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令和２年度 瑞穂市社会福祉協議会事業報告書 

 

                     ※数値：令和３年３月３１日現在 

はじめに 

  令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、大きな影響を受けた年度で

あった。本会としても職員自ら手洗い、消毒などの感染予防対策、行事や活動を縮

小するなど「三密」の回避に可能な限り取組んだ。特に、福祉作業所や相談支援事

業等をはじめ本会の事業は、コロナ禍においても居場所の確保等のため事業継続が

必要であり、感染予防を徹底し、従来の活動内容の変更、縮小、回避等を行いつつ

事業の継続に意を注いだ。 

  こうした努力や関係者の協力もあり、令和２年度においてはコロナ感染者を出す

こともなく、業務を行うことができた。 

  今後も、このような状況は続くことが予想される中、引き続き感染症対策を徹底

するとともに、単に行事や事業を中止するということでなく、視点を変えた代替措

置や新たな事業への転換等、コロナ禍を契機とした事業展開を行う必要性を感じて

いる。 

 

１ 地域福祉事業 

（１）地域の支え合い体制の推進 

  【動向・課題】   

地域の支え合い体制の推進事業においては、各小学校区（巣南は中学校区）

にコーディネーターを配置し、地域の活動に関わる中で、①小学校区での福祉

の課題や支え合い等の話合いの場（第２層協議体）の設置、②協議体での活動

支援や、地区社協のことも含めて様々な取組の実施や支援、③協議体未設置の

地区での活動への関係づくりや設置の働きかけ等を重点に活動を行っている。 

令和２年度においては、引き続き校区住民のかたと担当のコーディネーター

とともに、研修会、座談会、協議体での話し合いなどを中心に行った。 

しかし新型コロナウイルス感染症の蔓延状況により話し合いや説明機会が計

画的に開催ができなかったこと、また、協議体等の（役員）構成が毎年度大き 

く変わってしまう等の状況の中、コーディネーターをはじめ本会としては、住

民のかたへの継続的な理解や協働のすそ野を広げられるような支援の仕方につ

いて、まだ力が及ばないところとなった。 

こうしたことから校区の福祉活動への住民の地域づくりについては、なかな

か思うようには進まず、各会議や地域、又地域での考え方や方針、進め方によ

り温度差が出るかたちとなった。 

    そんな中ではあるが、コーディネーターにおいては、担当同士での打合せや

福祉部会等を通じて地域のキーパーソンと話し合う機会を設け、地区社協や協

議体を設立するための動きやコロナ禍でも実施可能なアンケートの実施、リモ
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ートでの講演会開催の実施、また地域でできることへの提案などに取組んだ。 

 

①瑞穂市地域支え合い推進会議（第１層協議体）の運営（市受託金・会費事業） 

 「瑞穂市地域支え合い推進会議」 

    第１回 と き 令和２年８月７日（金） 

ところ 総合センター 第１～３会議室  

参加者 ２９名 

内 容 委員委嘱、オリエンテーション、地域包括ケアシステム・

高齢者の外出支援対策にかかる提言書・今年度の活動予定

について説明 

第２回 と き 令和２年１１月２７日（金） 

ところ 総合センター あじさいホール 

 参加者 ２６名 

内 容 第１３回全国校区・小地域福祉活動サミット inさやまの

アンケート結果、委員へのアンケート結果をもとにした意

見交換  

第３回 と き 令和３年３月７日（日） 

ところ 総合センター 第１～３会議室 

参加者 ２９名 

内 容 瑞穂市地域支え合い推進会議の事業内容解説、「免許返納

後の生活を考える」講演会の報告、今後の活動内容につい

て意見交換 

「令和２年度瑞穂市地域支え合い推進会議講演会」（瑞穂市社会福祉協議会

福祉のまちづくり研修会）（社協役員・評議員研修会） 

    と き 令和３年２月２０日（土） １４時～１５時３０分 

     ところ 総合センター あじさいホール 

（オンラインで同時 開催・・令和元年度は新型コロナウイルス感染

防止対策で中止していた。） 

参加者 あじさいホールでの参加 ２３名  

オンラインでの参加 ２９名 合計５２名（内、役員・評議員８名） 

内 容 「免許返納後の生活を考える～車がなくても安心して生活できるま

ちとは～」 

講師 ＮＰＯ法人全国移動サービスネットワーク 

副理事長 河崎 民子氏  

  「生活支援ボランティア養成講座の開催」（市受託金） 

    と き 令和２年１１月１４日（土）９時３０分～１２時２０分 

ところ 本田コミュニティセンター 

    参加者 ４名 

内 容 「生活支援ボランティアが必要とされる背景について」 
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        講師 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 

総務企画部課長 藤吉 智子氏 

        「高齢者の心理、接し方」 

        講師 社会福祉法人新生会 もやいの家瑞穂  

管理者 安田 正子氏 

           「障がい者の心理、接し方」 

        講師 瑞穂市社会福祉協議会 福祉総合相談センター 

相談支援専門員 山田 哲也 

        「生活支援活動の実践・活動者との意見交換」 

          講師 ちょっとつながりたい 代表 豊田 隆夫氏 

 ②第２層協議体の運営支援（市補助金・会費事業） 

  【生津校区】 

    ・生津自治会連合会支え合いのまちづくり推進支援 

     ・支え合いのまちづくり推進体制強化に向けた協議 

      と  き  令和２年１１月１３日（金） 

           令和３年１月１３日（水） 

           令和３年２月４日（木） 

      参加者    自治会連合会長・執行部 合計４名 

   ・生津校区防災訓練における支え合いのまちづくり講演会 

   と き  令和２年１２月６日（日）９時１５分～１０時３０分 

   ところ  生津小学校 体育館 

   参加者  生津校区６自治会 役員・班長等 約９０人 

   内 容  講 話 「防災・減災と地域福祉の両視点から 

『災害に強いまちづくり』を考える」 

        講 師 写真家・防災士 三浦 寛行氏 

        説 明 「防災・減災×支え合いのまちづくり」 

          説明者 瑞穂市社会福祉協議会 生津校区生活支援コーディ  

ネーター 

  ・生津校区つながりづくり交流会 

   と き  令和３年２月１４日（日） 

   ところ  馬場公園集会所 

    ※新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言発令のため、令和３年５月２

３日（日）に延期。 

【本田校区】 

 ・本田校区自治連合会支え合いのまちづくり推進支援 

  ・本田校区住民意識調査の実施 

   日 程  本調査：令和２年１０月～１１月 

        追加調査：令和３年１月 

   対 象  本田校区全世帯   



 4 

  ・本田校区住民意識調査結果説明会の実施 

   と き  令和３年３月２１日（日） 

   ところ  本田コミュニティセンター 

   講 師  朝日大学大学院経営学研究科 畦地 真太郎教授 

参加者  本田校区自治連合会 役員・自治会長等 約３０名 

 ・本田校区福祉施設連絡会議 

   と き  令和２年１０月１４日（水） 

   ところ  本田コミュニティセンター 

   参加者  自治連合会役員３名 福祉施設担当者 １２名 

  ・「ほんでんの福祉相談窓口」パンフレットを作成し全戸配布を実施 

 

【穂積校区】 

・わくわく活動委員会防災・福祉部会福祉小委員会準備委員会側面的支援・会

議への参加 

と き  令和２年５月１日（金）、５月２５日（月）、６月９日（火）、 

     ７月２２日（水）、９月８日（火）、９月１８日（金）、１０

月２０日（火）、１２月２３日（水）、令和３年２月８日（月） 

ところ  総合センター 社会福祉協議会内会議室、交流ルーム、あじさ

いホール 

 ・わくわく活動委員会防災・福祉部会福祉小委員会側面的支援・会議への参加 

と き  令和２年７月９日（木）、８月２０日（木）、９月２３日（水） 

     １１月１９日（木）、令和３年３月２２日（月） 

    ※令和３年１月２１日（木）、２月２２日（月）は、新型コロナ 

ウイルス感染症拡大防止のため中止 

ところ  総合センター 交流ルーム、第１～３会議室 

   ・公民館に関するアンケート調査の実施 

      上記小委員会の中で、支え合い活動の拠点としての公民館活用の可能性

を調べることを目的として実施。結果、地域住民が気軽に集える場づくり

や地域間で連携した活動を検討するために活用する。 

調査対象 穂積校区自治会長 

     内   容 公民館の有無、活用状況等 

     依  頼 令和２年８月 

     回  収 令和２年９月 

・子どもの見守り活動推進に係る自治会単位等での懇談会実施について 

   協力依頼 穂積校区自治会長 

依頼内容 上記小委員会の中で、子どもの見守り活動について話し合いが

行われ、それを受けた当該委員会からの呼びかけにより、自治

会単位等で懇談会を実施し、子どもの見守り活動等、地域ごと

で話し合う。話し合いの結果、見守りの人手が足りない場所が
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ある場合は報告をしてもらい募集につなげることとする。 

