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令和元年度社会福祉法人南魚沼市社会福祉協議会事業報告書 

 

少子・高齢社会の一層の進展や人口減少並びに核家族化等に伴い、南魚沼市では合併時に

は約 62,000人以上いた人口も令和元年度末に 55,000人台に減少しています。 

今後も少子高齢化に伴う単身高齢者や高齢者のみ世帯の増加による家族機能の低下や社

会構造・住民意識の変化、地域での繋がりの希薄化が進むことで、より多くの福祉課題とな

って表れてくることが予想されます。また併せて生活困窮や子どもへの貧困の連鎖といった

問題も顕著化しつつあり、新たな福祉課題・生活課題が生じています。 

このような状況を受けて本会は、「地域ぐるみでつくる安全・安心のまち、市民の手で支

えあう福祉のまち」という活動理念の実現を目指し、地域の支えあい活動など共助の層を厚

くする取組みに積極的に取り組んできました。 

地域福祉推進事業では、高齢者、障がい者の仲間づくりや生きがいづくりの場として気軽

に集える「ふれあい・いきいきサロン事業」や「定期型お茶の間サロン」、暮らしの中のち

ょっとした困りごとを地域で応援しあう「なじょもネット事業」などへの取り組みを通して、

地域の福祉力の推進を図りました。 

災害ボランティア活動では、9 月に起きた台風 15 号豪雨災害では千葉県館山市、10 月に

起きた台風 19 号豪雨災害では長野県長野市に災害支援ボランティア派遣活動を行いました。 

生活支援事業では複雑多様化する生活福祉課題に対応するため、「生活困窮者自立相談支

援事業」「家計改善支援事業」「学習支援事業」及び権利擁護事業として「日常生活自立支援

事業」にも積極的に取り組み、特に学習支援事業では新たに塩沢中学校を対象に事業を拡充

するよう準備を進めました。 

介護保険事業においては、訪問介護事業、居宅介護支援事業、障害福祉サービス事業を展

開し、職員の資質向上を図るため各種研修会に参加、利用者のサービス向上及び利用者ニー

ズに応える利用者本位のサービス提供に努めるとともに安定的な運営に努めました。 

養護老人ホーム魚沼荘については、入所者の安全・安心を第一に管理運営を行いました。 

また、令和元年度は秋の台風 19 号を始めとする豪雨災害、冬の記録的な小雪、そして今

も続く新型コロナウィルスの蔓延等により様々な事業に対して活動の見直しと共に、新たな

担い手との繋がりやニーズが見つかる一年でもありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



実施事業一覧 

拠点区分 サービス区分 事業名 

１ 法人運営事業  法人運営事業 
 

 

２ 福祉援護事業 

（1） 除雪援護事業    

（2） 災害援護事業  

（3） 法外援護事業  

３ 

 

