
 

 

 

平成３０年度 

 

社会福祉法人 

田原市社会福祉協議会 

 

事業計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

目 次 

基本方針・関係図…………………………………………………… １ 

 ◎法人運営  

 １ 法人運営事業……………………………………………… ２ 

 ２ 結婚相談事業……………………………………………… ２ 

 ３ 共同募金配分金事業……………………………………… ３ 

 ◎地域福祉活動  

  ４ ボランティアセンター運営事業………………………… ３ 

 ５ 生活ささえあいネット事業……………………………… ４ 

 ６ 地域福祉ネットワーク事業……………………………… 

７ 生活支援体制整備事業…………………………………… 

５ 

５ 

 ◎福祉サービス利用支援  

  ８ 成年後見センター事業…………………………………… ６ 

 ９ 日常生活自立支援事業…………………………………… ７ 

１０ 資金貸付事業……………………………………………… ７ 

１１ 心配ごと相談事業………………………………………… ７ 

１２ 障害児相談支援事業……………………………………… 

１３ 一般相談支援事業………………………………………… 

１４ 特定相談支援事業………………………………………… 

８ 

８ 

９ 

１５ 高齢者支援（地域包括支援）センター事業…………… 

１６ 生活困窮者自立相談支援事業………………………… 

１７ 生活困窮者就労準備支援事業………………………… 

１０ 

１０ 

１１ 

１８ 障害福祉サービス事業…………………………………… １１ 

１９ 就労移行支援事業………………………………………… １１ 

２０ 移動支援事業……………………………………………… 

２１ 生活介護事業………………………………………………   

１２ 

１２ 

２２ 日中一時支援事業………………………………………… １３ 

 ◎在宅福祉サービス（介護保険事業等）  

 ２３ 居宅介護支援事業………………………………………… １３ 

２４ 訪問介護事業……………………………………………… １３ 

２５ 福祉車両運行サービス事業……………………………… １４ 

２６ 配食サービス事業………………………………………… １４ 

２７ 高齢者介護予防事業……………………………………… １５ 

 ◎施設・指定管理  

 ２８ 田原福祉センター及び赤羽根福祉センター管理運営… １５ 



1 

◎基本方針 

人は、だれもが住み慣れた地域で、自分らしく安心して幸せに暮らしていく

ことを望んでいます。しかし、現在の私たちを取り巻く環境においては、急速

な少子高齢化の進行、家族機能の変化や近隣関係の希薄化など、さまざまな課

題が生じています。 

こうした状況の中で、田原市社会福祉協議会では、地域に暮らす高齢者や障

害者をはじめ全ての市民が一人の人間として尊重され、お互いに理解しあい、

共に支えあいながら、住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりの

実現に向けて、地域との協働による事業展開を図ります。 

また、本会が市民にとって本当に必要な機関、信頼される法人となるために、

事業の評価・見直しはもちろんのこと、組織基盤の強化や経営の合理化を図り、

存在感のある市民に求められる社会福祉協議会の構築に努めます。 

 



 2

◎平成３０年度主要施策 

○法人運営                               

１ 法人運営事業                    （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

64,044 80,691 △16,647 

[目的] 

社会福祉法第１０９条に規定する市町村社会福祉協議会として、田原市社

会福祉協議会の事業全体の管理、組織管理を適正に行います。 

[主な事業内容] 

  市派遣職員２人、正規・再雇用職員３４人、嘱託職員１１人、臨時職員５

５人の計１０２人により、田原市社会福祉協議会の全事業を実施します。 

○理事会、評議員会等の開催  年３回程度 

○啓発及び広報活動  広報誌は奇数月発行（年６回） 

○職員研修の計画的実施 

○福祉関係団体の活動支援  

〇基盤強化計画の推進 

○法人運営に係る企画及び実施 

○福祉バスの実施  

○高齢者世話付住宅への生活援助員派遣 

○社会福祉基金及びボランティア基金の適正管理 

 

２ 結婚相談事業（市受託事業）             （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

7,649 7,387 262 

[目的] 

