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法人運営部門【庶務係】に関する事業報告

Ⅰ．市民生活に密着した事業の推進

（1）チャイルドシート貸出事業

①相談、貸出、返却等窓口業務実績

貸出件数 52件（新規貸出 28件 更新貸出 24 件）

使用する乳幼児との間柄

新規貸出 更新貸出

父 母 祖父 祖母 おじ おば 父 母 祖父 祖母 おじ おば

2 4 2 15 0 5 4 3 5 11 0 1

②安全確保のために、定期的な処分と購入

乳幼児用のチャイルドシートを 6台購入した。

購入後 5年以上が経過しているチャイルドシートを 9台廃棄した。（令和元年 10月 10 日）

③チャイルドシートの在庫数（令和 2年 3月 31 日現在）

種 類 在 庫 数

乳幼児用 1

ジュニア用 5

（2）児童遊具実態調査・遊具整備事業

①管理数 11か所 24 基（稲築地区）

行政区 設置場所 設置遊具 行政区 設置場所 設置遊具

漆生本村
公民館 ブランコ・低鉄棒・すべり台 銭代坊 下町 低鉄棒・ブランコ・猿渡

上黒田 すべり台・ブランコ 緑ヶ丘 下町 ブランコ・低鉄棒

東岩崎 松山団地 動物型遊具３基 辻中篭 お堂 すべり台・低鉄棒

口春 神社境内 ブランコ・低鉄棒・すべり台 平第一 下平公民館 ブランコ・低鉄棒

山野第一 神社境内 ブランコ 枝坂 広場 ブランコ・すべり台

鴨生第一 公民館 ブランコ

②ブロック毎での福祉推進員による実態調査

稲築地区 各ブロック福祉推進員との遊具点検 回数 4回 参加者 10 人

調査日 ブロック 参加人数 行政区 設置場所 内 容

5月 7日（火）
第1ブロック 1名 漆生本村

公民館 ブランコ・低鉄棒・すべり台

上黒田 すべり台・ブランコ

第4ブロック 2名 鴨生第一 公民館 ブランコ

5月 9日（木） 第2ブロック 1名 東岩崎 松山団地 動物遊具

5月 14 日（火） 第5ブロック 4名

銭代坊 下町 低鉄棒・ブランコ・猿渡

緑ヶ丘 下町 ブランコ・低鉄棒

辻中篭 お堂 すべり台・低鉄棒

平第一 下平公民館 ブランコ・低鉄棒

枝坂 広場 ブランコ・すべり台

5月 16 日（木） 第3ブロック 2名
口春 神社境内 ブランコ・低鉄棒・すべり台

山野第一 神社境内 ブランコ
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③職員による実態調査

稲築地区 回数 1回

調査日 行政区 場所 遊具名 調査日 行政区 場所 遊具名

12月 19 日

（木）

漆生本村
漆生本村公民館

ブランコ・低鉄棒

すべり台

12月 19 日

（木）

鴨生第一 鴨生第一公民館 ブランコ

平第一 下平公民館
すべり台

ブランコ上黒田 すべり台・ブランコ

東岩崎 松山団地 動物型遊具 辻中篭 お堂 すべり台・低鉄棒

口春 神社境内
すべり台

ブランコ・低鉄棒

緑ヶ丘 下町 ブランコ・低鉄棒

銭代坊 下町
ブランコ・猿渡

低鉄棒山野第一 神社境内 ブランコ

枝坂 広場
すべり台

ブランコ

※児童遊具については、設置から長期間がたち全て耐用年数を過ぎているため、各行政区に今後の取り扱い（行政区による管理・本会での

撤去）について意向を確認している。

（3）紙おむつ宅配事業の実施

①相談、配達等の窓口業務

利用者数 10人 延べ利用数 83件 販売パック数 196 袋

【利用者内訳】

地区 稲築 碓井 山田 嘉穂

性別 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

利用者数 3 3 0 1 1 1 0 1

【種類別の販売パック数内訳】

パンツタイプ
テープ止め

タイプ
尿取りパット その他

商品名

パワフル

パンツ

【Ｍ】

パワフル

パンツ

【Ｌ】

パワフル

パンツ

【ＬＬ】

股モレ防止

通気性【Ｍ】

紙おむつ専用