共同募金配分

金事業 

（1） 高齢者福祉活動事業 

①ふれあい配食サービス・ふれあい昼食会 

②ふれあいサロン育成支援 

③宅配サービス業者一覧作成事業 

④介護支援ボランティア制度事業 

（2） 障がい児・者福祉活動事業 

①療育を要する乳幼児交通費助成 

②知的障がい者援助 

③身体障がい者援助 

（3） 児童・青少年福祉活動事業 

①福祉出前講座の開催 

②社会福祉協力校支援事業 

③福祉教育従事者連絡会 

④夏休みボランティア福祉施設体験学習事  

業 

（4） 住民全般福祉活動事業 

①定期型お茶の間サロン事業 

②社協だより発行事業 

③福祉のまちづくり運動推進事業 

④歳末見舞事業 

⑤児童遊具設置助成事業 

⑥南魚沼なじょもネット事業 

⑦生活・介護支援サポーター養成事業 

⑧ライフデザインノート発行配布事業 

⑨在宅介護者交流会事業 

⑩生活困窮者救援物資配布事業 

⑪南魚沼市生活支援体制整備事業 

（5） 
ボランティアセンター事

業 

①ボランティアセンター運営事業 

②除雪ボランティア活動推進事業 

③ボランティア保険加入事業 

④ボランティアふれあい祭り事業への支援 

⑤ボランティア組織の強化、育成、活動支援 

⑥災害ボランティア体制整備 

⑦24 時間テレビチャリティキャンペーン 

４ 市受託事業 

（1） 
地域住民グループ支援事

業（ふれあいサロン） 
 

（2） 
大和老人福祉センター管

理事業 
 

（3） 
塩沢老人福祉センター 

管理事業 
 

（4） 
福祉センターしらゆり管

理事業 
 

（5） 
養護老人ホーム魚沼荘管

理事業 
 

（6） 成年後見事業 ①法人後見事業 



（7） 生活困窮者自立支援事業 

①自立相談支援事業 

②家計改善支援事業 

③子どもの学習支援事業 

５ 
県社協受託 

事業 

（1） 生活福祉資金貸付事業  

（2） 日常生活自立支援事業  

６ 
居宅介護等 

事業 

（1） 居宅介護等事業 

①訪問介護事業 

②地域生活支援事業 

③日常生活サポート事業 

（2） 障害福祉サービス事業 ①障害福祉サービス居宅介護事業 

（3） 居宅介護支援事業 

①居宅介護支援事業 

②委託事業（認定調査、介護予防サービス計

画書作成、介護予防ケアマネジメント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業報告・決算 

１.法人運営事業 

 内 容 

理事会・評議員会の開催

及び研修会の開催 
適正な法人運営や、地域の声を反映するために理事会、評議

員会及び監査会を実施する。また定款をはじめとする各種規程

の制定及び見直しを行うことにより適正な法人運営を行う。 

 

【実績】 

5月 15日 監査会 

5月 28日 第 1回理事会 

6月 10日 第 1回評議員選任・解任委員会 

6月 21日 定時評議員会・第 2回理事会 

9月 13日 外部監査 

10月 29日～30日  

第 69回県民福祉大会 理事・評議員 19名参加 

 11月 19日 第 3回理事会 
11月 29日  第 2回評議員会 

3月 19日  第 4回理事会（書面決議） 

3月 27日  第 3回評議員会（書面決議） 

会員増強運動、財政基盤

強化   
会費は貴重な財源となっているため、地域住民や事業所等の

ご理解をいただき、ご協力を得られるように努める。また、会

費以外の財源についても検討を行い財源確保に努める。 

 

◎目標 

一般会費 7,900,000円 

特別会費  400,000円 

 

【実績】 

一般会費 13,059件 7,833,500円 

特別会費 法人 4件  102,000円 

          個人 72名（74口）222,000円   

事務局体制の整備 研修への計画的な参加や目標管理シートの活用を通し、職員

の資質向上に努める。 

【実績】 

・事故報告 しらゆり入浴事故 1件（救急搬送）  

      湯咲荘入浴事故 １件（救急搬送）  

・苦情受付 なし 

・内部研修会 

8月 8日 交通安全研修会 

9月 27日 第 1回係別研修 53名参加 

12月 20日 第 2回係別研修 40名参加 

2月 28日 第 3回係別研修 コロナ対策のため中止 

・外部研修会 

  苦情受付担当者等研修 

  雇用管理責任者研修 

  関東ブロック郡市区町村社協職員合同研究協議会 



  広報研修会 

  地域福祉コーディネーターリーダー研修会 

成年後見制度担当研修 

 相談面接技術基礎研修 他 

・目標管理シート、自己申告書の活用 

(目標管理シート) 

 5月 個人目標設定・面談実施 

10月自己評価・係長面談実施 

 11月～12月 事務局長面談実施 

3月自己評価実施 

 （自己申告書） 

 ・全職員より法人の良い点や改善点、意見の提出 

  → 全職員で情報共有を行う 

情報発信の充実 読みやすい広報誌の全戸配布、ホームページのリニューアル、

やいろの森市民祭りへの社協 PR ブース出展をとおして社協の

知名度向上を図る。 

 

【実績】 

・社協ホームページリニューアル 

 ・やいろの森市民祭り台風 19号接近のため中止 

 ・役員社協だよりアンケート実施 

 

２.福祉援護事業                 

（１）除雪援助事業 

 

