平成27年度

事 業 報 告 書
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

平成２７年度社会福祉法人長久手市社会福祉協議会事業報告書
会議等開催状況
1 理事会
年 月 日

場

議

所

事

H27/5/13 福祉の家 1 平成26年度事業報告について
2 平成26年度一般会計資金収支決算について
3 平成26年度地域包括支援センター事業特別会計資金収支決算について
4 平成27年度資金収支補正予算（第2号）について
5 社会福祉協議会評議員の選任について
6 社会福祉協議会副会長の選任について
H27/10/22 福祉の家 1 平成27年度資金収支補正予算（第2号）について
2 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会臨時的任用職員就業規程の制定について
H28/3/24 福祉の家 1 平成27年度資金収支補正予算（第3号）について
2 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会臨時的任用職員就業規程の制定について
3 平成28年度事業計画について
4 平成28年度資金収支予算について
5 あゆみ資金貸付事業の廃止について
6 定款の一部変更について
7 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会評議員の選任について
2

監事会
年 月 日

H27/5/8

場

議

所

事

福祉の家 1 平成26年度理事の業務執行状況について
2 平成26年度事業報告について
3 平成26年度一般会計資金収支決算について
4 平成26年度地域包括支援センター事業特別会計資金収支決算について

H27/11/12 福祉の家 1 平成27年度理事の業務執行状況（中間）について
2 平成27年度事業中間報告について
3 平成27年度資金収支中間決算について
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3

評議員会
年 月 日 場

議

所

事

H27/5/14 福祉の家 1 平成26年度事業報告について
2 平成26年度一般会計資金収支決算について
3 平成26年度地域包括支援センター事業特別会計資金収支決算について
4 平成27年度資金収支補正予算（第1号）について
5 社会福祉協議会役員の選任について
H27/10/23 福祉の家 1 平成27年度資金収支補正予算（第2号）について
2 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会臨時的任用職員就業規程の制定について
3 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会役員の選任について
H28/3/25 福祉の家 1 平成27年度資金収支補正予算（第3号）について
2 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会臨時的任用職員就業規程の制定について
3 平成28年度事業計画について
4 平成28年度資金収支予算について
5 あゆみ資金貸付事業の廃止について
6 定款の一部変更について

2

4

主な事業
(1)

総務係

年月日

事

業

内

容

場

H27/4/17 尾張部社会福祉事業連絡協議会総会

豊明市文化会館

4/27 愛知保護区保護司会長久手部会総会
5/1 「福祉のまち

所

市公民館

ながくて」第84号発行

市内全戸

5/11 地域社会福祉委員会愛知委員会常任委員会

県社会福祉会館

5/26 尾張東部社会福祉協議会連絡会総会

春日井市総合福祉センター

6/10 社会福祉協議会全国活動会議（～11日）

東京都

6/18 市町村社会福祉協議会事務局長会議・県内ブロック会議

県社会福祉会館

7/1 「福祉のまち

ながくて」第85号発行

全国社会福祉協議会灘尾ホール

市内全戸

7/2 第65回社会を明るくする運動記念講演会
尾張部社会福祉事業連絡協議会第1回事務局長会議
7/5 第32回県聴覚障害者大会

日進市民会館
瀬戸市福祉保健センター
市文化の家

7/16 市社会福祉協議会役員、評議員交流会

東名ボール

8/24 第1回市子ども・子育て会議

市ながくてエコハウス

8/26 市社会福祉協議会顕彰者審査委員会

市福祉の家

8/28 創立50周年記念第50回県老人福祉大会

名古屋市公会堂

9/12 第32回全国都市緑化フェア開会式

愛・地球博記念公園

9/16 要保護児童対策地域協議会代表者会議

市役所

10/1 全国都市緑化祭

県立大学講堂

「福祉のまち

ながくて」第86号発行

市内全戸

10/30 県社会福祉大会

県体育館

11/8 第32回全国都市緑化フェア閉会式

愛・地球博記念公園

11/21 市社会福祉大会

市福祉の家

11/25 市が洞学童保育所竣工式

市が洞学童保育所

H28/1/1 「福祉のまち

ながくて」第87号発行

市内全戸

1/8 県社会福祉協議会「福祉体験作文コンクール」選考委員会

県社会福祉会館

2/14 尾張東部地域サミット

日進市民会館

2/18 市町村社会福祉協議会事務局長合同会議

中日パレス

2/26 尾張東部社会福祉協議会連絡会総会

春日井市総合福祉センター

3/1 尾張部社会福祉事業連絡協議会

研究協議会

3/3 地域社会福祉委員会愛知委員会常任委員会

知多市勤労文化会館
県社会福祉会館

3/10 尾張東部社会福祉協議会連絡会事務局長会議

尾張旭市保健福祉センター

3/23 第2回市子ども・子育て会議

市役所西庁舎
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(2)

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

所

H27/4/3 市政協力員会議（上郷・岩作区社協会員募集・共同募金の依頼） 市役所西庁舎
4/4 市政協力員会議（長湫区社協会員募集・共同募金の依頼）

市役所西庁舎

4/13 第27回ウェルフェアボウリング第1回実行委員会

瀬戸市福祉保健センター

4/15 希望の会総会

市福祉の家

4/16 市遺族会役員総会

市福祉の家

4/17 市町村子ども会連絡協議会事務局長及び事務担当者会議

県社会福祉会館

4/18 市子ども会連絡協議会総会

市福祉の家

4/21 日常生活自立支援事業担当者連絡会

瀬戸市福祉保健センター

4/24 共同募金支会分会新任職員研修会

県社会福祉会館

市町村老人クラブ連合会事務局長及び事務担当者会議
4/28 市身体障害者福祉協会役員総会

県社会福祉会館
市福祉の家

5/1 市社会福祉協議会会員募集（一般・賛助）
第１回市共同募金委員会

市内全域
市福祉の家

5/5 「見守りサポーター

ながくて」初級養成講座

西小校区共生ステーション

5/10 「見守りサポーター

ながくて」初級養成講座

打越集会所

5/17 東尾張地区子ども会連絡協議会総会

瀬戸市福祉保健センター

5/18 第27回ウェルフェアボウリング第2回実行委員会

瀬戸市福祉保健センター

5/20 市福祉まつり実行委員会（第1回）

市福祉の家

5/21 「見守りサポーター

市福祉の家

ながくて」初級養成講座

5/26 福祉実践者のつどい交流会

市内飲食店

5/30 各種講座「想いを“しっかり”届けるチラシ講座」

市福祉の家

6/5 市福祉まつり実行委員会（第2回）

市福祉の家

6/6 各種講座「終活講座」

市福祉の家

6/7 「見守りサポーター

市福祉の家

ながくて」初級・中級養成講座

6/10 第27回ウェルフェアボウリング第3回実行委員会

瀬戸市福祉保健センター

6/11 第1回精神保健福祉業務実務者会議

市保健センター

6/12 第29回児童生徒福祉作文コンクール（～8月21日）

市内小中学校

6/14 第27回ウェルフェアボウリング大会

東名ボール

6/19 東日本大震災受入被災者支援市町村担当者会議

県庁

6/22 東尾張ブロックボランティア集会連絡会

小牧市総合福祉施設ふれあいセンター

6/26 市福祉まつり実行委員会（第3回）

市福祉の家

6/27 防災・減災カレッジ

名古屋大学

6/28 北小学校区地区社協設立総会

段ノ上集会所
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(2)