安心フィット

パワフル

ワイド

【夜用】

スーパー

【男女共用】

パワフル

ワイド

重ねて安心

シート

パック

数
90 16 4 14 28 14 8 14 8

（4）福祉機器（車いす）貸出事業の実施

①相談、貸出、返却等の相談窓口

車いす貸出件数 42件（新規貸出 35件 更新貸出 7件）

【利用区分】

介護保険の非該当者
介護保険給付による

機器利用ができない
在宅の障がい者

施設・医療機関からの

一時帰宅

市内小・中学校・

高等学校
その他

2 8 3 1 21 7

破損や老朽化している車いすを 12台破棄した。（令和元年 10月 10日 令和 2年 3 月 31日）

②車いすの在庫数（令和 2年 3月 31 日現在）

種 類 在 庫 数

介助式 4

自走式 5
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（5）空き家管理住まいるサービスの推進

①基本サービスの提供

相談件数 2件（稲築地区 1件 碓井地区 0件 山田地区 1件 嘉穂地区 0件）

解約件数 1件（嘉穂地区）

管理家屋 8軒（稲築地区 5軒 碓井地区 2軒 山田地区 1軒）

基本サービス提供回数 98回（稲築地区 64回 碓井地区 23回 山田地区 11 回）

有事後の巡回 32回（稲築地区 20回 碓井地区 8回 山田地区 4回）

基本サービス提供時間 137 時間（稲築地区 80時間 碓井地区 35時間 山田地区 22時間）

②オプションサービスの提供

オプションサービス提供回数 8回（草刈り 4回 草取り 4回）

オプションサービス提供時間 24時間（草刈り 12時間 草取り 12時間）

⓷視察の受け入れ

宇美町社会福祉協議会 令和元年 8月 23 日（金）受け入れ人数 職員 3人

Ⅱ．その他の事業活動

（1）バス待合所の管理

①バス待合所実態調査の実施

管理数 34ヵ所（稲築地区）

行政区 待合所名 修理の必要性 行政区 待合所名 修理の必要性 行政区 待合所名 修理の必要性

漆生本村 漆生本村(上り) 鴨生第一 鴨生第一(上り) 辻中篭 中篭り(上り) 床板の補修

漆生本村 沖出(下り) 柱のひび割れ 鴨生第一 鴨生第一(下り) 辻中篭 中篭り(下り) 柱の塗装

漆生中央 稲築八幡宮(福祉バス) 鴨生第一 鴨生口第二(上り) 辻中篭 辻(上り)

漆生南部 大坪団地 鴨生第一 鴨生口第一(上り) 柱補強・塗装 才田日吉 才田日吉(福祉バス) 床の補修

漆生南部 大坪団地(福祉バス) 床のひび割れ 鴨生第一 鴨生口第一(下り) 平東 平東(福祉バス)

西岩崎 神社前(上り) 鴨生第一 稲築交番(上り) 緑ヶ丘 緑ヶ丘(上り)

口春 口の春(下り) 鴨生第一 稲築交番(下り) 緑ヶ丘 緑ヶ丘(下り)

山野第一 山野団地(上り) 鴨生第二 白門(上り) 銭代坊 銭代坊(上り)

山野第一 山野(上り) 壁の補修 鴨生第二 白門(下り) 銭代坊 銭代坊(下り)

山野第一 山野(下り) 宮地 宮地(上り) 柱補強・塗装 枝坂 枝坂(上り) 梁の塗装

山野第一 山野保育園(福祉バス) 宮地 宮地(下り) 枝坂 枝坂(下り) 柱の塗装

辻中篭 山野社宅 柱補強・塗装

・実態調査 令和元年 12月 23 日（月）に実施した。

・調査の結果 修理の必要な待合所 11カ所（経過観察の上で修理の時期を判断する）

（2）アルミ缶等リサイクル事業

①アルミ缶等の換金

総量 41回 5,128㎏（アルミ缶 16回 1,020㎏ 新聞紙 3回 190㎏ 雑誌 9回 2,920㎏ 段ボール 12回 980㎏ その他 1回 18㎏）

換金額 91,410円（アルミ缶 66,500円 新聞紙 1,760円 雑誌 14,770円 段ボール 7,300円 その他 1,080円）

②協力者への回収袋の配布

アルミ缶の寄付をいただいた方にお礼として回収袋を手渡した。345件（稲築 119件 碓井 7件 山田 89件 嘉穂 50件 その他 80件）