（２）災害援護事業 

 

サービス区分・

事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

除雪援助事業 ・労力的、金銭的に除雪不可能世帯に

対する冬期除雪費の助成事務を行う。 

・高齢者、身体障がい者、母子、その

他世帯等で行政が認めた世帯 

・除雪実施者（個人）の保険加入及び

実績集計業務 

【R1年度実績】 

除雪援助世帯 6世帯 

除雪実施者 4名 

活動延べ回数 6回 

486,058 

 

 

 

 

24,972 △461,086 

サービス区分・

事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

災害援護事業 火災、自然災害等により罹災された世帯

へ見舞金品を支給する。 

【R1年度実績】 

今年度実績なし 

105,000 0 △105,000 

（単位：円） 



（３）法外援護事業 

 

 

３.共同募金配分金事業 

（１）高齢者福祉活動事業 

サービス区分・

事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

法外援護事業 

 

社会的、経済的に恵まれず低所得世帯な

ど緊急に援護を必要とする世帯に貸付

等を行う。 

【R1年度実績】 

相談件数 17件 貸付件数 15件  

貸付金額 156,700円 

償還完了 7件（金額 27,700円） 

152,300 156,700 4,400 

事業名 内 容 
決算 

H30 R1 増減 

ふれあい配食

サービス事業 

見守りや安否確認を目的として 70歳 

以上の一人暮らし高齢者世帯等へ 

月 1回昼食を配布します。 

【R1年度実績】 

配食数総数    471食 

一人暮らし高齢者 368食 

高齢者世帯    315食 

調理ボランティア 149人 

運転ボランティア 133人 

洗浄ボランティア 63人 

配食従事者研修会 7/8 35人参加 

537,215  539,036 1,821 

ふれあい昼食

会事業   

世代間交流を目的としてボランティア

団体と協力しながら「ふれあい昼食会」

開催をします。 

【R1年度実績】 

7/14開催 140人参加 

 

53,204 54,982 1,778 

ふれあいサロ

ン育成支援  

ふれあいサロンの新規立ち上げの支援や運営者の

スキルアップなどを目指し、研修会等を

実施します。 

【R1年度実績】 

11/24協力者研修会 73名参加 

221,757 82,838 △138,919 

宅配サービス

業者一覧作成

事業   

買い物困難世帯といわれる方々を支援す

るため、家まで商品を宅配してくれる事

業所一覧表を作成し必要とする方に配布

します。 

【R1年度実績】 
ケアマネを通じ、必要な市民に 20部配布 

 

0 0 0 



 

 

（２）障がい児・者福祉活動事業 

 

（３）児童・青少年福祉活動事業 

介護ボランテ

ィア支援制度

事業 

65 歳以上の高齢者がボランティア活動に

関心を持ち、ボランティア活動をするこ

とで齢者自身の介護予防につなげること

を目的として、介護施設などで行ったボ

ランティア活動にポイントを付与し、年

度末にポイントに応じて交付金を交付し

ます。 

【R1年度実績】 
登録ボランティア 50人 

受入施設 18施設 

清算ポイント数 813ポイント 

164,520 221,840 57,320 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

療育を要する

乳幼児家庭へ

の交通費の助

成 

乳幼児が療育のための訓練 通院及 

び通所に要する交通費の一部を助成 

します。 

【R1年度実績】 

助成人数 6人 

助成金額 330,190円 

305,940 330,190 24,250 

知的障がい者

援助 

障がい者が気軽に参加できるサロン 

に助成を行います。 

【R1年度実績】 

1団体に助成 

10,000  10,000 0 

身体障がい者

援助  

満 3 歳以上 65 歳未満の常時紙おむつ 

が必要な方に紙おむつ購入費の助成 

を行います。 

【R1年度実績】 

助成人数 30 人 

934,853 1,062,970 128,117 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

福祉出前講座

の開催 

開催を希望する学校等に対し関係機関 

や関係団体等と連携しながら、福祉出 

前講座を開催します。 

【R1年度実績】 

5校で実施 参加生徒 427人 

6,237 23,303 17,066 

社会福祉協力

校支援事業 

市内小中高等学校で福祉に関係する事 

業や講演会等を開催する際の費用に対 

し助成を行います。 

【R1年度実績】 

21校に 780,000円助成 

720,000  780,000 60,000 

（単位：千円） 



 

