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次   第 

１ 開  会（司会者 田中 恵子） 

 

 

２ 理事長 あいさつ 

 

 

３ 議長選出（定款第２６条） 

 

 

４ 議事録署名人の選任（定款第３０条２項） 

 

 

５ 議  事 

 

 （１） 第１号議案  平成 30 年度事業報告および収支決算報告並びに監査報告 

 

 （２） 第２号議案  令和元年度事業計画(案)について 

  

（３） 第３号議案  役員の改選について 

  

 

６ その他 今後の方向性について 

 

 

７ 閉  会 あいさつ（副理事長 川村 保幸）  

 

 

 講演会・体験会 

  柴田接骨院 柴田 善康氏 

      「今日から始める身体の整え方」 
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（第１号議案） 

 

[Ⅰ] 平成 30 年度 事業報告 

１ 法人の現況（Ｈ31 年 3 月末） 

１）会員数   正会員 70名、賛助会員（個人）80名、（団体）11団体 

２）従業員数  職員 15名 パートタイマー32名 

３）事業の展開状況 

 

２ 各部門の現況 

１） ケアプラン(居宅介護支援)事業 

ア  職員体制 

   管理者（主任介護支援専門員兼務）1 名、主任介護支援専門員 1 名、         

介護支援専門員 2 名 計 4 名 

 

イ  事業内容 

        ケアマネジャー4 人で 24 時間体制を行い、特定事業所加算Ⅱを算定してきました。 

新規依頼は年間 55 件で昨年より 15 件増加しています。うち 28 件が要介護、うち 20 件  

が総合事業、うち 7 件が未利用です。 

年間延 1546 件のケアプランを担当し、昨年より 173 件増加しています。そのうち、要介

護の方が 7 割、総合事業の方が 3 割を占めています。 

事業所内では週 1 回のミーティングで利用者様の共有を行い、ケース検討を月 1 回行って

います。地域包括支援センターや社会福祉協議会、医療関係者等、他職種でかかわるよう

にしています。また他事業所と研修の機会やケース検討会を年 6 回実施し、事業所内・事

業所外研修にも積極的に参加し、スキルアップの機会を持つようにしています。 

        

介護 1022 件、総合事業 524 件 計 1546 件（Ｈ30.４～Ｈ31.３） 

総売上 18,797,073 円 

 

２） デイサービス(通所介護)事業 

① デイサービスつどい 

ア 職員体制 

       管理者（生活相談員兼務）1 名、生活相談員（介護職員兼務）2 名、看護師 4 名 

介護職員 4 名 

 

イ 事業内容 

       民家を再活用した富山型デイサービスを実施して８年目に入りました。昨年４月に常喜

町ときわ美容室跡に移転し、定員２６名で新たなスタートをきりました。新規の利用者

様も増え、現在は定員３０名の通常規模通所介護で運営しています。１階と２階をフル

活用して、利用者様の自立を促すとともに、利用者様の意志を尊重したプログラムを提

供しています。 

開所時に比べて、利用者様もときわ亭に慣れ親しんでいただき、現在ではエレベーター

の操作にも慣れて、ご自身の自宅のように自由に行き来されています。活動としては、

書道やカラオケなどの趣味活動、調理などの家事活動、農園のお手伝いなど、利用者様
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に役割や意欲を持って過ごしていただくことを大切にしてきました。地域に開けた施設

を目指し、昨年の常喜町のお祭りの際は、ときわ亭を開放し地域の皆様と交流をさせて

いただきました。今後も地域に根ざす施設として、ときわ亭が利用者様や地域の皆様の

心の拠り所になるよう、職員一同奔走してまいります。 

 

延利用人数  6,507人   

 

② デイサービス七条つどい 

ア 職員体制  

管理者（生活相談員兼務）1名、生活相談員（介護職員兼務）2名、看護師 2名、 

介護職員 4名、送迎スタッフ 4名 

 

イ 事業内容  

七条つどいデイサービスを開所し４年目になり、通常規模通所介護で運営しています。 

内容は、自主性プログラムの採用が特徴です。ご自身で１日の過ごし方の予定を立てて

いただき、役割を持って生き生きと『やりたいこと』『したいこと』に意欲的に取り組ま

れています。天窓がある浴室は明るく毎日の空の色も楽しめます。 

利用者様のニーズに耳を傾け日常生活の中でリハビリを兼ねて、調理、体操、散歩、畑

仕事をしています。「畑が大好き」「もっと働きたい」「社会に貢献したい」という利用者

様の思いを大切に、畑で収穫した野菜を昼食のみそ汁の具にするなど自主性を高めまし

た。住み慣れた地域、在宅でいつまでも暮らせるように個別の関わりを大切にしていま

す。スタッフの明るい笑顔で好評を頂いております。 

 