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

6/29 市シニアクラブ連合会役員研修会

岐阜県

大垣スイトピアセンター

7/5 地域交流のつどい・サロン活動助成事業説明会及び交流会

市福祉の家

7/6 「見守りサポーター

愛知県立大学

ながくて」初級養成講座

7/8 市福祉まつり実行委員会（第4回）

所

市福祉の家

7/10 第1回北小学校区地区社協運営委員会

段ノ上集会所

7/18 第67回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール（～8月31日）

市内小中学校

7/23 ふれあい遠足会

岐阜県

市福祉まつり出展説明会

日本昭和村

市福祉の家

7/25 各種講座「スッキリする片付け講座」

市福祉の家

7/28 西小学校区地区社協設立総会

西小校区共生ステーション

7/29 福祉実践者のつどい交流会

瀬戸市東名ボール

7/30 市福祉まつり実行委員会（第5回）

市福祉の家

7/31 県共同募金支会分会事務担当者会議・共同募金セミナー

県社会福祉会館

8/1 市社会福祉協議会会員募集（法人）

市内全域

8/7 市福祉まつり実行委員会（第6回）

市福祉の家

8/17 地域福祉活動計画推進会議

県社会福祉会館

8/18 第1回西小学校区地区社協運営委員会

西小校区共生ステーション

8/20 第2回精神保健福祉業務実務者会議

市保健センター

8/21 市が洞小学校区地区社協設立総会

市福祉の家

第2回北小学校区地区社協運営委員会

段ノ上集会所

8/25 市福祉まつり実行委員会（第7回）

市福祉の家

8/28 第2回市共同募金委員会

市福祉の家

9/1 第27回ウェルフェアボウリング第4回実行委員会

瀬戸市福祉保健センター

9/4 男性料理教室（～2月26日全12回）

市文化の家

9/8 市福祉まつり実行委員会（第8回）

市福祉の家

9/11 第3回北小学校区地区社協運営委員会

段ノ上集会所

9/15 第27回ウェルフェアボウリング寄付金贈呈式

瀬戸市福祉保健センター

9/18 第1回市が洞小学校区地区社協運営委員会

市福祉の家

9/23 市福祉まつり

市福祉の家

10/6 西小学校区地区社協認知症予防部会

西小学校区共生ステーション

10/8 北小学校区地区社協認知症予防部会

下山集会所

10/15 北小学校区地区社協閉じこもり・ひきこもり防止部会

段ノ上集会所

10/16 第4回北小学校区地区社協運営委員会

段ノ上集会所
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(2)

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

10/16 第2回市が洞小学校区地区社協運営委員会
西小学校区地区社協子育て不安軽減部会

所

市福祉の家
西ノ根集会所

10/17 各種講座「視覚障がい者のクライミング体験講座」

ソレイユ

10/20 第2回西小学校区地区社協運営委員会

西小学校区共生ステーション

11/3 西小学校区地区社協認知症予防部会

西小学校区共生ステーション

11/17 第3回西小学校区地区社協運営委員会

西小学校区共生ステーション

11/18 西小学校区地区社協子育て不安軽減部会

西ノ根集会所

11/20 第5回北小学校区地区社協運営委員会

段ノ上集会所

第3回市が洞小学校区地区社協運営委員会
11/29 各種講座「絵本作り講座」

市福祉の家
市福祉の家

12/1 西小学校区地区社協認知症予防部会

西小学校区共生ステーション

12/4 第6回北小学校区地区社協運営委員会

段ノ上集会所

12/5 北小学校区地区社協認知症予防部会

下山集会所

12/6 「見守りサポーター

市福祉の家

ながくて」初級・中級養成講座

12/13 各種講座「婚活セミナー」

市福祉の家

12/15 第4回西小学校区地区社協運営委員会

西小学校区共生ステーション

12/16 西小学校区地区社協子育て不安軽減部会

西ノ根集会所

福祉実践者のつどい交流会

福祉の家

12/17 北小学校区地区社協閉じこもり・ひきこもり防止部会

段ノ上集会所

12/18 第4回市が洞小学校区地区社協運営委員会

市福祉の家

H28/1/5 西小学校区地区社協認知症予防部会

西小学校区共生ステーション

1/15 第7回北小学校区地区社協運営委員会

段ノ上集会所

第5回市が洞小学校区地区社協運営委員会

市福祉の家

1/16 北小学校区地区社協子育て不安軽減部会

北小学校

1/19 第5回西小学校区地区社協運営委員会

西小学校区共生ステーション

1/20 西小学校区地区社協子育て不安軽減部会

西ノ根集会所

1/21 北小学校区地区社協閉じこもり・ひきこもり防止部会

段ノ上集会所

1/22 「見守りサポーター

市まちづくりセンター

ながくて」初級講座

多目的室

1/23 各種講座「就活講座」

市福祉の家

1/24 「見守りサポーター

久保山集会所

ながくて」初級講座

1/26 北小学校区地区社協認知症予防部会

下山集会所

2/2 西小学校区地区社協認知症予防部会

西小学校区共生ステーション

2/13 北小学校区地区社協子育て不安軽減部会
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北小学校

多目的室

(2)

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

2/13 各種講座「家計講座」

市福祉の家

2/16 第6回西小学校区地区社協運営委員会

西小学校区共生ステーション

2/17 西小学校区地区社協子育て不安軽減部会

西ノ根集会所

2/18 北小学校区地区社協閉じこもり・ひきこもり防止部会

段ノ上集会所

2/19 第8回北小学校区地区社協運営委員会

段ノ上集会所

第6回市が洞小学校区地区社協運営委員会
2/20 「見守りサポーター

ながくて」上級講座（～21日）

北小学校区地区社協認知症予防部会

市福祉の家
市福祉の家
下山集会所

3/1 西小学校区地区社協認知症予防部会

西小学校区共生ステーション

3/10 第3回市共同募金委員会

市福祉の家

3/11 第9回北小学校区地区社協運営委員会

丸山住宅集会所

3/12 北小学校区地区社協子育て不安軽減部会

北小学校

地域福祉推進のための講演会

多目的室

市福祉の家

3/15 第7回西小学校区地区社協運営委員会

西小学校区共生ステーション

3/16 西小学校区地区社協子育て不安軽減部会

西ノ根集会所

3/17 北小学校区地区社協閉じこもり・ひきこもり防止部会

段ノ上集会所

3/19 北小学校区地区社協認知症予防部会

下山集会所

「見守りサポーター

ながくて」初級講座

福祉実践者のつどい交流会

第1回市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会
3/27 「見守りサポーター

長配三丁目集会所
市福祉の家

3/24 第7回市が洞小学校区地区社協運営委員会

(3)

所

ながくて」上級交流会

市福祉の家
市役所西庁舎
市福祉の家

事業係（通所介護事業、訪問・居宅介護事業、居宅介護支援事業）

年月日

事

業

内

容

場

H27/6/11 第1回精神保健福祉事業実務者会議

所

市保健センター

6/16 総合事業意見交換会

市役所

7/1 市町村社協地域福祉活動推進部会

県社会福祉会館

7/25 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会

市役所

7/28 市障がい者自立支援協議会 福祉サービス支援部会

市役所

8/20 第2回精神保健福祉事業実務者会議

市保健センター

9/15 市町村社協地域福祉活動推進部会

県社会福祉会館

9/18 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会研修

市ながくてエコハウス

11/17 県社協事業部門交流会

県社会福祉会館
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(3)