（４）住民全般福祉活動事業 

福祉教育従事

者連絡会 

市内小中学校の福祉担当教師を対象に

ボランティア活動や福祉事業について

理解を深めてもらうため懇談会を開催

します。 

【R1年度実績】 

6/12福祉担当教師 19人参加 

5,038 24,021 18,983 

夏休みボラン

ティア福祉施

設体験学習事

業(中学生ｻﾏｰ

ﾜｰｸ、小学生ふ

れあい体験) 

小学生は特別養護老人ホーム 3 施設に

おいて、日帰りのボランティア体験活動

を行います。 

中学生は特別養護老人ホームに 2泊 3日

で泊まり込み、高齢者への理解やボラン

ティア体験活動を行います。 

【R1年度実績】 
小学生 

7/30 八色園 参加者 46 人 

8/2 まいこ園     36 人 

8/22 みなみ園    43 人 

         計 125 人 

中学生 8/6～8 みなみ園 参加生徒 18 人 

629,461 513,764 △115,697 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

定期型「お茶

の間サロン」

事業  

高齢者、障がい者、子育て奮戦中の方々 

などが「地域の茶の間」として利用し、 

孤独の解消、問題解決の糸口となるよ 

うな居場所づくりを提供します。 

【R1年度実績】 

開催日数 41日 

利用者数 735人 

運営ボランティア数 158人 

175,349  184,804 9,455 

社協だより発

行事業  

社協の取り組みや事業紹介など地域での

福祉に関する情報発信の場として広報誌

を年 6回発行します。 

【R1年度実績】 
4月～2月号まで 6回発行済み 

アンケート実施 

1,951,128  

 

 

 

 

 

2,143,280 192,152 

福祉のまちづ

くり運動推進

事業 

 

住民が地域社会でともに支え合い、助 

け合いながら暮らせるよう、住民全体 

で福祉の意識を高め、地域全体にで共 

に支え合い、助けあいながら暮らせる 

ことを目的として、行政区や地域協議 

会を福祉のまちづくり運動推進地区に 

指定し、福祉講座や研修会等の開催を 

支援します。 

【R1年度実績】 

指定地区 10地区に助成 

590,000  650,000 60,000 



歳末見舞事業 生活困窮等支援を必要とする世帯に対 

し､灯油券を配布して生活支援を行い 

ます。 

【R1年度実績】 

対象者 350人に歳末見舞配布 

 

1,027,701 

  

1,047,657 19,956 

児童遊具設置

助成事業 

 

行政区が管理する児童公園等に遊具を 

設置するための費用や改修費用を助成 

します。 

【実績】 

5行政区に助成 

 

240,000 588,000  348,000 

 

南魚沼なじょ

もネット事業 

地域の中でお互いに支えあい助け合う 

地域づくりを目的に、有償の地域住民 

相互の支えあい活動を推進します。 

【R1年度実績】 

利用会員 113人 

協力会員 93人 

 

209,400 175,060 △34,340 

生活・介護支

援サポーター

養成事業 

市民の主体性に基づき運営される新た 

な住民サービスの担い手として、生活・ 

介護支援サポーターを養成します。 

【R1年度実績】 

6/26初めてのボランティア体験講座 

8/31作ってみよう災害メシ 

10/26これからの人生を豊かにして得 

する講座 

1/17新鮮食材の見分け方講座 

280,901 196,451 △84,450 

 

 

 

