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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 をめざして 

社会福祉法人南魚沼市社会福祉協議会 



令和 2年度社会福祉法人南魚沼市社会福祉協議会事業報告書 

 

令和２年度は、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症により、私たちの暮らしや生

活スタイルが一変し、今もなお感染拡大の終息が見えない状況にあります。 

当会でも、感染拡大の懸念からあらゆる場面で「今まで通り」の取り組みが困難となり、やむ

を得なく中止や延期にせざるを得なかった事業もありました。 

そのような状況の中でも「社協として今できることは何か」ということを考え、徹底した感染

予防対策のうえサービスの継続提供に努めたほか、可能な範囲で新たな取り組みを行って参りま

した。 

地域福祉推進事業では、感染防止の観点から予定していた「小学生ふれあい体験」「中学

生サマーワーク」「ふれあい昼食会」などを中止し、実際に触れ合わなくても世代間の心の

交流につながる「夏のおたより」事業を代替えとして実施しました。また、コロナ禍の影響

を大きく受けたひとり親世帯と市内飲食店の支援を目的とした「地域応援事業」や、ひとり

親世帯を対象とした「お米引換券（精米 5kg）の配布事業」などの新たな取組みも行いまし

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、感染予防対策を取り安

心して支援ができる環境の確保に努めながら「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」「日常生活自立支援事業」に継続的に取り組みました。また、コロナ

禍で生活に大きく影響を受けた方を対象とした「緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援

費）の特例貸付」についても、積極的に受付を行いました。 

介護保険事業においては、感染予防対策を取り安心してサービス提供ができる環境の確保に

努めながら、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継続的に展開し、

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ました。 

養護老人ホーム魚沼荘においても、入所者の安全・安心を第一に感染予防対策を行いなが

ら管理運営を行いました。また、令和 2年度は 5年間の指定管理期間の最終年度でもあった

ため、令和 3年度以降についての南魚沼市指定管理者公募へ応募し、当会が継続して指定管

理者として運営を行うことを決定頂きました。特定施設への移行を踏まえ、今後 10 年間に

ついても地域で必要とされる施設となるよう管理運営に努めて参ります。 

また、当会のさまざまな活動全般を支えている社協会費につきましては、市内人口の減少

に伴い毎年減収の一途を辿っておりましたが、令和 2 年度においては、コロナ禍にも関わら

ず多くの地元企業様から賛助会員加入にご協力を頂き、財政面でも大きなサポートを頂くことが

できました。 

 

 

 

 

 

 



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 

②ふれあい昼食会 

③ふれあいサロン育成支援 

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紙おむつ購入費助成事業 

②療育を要する乳幼児交通費助成 

③障がい者スポーツ交流事業 

④障がい者いきいきサロン事業 

（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 

⑤ひとり親支援事業 

（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生活・介護支援サポーター養成事業 

⑦南魚沼なじょもネット事業 

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災害ボランティア研修会 

③ボランティアグループ活動支援事業 

④ボランティア保険料助成事業 

⑤ボランティアふれあい祭り事業への支援 

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 

第 1回理事会（5月 26日書面決議） 

 第 1回評議員選任・解任委員会(6月 8日書面決議) 

6月 24日 定時評議員会 

      第 2回理事会（11月 27日書面決議） 
  第 2回評議員会（12月 4日書面決議） 

3月 18日 第 3回理事会（Zoom併用） 

第 3回評議員会（書面決議） 

4月 6日・7日、9月 3日・4日、12月１日・2日 外部監査 
 

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

理解を得られるよう努め、ご協力を得やすいように会員区分を

新設する。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 

賛助会費   250,000円 

特別会費   150,000円 

 

【実績】             （昨年度比） 

一般会費 12,872件 7,726,600円（△106,900円） 

賛助会員 法人 69社 560,000円（560,000円） 

     個人 43名 114,000円（△108,000円） 

特別会費 法人 6社  150,000円（＋48,000円）  

事務局体制の整備 部署間の連携強化を図る。研修への計画的な参加や目標管理シ

ートの活用を通し、職員個人の資質向上にも努める。 

 

