 

 

 

認知症の方の早期発見・早期対応を目指して、認知症の啓発、早

期発見の仕組みづくりについて検討を行った。 

【開催日】平成 27年 4月 21日、6月 17日、8月 27日、 

     10月 27日、12月 15日、平成 28 年 2月 16日 計 6回 

【メンバー】10人 

【内容】認知症の啓発のための寸劇、「認知症のひとにやさしい店」

の検討、ひとり歩き模擬訓練 など 

＜認知症サポーター養成講座における寸劇発表＞ 

認知症ケア体制プロジェクトチームのメンバーの協力を得て、寸

劇を活用した認知症サポーター養成講座を実施した。 

○コープあいちくらしたすけあいの会 

【開催日】平成 27年 4月 23日 

 【会場】ウインクあいち 

 【参加者数】125人 
 
○柳三長寿会 

【開催日】平成 27年 6月 9日 

 【会場】地蔵寺 

 【参加者数】24人 
 
○中根学区健康教室 

【開催日】平成 27年 9月 30日 

 【会場】中根小学校特活室 

 【参加者数】31人 
 
○みずほ介護フェスタ‘１５ 

【開催日】平成 27年 11月 14日 

 【会場】瑞穂区役所 講堂 

 【参加者数】30人 
 
○はつらつ長寿推進事業ボランティアフォローアップ講座 

【開催日】平成 28年 2月 5日 

【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 研修室 

【参加者数】10人 

④ 

「みずほ介護フェス

タ’１５」の開催 

実行委員会に参加し、企画・運営を行った。 

【開催日】平成 27年 11月 10日～15日 

【会場】瑞穂区役所 講堂 

【来場者数】1,650人 

【内容】 瑞穂区内のデイサービスなどの利用者の方による作品 

展のほか、地域包括ケアについてのシンポジウムや認知 

症に関する講演会、認知症サポーター養成講座など。 

講演会 

『認知症の病状・予防について 

～元気に健康に前向きに生活できるように～』 

       国立長寿医療研究センター 遠藤英俊 氏 

 シンポジウム 

・介護保険制度のゆくえ～総合事業のねらいとまちづくり～  

                           など 
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（８）地域ネットワークづくりなど 

事   項 内          容 

瑞穂区地域包括ケア医

療・介護連携会議 

医療・介護・保健の各分野の専門職とともに、事例検討や研修

を通じて、顔の見える関係をつくり、瑞穂区の地域包括ケアの推

進に向けた連携強化の会議を開催した。 

○【開催日】平成 27年 6月 18日 

【会場】瑞穂区休日急病診療所 会議室 

【参加者数】97人（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、訪問看

護師、ケアマネジャー、いきいき支援セン

ター、区役所、保健所） 

【内容】・ＩＣＴシステム（カナミック）紹介 

    ・事例検討、意見交換 

○【開催日】平成 27年 9月 16日 

【会場】瑞穂区役所 ５階会議室 

【参加者数】79人（同上） 

【内容】・三師会による症例、活動紹介 

     ・意見交換 

○【開催日】平成 27年 12月 10日 

【会場】瑞穂区役所 講堂 

【参加者数】113人（同上） 

【内容】ＩＣＴシステム（はち丸ネットワーク）についての説明会 

○【開催日】平成 28年 2月 18日 

【会場】瑞穂区休日急病診療所 会議室 

【参加者数】89人（同上） 

【内容】・ＩＣＴシステム（はち丸ネットワーク）紹介 

     ・症例、活動紹介 

堀田団地支援 

 

 