ふれあい相談センターを開設し、独身男女のふれあいの場等の提供を行い、

深刻な結婚難の解消に繋げ、少子化対策に寄与します。 

[主な事業内容] 

結婚を希望する方の相談、お見合い、出会いの場の提供をします。 

○職員体制 相談員２名（嘱託職員） 

○結婚等に関する相談対応    

○婚活イベントの開催 年間５回  

〇お見合いのコーディネート及び立会い 

○自主グループ企画支援 

○地域住民サポーター制度による結婚を考えている人達への情報提供や

情報収集 
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３ 共同募金配分金事業                 （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

3,072 3,256 △184 

[目的] 

共同募金等の配分金を財源として、地域に暮らす人々が共に助け合い、安

心して生活を送れるよう、様々な地域課題を解決するための活動を支援し、

地域福祉の向上を図ります。 

[主な事業内容] 

自治会等への募金協力の依頼や、地域のイベントでの街頭募金の実施など、

赤い羽根共同募金の周知啓発に取り組んでいきます。 

○ボランティア団体の活動支援 

○福祉のつどい開催 

○敬老訪問事業 

○社会福祉活動協力校への活動助成 

○おもちゃ図書館の活動支援 

○母子寡婦福祉会の活動支援 

 

 

○地域福祉活動                                                        

４ ボランティアセンター運営事業（市補助・市受託事業）  （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

6,000 7,347 △1,347 

[目的] 

地域の人たちが他者や地域に関心を持ち、できる時にできる事から、助け

合い、分かちあえるボランティア活動に取り組めるよう支援します。 

[主な事業内容] 

幅広い分野の各種ボランティア養成講座の開催、活躍の場を広げるための

情報提供、ボランティアを行う人と必要とする人とのマッチングを行い、相

互の交流や連携を図ります。 
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○各種講座 

・ボランティア入門講座（全３回） 

・要約筆記入門講座（全３回） 

・手話入門講座（全８回） 

・点字入門講座（全６回） 

・傾聴ボランティア養成講座（全２回） 

・レクリエーション講座（全６回） 

○ボランティアコーディネート業務 

・ボランティアを必要とする側とボランティア活動を行う側とを結びつ

けるための連絡調整 

○ボランティアネットワーク組織（ボランティア連絡協議会・あつみＮ

ＰＯネットワーク）の活動支援 

○ファミリーサポートセンターの運営 

○防災ボランティアコーディネーターの養成支援 

○ボランティアセンター運営委員会の開催 

 

５ 生活ささえあいネット事業（市受託事業）       （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

9,286 9,690 △404 

[目的] 

日常生活で支援が必要になっても安心して生活できる地域環境を整えるた

め、身近な地域での助け合いと地元商店との連携を図ります。 

[主な事業内容] 

公的なサービスでは対応できない日常生活で起こるちょっとした困りごと

を持つ人（支援依頼者）と、地域の住民やボランティア（サポーター）が「お

たがいさま」の気持ちで支え合うシテムをコーディネートします。お礼の気

持ちを形にした地域通貨『菜』の発行、協力店舗に関わる手続き等を行い、

共助を積極的に行う地域づくりを推進します。 

○支援依頼者、サポーター及び協力店舗の登録 

○支援依頼の受付、サポーターへの支援依頼（コーディネート） 

○サポーターを対象とした研修の実施及び保険加入手続き 

○地域通貨の発行、換金及び管理 
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生活ささえあいネット制度概要図 

 

６ 地域福祉ネットワーク事業（市受託事業）       （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

9,089 10,857 △1,768 

[目的] 

地域住民が相互に協力して障害者や高齢者等に対して支援を行うためのネ

ットワークづくり、地域づくりを推進し、小地域での居場所を提供すること

で地域福祉の増進を図ります。 

[主な事業内容] 

 

７ 生活支援体制整備事業（市受託事業）【新規】      （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

4,291 0 4,291 

 

 

 

 