延利用人数 7,367人 

 

３） いきいきつどい 

   ア 職員体制 

管理者（介護職員兼務）1 名    

     

イ 事業内容 

平成２９年４月に長浜市総合事業・活動支援型通所サービスとして開所しました。平成

３０年４月よりときわ亭に拠点を移し、毎週水曜日に定員１０名で活動しています。 

     身体機能の維持向上や認知症予防のトレーニング、季節を感じられる外出など利用者様

の声を大切に活動することができました。調理や手芸などの活動を通して、デイサービ

スの利用者様との交流も持つことができました。これからも利用者様の自立を促すとと

もに、住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよう支援していきたいと思います。 

 

延利用人数 384 人 
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４） しょうがい者等日中一時支援事業（長浜市と米原市の委託事業）、たくじ事業   

① 障がい者等日中一時支援事業（長浜市と米原市の委託事業）つどいキッズ 

長期休み中を中心に 4 歳から 18 歳までの障がいを持っているお子さんたちをお預かり 

し安心して過ごせる場の提供と、ご家族の負担軽減、就労支援をしました。 

デイサービス利用者様、地域の子どもたちとクッキングなどで交流もでき楽しく過ごし

ていただけました。 

休暇ごとに継続してご利用のあるお子さんが多く、支援員の目にも成長が感じられ嬉し

く思っています。 

1 日あたり 5 名の定員ですが、発達支援センターや保護者様より受け入れのお問合わせ

も多く、日程・人数を調整して年間延べ 266 名の利用がありました。 

 

② たくじ事業 

     健常なお子さん（未就学児を含む）あずかり事業により母親の育児負担軽減に貢献いた

しました。 

  

５） 農園事業（きんたろう村のうえん「きっちんきんたろう」）  

    花蓮･あおばなの耕作をし、生花･葉は京都嵐山吉兆をはじめ長浜市内の料亭･ホテルへの

販売ができました。蓮の花を使った加工品（酵素ドリンク･はす饅頭）を市内の道の駅や

マルシェで販売し、リピートとして注文をいただくことがありました。 

    地域連携としてさつまいもの植え付け･収穫を南幼稚園や県立農業高校、近隣の福祉施設

の方達と共に行いたくさんの笑顔の交流がうまれました。 

    イベントとして味噌つきや餅つきでたくさんの方に来て頂き楽しい時間ができました。 

 

６） 就労継続支援 B型作業所 B 型作業所つどい庵 

    昨年 4 月にデイサービスつどいがときわ亭に移転し、つどい庵に作業所が入りました。 

古民家の暖かさがあり、障害の特性を考えそれぞれが分かれて作業ができるようになりま

した。 

  利用者様も月を追うごとに増え、1 年を通してさまざまなお仕事があり、一人ひとりのペ

ースで作業に取り組むことができました。その中でステップアップの卒業をされる方も

出てきました。 

      秋には合同会社 TUNAGU 様の委託を受け椎茸の育成･収穫･販売が始まりました。 

またさまざまな相談事業所との連携や、他の B 型作業所の方達と連携を取り情報共有な

どができました。 

       職員も増え利用者様一人ひとりに寄り添った就労支援ができるように取り組むことがで

きました。 

 

７） 子育て支援事業 放課後児童クラブ つどいジュニア 

     つどいジュニアの通年利用（１年を通して契約のあった児童）南郷里小学校５名、長期休

業時のみ利用南郷里小学校 3 名、北郷里小学校 1 名、述べ 379 名のご利用がありました。 

通年利用の児童 5 人のうち 10 月に退所 1 名、9 月より通年利用開始 2 名、12 月より通年

利用開始 1 名です。支援員が学校まで迎えに行き、各自宿題を済ませおやつを食べた後は、

支援員と室内や屋外で遊び保護者の迎えを待ちます。 
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長期休業時は、ときわ亭キッズキャンプに日中の短時間参加したり、七条のきっちんるん

るんで料理体験をしたり、つどいならではの体験をしてもらいました。家ではなかなかさ

せてあげられない経験ができて嬉しいと保護者の方から好評をいただき、入所申込期間を

過ぎても入所希望の問合せが数件ありました。 

  