「名古屋市地域包括ケア推進事業」（平成 22 年度～23年度）で

堀田団地において、ニーズ調査、サポーター講座、サロン運営を

行い、平成２７年度も引き続き堀田団地笑話会の活動支援、支え

あい活動支援を行った。 

瑞穂区障害者自立支援

連絡協議会に協力 

障がい当事者団体、福祉サービス事業所や障がい者施設、区役

所、保健所、社協などのネットワーク組織で、瑞穂区障害者基幹

相談支援センターが事務局を担い、いきいき支援センターは、ま

ちづくり部会に所属している。 

Ｗｅｂサイト・ブログ

運営・フェイスブッ

ク・メールマガジン等

広報 

①Ｗｅｂサイト http://mizuhoikiiki.sakura.ne.jp/ 

②ブログ http://mzhikiiki.exblog.jp/ 

③フェイスブック https://www.facebook.com/mzhikiiki 

④メールマガジン配信（認知症・ボランティア情報など） 

啓発（マスコミ取材な

ど） 

○センター事業の啓発・普及などを行った。 

実施年月日 内容（マスコミ名） 

平成 27年 5月 20日 ひとり歩きさぽーとＢＯＯＫ（中日新聞） 

平成 27年 11月 27日 ひとり歩き模擬訓練（中日・読売新聞） 

平成 28年 2月 19日 ひとり歩きさぽーとＢＯＯＫ、オレンジカフェ

（ＣＢＣテレビ） 

○啓発グッズの作成 

介護保険証入れを作成し、区民まつりなどのイベントで配布し 

た。（3,000枚作成） 
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（９）予防給付 

事 項 東 部 西 部 

給付管理件数 8,235件 7,887件 

（内訳）直営分 

    委託分 

3,139件 

5,096件 

3,272件 

4,615件 

 委託率 61.9％ 58.5％ 

 