依  頼 令和２年９月 

   【牛牧校区】 

     牛牧校区自治会連合会（牛牧友愛会）福祉部会（牛牧地区第２層協議体）に

おいて、校区での福祉活動の母体として牛牧地区社会福祉協議会（地区社協）

設置を検討することとなり、設立準備委員会を立ち上げて議論を進める。 

・牛牧校区自治会連合会（牛牧友愛会）福祉部会の開催支援・会議への参加 

   と き  令和２年７月７日（火）、８月４日（火）、９月１日（火）、

１０月６日（火）、１１月１０日（火）、１２月１日（火）、

令和３年１月５日（火）、３月２３日（火） 

  ところ  牛牧北部防災コミュニティセンター 会議室・展示室 

・瑞穂市自治会連合会牛牧地区連絡会において地区社協の説明。 

     と き  令和２年８月２６日（水）、１１月１８日（水） 

  ところ  牛牧北部防災コミュニティセンター 会議室・展示室 

○未設置地区への啓発、設置に向けた支援 

  【西校区】 

   ・生活支援体制整備事業説明会 

   と き  令和２年８月５日（水） 

   ところ  巣南公民館 第１研修室 

   参加者  西校区自治会協議会 役員 ６名 

    

   と き  令和２年８月２７日（木） 

   ところ  巣南公民館 ふれあいホール 

   参加者  西校区自治会協議会、民生委員・児童委員、主任児童委員 

２０名 

   ・西校区地域支え合い推進会議設立に向けた協議 

   と き  令和２年１１月１９日（木） 

   ところ  巣南公民館 ふれあいホール 

   参加者  西校区自治会協議会、民生委員・児童委員、主任児童委員 

２０名 

    

   と き  令和３年２月２１日（日） 

   ところ  巣南公民館 多目的ホール 

   参加者  西校区自治会協議会、民生委員・児童委員、主任児童委員 

１９名 

    （参考：上記協議の結果、令和３年４月１０日（土）巣南公民館多目的ホー

ルにて「西校区地域支え合い推進会議」（西校区第２層協議体）設立総会

が開催され、当推進会議が発足。） 

 ③支え合いのまちづくり助成金の交付 
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  地域住民による支え合い活動を支援するため、活動を行う対象団体へ交付    

・申請団体名 わくわく活動委員会 防災・福祉部会 福祉小委員会 

 内 容   登下校時の子どもの見守り活動推進事業 

 ④地区社会福祉協議会設立に向けた基盤づくり 

  【牛牧校区】 

牛牧校区自治会連合会（牛牧友愛会）福祉部会（牛牧地区第２層協議体）で

の話し合いを受け、設立準備委員会が発足。設立の目標を令和３年度４月とし

ていたところ、新型コロナウイルス感染拡大に伴い会議や説明会が中止になる

などスケジュールに影響が出る結果となる。（設置時期が令和３年度秋ごろと

なる予定。） 

     

   ・牛牧地区社会福祉協議会設立準備委員会の開催 

 と き  令和２年９月３日（木）、９月１４日（月）、９月２８日（月） 

          １０月２６日（月）、１１月９日（月）、１１月２４日（火）、

１２月１４日（月）、１２月２８日（月）、令和３年１月１２

日（火）、３月８日（月）、３月２９日（月） 

  ところ  牛牧北部防災コミュニティセンター 会議室・展示室 

        牛牧南部コミュニティセンター つどいの泉 第１集会室・第

２集会室 

   ・牛牧地区社会福祉協議会 設立に向けての説明会（ボランティア対象） 

     と き  令和２年１２月２１日（月）１９時～２０時３０分 

     ところ  牛牧北部防災コミュニティセンター 集会室 

     参加者  牛牧地区でボランティアとして活動されているかた １８名  

   ・牛牧地区社会福祉協議会 設立に向けての説明会（住民対象） 

     と き  令和３年１月２３日（土） １０時～ 

     ところ  牛牧北部防災コミュニティセンター 集会室 

     対象者  十九条西、十九条中、十九条東、上牛牧、野田第１、野田第２、 

野田第３、アポロタウンの自治会に住んでいるかた 

     と き  令和３年１月３０日（土） １０時～ 

     ところ  牛牧南部コミュニティセンター つどいの泉 プレイルーム 

     対象者  下畑、宝江、穂南、下牛牧、牛牧第一、牛牧第二、牛牧第三、

野白新田北、野白新田南、祖父江、伯母塚の自治会に住んでい

るかた 

※当該住民対象の説明会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため延期（再開未定） 

 ・地区社会福祉協議会についての説明 

と き  令和２年１２月２０日（日）  

ところ  野白公民館 

  参加者  野白新田南自治会の自治会長、自治会役員、班長、公民館長、
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交通安全指導員、子ども会の会長、消防団員、福祉協力員 

  ⑤福祉協力員の普及・啓発（会費事業） 

     当初の計画では、これまでの研修会の振り返りから５月に校区別に行うこと

とし、開催にあたっては、福祉協力員、自治会長及び民生・児童委員との三者

における顔合わせミーティングを企画していたが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止をうけて、開催の時期・参加対象者・内容を変更し下記のとおり実施。 

  ・福祉協力員研修会 

   【生津・本田校区】 

     と き  令和２年１１月１日（日） 

     ところ  本田コミュニティセンター 多目的ホール 

参加人数 １７名 

   【穂積校区】 

と き  令和２年１１月７日（土） 

ところ  市民センター ハナミズキホール 

参加人数 ３１名 

【牛牧校区】 
と き  令和２年１１月７日（土） 

ところ  牛牧南部コミュニティセンター つどいの泉 プレイルーム 

参加人数 ２５名 

【巣南地区（西校区・中校区・南校区）】 

と き  令和２年１１月１日（日） 

ところ  巣南公民館 多目的ホール 

参加人数 ３１名 

内 容 「瑞穂市の福祉の現状について」 

講師 瑞穂市健康福祉部長  

       「民生委員・児童委員の活動について」  

講師 瑞穂市民生委員・児童委員協議会 会長・単位民協会長 

       「福祉協力員の活動について」 

説明者 瑞穂市社会福祉協議会  

  ・福祉協力員数 令和３年３月３１日現在 ２８３名（６６自治会） 

  ⑥買い物等支援事業（会費事業・共同募金配分金事業） 

     新型コロナウイルス感染拡大による第１、２波においては、運営ボランティ

アと協議のうえ、一時中止を決定。第３波以降は事業の必要性を重視し感染防

止対策をしたうえで実施（９月１５日より）。 

  ・稼働実績 

    本田団地地区 延べ利用者数 ２３０名 

      牛牧団地地区 延べ利用者数 ２４０名 

   呂久地区   延べ利用者数 １４１名 
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３地区の延べ利用者数     ６１１名 

  ・運営会議等の開催 

本田団地地区 令和３年３月１日（月） 本田公民館  

牛牧団地地区   

運営ボランティア団体代表者が、利用者・ボランティアに意見の聞き取りを

実施（３月）。 

     呂久地区   令和３年２月２４日（水） 呂久公民館 

 ⑦ふれあい・いきいきサロン（会費事業・共同募金配分金事業） 

・ふれあい・いきいきサロンの推進（３４団体） 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４月～６月、８月～９月、１月１ 

４日～２月２８日までは中止。それ以外の月日で、新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策をとりながら実施。 

・通常の集合型サロンでは感染予防対策のチェックリスト活用や職員の訪問伝達

により対策を徹底して行った。また、集合型サロンが実施困難な状況において

も、つながりを継続していただくことを目的に、冊子「つながりーふれっと」

を作成し、訪問型、電話や手紙を活用した活動等を提案し、活動支援を行った。 

 

※回数については、集合型のみでなく、上記の活動も１回に含まれる。 

  １） ふれあいサロン・馬場（馬場地区）      １０回  

  ２） 馬場東いきいきサロン（馬場東地区）      ４回  

３） 悠・楽・笑 生津サロン（上生津地区）      ２回  

  ４） 下生津井戸端カフェ（下生津地区）       ４回  

  ５） ほのぼの会（本田団地、本田緑町、本田地区）  ２回   

  ６） 西只越ふれあいサロン（西只越地区）         未実施  

  ７） すこやかサロンさくら会（東只越地区）        ５回   

  ８） 井場ふれあいサロン（井場地区）       １３回  

９） 桜町ふれあいサロン（桜町１丁目地区）    未実施 

 １０） 駅前みどり会サロン（駅前３町内）      未実施 

 １１） 本町ふれあいサロン（本町地区）        ２回  

 １２） ふれあいあじさいサロン（別府北町地区）     ２回   

 １３） 中町ふれあいサロン（別府中町地区）      ４回  

 １４） 南町ふれあいサロン（別府南町地区）      ３回  

 １５） 西畑いきいきサロン（西畑地区）        未実施  

 １６） ほづみふれあいサロン（前所地区周辺）    未実施  

 １７） 橋本ふれあいサロン（橋本地区）        １回  

 １８）  柳一色ふれあいサロン（柳一色地区）      ４回  

 １９） ひだまりサロン（十九条地区）         ５回  

 ２０） 祖父江いきいきサロン（祖父江地区）         ４回   

 ２１） 伯母塚ふれあいいきいきサロン（伯母塚地区）  １回   
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 ２２） あいあいサロン（牛牧団地内）               ４回   