ライフデザイ

ンノート発行

配布事業  

歳をとっても最後まで自分らしく地域 

で暮らして行くために、自分や家族の 

歴史を記し、もしもの時にも役立つよ 

う準備をしていく自分史ノートを作 

成、希望者に配布します。 

【R1年度実績】 

希望者に 38部配布 

0  0 0 

在宅介護者交

流会事業  

現在、介護中の方を対象に仲間づくり 

や介護に関する情報の交換等を目的と 

した介護者交流会活動を支援します。 

【R1年度実績】 

生活介護支援サポーター養成講座と共

催 10/26 33名参加 

8,370  50,053 41,683 

生活困窮者救

援物資配布事

業   

地域において緊急的に支援が必要な生

活困窮者又は世帯に対し、食糧物資等

の援助を行います。 

【R1年度実績】 

衛生用品、食糧品の購入 

購入金額      20,400円 

配布数 食糧支援 26人 52回 

物資支援 5人  5回 

25,953 

  

34,386 8,433 



 

（５）ボランティアセンター事業 

南魚沼市生活

支援体制整備

事業 

 

日常生活上の支援が必要な高齢者等

が、住み慣れた地域で生きがいを持っ

て在宅生活を継続していくため支援ニ

ーズとサービスのコーディネートを行

います。 

【R1年度実績】 

コーディネーター1名配置 

2,756,789  2,594,228 △162,561 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

ボランティア

センター運営

事業 

ボランティア活動の推進を目的とし

て、受付、登録、活動紹介や啓発、研

修などを行います。 

【R1年度実績】 

ボランティア視察研修会 

10/24 26人参加 

11/1  40人参加 

1,456,413  722,237 △734,176 

除雪ボランテ

ィア活動推進

事業  

豪雪時に要援護世帯等へ緊急的に除雪 

ボランティアを派遣します。 

【R1年度実績】 

記録的な小雪のため、除雪ボランティ 

ア活動はなし 

2/19・20除雪体験（観光協会）3名参 

加 

2/25・26除雪体験（大学生）14名参加 

213,004 193,848 19,156 

ボランティア

保険加入事業  

ボランティア登録者に対し、活動保険

料の助成を行います。 

【R1年度実績】 

今年度加入者 1,832人 

601,711 650,990 49,279 

ボランティア

ふれあいまつ

り事業への支

援 

やいろの森市民まつりと共同開催する

「ボランティアふれあいまつり」を支

援します。 

【R1年度実績】 

台風 19号接近のため今年度開催中止で

したが、備品整備のため助成しました。 

80,000 80,000 0 

ボランティア

組織の強化、

育成、活動支

援 

ボランティア活動の円滑化を図るた

め、組織の強化、育成支援を目的に活

動費を助成します。 

【R1年度実績】 

41団体に助成 

637,500  664,500 27,000 

災害ボランテ

ィア体制整備 

地震、風水害、豪雪等の災害時に対し、

対処できるよう市民対象に研修会を開

催します。 

【R1年度実績】 

台風 19号接近のため今年度開催中止で

21,028  207,507 186,479 



 

４.市受託事業 

（１）地域住民グループ支援事業（ふれあいサロン） 

 

（２）大和老人福祉センター管理事業 

 

（３）塩沢老人福祉センター管理事業 

したが、災害に備え、資材を購入しま

した。 

２４時間テレ

ビ“愛は地球

を救う”チャ

リティ・キャ

ンペーン 

日本テレビが主催する２４時間テレビ 

チャリティー募金活動に協力し街頭募 

金活動を行います。 

【R1年度実績】 

8/24～25 市内 3か所で実施 

募金総額 243,889円 

0  0 0 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

地域住民グ

ループ支援

事業（ふれあ

いサロン） 

地域の集会所等を利用し、地域の交 

流を深め、互いに支え合う地域住民 

の自主的な活動を支援します。 

【R1年度実績】 

六日町地域サロン 41サロン 329回 

大和地域サロン 11サロン 84回 

塩沢地域サロン 31サロン 265回 

野外サロン   27回 

2,898,215 2,879,810 △18,405 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

大和老人福

祉センター

管理事業 

管理者として指定を受け、市民の健康 

増進、教養の向上並びに生きがいを助 

長し、地域福祉の向上を図ります。 

【R1年度実績】 

・コロナウィルス感染予防対策として

市の要請を受け 3 月は浴室及び集会室

の利用を休止しました。 

・年間利用者数 6,451人 

    （H30年度：7,572人） 

・受託金収入 7,940,654円 

   （H30年度：8,059,000円） 

10,265,382  9,270,815 △994,567  

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

塩沢老人福

祉センター

管理事業 

管理者として指定を受け、市民の健康 

増進、教養の向上並びに生きがいを助 

長し、地域福祉の向上を図ります。 

【R1年度実績】 

1,828,525  1,638,049 △190,476 



 