12 児童館の管理・運営 

（１）子ども健全育成事業の実施 

子ども同士の交流を図り、自主性・社会性を育むための事業・行事を実施した。 

事 業 名 
実施回数 

（回） 

参加者数 

（人） 
事 業 名 

実施回数 

（回） 

参加者数 

（人） 

キッズシネマ ６ ４２６ 児童館まつり １ ８２５ 

子育て講座 ９ ３４１ こどものまち ２ ９７９ 

バスハイク ２ ６７ 春の食育まつり １ ２３４ 

おでかけわんぱーく 

（移動児童館） 
１４ ６８５ クリスマス会 １ ３２４ 

みんなのおはなし会 ４ １３５ サッカー観戦 １ １２ 

サッカーをしよう！ ２ １０５ 
名古屋女子大 

との交流事業 
１４ ４０６ 

せいさくラボ ３ ８６ 福祉会館交流事業 ５ １６６ 

キッチンみずほ ４ ４７ ｷｯｽﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会議 ３ ３９ 

 
（２）各種クラブ事業の実施 

   児童が活動の場をひろげたり、親子のきずなを深めるため、応募によるクラブ事業

を実施した。 

 クラブ名など 
実施回数 

（回） 

参加者延数 

（人） 
クラブ名など 

実施回数 

（回） 

参加者延数 

（人） 

親子クラブＡ １８ ４００ 造形クラブＡ １８ １８９ 

親子クラブＢ １８ ３２０ 造形クラブＢ １８ １９２ 

親子体操 １８ ４２３ 将棋クラブ １８ ３１０ 

母親卓球 ３１ ５２９ こあらっこ ２４ ９０８ 

親子リズム体操 １８ ７１１ 親子であそぼう １０ ４９４ 

カプランド ２０ ７３２ 
子育て支援者 

養 成 講 座 
６ ４９ 

ｷｯｽﾞわんぱーく 
（ﾎｰﾙでのあそび場） 

１５ １，１１５    
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（３）中高生の居場所づくり 

   地域の中高生が気軽に立ち寄り、人や社会との関わりを深めながら、主体的に活動

できる場を提供する「居場所づくり事業」を行った。 

   【開催回数】週１回    【参加者数】６４２人 

【時間】午後５時～８時（中学生は７時まで） 
 
（４）ひとり親家庭世帯への学習サポート事業 

   ひとり親家庭の中学１・２年生を対象に、学習サポート事業を実施した。 

   【開催回数】週１回（休み期間は週２回） 

   【時間】午後６時～８時  【利用人数】１２人（中１・６人、中２・６人） 
 
（５）留守家庭児童クラブの実施 

   保護者が就労などのため下校時に不在となる家庭の児童を預かり、基本的な生活習

慣を身につけさせるなどの指導を行った。 

   【年間登録児童数】３０名 
 
（６）利用者数 

区     分 利 用 者 数（人） 備  考 

一般利用 

幼 児 ９，７３０  

小学生 １２，７１２  

中学生 ２，８１９ 居場所づくり：227人 

高校生 ７６４ 居場所づくり：415人 

その他 ９，９３５  

小 計 ３５，９６０  

団体利用 延１６４回 ２，４８４  

健全育成事業 

館内事業 ５，５８３  

館外事業 ８５５ 
移動児童館（14回） 

参加者：685人 

小 計 ６，４３８  

各種クラブ活動 

幼 児 ２，３８７  

小学生 １，０５４  

その他 ２，９３１  

小 計 ６，３７２  

ひとり親家庭学習サポート事業 ３８６  

留守家庭児童クラブ ５，５１８  

利用者数 合計 ５７，１５８ 
㉖ 52,479人 

昨年度比：109％ 
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13 福祉会館の管理・運営 

（１）趣味や健康づくり講座の開催 

    初心者も気軽にはじめられる、様々なジャンルの趣味講座や健康づくりのための講

座を開催した。 

 

  ＜講座の開催実績＞ 

講 座 名 
受講者数

（人） 

開 催 

回 数 
備 考 講 座 名 

受講者数

（人） 

開催

回数 
備 考 

囲  碁 ５６ １２  手  芸 ２９ １２  

将  棋 ６８ １２  陶  芸 ３６ ３０ ２講座 

華  道 ３８ １２  大 正 琴 １４ １２  

茶  道 １５ ２４ 月２回 民  謡 ４４ １２  

書  道 ４５ １２  民  踊 ４９ １２  

着 付 け ５３ １２ 
 

健康体操 ９８ ２４ ２講座 

詩  吟 ４５ １２ 
 

機能回復 ３２ １２ 
理学療法

士による 

 

（２）同好会・クラブ活動の支援 

     講座の修了生が中心となり多くの同好会・クラブが生まれている。その活動の場

を提供するとともに、成果発表会を開催することで、活動を支援した。 

  ＜利用団体数：団体４０＞ ジャンルは、次のとおり 

体操、陶芸、水墨、植物画、茶道、詩吟、民謡、民踊、カラオケ、大正琴、手芸、

写真、ハーモニカ、ウクレレ、英会話、社交ダンス、フラダンス、パソコン、 

囲碁、将棋、油彩・水彩、皮細工、太極拳、筆ペン・毛筆、絵手紙、編物 

   

  ＜成果発表会＞ 

名 称 参加者数など 名 称 参加者数など 

カラオケ大会 
春・秋２回開催 

参加者数：３３０人 
作 品 展 

陶芸、書、生け花、

水墨、絵画、写真、 

手芸など 

参加者数：４８０人 

演 芸 大 会 
歌唱、舞踊、器楽など 

参加者数：４００人 
着付け発表会 参加者数：６０人 
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 (３) わくわく通所事業 

    虚弱で閉じこもりがちな高齢者を対象に、健康増進活動や日常動作訓練などを通

じた介護予防事業や、レクリエーションを通じた仲間づくりなど社会参加の機会提

供を行った。 

                          （名古屋市からの受託事業） 

実施回数など  週１回/１クラス  毎週実施 

参 加 者 数 ５クラス ６３人（男性：１１人、女性：５２人） 

内  容 
 健康体操、リハビリ体操、音楽療法、手工芸、クラフト、 

 園芸、脳トレ、その他レクリエーション 

 