８） 高齢者よりあいどころ・地域交流事業 

① 高齢者よりあいどころ（きっちんるんるん・Live つどい・ときわ亭体幹トレーニング） 

きっちんるんるんは、七条つどいの２階で月２回お喋り・お料理会を開催しています。

地域の高齢者の方がよりあい、楽しみながら生きがいを感じて頂く場となることを目的

としています。また、子育て世代のお母さん方にも参加して頂いているので、料理を通

じて高齢者の方から昔ながらの知恵や知識を伝えて頂き、異世代交流をする事で個々の

能力を活かして頂いています。 

     きっちんるんるんに隣接する部屋に Live つどいがあります。音楽に触れることで体を動

かしたり、腹式呼吸で心肺の機能を高める事を目的とし、こちらもきっちんるんるん同

様に地域住民の方々の交流を深めていただいています。 

また週１回のボイストレーニングも引き続き開催しており、こちらも和やかな雰囲気の

もと行っておられます。 

平成 30 年度はきっちんるんるん、Live つどい両方で延べ８５４名のご利用がありまし

た。   

     平成 30 年 6 月より体幹トレーニングを地域の高齢者の方を対象にときわ亭の 2 階で開

催しています。ご自分の身体と向き合いゆっくりとした時間でそれぞれに合わせたトレ

ーニングを行っています。毎週のトレーニングを楽しみにしてくれているご様子で、皆

さん交流もしながらトレーニングを受けていただいています。 

 

② 地域交流事業 （喫茶るんるん（七条つどい）） 

  平成 30 年 12 月より、七条つどい 2 階にて毎週火曜・木曜に喫茶るんるんを開催してい

ます。 

    喫茶の店員を務めるのは地域のボランティアさんです。ボランティアさんが自分たちで 

  必要な材料を発注し、接客から後片付けまですべてを行っています。 

  毎回多くの地域の方が足を運んでいただき好評を頂いております。車がなくてちょっと

コーヒーを飲みに行きたくても行けない、家にいて一人で過ごすより誰かとおしゃべり

したい、小さい子がいて外に出にくいと感じている地域の皆さんの交流の場となること

を目的に活動しています。 

   

９） 総出事業 

     総出とは、引きこもり･障がい者･高齢者･育児中の方など働きづらさを抱えた方々に、

それぞれの経験や技術を、働きやすい時間につどいに来ていただき、農作業が中心のさ

まざまな共同作業で、社会参加をしていただく事業です。昨年は１０代・２０代･４０

代･５０代４人の男性が週２～４回３時間から８時間で定期的に来ていただき、６０代

男性と８０代の女性２名は作業に応じて来ていただき、合同会社 TUNAGU 様の委託

事業や、農園事業を職員や、作業所の方達と共に活動していただきました。 
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３．事業の実施に係る事項 