【実績】 

・事故報告 しらゆり入浴事故 1件（救急搬送）      

・苦情受付 なし  

・業務運営会議の実施（毎月 1回、Zoom併用） 

・外部研修会 

  労務関係研修（web）   

  新潟県災害福祉支援チーム員スキルアップⅠ研修 

福祉教育推進セミナー 

  地域福祉推進セミナー（web） 

 災害支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修（中級編） 



  地域の茶の間交流会オンライン（web） 

生涯学習推進職員研修会「基礎研修会」 

成年後見制度法人後見推進研修会（web） 

就労支援員・就労準備支援事業従事者養成研修 

  成年後見制度市町村長申し立て推進研修会（web） 

若者支援セミナー（web） 

介護認定調査員現任研修 

介護報酬セミナー（web） 

障がい福祉に関する圏域研修会（web）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） 

 ・全職員より法人の改善点、意見等の提出 

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、

地域のイベントへの社協 PR ブース出展をとおして社協の知名

度向上を図る。 

 

【実績】 

・社協だより年間 6回発行、管内福祉事業所よりクイズプレ 

ゼントへご協力頂く 

 ・市民からのご意見や感想を紙面掲載し、共有 

・やいろの森市民祭りコロナ感染防止のため中止 

 

 

２.福祉援護事業                 

（１）除雪援助事業 

 

 

サービス区分・

事業名 
内 容 

決算 
R2 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 

 

【R2年度実績】 

除雪援助世帯 14世帯 

除雪実施者 11名 

活動延べ回数 71回 

976,776 

 

 

 

24,972 951,804 

（単位：円） 



 

（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 

サービス区分・

事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2年度実績】 

全焼 2件 

半焼 1件 

75,000 0 75,000 

サービス区分・

事業名 
内 容 

決算 
R2 R1 増減 

法外援護事業 

 

社会的、経済的に恵まれない低所得世帯

など、緊急に援護を必要とする世帯に貸

付等を行う。 

【R2年度実績】 

相談件数 14件 貸付件数 13件  

貸付金額 198,000円 

償還完了 7件（金額 113,500円） 

198,000 156,700 41,300 

事業名 内 容 
決算 

R2 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。 

【R2年度実績】 

配食数総数    764食 

一人暮らし高齢者 568食 

高齢者世帯    196食 

運転ボランティア 114人 

557,684 539,036 18,648 

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。 

【R2年度実績】 

新型コロナウイルス蔓延防止のため中

止※50,000円は共同募金会に返金 

0 54,982 △54,982 

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。 

【R2年度実績】 

142,162 82,838 59,324 



 

（２）障がい児・者福祉活動事業 

 

（３）児童・青少年福祉活動事業 

消毒用弱酸性次亜塩素水を希望するサ

ロンに配布 

介護支援ボラ

ンティア制度

事業 

高齢者にボランティア活動に関心を持っ

ていただき、活動そのものを自身の介護

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。 

【R2年度実績】 
登録ボランティア 51人 

受入施設 18施設 

清算ポイント数 245ポイント 

120,771 221,840 △101,069 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 R1 増減 

紙おむつ購入

費助成事業  

65 歳未満の常時紙おむつが必要な方に 

紙おむつ購入費の一部助成を行います。 

【R2年度実績】 

助成人数 37 人 

助成金額 888,176 円他 

909,578 1,262,970 △353,392 

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。 

【R2年度実績】 

助成人数 11人 

助成金額 345,980円 

345,980 330,190 15,790 

障がい者スポ

ーツ交流事業 

パラリンピックを通じ、障がい者が気軽 

にスポーツに参加できるよう、視察交流 

を行います。 

【R2年度実績】 

パラリンピック延期のため中止 

0 0 0 

障がい者いき

いきサロン事

業 

障がい者が気軽に参加できるサロンに 

助成を行います。 

【R2年度実績】 

2 団体に助成 

20,000 10,000 10,000 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2年度実績】 

1校で実施 参加生徒 202人 

23,106 23,303 △197 

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授 

業や講演会等を開催する際の費用に対 

772,851 780,000 △7,149 

（単位：円） 



 

 

（４）住民全般福祉活動事業 

し助成を行います。 

【R2年度実績】 

19校に助成 

福祉教育従事

者連絡会 

市内小中学校の福祉担当教師よりボラ 

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。 

【R2年度実績】 

新型コロナウイルス蔓延防止のため中

止※5,000円は共同募金会に返金 

0 24,021 △24,021 

夏休みボラン

ティア福祉施

設体験学習事

業 (小学生ふ

れあい体験、

中学生ｻﾏｰﾜｰ

ｸ、高校生ボラ

ン テ ィ ア 体

験) 