○福祉関係事業者やボランティア（団体・個人）、その他の社会資源との

連携並びに地域課題について情報交換 

○小地域での交流の場として、シルバーサロン・コミュニティサロンの

運営 

○新規の自主サロン活動グループの育成 

○保育園児とサロン参加者等との交流会を支援 

○学校と地域のつながりづくりを支援 

○小中学校における福祉教育啓発活動や実践教室での講師派遣調整 

○小地域活動を支援するための講座、映画会 

ニーズを把握できる人
高齢者支援センター

民生委員、ケアマネ等

サポーター
「支援ができる人」

支援依頼者
「支援してほしい人」

事務局（社協）
「コーディネートする所」

協力店舗
「地域通貨が使える店」

地域
通貨購入

地域通貨 地域通貨で買物

地域通貨

を寄付

地域通貨

を換金又は寄付

登録

登

録
登

録

利用希望

内容調査

支援 支

援

依

頼

把

握

支援依頼代行
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[目的] 

高齢者単身世帯や高齢者夫婦のみ世帯等の増加に伴い、生活支援ニーズが

多様化する中、既存の介護サービス事業所によるサービスだけでなく、地域住民が 

主体となった生活支援サービスの充実が図られるように、生活支援等の体制整備 

に向けた調整役として、田原・赤羽根・渥美に生活支援コーディネーターを配置す

ることによって、地域における高齢者の生活支援・介護予防サービスの基盤整備を

推進します。 

[主な事業内容] 

 

 

○福祉サービス利用支援                         

８ 成年後見センター事業（市受託事業）         （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

16,253 20,708 △4,455 

[目的] 

判断能力が十分でない障害者や高齢者の日常生活上必要な契約行為・財産

の管理、権利侵害に対して、本人やその親族等養護者を支援することにより、

本人の利益や権利の擁護に努めます。 

 

 

 

 

○地域のニーズと資源の見える化、問題提起  

・生活ささえあいネットの普及啓発 

・お店、業者一覧地図の更新 

・地域の困りごとを我が事と捉え、自分たちで何ができるか考えてもら

えるよう働きかけを実施 

○関係機関のネットワーク構築 

･自治会、民生児童委員、JA 愛知みなみ、介護予防リーダー、老人クラブ、 

高齢者支援センター、行政等とのネットワーク構築 

・第２層協議体（中学校区域等を単位とした情報共有及び連携強化の場）を 

設置し、機能の継続促進 

○生活支援の担い手の養成やサービスの開発 

･総合事業（地域介護予防活動支援事業、地域リハビリテーション活動支援

事業）との連携。 

・シルバーサロンやボランティア団体等との交流を図り、相互理解の促進 

○必要に応じて、個別ケア会議への出席 
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[主な事業内容] 

○判断能力が不十分な方の権利擁護に関する相談対応 

○成年後見制度の申立支援（市長申立が必要な対象者への支援含む） 

○成年後見センター運営委員会の開催 

○法人後見人・法人後見監督人の受任 

○成年後見・権利擁護に関する啓発事業等の開催 

○日常生活自立支援事業利用に関する相談対応、支援 

○市民後見人等養成の検討 

 

９ 日常生活自立支援事業（県社協受託事業）       （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

679 464 215 

[目的] 

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が十分でない方のた

めに、福祉サービスを利用する際の援助などを行うことで、自立した生活が

送れるよう支援します。 

[主な事業内容] 

○福祉サービスの利用援助（相談･助言･情報提供、連絡調整、代行、代

理） 

○日常的金銭管理サービス 

○書類等の預かりサービス 

 

１０ 資金貸付事業                    （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

677 677 0 

[目的] 

経済的、社会的基盤の不安定な低所得世帯等に対し、低利又は無利子で福

祉資金の貸付を行い、償還指導や生活援助活動を通して世帯の安定と自立を

図ります。 

 [主な事業内容] 

○生活福祉資金の貸付 

○くらし資金の貸付 

 

１１ 心配ごと相談事業（市受託事業）           （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

2,153 2,132 21 
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[目的] 

市民の日常生活上のあらゆる心配ごとの相談に応じ、弁護士等の相談員と

連携し、適切な助言、指導等を行うことにより解決に導き、福祉の増進を図

ります。 

[主な事業内容] 