事業係（通所介護事業、訪問・居宅介護事業、居宅介護支援事業）

年月日

事

業

内

容

場

12/15 ホームヘルパー連絡協議会

県社会福祉会館

H28/1/22 市町村社協地域福祉活動推進部会
(4)

所

県社会福祉会館

相談支援係（障がい者相談支援事業、生活困窮者自立支援事業、地域包括支援センター事業）

年月日

事

業

内

容

場

H27/4/3 地域ケア会議

所

市福祉の家

4/9 第1回相談支援連絡会

市福祉の家

4/13 第1回東名古屋医師会地域包括ケア検討委員会

東名古屋医師会事務所

4/14 生活福祉資金新任職員研修会・事務担当者会議

県社会福祉会館

県社会福祉協議会高齢者部会

県社会福祉会館

4/16 包括支援センター連絡会

市役所

4/20 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会

市役所

4/23 第1回要保護児童対策地域協議会実務者会議

愛知医科大学

4/24 第1回二次予防連絡会

杜包括

4/30 第1回市包括ケア会議

市役所

地域包括ケア在宅医療・介護連携推進事業説明会
5/14 第2回相談支援連絡会

県自治研修所
市福祉の家

第1回自立支援協議会事務局会議

市福祉の家

5/19 第1回ケアマネジャー連絡会「長久手ケアマネサロン」

市役所

5/26 包括支援センター連絡会

市福祉の家

5/28 第2回二次予防連絡会

市福祉の家

6/8 第2回東名古屋医師会地域包括ケア検討委員会

東名古屋医師会事務所

6/8 生活困窮者自立支援事業受託社協事務担当者情報交換会

稲沢市社会福祉会館

6/11 第1回精神保健福祉事業実務者会議

市保健センター

第3回相談支援連絡会

市福祉の家

6/11 第2回自立支援協議会事務局会議

市福祉の家

6/16 包括支援センター連絡会

市役所

6/18 第2回要保護児童対策地域協議会実務者会議

市役所

6/23 自立支援協議会第1回児童教育支援部会

市役所

6/30 第3回二次予防連絡会

愛知たいようの杜地域包括支援センター

7/2 第2回市包括ケア会議

市役所

7/8 第1回県生活困窮者自立支援制度担当者会議

県社会福祉会館

7/9 第4回相談支援連絡会

市福祉の家

第3回自立支援協議会事務局会議

市福祉の家
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(4)

相談支援係（障がい者相談支援事業、生活困窮者自立支援事業、地域包括支援センター事業）

年月日

事

業

内

容

場

7/13 第1回市地域包括支援センター運営協議会
福祉関係者のための成年後見勉強会

所

市役所
豊明市商工会館

7/16 第2回ケアマネジャー連絡会「長久手ケアマネサロン」
第3回要保護児童対策地域協議会実務者会議

市役所
市役所

7/25 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会

市役所

7/28 市障がい者自立支援協議会第1回福祉サービス支援部会

市役所

7/28 第4回二次予防連絡会

市福祉の家

7/30 包括支援センター連絡会

市福祉の家

県認知症予防運動プログラム研修第1回（～31日）
8/13 第5回相談支援連絡会

国立長寿医療研究センター
市福祉の家

第4回自立支援協議会事務局会議

市福祉の家

8/18 包括支援センター連絡会

市役所

8/20 第2回精神保健福祉事業実務者会議

市保健センター

8/28 第5回二次予防連絡会

市福祉の家

9/3 第1回計画評価部会

市ながくてエコハウス

9/4 第1回尾張東部障害保健福祉圏域会議

日進市障害者福祉センター

9/8 自立支援協議会第2回児童教育支援部会

市役所

9/10 第4回要保護児童対策地域協議会実務者会議
第6回相談支援連絡会

市役所
市福祉の家

9/15 第3回ケアマネジャー連絡会「長久手ケアマネサロン」

市役所

9/18 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会

市ながくてエコハウス

9/25 第6回二次予防連絡会

市福祉の家

9/29 包括支援センター連絡会

市福祉の家

9/30 第1回協働推進会議（生活困窮者支援を通じた地域づくり）

県女性総合センター

うつ自殺対策推進会議

瀬戸保健所

10/5 第3回東名古屋医師会地域包括ケア検討委員会
10/14 第7回相談支援連絡会

東名古屋医師会事務所
市福祉の家

第5回自立支援協議会事務局会議

市福祉の家

県生活困窮者自立相談支援事業担当者会議（法的支援業務説明会） 県庁

10/15 第5回要保護児童対策地域協議会実務者会議

市役所

10/21 第7回二次予防連絡会

市福祉の家

10/22 第2回協働推進会議（生活困窮者支援を通じた地域づくり）

県女性総合センター

10/27 第3回市包括ケア会議

市役所
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(4)

相談支援係（障がい者相談支援事業、生活困窮者自立支援事業、地域包括支援センター事業）

年月日

事

業

内

容

場

所

10/27 包括支援センター連絡会

市役所

10/28 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会

市役所

10/28 第1回市障がい者自立支援協議会本会議

市ながくてエコハウス

市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会
11/6 地域ケア会議

市役所
市福祉の家

11/11 うつ自殺対策推進会議

瀬戸保健所

11/12 第8回相談支援連絡会

市福祉の家

11/17 包括支援センター連絡会

市福祉の家

11/18 瀬戸保健所ひきこもり地域継続支援ネットワーク会議

瀬戸保健所

第2回長久手市地域包括支援センター運営協議会

市役所

11/19 第6回要保護児童対策地域協議会実務者会議

市役所

11/25 第8回二次予防連絡会

愛知たいようの杜地域包括支援センター

11/26 第3回協働推進会議（生活困窮者支援を通じた地域づくり）

県女性総合センター

第3回精神保健福祉事業実務者会議

市保健センター

12/10 第9回相談支援連絡会

市福祉の家

第6回自立支援協議会事務局会議

市福祉の家

12/11 第4回ケアマネジャー連絡会「長久手ケアマネサロン」

市役所

12/14 第4回東名古屋医師会地域包括ケア検討委員会

東名古屋医師会事務所

12/17 第7回要保護児童対策地域協議会実務者会議

市役所

12/22 市障がい者自立支援協議会第2回福祉サービス支援部会

市役所

市医療・介護・福祉ネットワーク運営委員会

市役所

包括支援センター連絡会

市役所

12/24 第4回協働推進会議（生活困窮者支援を通じた地域づくり）

県女性総合センター

12/25 第9回二次予防連絡会

市福祉の家

H28/1/12 第2回計画評価部会

市役所

1/13 瀬戸保健所うつ自殺対策推進会議

瀬戸保健所

1/14 第10回相談支援連絡会

市福祉の家

1/14 自立支援協議会第3回児童教育支援部会

市役所

1/21 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会

市ながくてエコハウス

第8回要保護児童対策地域協議会実務者会議

市役所

第5回協働推進会議（生活困窮者支援を通じた地域づくり）

県女性総合センター

市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会

市役所

1/26 包括支援センター連絡会

市福祉の家
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(4)