 ２３） 七崎ふれあいサロン（座倉・一ツ木地区）     ６回   

 ２４） サロン・スマイル（居倉地区）          ４回   

 ２５） 下唐栗ふれあいサロン（下唐栗地区）      ４回  

 ２６） 大宮サロン（大月・宮田地区）         未実施   

 ２７） もりもりサロン（森地区）           ４回  

 ２８） 美江寺ふれあいサロン（美江寺地区）      ６回   

 ２９） 十七条ふれあいサロン（十七条地区）         １回   

 ３０） 十八条ふれあいカフェ（十八条地区）         未実施   

 ３１） 古橋南ふれあいサロン（古橋南地区）         未実施   

 ３２） 中宮ふれあいサロン（中宮地区）        ３回  

 ３３） 横屋サロンすみれ会（横屋地区）        ９回  

 ３４） ふれあいサロンもみじ会（呂久地区）        １４回   

 ・令和２年度ふれあい・いきいきサロン研修会（会費事業） 

と  き  令和３年２月１５日（月）１３時３０分～１５時４０分 

ところ  巣南公民館 多目的ホール 

内  容 ・お知らせ「サロンの会計と要綱の変更点について」 

     説明者 瑞穂市社会福祉協議会 

・講話「地区社会福祉協議会について～これからの支え合いの地域づ 

くり～」 

・講師 瑞穂市社会福祉協議会 

・サロン活動事例紹介「コロナ禍でのつながりづくり～渦中だからこ

そ生まれるアイデア～」 

     ・講師 瑞穂市社会福祉協議会 

参加者  ２１名 

 ⑧地域のつながりづくりの推進 

  ・出張サロンの開催（会費事業）  

・ふれあい・いきいきサロン「asahi」の開催支援 

 令和２年４月２５日（土）を初回とし、年１０回開催で開催計画。 

・十九条カフェ開催支援 

※上記事業は全て、令和元年度末より令和２年度実施に向けて進めていたが、新型 

コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施に至っていない。 

 

（２）貸出事業（会費事業） 

  ①福祉機器の貸出 

機 器 名 貸出用保有数 延べ貸出台数 

車 椅 子   ２５台 ４１台 

歩 行 器    ６台   ４台 

四 点 杖    ５本   ６本 
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②福祉車両の貸出 

  ・貸出延べ ７８件 

  ③備品貸出 

・疑似体験セット等     ０件 

・レクリエーション用品延べ １２件 

 

（３）第２次瑞穂市地域福祉活動計画（平成２８年度～令和２年度（策定時は令和４

年度までの計画）の実施・評価の実施（会費事業） 

 

（４）瑞穂市地域福祉計画・地域福祉活動計画（活動計画においては第３次計画）の

策定（共同募金配分金事業） 

市地域福祉計画と一体的に策定した。 

期 間  令和３年度～令和８年度 

基本理念 

 「ともに支え合い ともに創る 安心していきいきと暮らせるまち みずほ」 

 〇策定委員会の開催  

    と き  令和２年８月７日（金）、１０月５日（月）、１２月４日（金） 

令和３年２月１８日（木）  

ところ  総合センター 交流ルーム 

 

（５）福祉センターの受託運営（利用管理）（市受託事業） 

   数字は、延べ利用者数 

  ○日常生活訓練室 

（健康器具利用者）       ０名（閉館） 

   （高齢者の集いの場）     ０名（閉館） 

※ 閉館・・新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

    ○軽作業室              １，４９１名 

○地域福祉ルーム      ７９２名 

    ○相談室                 ５００名  

（内）第１相談室      ９６名 

           第２相談室     ２３５名 

       第３相談室    １６９名 

   

２  高齢者福祉事業 

（１）介護者家族の会支援（補助支援事業） 

   事務局として、企画・運営の支援、定例会への参加を行った。（会員８名） 

と き 令和２年７月１５日（水）、９月１６日（水）、１０月２１日（水）、 

１２月１６日（水）、令和３年３月１７日（水） 

※４月、５月、８月、１月、２月は新型コロナウイルス感染症拡大 
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防止のため中止 

    ところ 瑞穂市老人福祉センター 

 

（２）老人福祉センターの受託運営（利用管理）（市受託事業） 

   数字は、延べ利用者数 

   ○事務室       １０１名 

   ○相談室        ４５名 

   ○作業室       ４８６名 

   ○回復訓練室       ０名 

   ○会議室（図書室）    ０名 

   ○栄養指導室       ０名  

   ○教養娯楽室      ３７名  

   ○巣南支部訪問者 １，０８４名 

    総利用者    １，７５３名  

 

（３）在宅介護支援センターの運営（市受託事業） 

巣南中学校区、十九条西・中・東、上牛牧を活動範囲とし独居高齢者の訪問

実施。案件により、市役所地域福祉高齢課及び地域包括支援センターへのつな

ぎや情報提供を行っている。 

年間訪問延べ件数  ４８８件 

 

（４）地域包括支援センターの運営（もとす広域連合会受託事業） 
  高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、必要な援助を行う

ことで、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する。また、地域

の支え合いのための活動を推進・支援していく。 

① 総合相談・権利擁護事業 

・相談延べ件数  ２，５０５件 

② 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

   ・みずほケアマネサロンの開催 ５回 

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため５月は１回中止 

   ・介護支援専門員への個別的な支援や相談 

③ 小地域ケア会議の開催 

   ・定期開催 ８回 １６事例 ９１名参加 

（１回は書面会議、４回は会議を開催、３回はオンライン会議） 

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月～７月は４回中止 

   ・特定事業所集中減算について ２回 

④ 在宅医療・介護連携の推進（瑞穂市・瑞穂市社会福祉協議会 瑞穂市地 

域包括支援センター 共催事業） 

   ・市民のための在宅医療講座 
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●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため１回中止 

    第１回 

     内 容 がんと共に生きる～あなたに寄り添う医療・介護～ 

講 師 社会福祉法人和光会 訪問看護ステーション北方 

     と き 令和２年１０月２３日（金）１３時３０分～１４時３０分 

     ところ 巣南公民館 第１研修室 

     参加者 １９名 

    第２回 

     内 容 自分の人生の締めくくり～話し合いの大切さを考えよう～ 

講 師 社会福祉法人新生会サンビレッジ岐阜 

シティタワー訪問看護 ステーション 

     と き 令和２年１２月４日（金）１３時３０分～１４時３０分 

     ところ 総合センター １～３会議室 

     参加者 １５名 

・多職種連携のための研修会 

第１回（ケアマネサロンと合同） 

     内 容 災害時等の備えについて 

① 災害時・停電時の医療機器の取り扱いについて 

② 災害時の備えや福祉用具の取り扱いについて 

講 師 ①帝人ヘルスケア株式会社岐阜営業所 

②株式会社トーカイ 

 と き 令和２年９月３０日（水）１３時３０分～１４時３０分 

 ところ 総合センター １～３会議室 

 参加者 ３２名 

第２回（ケアマネサロンと合同）による開催 

内 容 生活困窮者への支援 

講 師 瑞穂市社会福祉協議会 福祉総合相談センター 

 と き 令和３年３月１７日（水）１３時３０分～１４時３０分 

 ところ オンライン会議 

 参加者 ４０名 

  ⑤ 介護予防ケアマネジメント 

   １）第１号介護予防支援事業 

    マネジメントＡ（従前の訪問・通所介護相当サービス除く）   ２件 

    マネジメントＢ                     ４４８件 

   ２）介護予防・指定介護予防支援 

    予防給付                      ２，８８７件 

    マネジメントＡ（従前の訪問・通所介護相当サービスのみ） ６７２件 

  ⑥ 介護予防体制の充実 

 １）介護予防等に関する啓発 
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・地域団体への出前講座（認知症サポーター養成講座除く） 

受講者名 回数（回） 参加人数（名） 

ふれあい・いきいきサロン ６ ７０ 

朝日大学 ※オンデマンド配信 ２ ４７６ 

その他 １ １０ 

合 計  ９ ５５６ 

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため９月まで中止 

・地域包括支援センターだよりの発行 

・みずほ生き活きナビ～介護予防活動ができる団体リスト～の発行 

２）みずほ生き活きサポーター（介護予防サポーター）の養成 

・みずほ生き活きサポーター養成講座 

講座内容 参加人数（名） 

１回目 （初級程度） １９ 

２回目①（中級程度） ６ 

２回目②（中級程度） １２ 

３回目①（上級程度） ５ 

現場実習 ４ 

３回目②（上級程度） ５ 

・みずほ生き活きサポーター養成講座修了生活動ミーティング 

 １回 参加者５名 

・みずほ生き活きサポータースキルアップ研修 

毎月第４火曜日 ４回 参加延べ人数 ８１名 

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４～９月、１～２月は 

８回中止 

３）くつろぎカフェ（介護予防カフェ）開催支援 

・くつろぎカフェ開催支援 

カフェ名 会場 開催回数 
延べ 

参加人数（名） 

くつろぎカフェ古橋 古橋北公民館 ２回 １９ 

くつろぎカフェ駅西 駅西会館 ４回 ５９ 

くつろぎカフェ本田 本田コミュニティ

センター 

３回 ２３ 

くつろぎカフェ牛牧 牛牧南部コミュニ

ティセンター 

３回 ５５ 

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため古橋１０回、駅西８回、 

本田９回、牛牧９回開催を中止 

    ・みずほ生き活きサポーターくつろぎ隊代表者会議 ３回 

・くつろぎカフェうぇるかむポイントの実施 

  住み慣れた地域において健康で少しでも長く自立した生活を送ることが 
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できるよう、くつろぎカフェの参加者を増やすことを目的に令和２年度か 