(４) 各種相談・セミナーなどの開催 

種   別 内     容 利用者・参加者数 

相 

 

談 

 

事 

 

業 

健 康 相 談 
 医師・歯科医師による相談・講話 

 年４３回開催 
利用者：２０２人 

生活・介護相談 

 いきいき支援センターによる相

談・講話 

 年１１回開催 

利用者：２３９人 

よろず相談所 
 保健所保健師の立ち寄り相談 

 年４回開催 
利用者：９３人 

電 話 相 談 

 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる福祉電話利用者へ

の安否確認・生活課題の把握 

毎週２回実施 

利用者：６３人 

セ 
ミ 
ナ 

ー 

な 

ど 

健康まつり 

健康体操・体力測定・手芸・健康

相談コーナーなどのブースを設け、

「健康」をテーマにしたイベントを

開催 

参加者：３３０人 

回想法活用事業 

 回想法を活用した映画会・歌をう

たう会を開催 

 年９回開催 

参加者：５６３人 

安心安全セミナー 
 防犯・防災・救急をテーマに開催 

 年３回開催 
参加者：１６９人 

生涯学習センター 

との共催事業 
テーマ「遺言書の基礎知識」を開催 参加者：４５人 

その他の 

季節イベント 

「お花見コンサート」など 

 ７事業を開催 
参加者：２７１人 

 

（５）利用者数                            （単位：人） 

区     分 男 性 女 性 計 昨年度実績 備 考 

個 人 利 用 23,045 13,226 36,271 35,193  

団 体 利 用 3,806 7,998 11,804 12,318  

わくわく通所事業 486 2,135 2,621 2,415  

合   計 27,337 23,359 50,696 49,926 
昨年度比： 

102％ 



29 

 

14 その他 

事    項 内            容 

寄付金（地域福祉基金） 

区内の地域福祉推進のため寄付金を受領し、地域福祉基金として
積み立てている。 
  件数（件） 金額(円) 

平成 27 年度 14 581,328 

◆参考 平成 26 年度 27 42,352,851 

※地域福祉基金積立額  123,766,506 円 

賛助会員 

本会の趣旨に賛同した方が賛助会員となっている。 

  
加入件数

（件） 
学区分(円) 

法人など

(円) 
合計(円) 

平成 27 年度 2,010 2,916,000 472,000 3,388,000 

◆参考 平成 26 年度 1,997 2,780,000 525,000 3,305,000 
 

共同募金運動への協力 

 
10月から 12月の共同募金運動へ協力を行っている。 

  戸別(円) 法人(円) その他(円) 合計(円) 

平成 27 年度 5,349,268 1,229,010 1,611,118 8,189,396 

◆参考 平成 26 年度 5,547,838 1,213,000 2,260,964 9,021,802 
 

赤 い 羽 根 共 同 募 金  
バザー2015 

 
共同募金助成事業の PRと、共同募金の増収を目的に、事業紹介 

及びバザーを開催。 

 【開催日】平成 27年 11月 3日 

 【会場】瑞穂区在宅サービスセンター 

 【共同募金への寄付額】178,554円 

◆参考 平成 26年度 共同募金への寄付額 168,410円 

在宅サービスセンター
の管理運営 

  
区内のボランティア団体などに活動の推進のため、在宅サービス

センターの部屋を貸し出した。 
【平成 27年度】 

 
◆参考 平成 26年度 

  

  研修室 
ボランティ

アルーム 

調理 

実習室 
点訳室 録音室 

延利用団体数 

（団体） 
348 342 104 32 13 

延利用者数（人） 7,748 4,203 1,452 63 68 

  研修室 
ボランティ

アルーム 

調理 

実習室 
点訳室 録音室 

延利用団体数 

（団体） 
314 287 80 29 13 

延利用者数（人） 7,467 3,457 1,145 70 61 

 