相談支援係（障がい者相談支援事業、生活困窮者自立支援事業、地域包括支援センター事業）

年月日

事

業

内

容

場

1/29 第10回二次予防連絡会

所

市福祉の家

2/3 市障がい者自立支援協議会第3回福祉サービス支援部会

市ながくてエコハウス

2/8 第5回東名古屋医師会地域包括ケア検討委員会

東名古屋医師会事務所

2/9 尾張東部地域精神保健福祉推進会議

瀬戸保健所

2/10 第11回相談支援連絡会

市福祉の家

第7回自立支援協議会事務局会議

市福祉の家

2/23 包括支援センター連絡会

市福祉の家

2/24 うつ自殺相談窓口ネットワーク会議

瀬戸保健所

2/25 地域ケア会議

市福祉の家

2/26 第11回二次予防連絡会

愛知たいようの杜地域包括支援センター

3/4 第3回市包括ケア会議

市役所

3/10 第12回相談支援連絡会

市福祉の家

3/11 第2回尾張東部障害保健福祉圏域会議

日進市障害者福祉センター

3/16 第3回地域包括支援センター運営協議会

市役所

3/17 第9回要保護児童対策地域協議会実務者会議

市役所

第5回ケアマネジャー連絡会「長久手ケアマネサロン」

市役所

3/23 第2回市障がい者自立支援協議会本会議

市ながくてエコハウス

3/24 県生活困窮者自立相談支援事業従事者研修（国伝達研修）

県自治研修所

3/25 地域ケア会議

市福祉の家

3/28 市医療・介護・福祉ネットワーク運営委員会

市役所

3/29 包括支援センター連絡会

市福祉の家

3/31 第12回二次予防連絡会

市福祉の家
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5

主な研修
(1)

総務係

年月日

事

業

内

容

場

H27/5/22 職員研修

所

市福祉の家

5/30 救急救命講習

市福祉の家

7/17 野中式研修会

市福祉の家

7/24 マイナンバー制度セミナー

県産業労働センター

8/2 救急救命講習

市福祉の家

9/11 野中式研修会

市福祉の家

10/20 市町村社会福祉協議会指導的職員研修会

県社会福祉会館

10/28 尾張部社会福祉事業連絡協議会県外視察研修（～29日）

富山県

11/4 管理職向けメンタルヘルス講習会

氷見市社会福祉協議会他

県産業労働センター

11/28 社会福祉士実習指導者講習会（～29日）

同朋大学

12/11 第1回人事管理に関する人事担当者職員勉強会

市福祉の家

12/28 救急救命講習

市福祉の家

H28/1/20 職場環境改善研修

(2)

県社会福祉会館

1/22 野中式研修会

市福祉の家

2/23 救急救命講習

市福祉の家

2/26 第2回人事管理に関する人事担当者職員勉強会

市福祉の家

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

H27/4/14 生活福祉資金新任職員研修会

所

県社会福祉会館

4/16 市町村社会福祉協議会新任職員研修会

県社会福祉会館

4/24 共同募金支会分会新任職員研修会

県社会福祉会館

6/6 共同募金公開プレゼンテーション審査会視察

北名古屋総合福祉センター

6/10 生活福祉資金相談員研修会

県社会福祉会館

6/13 共同募金公開プレゼンテーション審査会視察

尾張旭市保健福祉センター

6/27 防災・減災カレッジ

名古屋大学

6/29 市シニアクラブ連合会役員研修会

岐阜県

7/2 民生委員・児童委員研修会（～3日）

三重県

大垣スイトピアセンター

名張市役所

7/10 日常生活自立支援事業研修会

県社会福祉会館

7/14 ボランティアコーディネーター養成講座

県社会福祉会館

7/15 福祉関係者のための成年後見勉強会

豊明市商工会館

7/24 ボランティアコーディネーター養成講座

県社会福祉会館

7/26 愛知キャラバンメイト研修会

大口町健康文化センター
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(2)

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

所

7/28 キャラバンメイト養成講座

県社会福祉会館

7/29 ボランティアコーディネーター養成講座

県社会福祉会館

7/31 地域生活支援ワーカーリーダー養成インストラクター研修会（～1日）

京都府

8/6 日常生活自立支援事業研修会

同志社大学新町キャンパス

県社会福祉会館

8/12 ボランティアコーディネーター養成講座

県社会福祉会館

8/18 県相談支援従事者初任者研修（～19日）

伏見ライフプラザ

8/25 ボランティアコーディネーター養成講座

県社会福祉会館

8/26 ボランティア視察研修会

日進市中央福祉センター

8/27 日常生活自立支援事業研修会

県社会福祉会館

9/3 地域生活支援ワーカー地域コーディネーターリーダー研修（～4日） 東京都
9/8 県相談支援従事者初任者研修

タイム24ビル

県女性総合センター

10/7 県相談支援従事者初任者研修

県自治センター

10/9 コミュニティソーシャルワーク研修会

安城市総合福祉センター

10/14 うつ自殺対策推進会議（事例検討研修）

瀬戸保健所

10/17 ごみ屋敷問題とセルフネグレクトセミナー

名古屋サンスカイルーム

10/29 うつ自殺対策研修会

瀬戸保健所

11/9 県相談支援従事者初任者研修(～10日）

県自治センター会議室

11/10 介護保険制度の改正による新たな地域支援事業推進セミナー

県社会福祉会館

11/11 職場改善あいさつリーダー研修

市消防本部

市遺族会親睦研修会

東京都

靖国神社

11/18 ひきこもり地域継続支援ネットワーク会議（事例検討研修）

瀬戸保健所

11/23 AAオープンスピーカーズミーティング

市文化の家

11/24 野中式事例検討会

半田市社会福祉協議会

11/26 第3回精神保健実務者会議（事例検討研修）

市保健センター

全国校区・小地域福祉活動サミットINくろべ（～27日）

黒部市宇奈月国際会館セレネ

11/28 社会福祉士実習指導者講習会（～29日）

同朋大学

11/30 野中式事例検討会

半田市社会福祉協議会

1/29 生活福祉資金運営研究協議会

県社会福祉会館

2/4 第4回精神保健実務者会議（事例検討研修）
(3)

市保健センター

事業係

年月日

事

業

内

容

場

所

4/22 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会研修

愛知医科大学

5/24 介護職のストレスマネジメント研修

あいち大橋学園
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(3)

事業係

年月日

事

業

内

容

場

所

5/30 応急手当講習

市福祉の家

6/23 認知症疾患医療研修会

愛知医科大学

7/21 日進市社協デイサービス視察

日進市中央福祉センター

7/22 介護保険指定事業者講習会

名古屋国際会議場

県ホームヘルパー研修会

県社会福祉会館

7/29 安全運転講習会

名古屋国際センター

8/2 応急手当講習

市福祉の家

8/19 県相談支援従事者初任者研修

伏見ライフプラザ

8/21 電子＠連絡帳システム｢愛・ながくて夢ネット｣勉強会

市役所

8/24 たいようの杜デイサービス視察

愛知たいようの杜

8/29 全国高齢者施設看護師会研修

名古屋国際会議場

9/3 口腔ケア講習会集団指導

市役所

9/8 県相談支援従事者初任者研修

県女性総合センター

認定調査員現任研修

名古屋市公会堂

9/18 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会研修

市ながくてエコハウス

10/28 市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会研修

市ながくてエコハウス

11/25 南クリニック認知症研修会

長久手南クリニック

12/13 介護現場の事故予防セミナー

桜華会館

12/17 あすわひのき研修会

スカイワードあさひ

1/20 サービス提供責任者研修（全6日間～3/9）

県社会福祉会館・桜華会館

2/20 市町村地域福祉等担当職員専門研修

県社会福祉会館

2/8 障がい者施設実習

ひまわり福祉会

2/15 障がい者施設実習

ひまわり福祉会

3/3 医大難病医療研修（ALS）

愛知医科大学

3/10 第2回介護保険事業所向け口腔ケア研修会
(4)