夏休み中に小学生は日帰り、中学生は 2 

泊 3日、高校生は 1日のボランティア体 

験活動を通じ、高齢者への理解や職業体 

験活動を行います。 

【R2年度実績】 
新型コロナウイルス蔓延防止のため中止 

0 513,764 △513,764 

ひとり親支援

事業 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響を受けたひ 

とり親世帯の経済的負担等の軽減を目 

的に市内の飲食店で使える「地域応援 

券」を発行しました。また、市民から寄 

付していただいた食材を必要とするひ 

とり親世帯等にお渡しし、食料支援を行 

いました。 

541,997 0 541,997 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2年度実績】 

開催日数 28日 

利用者数 322人 

運営ボランティア数 84人 

166,532 184,804 △18,272 

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。 

【R2年度実績】 
4月～2月号まで 6回発行済み 

2,224,420 2,143,280 81,140 

福祉のまちづ

くり運動推進

地域社会でともに支え合い、助け合い 

ながら暮らせることを目的として、行 

600,000 650,000 △50,000 



事業 

 

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、地域コミュニ 

ティづくりに取り組み、福祉講座や研 

修会等の開催を支援し福祉意識を高め 

ます。 

【R2年度実績】 

指定地区 7地区に助成 

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。 

【R2年度実績】 

対象者 342人に歳末見舞配布 

1,036,175 1,047,657 △11,482 

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。 

【R2年度実績】 

4行政区に助成 

720,000 588,000 132,000 

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。 

【R2年度実績】 

9/12アンガーマネジメント研修会 

10/28その準備、すぐ避難できる？防災 

備蓄きほんのき 

3/27相続のおはなし 

273,425 175,060 98,365 

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。 

【R2年度実績】 

利用会員 88人 

協力会員 88人 

235,604 196,451 39,153 

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。 

【R2年度実績】 

希望者に 140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。 

【R2年度実績】 

9/12 生活介護支援サポーター養成講座

と共催 

20,000 50,053 △30,053 

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。 

【R2年度実績】 

衛生用品、食糧品等の購入 

28,487 34,386 △5,899 



 

（５）ボランティアセンター事業 

 

購入金額    28,487円 

配布数 食糧支援 39人 59回 

物資支援 5人  5回 

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。 

【R2年度実績】 

コーディネーター1名配置 

2,687,130 2,594,228 92,902 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2年度実績】 

11/5ボランティアセンター・なじょも

ネット合同研修会 67人参加 

866,819 722,237 144,582 

災害ボランテ

ィア研修会 

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。 

【R2年度実績】 

10/26新型コロナウイルス感染が懸念 

される状況における災害ボランティア 

センター設置訓練 45人参加 

163,276 193,848 △30,572 

ボランティア

グループ活動

支援事業 

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。 

【R2年度実績】 

44団体に助成 

686,500 650,990 35,510 

ボランティア

保険料助成事

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。 

【R2年度実績】 

登録者数実数 1,444人 

登録延べ人数 2,324人 

538,970 664,500 △125,530 

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。 

【R2年度実績】 

新型コロナウイルス蔓延防止のため中

止※80,000円は共同募金会に返金 

0 80,000 △80,000 



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 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2年度実績】 

六日町地域サロン 40サロン 267回 

大和地域サロン  14サロン 161回 

塩沢地域サロン  30サロン 82回 

野外サロン        10回 

1,240,590 2,879,810 △1,639,220 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2年度実績】 

・コロナウイルス感染予防対策として

市の要請を受け 4 月 25 日～5 月 31

日の間浴室及び集会室の利用を休

止、また 7 月 1 日までの間、集会室

カラオケの利用を休止しました。 

・衛生的に入浴してもらうため老朽化

が進んでいた滅菌装置の入替工事を

行いました。 

・年間利用者数 4,819人 

    （R1年度：6,451人） 

・受託金収入 7,942,530円 

   （R1年度：7,940,654円） 

9,191,781 9,270,815 △79,034 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2年度実績】 