定款の 

事業名 
事業内容 

実施 

日時 

実施 

場所 

従業者 

の人数 

受益対象者の 

範囲及び人数 

支出額 

（千円） 

介護保険法

に基づく介

護保険事業 

① 居宅介護支援事業 

（ケアプランつどい） 

H30.4.1 

～ 

H31.3.31 

長浜市 

常喜町 

874-2 

4 名 

長浜市内及び米原市内

在住の要支援または要

介護者 

年間延べ 1,546 人 

19,915 

② 通所介護事業 

（デイサービスつどい） 

H30.4.1 

～ 

H31.3.31 

長浜市 

常喜町 

671-1 

11 名 

長浜市内及び米原市内

在住の要支援または要

介護者 

年間延べ 6,507 人 

34,686 

③ 通所介護事業 

（七条つどい） 

H30.4.1 

～ 

H31.3.31 

長浜市 

七条町 

320-4 

13 名 

長浜市内及び米原市内

在住の要支援または要

介護者 

年間延べ 7,367 人 

44,287 

その他 

（関連事業） 

① 農園事業 

H30.4.1 

～ 

H31.3.31 

長浜市 

常喜町、布

施町内の

畑を借用 

3 名 

地域住民、高校生、幼

稚園児、障がい者施設

利用者等対象 

年間延べ 2,000 人 

3,650 

② いきいきつどい 

H30.4.1 

～ 

H31.3.31 

長浜市 

常喜町 

671-1 

1 名 

長浜市、米原市内在住

の高齢者 

年間延べ 384 人 

977 

③ 放課後児童クラブ事業 

（つどいジュニア） 

H30.4.1 

～ 

H31.3.31 

長浜市 

常喜町 

885 

4 名 

長小・南小・南郷理小

に通う児童 

年間延べ 379 人 

1,174 

④ 日中一時支援事業 

H30.4.1 

～ 

H31.3.31 

長浜市 

常喜町 

885 

1 名 

長浜市・米原市内の障

がいをもつ幼児から高

校生 

（長期休業中のみ） 

年間延べ 266 人 

200 

⑤ 高齢者活躍よりあいどころ事業 

（きっちんるんるん） 

（Live つどい） 

（体幹トレーニング・ときわ亭） 

H30.4.1 

～ 

H31.3.31 

長浜市 

七条町 

320-4 

常喜町 

671-1 

1 名 

地域の 65 歳以上の高

齢者 

年間延べ 1,223 人 

833 

⑥ 就労継続支援事業 

（B 型作業所つどい庵） 

H30.6.1 

～ 

H31.3.31 

長浜市 

常喜町 

885 

6 名 

長浜市・米原市内の障

がいを持っている方 

年間延べ 1,200 人 

16,406 

 

 [Ⅱ] 平成 30 年度 収支決算参考資料・・・・P.15  
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（第２号議案） 

 

[Ⅰ] 令和元年度 事業計画(案) 

１ 事業方針 

１）  認定特定非営利活動法人つどいは、定款第３条、第４条、第５条の定めるところにより、                

地域住民のニーズを把握し、地域に密着した事業展開を継続します。 

２）  職員数の増加に伴い、組織内のルール作りや管理体制の見直しを図ります。    

３）  研修計画に沿って各職員がスキルアップできるような支援を行います。 

 

２ 事業の具体的内容等 

１） ケアプラン（居宅介護支援）事業 

① 自立支援の理念を踏まえたケアマネジメントを行う。 

総合事業が進んできており、利用できる事業所が増えてきている。総合事業対象者も増

えてきているので、自立支援に向けたケアマネジメントに心がけ、地域資源の活用を踏

まえたケアプラン作りを行っていけるようにする。 

② 安定した利用者数の確保 

新規依頼が継続してあり、現在９０％以上の稼働率を上げているので、今後も実績を維

持していく。 

③ 信頼関係の構築、情報管理の徹底 

利用者様とそのご家族様各々の状況や希望を伺い、必要なサービスを提案していくこと

で信頼関係を構築していく。また、関係機関には適切な情報提供を行い、関係者以外に

情報が漏れないよう細心の注意をはらっていく。 

④ 介護支援専門員の資質の向上 

事業所内での会議を週 1 回継続、ケース検討会を月 1 回開催し情報の共有や検討を行っ

ていく。スキルアップのため研修にできるだけ出席し、事例検討も他事業所と協働する

機会を引き続き設けることで、ケアマネジャーの質の向上を図っていく。 

⑤ 地域に根差した事業所を目指す 

西黒田地区の方よりケアプランの依頼があった場合は、地域資源を使い住み慣れた西黒

田で暮らしを継続できるよう、できる限り支援していきたいと思います。 

 

２） デイサービスつどい 

① 利用者様が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、利用者一人ひとりの心身

の状態や生活環境に応じ自ら目標を設定し、その達成に向け専門的なサービスを提供し

ます。 

② 利用者様や家族、地域が抱える生活課題等の解決に向け相談機能の充実を図ります。 

③ 求められる支援ニーズに対応するため、サービス提供体制の整備と職員の質の向上につ

とめます。 

④ 地域住民や地域活動に積極的に働きかけ、介護相談や出前講座を実施できる体制つくり

に取り組みます。 

 

３） デイサービス七条つどい 

      利用者様一人ひとりの心に寄り添うことをモットーに、利用者様を心身ともに支え、優
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しさ、楽しさ、明るさにあふれた信頼関係を持ちます。地域の方との交流、関係機関と

の連携を図り、理解を深めていただくとともに地域の要望に基づいた愛される施設を目

指します。 

利用者様主体で活動型デイサービスを作り上げます。得意なことを引き出し意欲を高め

安心の居場所づくりに努めます。スキルアップを図り、職場内研修の実施と参加率を上

げ、知識と技術を高めます。情報共有・職員連携で質の良いサービスを提供します。定

員の９０％を稼働率目標とし、安定した収入のもと、事故のない運営を目指します。 

      