市ながくてエコハウス

相談支援係

年月日

事

業

内

容

場

所

4/14 県社会福祉協議会高齢者部会

県社会福祉会館

4/16 市町村社会福祉協議会

県社協

新規採用職員研修会

4/22 市医療・介護・福祉ネットワーク研修会

愛知医科大学

4/30 地域包括ケア在宅医療・介護連携推進事業説明会

県自治研修所

5/1 地域精神保健福祉関係等新任研修

県女性総合センター

6/17 多重債務相談研修

東海財務局
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(4)

相談支援係

年月日

事

業

内

容

場

所

6/23 第4回認知症疾患医療センター研修会

愛知医科大学

6/25 県介護予防関連事業従事者等研修（～26日）

あいち健康の森健康科学総合センター

6/29 家計相談支援事業従事者養成研修(～2日）

東京都

7/15 県新しい総合事業対応研修会（～16日）

あいち健康の森健康科学総合センター

福祉関係者のための成年後見勉強会

タイム24ビル

豊明市商工会館

7/22 介護保険指定事業者講習会

名古屋国際会議場

7/30 県認知症予防運動プログラム研修第1回（～31日）

国立長寿医療研究センター

8/25 地域包括ケア研修（～26日）

県社会福祉会館

8/26 うつ自殺対策推進会議自殺対策

研修会

9/3 認知症家族介護支援研修会

瀬戸保健所
県産業労働センター

9/18 市医療・介護・福祉ネットワーク研修会

愛知医科大学

10/8 一般歯科診療所による訪問歯科診療と訪問口腔ケア

東名古屋医師会事務所

10/20 市町村社会福祉協議会指導的職員研修会

県社会福祉会館

10/21 「社協・生活支援活動強化方針」推進セミナー

東京都

10/29 うつ自殺対策研修会

瀬戸保健所

全社協

灘尾ホール

11/4 自立相談支援事業従事者養成研修（就労支援員）（前期）（～6日） 東京都 全社協 灘尾ホール
11/7 第2回生活困窮者自立支援全国研究交流大会（～8日）

福岡県

福岡大学

11/11 県認知症地域支援体制づくり人材養成研修

あいち健康プラザ

11/18 福祉専門職のための弁護士と民事法律扶助活用法

県弁護士会館

11/22 地域支援のあり方を考える研修会

日進市中央福祉センター

12/8 あいち介護予防リーダー養成研修

あいち健康プラザ

12/9 自立相談支援事業従事者養成研修（就労支援員）（後期）（～11日）

神奈川県

あいち介護予防リーダー養成研修

全社協

中央福祉学院

あいち健康プラザ

12/16 県社会福祉協議会高齢部会地域包括・在宅介護支援センター関係職員研修会 県社会福祉会館
1/16 日本福祉大学第11回ケアマンジメント研究セミナー（～17日）

日本福祉大学名古屋キャンパス北館

1/19 相談支援研修会

春日井市総合福祉センター

1/23

日進市中央福祉センター

市民参加による生活支援サービスの創出・推進に向けた協議体形成支援セミナー

2/4 金融トラブルから身を守るためのシンポジウム

栄ガスビル

2/7 生活困窮者自立支援法とこれからの地域包括的システム講演会

南生協病院

2/11

介護予防・日常生活支援総合事業における地域包括支援センターのケアマネジメント

愛知青年会館

2/14 尾張東部サミット

日進市市民会館

3/15 多重債務相談研修「多重債務と依存症問題」

東海財務局

3/24 第10回介護予防における口腔機能向上研修会

中区役所ホール
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(4)

相談支援係

年月日

事

業

内

容

場

3/24 地域包括ケアモデル事業活動成果報告会

6

所

吹上ホール

通年事業
係名

総務係

事

業

内

容

場

人権相談（毎月第3木曜実施）

市福祉の家

法律相談（毎月第2・4木曜実施）※9月のみ第2木曜、第4金曜実施

市福祉の家

地域福祉係 高齢者生涯学習講座（4月～3月

7講座開講）

相談支援係 社協まめ会（5月～3月第2金曜開催）

市福祉の家
市福祉の家
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所

平成２７年度長久手市社会福祉協議会事業報告書

１

事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

心配ごと相談事業

・弁護士による無料法律相談。
・８月までに人権相談の具体
・人権擁護委員による心配ごと相談。 例を示すチラシを作成し、
事務所のラックに設置。

結果

・達成。

成果・課題・その他

担当係

・福祉の家ラックにチラシを
設置。
・人権相談、相談者２名
・法律相談、相談者１０３名
・法律相談は次年度より市役

総務係

所へ業務移管。
・人権相談は、相談者が少な
い事が課題。
２

福祉の家窓口業務

３

広報紙「福祉のまち
発行

４

社会福祉大会

ながくて」

・あったかぁどの発行、福祉の家貸
館業務等。

・５月までに貸館ルールを作 ・達成。
成、８月まで窓口で周知後、
９月より完全実施。

・２８年度４月分から貸館の
抽選会を実施。

総務係

・本会で行う事業などの広報紙とし
て、事業等の周知。

・１０名のモニターを確保。

・未達成。（３名）

・本会広報紙等で募集を行っ
たが募集期間が短かった
（１か月）影響か１０名を
確保できなかった。

総務係

・市内福祉関係者が集い、社会福祉
の発展の功績者を表彰。

・法人設立３０周年記念大会
として、記念講演を大会と

・達成。

・渡辺哲雄氏を講師に招い
て、記念講演を実施。

総務係

共に実施。

・大会参加者１６０名
記念講演 １５０名

５

理事会・評議員会・監事会の運営

・理事、評議員、監事による会で、
事業計画、予算、事業報告、定款
変更等の、法人運営にかかる重要
案件等の議決、執行の実施。

・年１回、１０月頃に開催す
る理事会・評議員会の終了
後に研修会を開催。

・達成。

・第３回理事会及び評議員会
の終了後、社会福祉法人制
度改革にかかる研修会を実
施。

総務係

６

ホームページ

・本会の事業紹介、告知・事業計画
等の掲載、ブログの投稿等。

・随時、写真等を撮影して、
関連した画像に変更する。
・法人として各部署の毎月の
リリース状況、最新化を確
認する。

・達成。

・経過した行事の案内等が残
らないよう、更新確認シー
トで月次チェックを実施。

総務係
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７

事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

地域交流のつどい・サロン活動助
成事業【重点事業】

結果

・地域に居場所ができることで、閉 ・各小学校区に３か所以上の ・達成。
じこもり、孤立の防止、健康増進
サロンを設立。
・合計３２サロン。
内訳：西小学校区８か所、
になるよう、サロンを立ち上げ・
東小学校区６か所、
運営する団体に対し、助成金の交
長久手小学校区５か所、
付や運営の相談対応。