ら実施。 

ポイント数 到達人数（名） 

４個 ３８ 

８個 ２０ 

１２個 ３ 

・くつろぎカフェ備品貸出の実施 

・介護予防団体補助金の交付 

 

（５）認知症施策の推進（市受託事業） 

  ① 認知症になってもあんしんまちづくり協議会 １回 ※書面決議 

② 認知症になってもあんしんまちづくり協議会専門部会 

１）認知症広報・啓発部会 １回 ※オンライン会議 

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため２回中止 

２）認知症連携部会 ３回 ※オンライン会議 

  ③ みんなずっとほっと隊（キャラバンメイトの組織化）定例会議  

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

  ④ 認知症サポーター・認知症キッズサポーター養成講座の開催 

   １）出前講座でのサポーター及びキッズサポーター養成 

月 日 対象 人数（名） 

７ １１ 平和堂 ３０ 

９ ２９ 中小学校６年生 ２７ 

１０ ３０ 本田小学校６年生 １４４ 

１１ ６ 牛牧小学校６年生 １４１ 

１１ １３ みずほ生き活きサポーター養成講座受講者 １３ 

１２ ４ 穂積小学校６年生 １４１ 

１２ １７ 南小学校６年生 ９６ 

１２ ２２ 生津小学校６年生 ９２ 

１ ６ 西小学校６年生 ４６ 

３ １８ 瑞穂市新人職員研修 ２０ 

合  計 ７５０ 

  ２）市民のための認知症勉強会（認知症サポーター養成講座） 

回数（回） 参加延人数（名） 

５ ４６ 

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため５月は１回中止 

⑤ みんなずっとほっとカフェ＠ＺＯＯＭ（オンライン認知症カフェ） 

新型コロナウイルス感染症対策として、従来の会場でのカフェの開催や参
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加が難しい状況があり、認知症本人と家族が交流し、情報交換等を行う場と

して、令和２年６月から実施。 

回数（回） 参加延人数（名） 

１７ １４５ 

⑥ 認知症ケアパスの作成・普及 

⑦ ＲＵＮ伴＋みずほ 

   ●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ふれあいフェスタの中止とと

もに例年の開催自体は中止となった。代替措置として下記の提案を行い実

施。 

 ・ＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）みずほ実行委員会 ４回開催 ※オンライン会議 

 ・ＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）みずほテーマソング作成 

・ＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）みずほ２０２０ダンス動画作成・配信 

・ＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）みずほ２０２０ダンスリレー動画作成・配信 

      参加チーム １７件 

  ⑧ 認知症初期集中支援チーム 

   ・認知症初期集中支援事業検討委員会 

※認知症連携部会が兼ねる 

  ⑨ 認知症対応能力向上研修事業 

    内 容 ともに歩もう、未来へ！～認知症当事者が望むこと～ 

    講 師 静岡県牧之原市在住 認知症当事者 三浦 繁雄氏 

認知症当事者 

 おれんじドアも～やっこ名古屋 代表 山田 真由美氏 

borderless –with dementia- 鬼頭 史樹氏 

瑞穂市認知症当事者 キャラバン・メイト 林田 光市氏 

瑞穂市地域包括支援センター 

    と き 令和３年２月２６日（金）１４時～１６時 

    ところ オンライン会議 

    参加者 ４５名 

 

３ 障がい者（児）福祉事業 

（１）障がい者への支援 

①すこやかクラブ（精神障がい者サロン）（会費事業） 

と き 毎月第２水曜日１０時～１１時３０分（変更前１５時まで） 

毎月第４水曜日１０時～１１時３０分（変更前１３時まで） 

ところ 巣南公民館 ふれあいホール 

利用登録者 １７名    

実施回数 ５回  利用者延べ  １４名 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和２年１０月～令和３年１

月は、時間を短縮して開催。それ以外は中止。 

②すこやかクラブ（精神障がい者サロン）運営委員会（会費事業） 
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       第１回  と  き  令和３年３月４日（木）１４時～ 

               ところ  総合センター 交流ルーム 

                内  容  ①令和２年度実績報告について 

             ②令和３年度事業計画について 

             ③今後の運営について 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、８月の開催は中止。（計画数

２回） 

 

（２）障がい者家族への支援 

あおぞら会（当事者と家族会）への事務的支援（補助支援事業） 

 

（３）障がい者への理解の促進 

あい❤愛マーケット（会費事業） 

    福祉作業所自主製品、ボランティアほづみの手作り製品の販売 

     と き 毎月第２・４木曜日  

１２時３０分～１４時（豊住園・すみれの家） 

         １２時３０分～１４時３０分（ボランティアほづみ） 

ところ 総合センター アトリウム 

※年１９回開催予定の内、９回は新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止。 

 

（４）多機能型障がい福祉サービス事業の運営（給付費・市補助金） 

①豊住園 

   ・利用者 ２１名（生活介護１３名、就労継続支援 B 型８名） 

      ・作 業  委託製品  紙袋の仕上げ・ペットボトルのリサイクル・ウレタンウ

ォーム切り離し作業 

               自主製品  ビーズ製品・布製品・かきりん刺繍入りタオル 

             かきりんクッキー・フロランタン・げんこつ飴・富有柿

を使用したお菓子等の製造・販売・軍手ステッカー貼付

け 

       ・行 事 体験実習、実習生の受入等 

 ②すみれの家 

   ・利用者 ２１名（生活介護１４名、就労継続支援 B 型７名） 

      ・作 業  委託製品  紙袋の仕上げ、ゴム結び 

               自主製品  お菓子の製造・販売、プリント T シャツ・バック販売 

      ・行 事  絵手紙、体験実習、小学校・他施設との交流等 

        実習生の受入 

（５）障がい者（児）相談支援事業所の運営（支援給付費） 

① 計画相談支援・障害児相談支援 
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 サービス等利用計画、障害児支援利用計画の作成、及び継続サービス利用支援、

継続障害児支援利用援助を実施する。 

 ・利用契約者数 ３３０名 

 ・サービス利用支援、障害児支援利用援助の実施件数 ３０１件 

 ・継続サービス利用支援、継続障害児支援利用援助の実施件数 ２５２件 

② 基本相談支援 

 障がいのある方たちの相談に幅広く対応する。 

 ・相談延べ件数 ４０６件 

③ ソーシャルワーク 

 障害福祉に係る地域の課題解決に向け、次のような地域づくり（資源開発、

関係機関の連携強化、啓発等）に取り組む。 

 ・瑞穂市障害者自立支援協議会の参加 

   全体会 ２回 

   事務局会 ５回 

   くらし部会 １回 

    成年後見制度について従事者向け研修の実施。 

    題 目 成年後見制度を活用するために 

 

     と き 令和２年１０月３０日（金） 

     ところ 総合センター あじさいホール 

     講 師 一般社団法人岐阜県社会福祉士会 

         副会長 岡川 毅志氏 

     参加者 ４０名 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため視察研修は中止。 

  相談支援部会 ３回 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため１回減。 

  放課後等デイサービスに係る実態調査プロジェクトチーム １回 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため１回減。 

 ・瑞穂市地域ケア会議（成年後見制度中核機関設置準備及び養護老人ホーム

入所判定会議）の参加 

    瑞穂市地域ケア会議 ３回 

 ・岐阜県立岐阜本巣特別支援学校評議員会の参加 

    学校評議員会 ２回（紙面開催） 

   ※夢フェスタ、運動会、卒業証書授与式等は新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため来賓の参観不可。 

 ・瑞穂市障害者事業所連絡会の運営、参加 

   瑞穂市障害者事業所連絡会 ６回 

 ・瑞穂市障害児事業所連絡会の運営、参加 

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 
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 ・ＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）みずほ実行委員会の参加 

   ＲＵＮ伴＋（ＰＬＵＳ）みずほ実行委員会 ４回 

 ・子ども・若者支援ネット岐阜の参加 

   子ども・若者支援ネット岐阜定例会 ８回 

 ・その他、市民に向けた講座での講演等 

   令和２年度生活支援ボランティア養成講座 講師 

   令和２年度第４回みずほケアマネサロン 講師 

４  児童福祉事業 

（１）誠心寮施設訪問（会費事業） 

      と  き  令和２年１２月２５日（金） 

        子どもたちにクリスマスケーキを贈呈 

 

（２）子育て支援事業 

  ①地域子育て講座の開催（会費事業） 

    と き 令和２年１２月１２日（土）９時３０分~１１時５０分 

       ところ 巣南公民館 ふれあいホール 

内 容 ・「現在の子育て環境について」 

    ・「地域ぐるみで子育てをすることの大切さ」 

    ・「祖父母世代としての関わりかたのコツ」 

講師 本巣市立本巣幼児園 園長 恩田 真由美氏 

・「すぐに役立つ遊びを伝授！」 

講師 岐阜県レクリエーション協会 副会長 小原 信子氏 

    参加者 １９名 

  ②ホリパパサロン（子育てサロン）の開設（隔月）（共同募金配分金事業） 

      令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。 

  ・参加者へのアンケート実施（代替措置として） 

    と き  令和２年１０月 

    内 容  つながり続けることを目的に、ボランティアの協力を得て実施

し、結果を社協だより「あい❤愛」等で共有した。 

       