４） いきいきつどい 

    利用者様の自主性を大切にし、活動意欲を引き出せるようなプログラムを提供していきま

す。デイサービスの利用者様との交流はもちろんのこと、地域の皆様との交流の機会も設

け、地域活動に参加できるような体制を整えていきます。これらの活動を周知してもらえ

るよう広報活動に力を入れ、たくさんの方に興味を持っていただけるような事業を目指し

ます。 

 

５） しょうがい者等日中一時支援事業（長浜市と米原市の委託事業）、たくじ事業 

つどいキッズではそれぞれの障がいを理解し、お子さんたちが安心して過ごせるようにス

タッフ間の情報共有や連携を確実に行い、お子さんの気持ちに寄り添った支援ができるよ

うにしていきます。地域の子どもたちや高齢者との交流も今まで通り続けていきます。 

たくじ事業では、できるだけ保護者の負担軽減に貢献できるよう受け入れていきます。 

 

６） 農園事業（きんたろう村のうえん「きっちんきんたろう」） 

今年度の農園は、花蓮約 4ha、あおばな 1ha の栽培の中で、生花として花や葉っぱを販売

し、蓮からの加工品(酵素ドリンクなど)の取り組みを広げて行きたいと思っています。 

委託される農地は年々増え、法人職員だけでなくさまざまな方々が関わってくださるよう

になりました。 

合同会社 TUNAGU 様や B 型作業所つどい庵と連携をしながら、就労困難なさまざまな理

由をもつ方やボランティアの方、地域の方が、自分のできる範囲、できる作業で社会参加

する場所となるようにしていきたいと思っています。 

 

７） 就労継続支援 B型作業所「B 型作業所つどい庵」 

糸や布関連の下請けの作業、また前年度秋から始まった椎茸の生産・販売を中心とした合 

同会社 TUNAGU様からの委託作業に取り組んでいます。 

また、毎週の市役所やウェルセンター、各イベントでのマルシェでの販売にも出店し、消

費者に喜んで頂けるものの製造を試みています。 

利用者様の障害特性も考慮し、気持ちよく働いていただけるように、環境整備、就労支援

者のスキルアップを心掛け、現在の 9 名の利用から安定した利用者数の増加を図ります。 

農福連携をコンセプトに、合同会社 TUNAGU 様、農園との連携をとり、一人ひとりに寄り

添い、安心して通っていただける温かい思いがあふれる作業所を目指します。 

 

８） 子育て支援事業 放課後児童クラブ つどいジュニア 

つどいジュニアの 4 月時点での申し込みは、通年利用 南郷里小学校 6 名、北郷里小学校 
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3 名の計 9 名、長期休業時 南郷里小学校 5 名、北郷里小学校 2 名の計 7 名です。 

今年度より北郷里小学校の児童もお預かりすることとなり、支援員も昨年度は事務職員含 

め３名のところ２名増員して計５名で支援をしていきます。 

現在は長期休業時のみクッキング体験を行っていますが、高学年の児童も増えているので、 

普段の放課後も月に１度程度簡単なおやつ作りなどをしていきたいと考えています。 

 

９） 高齢者よりあいどころ・地域交流事業 

①高齢者よりあいどころ（きっちんるんるん・Liveつどい・ときわ亭体幹トレーニング）  

今年度のきっちんるんるんでは、地元で採れる旬の野菜を使う「地産地消」を考えたメニ 

ューを企画していこうと考えています。 

Live つどいでは、今年度も引き続きボイストレーニングの開催も行い、より多くの地域の

方々に来て頂けるようにしていきます。 

体幹トレーニング（ときわ亭）では、引き続き体幹を鍛えるトレーニングとして体操やカ

ラオケを行い地域の高齢者の方に健康でいていただけるよう企画していきます。 

ときわ亭 2 階のカラオケスペースを無料開放し地域交流の場として提供いたします。 

 

②地域交流事業（喫茶るんるん（七条つどい）） 

今年度も引き続き毎週２日開店し、地域の皆様に気軽に来ていただけるような場にしてい

きます。 

きっちんるんるんのように世代間の交流もできるようにチラシや Facebook 等で情報発信

もしていきます。 

 

    