○田原福祉センター  奇数月 2 回（原則第１･第３水曜日） 

偶数月 3 回（原則第１･第３水曜、第４木曜日） 

                午後１時～午後４時 

○赤羽根福祉センター 隔月１回 （偶数月第２水曜日） 

午後１時～午後４時 

○渥美福祉センター  奇数月 2 回（原則第１･第３火曜日） 

偶数月 1 回（原則第１火曜日） 

午後１時３０分～午後４時 

 

１２ 障害児相談支援事業                 （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

353 114 239 

[目的] 

障害者総合支援法等関係法令に基づく指定事業所として、障害のある児童

やその家族の地域生活を支援します。 

[主な事業内容] 

障害のある児童が障害福祉サービスを利用するため、障害児支援利用計画

書を作成し、サービス利用支援や訪問等によるモニタリングを行います。 

○田原市社協相談支援事業所 

営業日 月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

・障害児支援利用計画書の作成、福祉サービスの利用援助 

・モニタリングの実施 

・障害児の居宅での生活について、必要な情報及び助言その他必要な援助 

 

 

１３ 一般相談支援事業                  （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

28 28 0 

[目的] 

障害者総合支援法等関係法令に基づく指定事業所として、精神科病院に長

期入院している方を対象に、退院後に地域で安心して生活できるよう、地域

移行支援や単身で生活に不安がある方に、地域定着支援を行います。 
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 [主な事業内容] 

○田原市社協相談支援事業所 

営業日 月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

・地域移行支援（精神科病院に長期間入院している方や、障害者支援施

設に入所している方を対象に、退院や退所後に地域に移行して安心し

て生活できるよう住居確保、体験宿泊支援、障害福祉サービス利用調

整等の支援）                                                                                                                             

・地域定着支援（病院や施設から退院・退所した方、地域生活が不安定

な方を対象に、常時の連絡体制を築き、緊急の事態等に対応する支援） 

 

１４ 特定相談支援事業（市受託事業）           （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

17,518 17,997 △479 

[目的] 

障害者総合支援法等関係法令に基づく指定事業所として、障害者等を対象

に、障害福祉サービス利用計画書を作成し、適切なサービス提供を行います。 

[主な事業内容] 

不安の解消や、余暇活動等、日常生活の様々な相談に応じる他、就労希望

障害者に対して、障害者雇用が可能な企業等を開拓し、就労支援を推進して

いきます。 

○田原市社協相談支援事業所 

営業日 月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

・サービス等利用計画書の作成、福祉サービスの利用援助 

・モニタリングの実施 

・社会資源を活用するための支援 

・社会生活力を高めるための支援 

・権利の擁護のために必要な援助 

・専門機関の紹介 

・就労に関する支援 

・生活保護被保護者への就労支援 

・市内の障害者等のニーズの把握に関する業務 

・地域自立支援協議会各会議の運営に関する業務 

・介護保険サービスとの併用世帯や権利擁護を必要とする障害者に関す

る相談支援業務等 
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１５ 高齢者支援（地域包括支援）センター事業（市受託事業）（単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

36,253 36,952 △699 

 [目的] 

地域住民の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うこ

とにより、高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続で

きるよう、介護、保健、医療、福祉の増進を包括的に支援します。 

 [主な事業内容] 

○総合相談支援業務 

○権利擁護業務 

・高齢者虐待の防止等 

○包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

○介護予防ケアマネジメント業務 

○認知症に関する取り組み 

・認知症地域支援推進員を中心に認知症高齢者に対する相談、認知症を

支援するネットワークづくり、啓発等 

○地域ケア会議の推進 

○在宅医療・介護連携 

 

１６ 生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業）      （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

10,040 9,998 42 

[目的] 

さまざまな困難の中で生活に困窮している人に包括的な相談支援を行い、

生活保護に至る前に自立を支援します。 

[主な事業内容] 