成果・課題・その他

・地域の偏りが減少。

担当係

地域福祉係

南小学校区５か所、
北小学校区４か所、
市が洞小学校区４か所
（新規サロン７か所）

８

見守りサポーター ながくて
養成事業【重点事業】

・達成。
・県立大学と連携し講座を開
・初級講座９回開講、１５７名
催。
（１３名の中級、５名の
養成。（累計４８３名）
上級サポーターを養成）

・中級講座を年２回開講。
（６月、１２月）
・上級講座を年１回開講

・中級講座２回開講、５１名養
成。（累計８３名）
・上級講座１回開講、１５名養 ・上級サポーターの訪問回数

・交流会を年１回開催。

地区社協事業【重点事業】

（児）サロンの立ち上げ支
援の強化が必要。

・見守りが必要な人の早期発見を担
う地域のアンテナ役の見守りサポ ・初級講座は、随時開講。
ーターの初級、中級、上級の養成。 出張講座も開講。

(２月)

９

・子育てサロン・障がい者

・困っている人を支援する仕組みを ・西、北、市が洞、各小学校
住民と話合う組織として、地区社
区に、地区社協を設置。
協を設置。
・円滑な運営を推進する。
・地域での学習会や周知活動
（追加）
に努める。（追加）

成。（累計３６名）
・サロン代表者、民生委員との
交流会を７月に開催。
・上級サポーター、民生委員協
議会会長、地区社協副運営委
員長との交流会を３月に開
催。

延６２回。

・達成。
・西小学校区で月平均８３
・北、西、市が洞小学校区に６
件、北小学校区で月平均６
月、７月、８月に設置。
１件の相談有。
・北、西地区社協では毎月、地 ・市が洞小学校区地区社協の
域福祉学習会を開催。２７回
担当職員（ＣＳＷ）は未配
開催し、総計２３０人が参加。
置のため、暫定的に職員が
・地区社協チラシを配布。
対応。担当職員の早期配置
・アウトリーチによる個別訪問
数は計１３００件以上。

が必要。
・未設置の小学校区で、地区
社協設置の準備が必要。
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地域福祉係

地域福祉係

１０

事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

各種講座の開催

・誰もが、安心して暮らせるために、 ・講座を８回開催。
多分野に渡る講座を開催する。

結果

成果・課題・その他

・達成。
・８回実施済。

・講座によっては対象者が限
定的であるため、多くの方
５月：「想いを“しっかり”届ける
が参加できるような内容で
チラシ講座」１５名参加
講座の企画を検討。
６月：「終活講座」１９名参加
・当日の参加人数に偏りがあ
７月：「スッキリする片付け講座」
るため、自治会回覧の活用
２２名参加
等、広報方法について要検
１０月：「視覚障がい者のクライミ

担当係

地域福祉係

討。

ング体験講座」１０名参加。
１１月「絵本作り講座」１５名参加
１２月「婚活セミナー」２５名参加
１月「就活講座」６名参加
２月「家計講座」５名参加
延１１７名参加。

１１

福祉実践者のつどい

・市内の福祉事業所の職員同士の交 ・年４回、３か月毎に実施。
流を目的に開催し、事業所間同士
のネットワークを構築。

１２

地域福祉活動計画の推進

・地域福祉の設計図である地域福祉 ・計画推進委員会を年１回開 ・達成。
活動計画に沿って事業を推進。

１３

共同募金運動への協力及び共同募
金配分事業の実施

催。

・達成。
・参加者の意向をふまえ内容
・４回実施（３回交流会、１回
を決定。
勉強会）。
・福祉施設間の交流のほか、
ケース検討を行い、実践に
役立つ勉強会も開催。

・長久手市地域福祉計画・地

地域福祉係

地域福祉係

域福祉活動計画推進委員
会の委員を選任し、１回開
催。

・住民相互の助け合いと地域福祉の
推進を目的に、赤い羽根共同募金 ・共同募金委員会で事業計画
（毎年１０月）、及び歳末助け合い
を協議。
募金（毎年１２月）を実施。

・一部達成
・共同募金委員会３回開催、事 ・募金を活用した公開プレゼ
業計画等の協議を実施。
ンテーション助成金の導入
など、新たな周知や理解を

進める工夫が必要。
・赤い羽根共同募金
・赤い羽根共同募金
・歳末たすけあい募金は目標
目標額：４,０００,０００円
実績額：３,９８５,２５９円
額達成。
・歳末たすけあい募金：
・歳末たすけあい募金：
・赤い羽根共同募金は目標額
目標額： １２０,０００円
実績額：
１３１,１４７円
に１４,７４１円足りず未
達成。
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地域福祉係

事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

結果

成果・課題・その他

担当係

１４

第２９回福祉作文コンクール

・児童、生徒の福祉活動の啓発を目 ・市内の全ての小、中学校に ・一部達成。
的に、作文を通して福祉活動を考
対して、作品を募集。
える機会を設ける。

・小学生２４３編、中学校１
３編の応募あり。最優秀賞
２編、優秀賞１０編、佳作
１０編を選定。

地域福祉係

１５

ひとり親援助活動

・ひとり親家庭にとって必要な援助 ・講座を１回開催。

・２６年度実施したアンケー

地域福祉係

・達成。

活動を実施。

１６

男性料理教室

・男性に対し、料理教室を実施。

ト結果で、経済的な不安が
多かったため、２月に家計
講座を実施。（５名参加）

・料理教室を開催。

・達成。
・自治会回覧による募集方法
・９月から月２回、計１２回実
を追加し、定員２０名に対
施した。
し、３０名以上の応募があ

地域福祉係

り、効果が得られた。

１７

赤い羽根作品コンクール

・赤い羽根共同募金をテーマとした ・市内の全ての小・中学校に ・達成。
・２６年度の応募に対し、両
ポスター及び習字の作品を募集。
対して、作品を募集。
・応募数、書道８８３点、ポス
コンクール共に１割増の応
ター２３２点。
募。
（昨年度実績：書道７９
２点、ポスター２０２点）

地域福祉係

１８

お笑い演芸会の開催

・高齢者同士の交流や外出の機会創
出のために、ボランティアによる
寄席を開催。

地域福祉係

１９

子育て・障がい者世帯への支援

・子どもから大人まで、障がいがあ ・歳末たすけあい募金運動の ・達成。
ってもなくても支え合いに関する
時期に、劇等を１回実施。
テーマのイベントを開催。

・歳末たすけあい募金運動の
時期に、各小学校区で１回
ずつ実施。

20

・達成。
・事業の周知が進み、地縁団
・１２月に市内６ヶ所で６回開
体の年間行事に活用されて
催し、２００名が参加した。
いる。
・公共施設は利便性に差があ
るため、今後は公共施設に
限らない会場選定が必要。

・１月に、支え合いに関する
鑑賞劇を開催し、１１１名
参加。

地域福祉係

事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

結果

成果・課題・その他

担当係

・実行委員会で提案された新
企画を実施。
・来場者１,５００名。
・２８年度は、障がい者の方
が参加できる企画の増加
を検討。

地域福祉係

・達成。
・平成２８年度からは、市役
・新１講座を含む２２講座を開
所長寿課に事務移管。
催し、延３６３名参加。

地域福祉係

２０

長久手市福祉まつりの開催

・市内のボランティア団体・福祉事 ・３～４月に公募委員を募る。 ・達成。
業所が交流し市民が福祉について
・公募委員３名。
考える機会を設ける。

２１

高齢者生涯学習

・
「初めて」をキーワードに、高齢者 ・新しい講座を１種類追加。
の生きがいづくり、健康増進、仲
間づくりを目的に各種講座を開
催。

２２

会員募集

・地域福祉の充実を目的に、強化月 ・さまざまな加入の仕方に対 ・達成。
間（５、６月）を設け、募集活動
応できるよう体制を整備。 ・地域でいつでも加入して頂け
を実施。