 １０）総出事業（総出・フリースペースつどい・冒険遊び場づくり） 

    昨年度同様働きづらさを抱える方達が、やりがいを感じて通ってもらえるように作業を考

え、気軽に行きやすく、居心地のいい場所作りを目指します。また、市役所やその他関係

機関との連携を持ち、特に義務教育を終えて将来を考えて立ち止まっている若年層の方の

居場所としての取り組みもしていきたいと思っています。 

フリースペースつどいは、つどい事務所１階にて 2019 年 4 月より開設します。 

フリースペースつどいは引きこもり、不登校・行きしぶりと呼ばれている人にとっての家 

庭や学校以外の「第３の居場所づくり」を行う事業です。里山整備活動を中心に家族以外 

の人たちとの交流の場を作っていきます。この活動や場を通して、利用者の方々の自己決 

定の機会を増やし、自己肯定感を高め、その後の将来を考える一助となることを目指して 

います。里山整備活動を行うにあたり今年度、平和堂財団夏原グラントの助成を受けてい 

ます。 

また、冒険遊び場を整備します。（七条つどい隣地・南側藪の開墾）現在は竹をすべて切り

倒し、とても見晴らしが良くなっています。地域の子どもから高齢者までが集える場所に

なるよう整備をしていく予定です。 

 

１１）助成金 

日本各地年々厳しくなっていますが、地域課題に直結した非営利事業の推進、新しい公共

の受け皿としての役割を果たすため、助成金、交付金などの申請には、これまでどおりチ
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ャレンジを続けます。今年度は現在５か所目の事業所開設に向けて動きだしています。 

産・学・官・民の連携が問われるところであり、つどいのネットワークづくりをより充実

させてまいります。 

 

１２）つどいサポーター（賛助会員）の増加 

当法人の趣旨に賛同し、協力いただける会員の増加を図ります。 

 正会員として法人の思いに賛同していただいた方には法人の運営にも関わっていた 

だきます。 

 

１３）情報の公開について 

① “つどい愛”を年間４回以上発行し法人の活動状況等周知を行います。 

② ホームページを随時更新し、その時々の旬な法人情報を会員様や地域の皆さんにお知

らせします。 

③ フェイスブックや内閣府 NPO法人ポータルサイトでのリアルタイムな情報公開と若い

年代層のファンづくりに努めます。 

④ 地域マネー（きんたろうマネー）を充実させ、使いやすくします。 

     

（第 3号議案） 

役員の改選について 

 

令和元年度役員名簿（案） 

 

 

役職 氏名 住所 報酬の有無 

理事 川村 美津子 滋賀県長浜市常喜町 714番地 2 有 

理事 川村 保幸 滋賀県長浜市常喜町 714番地 2 無 

理事 太田 千惠子 
滋賀県守山市梅田町 5-20 

ベリスタ守山梅田 405 
無 

理事 田中 康仁 滋賀県長浜市常喜町 543番地 無 

理事 烏野 猛 岐阜県各務原市緑苑北 3-20 無 

理事 森 昭文 滋賀県長浜市高月町落川 159-2 無 

理事 大川 千里 滋賀県長浜市小堀町 347-11 無 

監事 嶋田正彦 滋賀県長浜市湖北町猫口 221-1 無 

 

 



12 

 

 

 

(収益事業数値目標） 
   

内    容 
利用者数(人） 売上(請求） 

備    考 
(年間延べ数） (単位:千円） 

居宅介護支援       

 ・要介護 1000  15,600  １月当たり 85 人 

 ・総合事業 430  2,160  １月当たり 38 人 

ときわ亭     利用者数１日２５人 

 デイサービス 7,800  51,480  25人☓26日☓12月☓6,600円 

つどいキッズ       

 日中一時支援 250  1,500    

七条つどい     利用者数１日２8人 

 デイサービス 8,736  69,888 28人☓26日☓12月☓8,000円 

いきいきつどい     利用者数 1日 10人(毎週水曜日） 

  520  1,820  52回／年☓3,500円 

つどいジュニア     長期休業時 ７人 

 放課後児童クラブ 2,063  1,099  通年      9人 

フリースペースつどい 
180 90 

利用者数（１月あたり）１５人 

１５人×１２月×５００円 

Ｂ型作業所つどい庵      利用者数（１月あたり）１６０人 

 1,920  11,400 

１６０人（1月）×１２月×５，０００円 

受託収入 150,000 円×12月 

きっちんるんるん 

Liveつどい 
480 240 

利用者数 1日５人 

５人×９６回×５００円 

※利用者数は平成 30年度実績を参考に試算 

 