生活困窮者の抱えている課題を適切に評価・分析（アセスメント）し、そ

の課題を踏まえた個別の「自立支援計画」を作成します。 

田原、赤羽根、渥美の各福祉センターに職員を配置し、寄り添いながら自

立に向けた支援を行います。 

○職員体制  

・主任相談支援員兼就労支援員 １人（田原福祉センター）  

・相談支援員 ２人（赤羽根１人、渥美１人 各福祉センター） 

○利用対象者 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れ

のある方 
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１７ 生活困窮者就労準備支援事業（市受託事業）      （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

3,414 3,390 24 

[目的] 

就労に向けた準備が整っていない生活困窮者に、生活習慣確立のための指

導等を行い、日常・社会生活の自立を支援します。 

[主な事業内容] 

就労に向けた準備として、日常生活自立、社会生活自立支援段階から有期

で訓練を実施し、社会、就労への第一歩を支援します。 

○職員体制  

就労準備支援員 １人（田原福祉センター） 

○利用対象者 

就労にむけた準備が整っていない生活困窮者であって、田原市生活困

窮者就労準備支援事業実施要綱第３条に規定する支援対象者 

 

１８ 障害福祉サービス事業               （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

11,657 11,441 216 

[目的] 

障害者総合支援法等関係法令に基づく指定居宅介護事業所として、利用者

が居宅において自立した日常生活や社会生活を営むことを支援します。 

[主な事業内容] 

必要な居宅介護及び同行援護を適切に行います。 

○田原市社協ヘルパーステーション 

営業日 年中無休（ただし、年末年始利用は応相談） 

 

１９ 就労移行支援事業                  （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

22,721 24,973 △2,252 

[目的] 

障害者総合支援法等関係法令に基づく指定事業所として、一般企業への就

職を希望し、雇用される見込みのある障害者に対して、「安心して働き続ける

こと」を目標に支援をします。 

[主な事業内容] 

本人の意向、適性に基づいた計画書を作り、施設内での就労訓練や職場実

習等を行うことにより、「早期の就労」を図るとともに就労後も定期的なフォ

ローアップを行います。 
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○田原市社協就労移行支援事業所 

営業日 月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

・個別支援計画の作成 

・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 

・生産活動の機会の提供 

・実習先企業等の紹介 

・就労への移行に向けた求職等の支援 

・就労後の職場定着のための支援 

 

２０ 移動支援事業                    （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

7,138 7,093 45 

[目的] 

田原市等の地域生活支援事業の指定事業所として、障害者児の余暇支援等

が適切に行えるよう外出援助を行います。 

[主な事業内容] 

  映画、コンサート等各種イベントに参加します。 

○田原市社協ヘルパーステーション 

営業日 年中無休（ただし、年末年始利用は応相談） 

 

２１ 生活介護事業【新規】                （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

26,233 0 26,233 

[目的] 

障害者総合支援法の指定事業所として、障害者の日中における日常生活訓

練、創作活動等の場を確保するとともに、適正な障害福祉サービスを提供し、

家族の就労や日常生活の介護負担を軽減します。 

[主な事業内容] 

障害者総合支援法（生活介護事業）実施要綱に基づき、利用者の身体その

他の状況及びその置かれている環境に応じて、必要な日常生活訓練等を行い

ます。 

○田原市社協生活介護事業所なのはな（18 歳以上の障害者を対象） 

営業日 月曜日から金曜日まで 

（１２月２９日～翌年１月３日を除く） 
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２２ 日中一時支援事業                  （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

4,505 25,828 △21,323 

[目的] 

田原市地域生活支援事業の指定事業所として、障害者児の日中における活

動の場を確保するとともに、家族の就労や日常生活の介護負担を軽減します。 

[主な事業内容] 

田原市地域生活支援事業（給付事業）実施要綱に基づき、利用者の身体そ

の他の状況及びその置かれている環境に応じて、必要な訓練等を行います。 

○田原市社協日中一時支援事業所 

営業日 土曜日及び祝日 

田原市立学校等管理規則に定められる休業日の期間中は月曜

日、火曜日、木曜日から土曜日まで 

（１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

 

 

○在宅福祉サービス（介護保険事業等）                  

２３ 居宅介護支援事業                  （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