・利用者より要望の多かった階段手摺

取付工事を行いました。 

・消火栓ポンプ室制御盤架台が経年劣

化により腐食が進んでいたため修繕

工事を行いました。 

・センター正面 2 階部分タイルが剥が

1,711,609 1,638,049 73,560 



 

（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 

れ、落下の恐れがあったため撤去復

旧工事を行いました。 

・コロナウイルス感染予防対策として

市の要請を受け 4 月 25 日～5 月 25

日の間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 1,047人 

    （R1年度：1,831人） 

・受託金収入 1,834,531円 

   （R1年度：1,687,133円） 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2度実績】 

・屋上付近外壁が老朽化により落下し

ていたため応急処置を行いました。 

・玄関階段最下段部分タイルに浮きが

あり、歩行に危険があったため補修

工事を行いました。 

・コロナウイルス感染予防対策として

市の要請を受け 4 月 15 日～5 月 25

日の間浴室及び大広間の利用を休

止しました。 

・年間利用者数 22,017人 

    （R1年度：29,213人） 

・受託金収入 7,181,706円 

※うち新型コロナ補填額 1,496,016 

   （R1年度：6,921,275円） 

11,368,723 12,226,674 △

857,951 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 R1 増減 

養護老人ホ

ーム魚沼荘

管理事業 

【R2年度実績】 

※別紙資料のとおり 

134,997,800 135,447,648 △449,848 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

35,737 25,117 10.620 



 

 

（７）生活困窮者自立支援事業 

【R2年度実績】 

新規受任   2件（保佐類型 2件） 

終了       0件 

受任件数   3件 

運営委員会 2回 

研修会参加 3回 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2年度実績】 

新規相談者 95人（月平均 7.9人） 

プラン作成 23人（初回 15人） 

継続対応者 121人（29人増） 

終了者   66人 

対応回数 3,210回（月平均 267.5回） 

12,500,400 12,500,400 0 

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。 

【R2年度実績】 

新規相談者 9人（月平均 0.75人） 

プラン作成 2人初回（0人） 

継続対応者 15人（5人減） 

終了者   14人 

5,345,787 3,256,000 2,089,787 

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。 

【R2年度実績】 

新規利用申込 14人 

継続利用者  24人 

10,197,840 7,311,200 2,886,640 



 

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 

生徒終了者  12人 

開催回数  257回 

【集合型 177回・訪問型 80回】 

利用生徒のべ人数 479人 

支援員のべ人数  421人 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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 

自立と生活意欲の向上、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。 

返済が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。 

【R2年度実績】 

相談者数   9件 

貸付実績   2件 

対応者数   45件（実人数 40件） 

償還完了   1件（完済 1件） 

コロナ特例 

相談者数  206件 

相談実人数 160件 

貸付実績  135件 

(小口 99件 2回目含む） 

    （総合 22件延長 9件再 5件） 

実人数    92件 

償還完了   １件（完済 1件） 

499,830 78,100 421,730 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 
R2 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。 

【R2年度実績】 

新規相談者 6人 

2,582,849 2,966,464 △383,615 



 

６.居宅介護等事業 

（１）居宅介護等事業 

 

 

 

 

 

新規契約者 3人 

解約者数   2人 

（成年後見へ・親族管理へ） 

継続利用者 19人  

相談対応回数 854回（月平均 71回） 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 

R2 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：65,438,000円 

 介護予防収入： 6,159,000円 

     労災：   830,000円 

【R2年度実績】 

◎収入実績額 

 介護報酬収入：56,538,978円 

 介護予防収入： 3,873,929円 

     労災：   698,250円 

69,437,479 72,038,283 △2,600,804 

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：96,000円 

【R2年度実績】 

◎収入実績額：0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：170,000円 

【R2年度実績】 

◎収入実績額：355,810円 



（２）障害福祉サービス事業 

 

 

（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 
R2 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：15,795,000円 

【R2年度実績】 

◎収入実績額：15,704,502 円 

15,452,954 15,710,906  △257,952 

サービス区

分・事業名 
内 容 

決算 

R2 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：31,284,000円 

【R2年度実績】 

◎収入実績額：31,769,150円 

31,247,117 30,678,114 569,003 

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：1,213,000円 

【R2年度実績】 

◎収入実績額： 691,570円 