５ 福祉総合相談支援事業 

（１）心配ごと相談所の開設（市補助金事業） 

①開設日・一般相談 総合センター         毎月第２・４・５火曜日 

                        老人福祉センター      毎月第１・３火曜日 

           ・人権相談  総合センター          毎月第３火曜日 

      ・行政相談  総合センター          偶数月第１火曜日 

            老人福祉センター      奇数月第１火曜日 

           ・法律相談  総合センター          毎月第２・４火曜日 

                       老人福祉センター      毎月第１・３火曜日 
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      ・女性のための法律相談 総合センター 毎月第３金曜日【廃止】 

②開設日            １０４日 

③出席相談員   延べ １４５名 （内訳）民生委員      ８８名 

                       民生委員以外   ６１名 

④相談利用者      ２０３名（男性  ８９名  女性  １１４名） 

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月中旬〜５月まで開催中止。 

 

  ⑤瑞穂市民生委員・児童委員協議会合同研修会開催 

   と き 令和２年８月２１日（金） 

   ところ 巣南公民館  

内 容 弁護士と協働したワンストップ相談支援について 

講 師 法テラス岐阜 髙橋事務局長 他 

   対象者 瑞穂市民生委員児童委員・主任児童委員・人権擁護委員 

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止。 

 

（２）弁護士相談連携事業（会費事業） 

  ・瑞穂法律相談センター 毎月第２・第４木曜日  

  （法テラス岐阜連携事業） 

   実施回数   １３回 

   相談利用者  １９名 

  ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月〜６月まで開催中止。 

 

  ・福祉従事者向け 弁護士常駐型出張相談事業 毎月第３水曜日    

  （岐阜県弁護士会 貧困と人権に関する委員会連携事業） 

   実施回数    ９回 

利用従事者  ２１名 

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月〜６月まで開催中止。 

 

（３）生活困窮者自立支援事業（市受託事業） 

委託期間 令和２年４月１日～令和３年３月３１日 

  業務内容 生活困窮者が抱える多様で複合的な相談に応じ、必要な情報提 

供及び助言を行うとともに、支援計画の作成等を通じた一体的かつ 

計画的な支援を実施することで、生活困窮者の自立を促進すること 

を目的とする。 

 

  ・受付件数（実人数）  

新規相談者 １１０名 

継続相談者 ８６名 

合    計    １９６名 
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・支援対応実績（支援実施延べ） 

① 電話相談  ４２７件 

② 訪問・同行支援 ２０６件 

③ 面談 ３６１件 

④ 会議（支援調整会議・所内会議等） ４０件 

⑤ 支援プラン作成 ４１件 

⑥ 他機関への電話照会・協議   ８５件 

⑦ その他 ７件 

合     計 １，１６７件 

・みずほしごとの森 運営事業（無料職業紹介事業） 

  相談者数  ５１名 

  就労者数  ２３名 （※しごとの森を通じた就労者数 ７名）         

    登録企業 １６６件（延べ） 

  ・縁カレッジカウンセリング 

    実施回数  ３３回 

  ・縁カレッジトレーニング 

    実施件数   １件 

 

（４）家計相談支援事業（市受託事業） 

家計再生プラン ６件 

① 生活困窮者支援調整会議の開催 

と き 毎月第４水曜日（計７回） 

（令和２年７月２９日・８月２６日・９月３０日・１０月２８日・１  

１月２５日・１２月２３日・令和３年３月２４日）  

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため令和２年４月〜６月及び

令和３年１月〜２月は開催中止 

   ところ 総合センター 地域福祉ルーム 

内 容 生活困窮者自立支援事業における相談者の支援方針の協議・決定、 

    運営課題の検討、実績報告を目的として開催。 

参加者 １１９名（延べ） 

 

（５）みずほわくわくスクール【子ども・若者の居場所づくり事業】（会費事業・市

受託事業） 

   と き 平 日 週１回火曜日 （令和２年７月～令和３年３月） 

   ところ 総合センター 地域福祉ルーム・交流ルーム 

  内 容 市内在住の生活困窮世帯、ひとり親世帯、不登校等、居場所が必要な

子どもに対する無償の学習機会の確保や居場所の提供。 

参加者（延べ）  子ども      ４５４名 
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             ボランティア   ５２５名 

   ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため４月〜７月・令和２年１月～３月ま

で計１３回、開催中止。 

 ・みずほわくわくスクールスタッフミーティング 

    と き 令和２年 ９月２８日（月） 

１１月３０日（月） 

令和３年 ３月２２日（月） 

    ところ 総合センター 地域福祉ルーム 

内 容 ボランティアスタッフ・協力事業所を交えた事業運営の打合せ 

参加者 計２６名（延べ） 

 

（６）子ども食堂（会費事業） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、従来の集合型での開催は困難と

判断し、食材配布型へ仕様を変更して実施。 

  と き 平 日 月２回第１・第３火曜日 （計１０日） 

    （令和２年１０月２０日・１１月１７日・１２月１日・１２月２２日・

令和３年１月５日・１月１９日・２月２日・２月１６日・３月２日・

３月１６日） 

  ところ 総合センター正面玄関  

  内 容 経済的事情を抱える世帯及び居場所を必要とする世帯に対する食の確 

保を通じた、実態把握・安否確認を行う。 

利用者 １０３人（実） （大人４５名 ・子ども５８名） 

９３３名（延べ）（大人４０７名・子ども５２６名） 

  

（７）日常生活自立支援事業（県受託事業） 

・利用者 １７名 

 

（８）生活福祉資金の貸付（県受託事業） 

    ・相談件数                       ３７件 

  ・相談内訳  総合支援資金       ３件 

          福祉費         １３件 

         教育支援資金       ２件 

         緊急小口資金      １５件 

         臨時特例つなぎ資金    ４件   

 

・貸付状況             計６２件 

 （内訳） 

  総合支援資金                 ２２件 

        福祉費                       ２件 



 22 

    教育支援資金            ４件 

        緊急小口資金                ３２件 

    臨時特例つなぎ資金         ０件 

    離職者支援資金           ２件 

 

（９）生活福祉資金（コロナウィルス特例）の貸付（県受託事業） 

    新型コロナウイルス感染の影響による生活困窮者の救済措置として令和２

年４月から受付開始。上限２０万円の一時的な貸付（１回のみ）を行う緊急小

口資金、上限２０万円を最大９か月間貸付が可能な総合支援資金制度の２種類

の貸付制度の受付事務を行う。 

（※なお、緊急小口資金と総合支援資金の同時申込は可能） 

    ・相談件数                     ２，６５８件 

  ・相談内訳  緊急小口資金    １，６２３件 

総合支援資金（初回）  ６６５件 

                （延長）  ２９５件 

              （再貸付）  １６５件 

 

（１０）生活一時金貸付事業（会費事業） 

    ・生活一時金貸付による援助        ３８件 

 

６  ボランティアセンター事業 

（１）ボランティア活動の推進 

①ボランティア登録状況（会費事業） 

     団体     ９４団体  １，１３４名    

個人             １０５名 

災害（個人）          ３１名 

  ②ボランティアに関する相談対応 

   相談延べ    ３１件 

   活動調整延べ  １２件（内、マッチング完１２件） 

    ※新型コロナウイルス感染防止のため、社会福祉施設等でのボランティア活

動が停止となり、活動の場が大幅に制限され調整件数が減少する結果とな

った。 

  ③ボランティア活動保険等の加入支援及び事故対応 

④ボランティア情報紙の発行（会費事業）・・・社協だより「あい❤愛」の中で

掲載 

   ボランティアだよりの発行（年６回 偶数月 全戸配布１６，５００部） 

  ⑤岐阜県ボランティア・市民活動フォーラム（会費事業） 

   ＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、Ｚｏｏｍを会場で投影し参加す

る方法と、自身の端末で参加する方法をとり実施。 
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    主 催 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 

と き 令和２年１２月３日（木）１２時３０分～１５時４０分 

    ところ 総合センター あじさいホール 

    参加者 １５名（会場参加９名・個人端末６名） 

⑥おためしＺｏｏｍ交流会（共同募金配分金事業） 

新型コロナウイルス感染症が広がる中での施策として、リモートによるつ 

ながりを広げる目的で新たに実施 

   と き 令和３年２月１８日（木）、２月１９日（金） 

   ところ 総合センター ＯＡ研修室 

   内 容 Ｚｏｏｍの基礎知識、操作方法  

       講師 瑞穂市社会福祉協議会 

   参加者 ５名 

 ⑦ボランティアスキルアップ研修会（共同募金配分金事業） 

    新型コロナウイルス感染症の対策としてマスクを着用する中で、よりよい

コミュニケーションを行うために実施 

    と  き  令和３年３月９日（火）１３時３０分～１４時４０分 

     ところ  市民センター ハナミズキホール 

内  容  「マスク越しでも伝わるコミュニケーション方法」 

    講師 フリーアナウンサー 浅井 彰子氏 

参加者  １６名 

⑧収集ボランティア活動への支援（会費事業） 

     市民等から寄付された使用済み切手・テレホンカード等を収集団体へ送付 

 