（４）福祉センターしらゆり管理事業 

 

（５）養護老人ホーム魚沼荘管理事業 

 

（６）成年後見事業 

・定期調査実施時に指摘を受けた避難

用滑り台手すりの修繕を行いました。 

・コロナウィルス感染予防対策として

3 月は施設利用を控えていただくよう

周知しました。 

・年間利用者数 1,831人 

    （H30年度：1,999人） 

・受託金収入 1,687,133円 

   （H30年度：1,644,063円） 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

福祉センタ

ーしらゆり

管理事業 

管理者として指定を受け、市民の健康 

増進、教養の向上並びに生きがいを助 

長し、地域福祉の向上を図ります。 

【R1年度実績】 

・脱衣所換気ダクト更新工事を行い、

それに伴い 7/2～7/4 の期間入浴制限

を行いました。 

・歩行に危険があるため市と協議して

スロープ出入口グレーチング部分の

修繕を行いました。 

・コロナウィルス感染予防対策として

市の要請を受け 3月は浴室及び大広間

の利用を休止しました。 

・年間利用者数 29,213人 

    （H30年度：31,024人） 

・受託金収入 6,921,275円 

   （H30年度：7,429,760円） 

13,904,973 12,226,674 △1,678,299 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

養護老人ホ

ーム魚沼荘

管理事業 

【R1年度実績】 

※別紙資料のとおり 

141,599,949 135,447,648 △6,152,301 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

法人後見事

業 

当社会福祉協議会が法人として成年後 

見人等を受任し、判断能力が十分でな 

い方の財産管理、身上監護等につい 

て後見事務を行います。 

【R1年度実績】 

受任１件（認知症高齢者 補助類型） 

56,960  25,117 △31,843 



 

（７）生活困窮者自立支援事業 

相談件数  4件 

運営委員会 2回 

研修会参加 4回 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

自立相談支

援事業 

生活保護に至る前の段階から生活困 

窮者の相談に対応し、抱える課題を把 

握するとともに、その置かれている状 

況や本人意思を十分に確認すること 

を通じて個々の状態にあった支援計 

画の作成や既存の関係事業との連携 

等を含めた支援を包括的に行い、生活 

困窮者が困窮状態から早期に脱却し 

て自立できるように支援する。 

【R1年度実績】 

新規相談者 106人（月平均 8.8人） 

プラン作成 19人（初回 9人） 

継続対応者 92人（10人増） 

終了者   90人 

対応回数 2,319回（月平均 193回） 

12,501,000 12,500,400 △600 

家計改善支

援事業 

家計の立て直しをアドバイス。家計状 

況の「見える化」と根本的な課題を把 

握し、相談者が自ら家計を管理できる 

ように、生活状況に応じた支援計画の 

作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、 

必要に応じて貸付のあっせん等を行 

い、早期の生活再生を支援します。 

【R1年度実績】 

新規相談者 18人（月平均 1.5） 

プラン作成 10人初回（5人） 

継続対応者 20人（1人減） 

終了者   19人 

4,499,000 3,256,000 △1,243,000 

子どもの学

習支援事業 

子どもの明るい未来をサポート。子ど

もの学習支援をはじめ、日常的な生活

習慣、仲間と出会い活動ができる居場

所づくり、進学に関する支援、高校進

学者の中退防止に関する支援等、子ど

もと保護者の双方に必要な支援を行

います。 

【R1年度実績】 

新規利用申込 13人 

継続利用者  17人 

生徒終了者   9人 

開催回数  211回 

【集合型 144回・訪問型 67回】 

利用生徒のべ人数 311人 

6,337,000 7,311,200 974,200 



５.県社協受託事業 

（１）生活福祉資金貸付事業 

 

 

（２）日常生活自立支援事業 

 

 

 

 