74,887 77,827 △2,940 

[目的] 

介護保険法の居宅介護支援事業の指定事業所として、要介護者等の心身の

特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことがで

きるように配慮して介護支援を行います。 

[主な事業内容] 

事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用

者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事

業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

○田原市社協あかばねケアプランセンター     

○田原市社協あつみケアプランセンター  

営業日 月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

 

２４ 訪問介護事業                    （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

42,122 44,145 △2,023 
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[目的] 

介護保険法の訪問介護及び介護予防訪問介護事業の指定事業所として、利

用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の

可能性を最大限引き出す支援を行います。          

[主な事業内容] 

利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、

生活の質の向上に資するサービス提供を行います。 

また、市受託事業として、「障害児童・生徒学校介助員派遣事業」を実施し

ます。 

○田原市社協ヘルパーステーション 

営業日 年中無休（ただし、年末年始利用は応相談） 

 

２５ 福祉車両運行サービス事業              （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

2,753 2,264 489 

[目的] 

高齢や障害により自力で公共交通機関を利用することが困難な方を会員と

して、医療機関や公共施設などへの移動手段として福祉車両を提供、在宅福

祉の支援に努めます。 

[主な事業内容] 

○営業日 月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

午前８時３０～午後５時１５分 

○利用料金は、利用者の家から目的地までの距離とする 

○発着のどちらかが、田原市内であることが条件 

 

２６ 配食サービス事業（市受託事業）           （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

8,220 7,396 824 

[目的] 

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯へ昼食の配達と、配達時での安否

確認を行い、在宅福祉の支援に努めます。 

[主な事業内容] 

○営業日 月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

○利用者本人の負担は食事代実費  
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２７ 高齢者介護予防事業（市受託事業）          （単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

9,355 11,825 △2,470 

[目的] 

在宅で生活している高齢者の方が、できる限り要支援状態や要介護状態に

ならないように、生きがいや健康づくり活動などの介護予防事業を実施して、

地域で自立した生活が確保できるように支援します。 

[主な事業内容] 

○閉じこもり予防教室 

○はつらつシニア体操 

○体力向上教室 

営業日 月曜日から金曜日まで 

（祝日、１２月２９日～翌年１月３日を除く） 

 

 

○施設・指定管理                            

２８ 田原福祉センター及び赤羽根福祉センターの管理運営事業（単位：千円） 

平成３０年度予算 平成２９年度予算 増減 

60,529 60,064 465 

[目的] 

田原福祉センター及び赤羽根福祉センターの指定管理者として、利用者層

を拡大し、高齢者、障害者等の福祉の向上、健康増進及び地域福祉の推進を

図ります。 

[主な事業内容] 

施設の適切な管理運営を行うとともに地域福祉活動の拠点として、ボラン

ティア活動の更なる推進と、当該施設を利用した高齢者、障害者の社会参加

の促進や健康の保持、また季節行事を取り入れた各種事業を実施します。 

施 設 名 田原福祉センター 赤羽根福祉センター 

所 在 地 赤石二丁目２番地 赤羽根町赤土１番地 

開館時間 午前８時３０分～午後９時 午前８時３０分～午後５時 

入浴時間 午前１０時～午後３時  

休 館 日 

 

国民の休日 

１２月２９日～翌年１月３日 

指定管理者が必要と認めた日 

土曜日及び日曜日 

国民の休日 

１２月２９日～翌年１月３日 

指定管理者が必要と認めた日 
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施 設 内 

事業所等 

田原市社会福祉協議会 

（成年後見センター、ボラン

ティアセンター、ふれあい相

談センター、障害者就労移行

支援事業所） 

田原市シルバー人材センター 

豊川保健所田原保健分室 

障害者総合相談センター 

こども発達相談室 

田原市地域職業相談室 

田原市社会福祉協議会 

（高齢者支援センター、あかば

ねケアプランセンター、ヘルパ

ーステーション、生活介護事業

所、日中一時支援事業所） 

赤羽根デイサービスセンター

（福寿園） 

赤羽根診療所 

 