（２）災害時の支援体制の仕組みづくり 

①災害ボランティア研修会（会費事業） 

と き 令和３年３月２６日（金）１３時３０～１５時３０分 

        ３月２７日（土）１０時～１２時 

    ※両日とも同一内容で分散実施。 

ところ 市民センター ハナミズキホール  

内 容 「瑞穂市災害ボランティアセンターの概要について（改正のポイン 

ト）」 

        「コロナ禍での災害ボランティアセンターの運営について」 

    「被災者支援において地元災害ボランティアに期待すること」 

講師 瑞穂市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター担当者 

参加者 １８名  

  ②瑞穂市災害ボランティアセンター運営マニュアルの改正及び新型コロナウイ

ルス禍における瑞穂市災害ボランティアセンター運営マニュアルを策定した。 

③災害ボランティアセンター用備品の整備・管理（共同募金配分金事業） 

災害ボランティアセンターを円滑に運営するために必要な資機材を整備した。 
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（３）福祉教育の推進 

    新型コロナウイルス感染の状況、各学校の状況から学校側との必要な調整や

オンライン講義とするなどの新型コロナウイルス感染対策を図りながら実施。 

  ①福祉学習授業（共同募金配分金事業） 

   福祉教育プログラムの提案や出前講座の実施により、学校と連携して児童生徒

の共に生きる力を育むための取組を行った。 

   ・本田小学校６年生授業支援 

     令和２年１０月８日（木）「福祉について学ぼう」 

         １０月９日（金）「福祉について学ぼう」 

         １０月３０日（金）「認知症キッズサポーター養成講座」 

１１月１６日（月）「高齢者疑似体験・車いす体験」 

         １１月１８日（水）「高齢者疑似体験・車いす体験」 

・牛牧小学校５年生授業支援 

  令和３年２月５日（金）「福祉について学ぼう」 

      ２月９日（火）「高齢者疑似体験」 

     ２月１２日（金）「高齢者疑似体験」 

   ・中小学校６年生授業支援 

     地域の高齢者宅への訪問活動に協力 

     令和２年９月２４日（木）「福祉について学ぼう」 

         ９月２９日（火）「認知症キッズサポーター養成講座」 

        １０月２３日（金）「車いす体験」 

        １０月２７日（火）「「ふくし」学習のまとめ」 

・朝日大学「社会貢献Ⅰ・社会貢献（ボランティア論）」授業支援 

令和２年１０月２１日（水）「高齢者への理解と介助」（オンライン授業） 

  ②朝日大学保健医療学部看護学科「老年看護学実習Ⅰ（地域で暮らす高齢者の理

解）」実習支援 

     令和２年１２月１０日（木） 

     「地域で活躍する元気な高齢者の話」（オンライン授業） 

     令和３年１月２８日（木） 

     「支え合いのまちづくりと高齢者の活躍について」 

     「瑞穂市社会福祉協議会の業務について」（オンライン授業） 

     

７ 広報・調査研究活動事業 

（１）社協だより「あい❤愛」の発行（共同募金配分金事業） 

（年６回 偶数月 全戸配布１６，５００部 ８～１０ページ） 

   社協だより広告掲載 延べ１１枠 

 

８ 共同募金（共同募金会事業） 
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（１）募金総額        ７，２６４，５７９円  

 

（２）歳末たすけあい募金の配分 

    ①歳末たすけあい募金配分委員会（共同募金配分金事業・会費事業） 

と き 令和２年８月５日（水）９時３０分～ 

    ところ 総合センター 交流ルーム 

②配分委員会の決定を受け、地域福祉活動費として団体の行う事業に配分 

   ・申請団体名 ちょっとつながりたい 

内 容   年末大掃除支援事業 

・申請団体名 特定非営利活動法人キッズスクエア瑞穂 

内 容   困難を抱える子育て家庭へのお弁当宅配事業と交流会 

・申請団体名 みずほオヤジの会 

 内 容   歳末ふれあい交流会 

 

９ 法人組織基盤強化 

（１）会員会費の徴収（会費事業） 

   一般会員の加入促進と賛助会員の拡大 

   ・一般会員     １１，４２５世帯  １１，４４１口 

   ・賛助会員         １８０事業所        ２５６口 

 

（２）役員研修の実施（会費事業） 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、先進地視察はせず、Ｚｏｏｍ 

での研修を行った。 

①先進地視察研修   

 と き 令和２年１１月９日（月） 

 ところ 総合センター あじさいホール 

 内 容 「福祉のまちづくりフォーラム２０２０」 

     ～「今だからこそ」コロナ禍から創出される新たな“つながり活

動”～ 

     ＊岐阜県社会福祉協議会の事業に参加 

  ②福祉のまちづくり研修  

    と き 令和３年２月２０日（土）１４時～１５時３０分 

    内 容 免許返納後の生活を考える 

        ～車がなくて安心して生活できるまちとは～ 

        ＊瑞穂市地域支え合い推進会議講演会と合同で開催。 

    

（３）会務の運営（会費事業） 

  ①理事会の開催 

    第１回  決議があったとみなされた日 令和２年５月２２日（金） 
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      （新型コロナウイルス感染症拡大防止のため決議の省略） 

            議  案 ・評議員選任候補者について 

           ・評議員選任・解任委員の選任について 

           ・定款の一部を改正する定款について 

           ・定款施行細則の一部を改正する細則について 

           ・令和元年度事業報告の認定について 

           ・令和元年度一般福祉事業会計収入支出決算の認定について 

・令和元年度福祉作業所豊住園会計収入支出決算の認定ついて 

  ・令和元年度福祉作業所すみれの家会計収入支出決算の認定に

ついて 

・評議員選任・解任委員会の開催及び招集について 

・令和２年度第１回評議員会の開催及び招集について 

第２回 と き 令和２年７月３１日（金） １０時～ 

      ところ 総合センター 交流ルーム 

            議  案 ・常務理事の選任について 

          ・苦情解決制度第三者委員の選任について 

  第３回 と き 令和２年９月１０日（木） １０時～ 

      ところ 総合センター 交流ルーム 

            議  案 ・臨時職員等就業規則の一部を改正する規則について 

          ・一般福祉事業収入支出補正予算（第１号）について 

          ・福祉作業所豊住園事業収入支出補正予算（第１号）について 

          ・福祉作業所すみれの家事業収入支出補正予算（第１号）につ 

いて 

・表彰及び感謝状の贈呈に係る認定について 

・第２回評議員会の開催及び招集について 

      報 告 ・会長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

第４回  と  き  令和２年１２月１０日（木）  ９時３０分～ 

            ところ  総合センター  交流ルーム 

            議  案 ・評議員選任候補者について 

          ・評議員選任・解任委員会の開催及び招集について 

    ・一般福祉事業収入支出補正予算（第２号）について 

          ・福祉作業所豊住園事業収入支出補正予算（第２号）について 

          ・福祉作業所すみれの家事業収入支出補正予算（第２号）につ 

いて 

・第３回評議員会の開催及び招集について 

  第５回 と き 令和３年３月９日（火） ９時～ 

      ところ 総合センター 交流ルーム 

            議 案  ・総務課長の選任について 

                    ・定款の一部を改正する定款について 
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          ・経理規程の一部を改正する規程について 

          ・事務局規程の一部を改正する規程について 

          ・働き方改革関連法推進に伴う関係規則の整理に関する規則に

ついて 

          ・働き方改革関連法推進に伴う関係規程の整理に関する規程に

ついて 

    ・一般福祉事業収入支出補正予算（第３号）について 

          ・福祉作業所豊住園事業収入支出補正予算（第３号）について 

          ・福祉作業所すみれの家事業収入支出補正予算（第３号）につ 

いて 

                ・令和３年度事業計画について 

          ・基金の取崩について 

          ・令和３年度一般福祉事業収入支出予算について 

          ・令和３年度福祉作業所豊住園事業収入支出予算について 

          ・令和３年度福祉作業所すみれの家事業収入支出予算について 

          ・第４回評議員会の招集及び決議の省略について 

      報 告 ・会長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

  ②評議員会の開催 

    第１回  と  き  令和２年６月１２日（金）１３時３０分～ 

      ところ 総合センター  第１～３会議室 

      議 案 ・役員（理事）の選任について 

          ・定款の一部を改正する定款について 

          ・定款施行細則の一部を改正する細則について 

・令和元年度事業報告の承認について 

          ・令和元年度一般福祉事業収入支出決算の承認について 

・令和元年度福祉作業所豊住園事業収入支出決算の承認につ 

いて 

・令和元年度福祉作業所すみれの家事業収入支出決算の承認 

について 

第２回  と  き  令和２年９月２５日（金）１３時３０分～ 

      ところ 総合センター  第１～３会議室 

議  案  ・一般福祉事業収入支出補正予算（第１号）について 

          ・福祉作業所豊住園事業収入支出補正予算（第１号）について 

          ・福祉作業所すみれの家事業収入支出補正予算（第１号）につ 

いて 

第３回  と  き  令和２年１２月２１日（月） １０時～ 

            ところ  総合センター  第１～３会議室 

議  案 ・一般福祉事業収入支出補正予算（第２号）について 

          ・福祉作業所豊住園事業収入支出補正予算（第２号）について 
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          ・福祉作業所すみれの家事業収入支出補正予算（第２号）につ 