２３

貸付事業
（生活福祉資金・はやぶさ資金）

日常生活自立支援事業

ように手続。

・生活福祉資金貸付２件
（内１件は辞退）
（相談件数３１件）
はやぶさ資金貸付８件
（相談件数２１件）

・契約件数７件

21

地域福祉係

を確保できたケース等、迅
速に対応できた。
・生活困窮者自立支援担当係
と連携したケースも有。

・金銭管理に不安のある方の福祉サ ・速やかな対応ができるよう ・達成。
・基幹社協が担当していた長
ービス利用援助や日常的金銭管理
体制を整備。
・基幹社協より事務移管を実施。 久手市の全利用者の事務移
サービス、書類等の預かりサービ
スを実施。

地域福祉係

知活動を実施。

・生活に困窮した世帯に対し、必要 ・緊急時に対応できるよう、 ・達成。
・貸付を活用し、就労継続が
に応じて貸付を実施。
フードバンクを活用できる ・フードバンクの利用手続き済。 できたケースやガス・電気
・緊急時対応の体制整備。

２４

るよう、社協職員であれば会
費を受け取れるように体制を
整備し、随時受付している事
を広報紙に掲載。

・地域福祉講座、地域での講
話、サロン訪問時等でも周

管完了管。
・継続して、事業の周知・啓
発が必要。

地域福祉係

事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

結果

２５

地域ボランティア養成事業

・地域のボランティア活動者を増や ・年３回以上開催。
すための講座や勉強会を開催。

２６

ボランティア紹介・斡旋事業

・ボランティアが必要な人や施設等 ・ボランティア募集の依頼数 ・未達成。
から依頼を受け、登録ボランティ
が年間１５件増加。
・２６年度依頼数１０３件、
アを派遣。
２７年度依頼数１０３件。

２７

災害時ボランティアセンター事業

・災害時に被災者に特化した「災害 ・市民参加２０名以上。
時ボランティアセンター」を設置
運営。

成果・課題・その他

・未達成。（２月に２回開催） ・１か所については、開催時
・西小学校区：
期の調整が困難なため未開
「ボランティア入門講座・ボ
催となった。
ラ活」（４名参加）
・北小学校区：「託児入門講座」
（１３名参加）

担当係

地域福祉係

・ボランティアセンターの存
在や利用方法のアピールが
必要。

地域福祉係

・達成。
・災害時ボランティアセンタ
・１１、１月に開催し、延２３
ーの認知度不足。
名実施。
・身近な物を活用した防災グ

地域福祉係

ッズの作成や家具の固定法
を学べる講座を検討する。

２８

ボランティア相談事業

・ボランティアによるボランティア
のための相談。

・１１月までに倉庫購入。

・達成。

・２月に購入・設置。

・１月までにパンフレット作
成。

・達成。１２月作成。

・市内公共施設に配布するこ
とができ、ボランティア相
談を広めることができた。

地域福祉係

・パンフレットをみて来所し
た相談者有。

２９

社会福祉協力校事業

・市内小中高等学校で福祉教育を普
及させるため、福祉実践教室の開
催や学校行事への参加。

・「発達障がい」にかかる講座 ・未達成。
・協力者と共に、発達障がい
を春休みに１回開催。
・教材データの授受を依頼して
研修（７月）、みよし市福
いた団体の都合等、変更があ
祉実践教室（１２月）等に
った為、実施できなかった。
参加し、講座の準備を進め
た。
・講座の周知を続け、更に協
力者を増やす必要がある。
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地域福祉係

事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

結果

成果・課題・その他

担当係

３０

家庭体験ボランティア事業

・児童養護施設の子どもを長期休暇 ・ふれあい遠足会参加者から ・未達成。
中に家庭へ招くボランティアを育
児童養護施設内でのボラン
成。
ティアを３名以上確保。

・２名の家庭体験ボランティ 地域福祉係
アを確保できた。
・ひき続き、ふれあい遠足会
の周知が必要（４名参加）。

３１

団体補助

・各団体が自主活動できるよう支援。 ・６月までに、各団体役員の ・一部達成。

・団体と社協の役割分担を整

活動の見直しを実施。

３２

３３

団体助成

３４

地域福祉係

理。

・シニアクラブ活動の活性化や高齢 ・９月までに、シニアクラブ ・達成。
者の生きがいづくりの推進。
若手養成講座を１回開催。 ・９月：１９名参加
３月：２３名参加

・先進地の視察研修を行っ 地域福祉係
た。（６月）
・シニアクラブのニューリー
ダー養成講座を２回実施し
活性化を図った。
（９・３月）

・市内の子どもたちが、異年齢の交 ・９月までに、ジュニアリー ・未達成。
流を経験し、社会に出たときに必
ダーズクラブ（中学生・高
要なコミュニケーション能力の向
校生）の改善点を提案。
上をサポート。

・専門的知識が必要であっ
た。

・市内の障害児・者団体の活動の補 ・年度内に１回、カローリン ・実施。
助。
グ大会を開催。

・３月に実施し、２４名参加。 地域福祉係

３５

居宅介護支援事業

・居宅サービス計画書を作成し、各 ・年間作成件数１，２００件。 ・達成。
事業所との連絡調整。
居宅サービス計画書件数
合計 １，２５２件
内訳 ・介護 １,２０５件
・予防
４７件

３６

介護認定調査

・市町村からの依頼を受け、介護認 ・調査技術の維持。
定調査の実施。

・達成。

地域福祉係

・月平均３．９件のペースに
て受け入れを実施。
事業係
・常時の新規受け入れに対し（居宅介護支援事業）
ては他事業所と連携して
いく。

・認定調査員現任研修受講。

事業係

認定調査実施件数
・調査依頼件数については、（居宅介護支援事業）
合計 １３件（他市町のみ）
２６年度と比較すると４件
の減ではあるが、依頼のあ
った分は断らず対応でき
た。引き続き調査技術の維
持に努める。
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事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

結果

成果・課題・その他

担当係

３７

訪問介護事業

・介護保険制度に基づく在宅サービ ・利用者２名増やし３６名。
ス、ヘルパーを派遣して身体介護、
生活援助。
・要介護認定の利用者の新規
契約の増加。

・達成。
新規利用者９名。
内訳 ・要介護者７名
・要支援者２名

・利用者を受け入れ、契約者
事業係
数の増加を行うことができ（居宅介護支援事業）
た。

３８

居宅介護事業・移動支援事業

・障害者総合支援法、地域生活支援 ・スキルの統一。

・達成。

・スキルの統一を図ること

事業に基づく移動支援事業

３９

通所介護事業

新規利用者６名。
内訳 ・居宅介護事業３名
・移動支援事業３名

・在宅生活を送る要介護、要支援の ・屋外歩行訓練を年３回実施。 ・達成。４回実施。
利用者に対して、生活相談、機能
（４、７、１１、１月）
訓練、擁護、健康チェック、食事
の提供、入浴、送迎を実施。
・内部研修会を月１回実施。

・達成。
毎月実施。

・増収。

・未達成。

４０

生きがい型デイサービス事業

・満６５歳以上高齢者単身者のひと ・今年度中に利用者２名増員
り暮らし、要介護認定で非該当の
者等に対して、日常動作訓練や趣
味活動を提供し、高齢者福祉の増
進を図る。