支援員のべ人数  367人 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

生活福祉資

金貸付事業 

低所得、高齢者、障がい者世帯等で生 

活に困窮している方を対象に、経済的 

自立と生活意欲の増長、社会参加の促 

進を図ることを目的に低利で貸付を行 

います。 

借受人に連絡をとり、償還指導を実施。 

遅れている人の元金返済ができるよう 

に連絡をとっている。 

【R1年度実績】 

相談者数 14人 

貸付実績  1人 

対応者数 44件（実人数 39人） 

償還完了  3人（完済 2人・償還免除

1人） 

86,450 78,000 △8,450 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

日常生活自

立支援事業 

判断能力が不十分な認知症高齢者、知 

的障がい者、精神障がい者等の方を対 

象に、福祉サービスの利用手続きや日 

常生活に必要な金銭管理の支援を行 

うことにより、安心して自立した生活 

が送れるよう相談・支援を行います。 

【R1年度実績】 

新規相談者 12人 

新規契約者 5人 

解約者数   3人 

（法人後見へ・親族管理・施設入所） 

継続利用者 18人 

相談対応回数 735回（月平均 60回） 

2,940,650 2,966,464 25,814 



６.居宅介護等事業 

（１）居宅介護等事業 

 

（２）障害福祉サービス事業 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

訪問介護事

業 

 

特定事業所加算の推進による質の高 

いサービスを確保したなかで効率的、 

かつ適正なサービスの提供及び要支 

援・要介護の判定を受けた方に対し、 

利用者との契約により、身体介護や生 

活援助及び相談等を行います。 

◎収入予定額 

 介護報酬収入：72,841,000円 

 介護予防収入： 6,462,000円 

     労災：   949,000円 

【R1年度実績】 

◎収入実績額 

 介護報酬収入：62,424,907円 

 介護予防収入： 5,401,660円 

     労災：   931,000円 

 

71,605,590 

 

72,038,283 

 

432,693 

地域生活支

援事業 

 

介護保険法に基づく認定調査により 

自立判定された者に対し、生活支援及 

び相談等を行います。 

◎収入予定額：76,000円 

【R1年度実績】 

◎収入実績額：28,680円 

日常生活サ

ポート事業 

 

何らかの事情で介護保険対象サービ

スを利用できない方に対し、居宅に

おいて自立した日常生活を営むこと

ができるよう、身体介護・生活援助

を有料で行います。 

◎収入予定額：174,000円 

【R1年度実績】 

◎収入実績額：296,030円 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

障害福祉サ

ービス居宅

介護事業 

（ 居 宅 介

護・重度訪問

介護･同行援

護） 

障害者総合支援法のもとで、介護

給付費支給決定を受けた方に対

し、利用者との契約により、地域

で利用者が自立した生活をでき

るよう身体介護や家事援助及び

相談等を行いました。 

◎収入予定額：16,555,000円 

【R1年度実績】 

◎収入実績額：15,743,955 円 

17,426,083  15,710,906  △1,715,177 



（３）居宅介護支援事業 

  

◎社会福祉を高めるその他活動の推進 

（１）共同募金会に関する事業 

（２）民生委員児童委員協議会との連携、協力 

（３）日本赤十字社に関する事業への連携、協力 

（４）関係諸団体との連携、協力 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
H30 R1 増減 

居宅介護支

援事業 

特定事業所加算対象事業所として専門 

性の高い人材の確保や支援困難ケース 

の対応など、事業所全体としてより質の 

高いケアマネジメントを行い、要介護者 

等が介護サービスの適切な利用ができ 

るよう居宅サービス計画（ケアプラン） 

作成等を行います。 

◎収入予定額：31,197,000円 

【R1年度実績】 

◎収入実績額：31,959,350円 

31,043,884 30,678,114 △365,770 

委託事業（訪

問調査、介護

予防サービ

ス計画書作

成、介護予防

ケアマネジ

メント） 

要支援者の介護予防計画作成・要介護

認定調査業務を行う。 

介護予防・日常生活支援総合事業利用

者の計画作成業務を行います。 

◎収入予定額：1,243,000円 

【R1年度実績】 

◎収入実績額： 924,590円 