いて 

      報 告 ・令和２年１１月１９日（木）に発生した不適切事案について 

          ・全国社会福祉協議会優良表彰について  

  第４回 と き 令和３年３月１７日（水） ９時３０分～ 

      ところ 総合センター 第１～３会議室 

議 案 ・定款の一部を改正する定款について 

    ・一般福祉事業収入支出補正予算（第３号）について 

          ・福祉作業所豊住園事業収入支出補正予算（第３号）について 

          ・福祉作業所すみれの家事業収入支出補正予算（第３号）につ 

いて 

          ・令和３年度事業計画について 

          ・基金の取崩について 

          ・令和３年度一般福祉事業収入支出予算について 

          ・令和３年度福祉作業所豊住園事業収入支出予算について 

          ・令和３年度福祉作業所すみれの家事業収入支出予算について 

      報 告 公用車管理に係る不適切事案に関するその後の報告 

  ③評議員選任・解任委員会 

   第１回 と き 令和２年６月１日（月） ９時～ 

       ところ 総合センター 地域福祉ルーム 

       議 案 ・委員長の選任について 

・評議員の選任について 

第２回 と き 令和２年１２月１０日（木） １３時３０分～ 

       ところ 総合センター 社会福祉協議会内会議室 

       議 案 ・評議員の選任について 

    ④監事会 

   と き 令和２年５月１３日（水）９時～ 

   ところ 総合センター 地域福祉ルーム 

   内 容 決算監査 

 

（４）社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会表彰式の実施（会費事業） 

   と き  令和３年２月１７日（水）①１０時～②１１時～ 

   ところ  総合センター あじさいホール 

   被表彰者 ９団体 個人３５名 

 

（５）職員研修の実施（会費事業） 

    第１回 と  き  令和２年１２月９日（水）１７時３０分～ 

         ところ  総合センター あじさいホール 

       内 容 暮らしにつながる社会保険制度 
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           生活困窮者を支える仕組みと制度 

           ＳＮＳガイドラインの説明 

 

（６）福祉サービスに対する苦情対応（会費事業） 

  ・苦情対応   

苦情受付件数 ２件（申出人の要望 話を聞いてほしい２件） 

 

１０ その他の事業 

（１）行政、関係機関、団体との連携の強化 

  ①民生委員・児童委員協議会との連携 

       地域福祉課生活支援コーディネーターが随時定例会に出席し、関係事業につ

いて情報提供、意見交換、地域の情報把握及び活動支援 

    ②身体障害者福祉協会との連携 

   ・瑞穂市身体障害者運動会の参加 

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

  ③市役所福祉部局との連絡会議（毎月開催） 

    市の福祉部局と本部係長以上で協議・連絡事項、情報共有等を行う。 
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  令和２年度福祉作業所豊住園事業報告書 

 

 利用者数               単位：名 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和３年３月３１日現在） 

 

１ 作業支援について 

（１）受託作業 

  ①紙袋の仕上げ作業 

    受注先：株式会社ハローバック 

 年間処理数：１６９，７９３枚 

  ②リサイクル作業（ペットボトル破砕業務）   

    受注先：瑞穂市環境課 

年間処理数：５７４，６９８本 

  ③軍手プリント（安全啓発軍手ステッカー貼り付け等業務） 

    受注先： 株式会社松野組  

    年間処理数：１，３１１双 

  ④プラホック袋詰め作業 

    受注先：辻カッティング 

    年間処理数：１７，７９８個 

  ⑤ウレタンフォーム切り離し作業 

    受注先：株式会社ハイビックス 

    年間処理数：９０５枚（１８１袋） 

  ⑥マスク交換フィルター封入作業 

    受注先：株式会社ハイビックス 

    年間処理数：２９９セット 

  ⑦ストッパー蓋閉め作業 

    受注先：株式会社ハイビックス 

    年間処理数：２，０００個 

 

（２）商品製造・販売 

 定員 入所 退所 現人数 

生活介護事業 １５ ０ 1 １３ 

就労継続支援 

Ｂ型事業 
１０ 1 ０ ８ 

計 ２５ １ １ ２１ 
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  ①食品販売（就労継続支援Ｂ型） 

   ・あい愛マーケット 月２回第２・４木曜日１２：３０～１４：００ ９回 

   ・瑞穂市役所（穂積庁舎） 月 1回第１木曜日１２：００～１３：００ ８回 

         （巣南庁舎） 偶数月第３木曜日１２：００～１３：００ ４回 

   ・認知症カフェ・くつろぎカフェ・ふれあいサロン １１回 

・駅南金曜市  ２５回 

   ・瑞穂大学・老人福祉施設等での販売 

   ・企業３社・各種イベント販売 

   ・ふるさと納税返礼品 ２９回 

・瑞穂市献血推進協議会 ６００セット 

   ・商品開発（柿製品等）・研究 

  ②ビーズ製品・刺繍（かきりん・ミナモタオル等）（生活介護事業） 

   ・マスク：１，５２０枚 

   ・刺繍製品 

トートバッグ：５８０枚 

ハンドタオル：１００枚 

フェイスタオル：５２０枚 

   受注先：瑞穂市生涯学習課・瑞穂市地域福祉高齢課・各団体からの記念品 

 

 

２ 生活支援について 

（１）自活に必要な基礎力や基本的生活習慣等を身につける活動 

  ①当番 

  ②掃除 

  ③買い物実習 

④調理実習 

    令和２年  ７月 ３日（金） 利用者２名 職員２名 

          ７月１０日（金） 利用者２名 職員２名 

          ８月２１日（金） 利用者２名 職員２名 実習生１名 

      ８月２８日（金） 利用者２名 職員２名 

          ９月 ８日（火） 利用者２名 職員２名 

          ９月１８日（金） 利用者２名 職員２名 

         １０月 ９日（金） 利用者２名 職員２名 

         １０月２３日（金） 利用者２名 職員２名 

         １１月１３日（金） 利用者２名 職員２名 

    ●１２月、１月、２月、３月は、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のた

め中止 

（２）個々の健康面を留意した活動・支援 

  ①体操 
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  ②定期健康診断 令和２年７月２９日（水） 

  ③バイタルチェック 

  ④歯磨き 

  ⑤ウォーキング 

  ⑥音楽療法 

     令和２年 ７月１５日（水） 利用者１９名 職員９名 

          ８月１９日（水） 利用者１８名 職員９名 

          ９月１６日（水） 利用者１９名 職員９名 

         １０月２１日（水） 利用者１９名 職員９名 

         １１月１８日（水） 利用者１９名 職員９名 

         １２月１６日（水） 利用者１９名 職員９名 

     令和３年 １月２０日（水） 利用者２０名 職員９名 

       ２月１７日（水） 利用者１９名 職員９名 

       ３月１７日（水） 利用者２０名 職員９名 

      

（３）障がい者への理解を深めてもらう活動 

  ①体験実習 

     令和２年 ８月 ７日（金） お楽しみ会（映画鑑賞、マジックショー） 

                  （生活介護・就労）利用者１９名 

                   職員１０名 

     令和２年１１月 ６日（金） お楽しみ会（バーベキュー） 

                  （生活介護・就労）利用者１９名 

                   職員１０名 

     令和２年１２月２５日（金） クリスマス会 

                  （生活介護・就労）利用者１９名 

                   職員１０名 

     令和３年 ３月１９日（金） いちご狩り 

                  （生活介護・就労）利用者２０名 

                   職員１０名 ボランティア１名 

      

  ②宿泊研修  

       ●新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため中止 

 

  ③交流活動 

   ・保育園・小中学校・施設・各種団体などとの交流活動 

     令和２年 ８月１１日（火）～９月１１日（金） 

 中部学院大学社会福祉実習生受入れ 1名 

令和２年１０月２６日（月）～３０日（金）  

 大垣特別支援学校実習生受入れ１名 
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  令和２年１１月 ９日（月）～１３日（金） 

大垣桜高校実習生受入れ３名 

 

穂積中学校職場体験実習受入れ 中止 

 大垣桜高校実習生受入れ    中止 

      小学生夏休み福祉体験     中止 

      

      本田小学校交流会６年生  中止 

      穂積北中学校職場体験学習受入れ 中止 

 穂積中学校体験施設見学受入れ  中止 

    

  

   ・地域の各種イベントへの参加 

 すみれの家フェスティバル出店 中止 

      みずほ福祉フェスティバル出店 中止 

   本田夏祭り出店        中止  

 本田団地仮装盆踊り大会出店  中止 

      瑞穂市身体障害者運動会    中止 

 みずほふれあいフェスタ２０１９出店 中止 

 ふれあい広場「誠心寮」出店     中止 

  ④社会参加 

   ・地域の方への広報活動 

＜地域交流会「あいあい広場」＞ 中止   

         

   ・イベント等への参加 

      ＜平成３１年度岐阜県障害福祉事業所連絡会＞ 中止 

           ＜西濃ブロック交流運動会＞         中止 

    ＜西濃ブロック愛護ふれあいバス旅行＞    中止 

       