４１

地域活動支援センター事業

・障がい者、及び障がい児に対して、 ・年間１日平均利用者数１３ ・未達成。
入浴、食事の介助、創作的活動、
機能訓練、介護方法の指導、社会
適応訓練、更生相談、レクリエー
ション実施。

名。

・未達成。
１名増員。

１日利用平均１１．４名
・新規利用者２名。
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事業係

で、新規利用者の獲得につ（居宅介護支援事業）
なげることができた。

・日常における機能訓練の強
事業係
（通所介護支援事業）
化を検討。
・２８年度事業、地域密着型
通所介護、日中一時支援、
基準該当サービス、総合事
業の研修が出来ていない。
・介護報酬の減収、入院、入
所等による利用者数の減
少、要支援者の加算を算定
していないことにより減
収。

・２名介護保険へ移行したた
事業係
（通所介護等事業）
め利用者は現在２名。

・２７年度をもって地域活動
支援センター事業は終了、
事業係
２８年度からは日中一時支 （通所介護等事業）
援事業を実施。

４２

４３

事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

介護予防ケアマネジメント業務
（委託事業）

総合相談支援業務及び権利擁護業務
（委託事業）

結果

・要支援１、２の認定者へのケアプ ・依頼に対し、速やかに作成 ・達成。
ラン作成、評価。
または事業所紹介を実施。
作成件数８６．５件
・二次予防事業対象者へのアセスメ ・アセスメント結果から、支 ・達成。
ント、相談、ケアプラン作成・評
援が必要と思われる対象者
価。
を適切に把握し、二次予防
事業への参加勧奨及び現況
確認等を実施。

包括的・継続的ケアマネジメント
業務
（委託事業）

・継続して実施。

・担当介護支援専門員が決まるまで ・勉強会や意見交換会を年度 ・達成。
の利用者支援。

内に２回実施。

相談支援係

・定期的な実施により、早期 センター事業）
の状況把握ができるとと
もに、重篤な状況に陥る前
に必要な支援の提供が実
現できる。

・介護、医療、福祉、生活全般に関 ・出前講座を年４回実施。
する相談。

・達成。（実施回数６回）
相談者実数７０人

担当係

（地域包括支援

・平均参加者４８名（内、男
性参加者数８.４名）。
実施内容を参加者へのアン
ケート調査及び市民ボラン
ティア等の意見を参考に計
画する。
相談支援係
（地域包括支援
センター事業）

・３月に完成。今後は随時更
新を行う。
・２月の社協まめ会で「振り
込め詐欺」に関する注意喚
起の内容で実施。
・継続して実施。

相談支援係

１１月の介護支援専門員の （地域包括支援
勉強会（ケアマネサロン） センター事業）
にて虐待についての勉強会
を実施。また３月に主任ケ
アマネを対象に意見交換会
を実施。

・介護支援専門員への助言・指導。

介護予防事業
４５ （委託事業）

・継続して実施。

・閉じこもり予防を目的とした「ま ・毎回参加者４０人以上（内、 ・達成。
め会」の開催。
男性平均参加者８名）。

相談件数１２７件
・高齢者の権利に関する相談。（虐 ・今年度中に市民配布用社会 ・達成。
待・消費者被害など）
資源マップを作成。
・１０月までに勉強会を開催。 ・達成。

４４

成果・課題・その他

・６５歳以上の市民(介護保険認定者 ・
「口腔ケア教室」、
「栄養改善 ・「口腔ケア教室」は一部達成、 ・対象と思われる方への個別
を除く)対象の運動器の機能向上、
教室」参加者１０人以上。
「栄養改善教室」は未達成。
勧奨、広報への掲載、出前 相談支援係
栄養改善、口腔機能の向上の介護
「口腔ケア教室(定員２０名)」
講座・出張相談等での参加 （地域包括支援
予防教室を開催。

１クール/６名、２クール/
勧奨など、継続して教室参 センター事業）
９名、３クール/１２名。「栄
加の呼びかけを実施してい
養改善教室（定員１５名）」
く。
６名。
・新規申込者が各教室の定員 ・達成。
・継続して実施。
の半数以上。
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事業名

事業概要

目標

（箇条書き）

（箇条書き）

明確に、数値で、いつまでに

結果

成果・課題・その他

担当係

４６

長久手市障がい者相談支援事業
（委託事業）

・障害福祉サービスの利用援助。
・障害福祉サービスの利用に ・実施。
・事業及び福祉サービスに関 相談支援係
（障がい相談支
・社会資源を活用するための支援。
関する説明会の実施。
１２月１０日、１４日にすぎ
する周知が進む。
援事業）
・社会生活力を高めるための支援。
最低、年１回の実施の他、随
のこ教室で障害福祉サービス
・権利擁護及び成年後見制度利用の
時要請に応じて実施。
の利用に関する説明会を実
ために必要な援助。
施。
・専門機関の紹介。
相談者実数６２人
相談件数１４６件

４７

障害支援区分認定調査
（委託事業）

・障害支援区分の認定調査の実施。

・調査目標件数年間４８件。

・達成。
５７件

・今後も、滞り無く必要に応 相談支援係
（障がい相談支
じ事業を実施。
援事業）

４８

指定特定相談支援事業

・サービス等利用計画の作成。
・モニタリングの実施。

４９

指定障害児相談支援事業

・障害児支援利用計画。
・モニタリングの実施。

５０

生活困窮者自立相談支援事業
（委託事業）

・作成した計画内容の検討会 ・実施。
を毎月実施。
・計画作成目標件数年間３０ ・達成。
件。
７５件
・作成した計画内容の検討会 ・実施。
を毎月実施。
・計画作成目標件数年間６０ ・達成。
件。
１１８件

・生活困窮者に対する相談支援。
・相談者に適切な支援を行う ・一部達成。
・就労その他の自立に関する相談支
ため、知識・技術を習得す
新規相談者数９．７件

・検討会を継続して実施。

（障がい相談支

・２８年度は、目標件数を１
１２件とし継続して実施。

援事業）

・検討会を継続して実施。

相談支援係
（障がい相談支

・２８年度は、目標件数を１
８０件とし継続して実施。

生活困窮者家計相談支援事業
（委託事業）

生活困窮者に対する家計相談支援
・家計診断。
・家計支援計画書の作成及び必要な
支援の調整。
・家計状況のモニタリング。

・相談者に適切な支援を行う ・達成。
ため、知識・技術を習得す
新規相談者数２．１件
る。

継続相談者数４．３件
相談件数４２件

・事業に必要な様式や自立相 ・達成。
談支援事業との分担・連携
体制を整備する。
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援事業）

・各種研修等へ参加。習得し 相談支援係
た知識・技術の活用・実践（生活困窮自立支

援。
る。
継続相談者数２０．１件
を今後、図っていく。
・支援計画書の作成。
・支援調整会議を毎月定期開
相談件数１９４件
・支援調整会議の定期開催は
・生活困窮者支援を通じた地域づく
催する。
・未達成。
できず、来年度に向けて市
り。
ケース検討を兼ねた、随時の
担当者と開催方法につい
開催のみ。
て再度協議し、開催頻度や
内容を決定。
５１

相談支援係

援事業）

・「家計相談支援事業従事者 相談支援係
養成研修」受講。習得した（生活困窮自立支
知識・技術の活用・実践を
今後、図っていく。
モデル事業実施のみよし市
の事業を視察（５月）。
・自立相談支援事業との分
担・連携の確立。

援事業）
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