 

（４）その他 

  ①避難訓練 

令和２年１０月１６日（金） 利用者１８名 職員１０名 

 

    令和３年３月３日（水） 利用者１７名 職員８名 
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 令和２年度 福祉作業所すみれの家事業報告書 

 
 利用者数                  単位：名 

 定員 入所 退所 現人数 

生活介護事業 １５ １ ０ １４ 

就労継続支援 

Ｂ型事業 
１０ ０ ０ ７ 

計 ２５ １ ０ ２１ 

 

（令和３年３月３１日現在） 

１ 作業支援について 

（１）受託作業 

  ①紙袋の仕上げ作業 

    受注先：株式会社ハローバック 

 年間処理数：底ボール    ５８１,３６２枚 

       底ボールセット  １２,５３３枚 

       紐通底入れ    １６,６８７枚 

       紐通        ２,１９４枚 

       タック底板入れ   ３,５６４枚 

 

  ②ゴム結び             

    受注先：株式会社イデア 

年間処理数：３２５,０００個 

    

  ③各種受注作業 

    受注先：株式会社ハイビックス 

    年間処理数：ウレタンちぎり    ３０１袋 

          ストッパー蓋閉め    １１袋（１,０００個入り） 

          交換フィルターセット ３３９個 

   

（２）商品製造・販売 

  ①食品販売 

   ・あい愛マーケット 月２回第２・４木曜日１２：３０～１４：００ 計１０

回 

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止    計 

８回 

   ・瑞穂市役所    月２回第１・３木曜日１２：００～１３：００ 計 ９

回 
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             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止    計 

３回 

   ・巣南庁舎     奇数月第１木曜日  １２：００～１３：００ 計 ４

回 

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止    計 

１回 

   ・悠喜園      月１回第３木曜日  １３：３０～１４：００ 計 ６

回 

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止    計 

６回 

   ・くつろぎカフェ  月１回第２火曜日  １１：１５～１１：４５ 計 ２

回 

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止    計１

０回 

   ・認知症カフェ   月１回第２水曜日   ９：４５～１１：３０ 計 ５

回 

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止    計 

７回 

   ・ＪＩＣ      月１回       １１：５０～１２：４０ 計 ９

回 

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止    計 

３回 

   ・サンビレッジ・もやいの家 奇数月第２金曜日           

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止    計 

６回 

   ・駅南金曜市    第３・第４金曜日              計１５

回 

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止    計 

８回 

   ・南小学校参観日  依頼時に実施 

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

   ・巣南中学校参観日 依頼時に実施                 

             ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

   ・商品開発・研究 

  ②プリント製品販売 

   かきりんＴシャツ・ポロシャツ   ３０５枚 

   かきりんバッグ          ８５７枚 

   みなもＴシャツ          １２２枚 

   受注オリジナルＴシャツ・ポロシャツ 
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ジャンバー・ビブス      ６０６枚 

   受注オリジナルバッグ       ２５５枚 

 

２ 生活支援について 

（１）自活に必要な基礎力や基本的生活習慣等を身につける活動 

  ①当番 

  ②掃除 

③調理実習 

   令和 ２年 ４月２０日（月） （生活）●新型コロナウイルス感染予防の為

中止 

                  （就労）●新型コロナウイルス感染予防の為

中止 

   令和 ２年 ５月       （生活）●新型コロナウイルス感染予防の為

中止 

                   

   令和 ２年 ６月       （生活）●新型コロナウイルス感染予防の為

中止 

（就労）●新型コロナウイルス感染予防の為

中止 

   令和２年 ７月 ９日（木） （生活）利用者１名 職員２名 

   令和２年 ７月１３日（月） （就労）利用者７名 職員３名 

   令和２年 ７月２８日（火） （生活）利用者２名 職員２名 

令和２年 ８月 ３日（月） （生活）利用者２名 職員２名  

   令和２年 ８月１８日（火） （生活）利用者２名 職員２名 実習生１名 

   令和２年 ９月１５日（火） （生活）利用者３名 職員３名 

令和２年１０月 ６日（火） （生活）利用者１名 職員２名 

令和２年１０月１２日（月） （就労）利用者７名 職員２名 

令和２年１０月１３日（火） （生活）利用者２名 職員２名 

令和２年１１月１０日（火） （生活）利用者２名 職員１名 実習生１名 

令和２年１１月１１日（水） （就労）利用者７名 職員２名 実習生１名 

令和２年１１月１７日（火） （生活）利用者２名 職員２名 

令和２年１２月 ４日（金） （生活）利用者３名 職員２名 

令和２年１２月 ７日（月） （就労）利用者７名 職員２名 

令和２年１２月１５日（火） （生活）利用者３名 職員３名 

令和３年 １月 ８日（金） （就労）利用者７名 職員２名 

令和３年 １月２０日（水） （生活）●新型コロナウイルス感染予防の為中

止 

令和３年 １月２７日（水） （生活）●新型コロナウイルス感染予防の為中

止 
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令和３年 ２月       （生活）●新型コロナウイルス感染予防の為中

止 

令和３年 ３月１２日（金） （就労）利用者７名 職員２名 

令和３年 ３月２３日（火） （生活）利用者２名 職員２名 

令和３年 ３月２４日（水） （生活）利用者１名 職員２名 

 

（２）個々の健康面を留意した活動・支援 

  ①体操 

  ②定期健康診断 

  ③バイタルチェック・嘱託医との連携 

  ④歯磨き 

  ⑤ウォーキング 

  ⑥音楽療法 

    令和 ２年 ４月       ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

    令和 ２年 ５月       ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

    令和 ２年 ６月       ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

    令和 ２年 ７月 ８日（水） 利用者１３名 職員７名 

    令和 ２年 ８月１２日（水） 利用者１４名 職員７名 

    令和 ２年 ９月 ９日（水） 利用者１２名 職員６名 

 令和 ２年１０月 ７日（水） 利用者１０名 職員７名 

 令和 ２年１１月 ４日（水） 利用者１３名 職員６名 

 令和 ２年１２月 ２日（水） 利用者１２名 職員６名 

    令和 ３年 １月 ６日（水） 利用者１３名 職員７名 

    令和 ３年 ２月       ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

    令和 ３年 ３月 ３日（水） 利用者１４名 職員７名 

  ⑦描画 

    令和 ２年 ７月 １日（水）七夕飾り   利用者１２名 職員７名 

    令和 ２年 ８月１９日（水）絵手紙    利用者１４名 職員８名 

    令和 ２年１２月 ９日（水）年賀状作り  利用者１４名 職員５名 

    令和 ３年 ２月 ４日（木）習字     利用者１３名 職員９名 

 

（３）障がい者への理解を深めてもらう活動 

  ①体験実習 

    令和２年 ７月       （就労）●新型コロナウイルス感染予防の為

中止 

    令和２年 ８月 ６日（木） 体験実習 withコロナ 

               （生活）利用者１３名 職員７名 

令和２年 ８月 ７日（金） 体験実習 withコロナ 

（就労）利用者 ７名 職員２名 
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令和２年１２月２５日（金） 合同体験実習「クリスマス会」 

（生活・就労）利用者２１名 職員

８名 

    令和３年 １月１５日（金） 新年会 

                  （生活・就労）利用者２１名 職員

８名 

    令和３年 ３月２６日（金） お花見 

               （生活）利用者１３名 職員７名 

 

  ②交流活動 

   ・保育園・小中学校・施設・各種団体などとの交流活動 

     令和２年 ７月２１日（火）～２８日（火）大垣桜高校実習 

          ８月 ３日（月）～ ６日（木）大垣桜高校実習 

          ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

     令和２年 ８月１１日（火）～９月１５日（火） 

岐阜協立大学実習生受入れ１名 

     令和２年 ８月       巣南中学校職場体験受入れ 

                   ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

     令和２年１１月 ９日（月）～１３日（金） 

                   大垣桜高校実習生受入れ２名 

     

   ・地域の各種イベントへの参加 

     令和２年 ８月       汽車まつり 

●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

  令和２年 ９月       瑞穂市身体障害者運動会 

 瑞穂市民センター 

●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

令和２年１１月       みずほふれあいフェスタ 

              ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

令和２年１１月       ふれあい広場「誠心寮」 

               ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

 

  ③社会参加 

   ・地域の方への広報活動 

＜地域交流会「すみれフェスティバル２０２０」＞ 

   と き 令和２年５月２４日（日） 

   ところ 福祉作業所すみれの家 

   ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

＜地域交流会「あいあい広場」＞ 
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と き 令和２年１０月２５日（日） 

ところ 福祉作業所豊住園 

●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

   ・イベント等への参加 

     ・令和２年度岐阜県障害福祉事業所連絡会 

＜第４０回総会・交流会＞ 

   と き 令和２年５月３１日（日） 

   ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

           ＜西濃ブロック交流運動会＞ 

と き 令和２年６月 

●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

   ＜西濃ブロック愛護ふれあいバス旅行＞ 

      と き 令和２年１１月 

      ●新型コロナウイルス感染予防の為中止 

（４）その他 

  ①避難訓練・不審者対応訓練 

令和２年１０月２３日（金）利用者２１名 職員９名 

令和３年 ３月２２日（月）利用者１９名 職員９名 

 

    

 

       


