平成28年度

事 業 報 告 書
（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

会議等開催状況
1 理事会
年 月 日

場

議

所

H28/5/14 福祉の家 1
2
3
4
5

H28/6/1

事

平成27年度事業報告について
平成27年度資金収支決算について
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
平成28年度資金収支補正予算（第1号）について
社会福祉法人長久手市社会福祉協議会福祉サービスに関する苦情解決規程にか
かる第三者委員の選任について

福祉の家 1 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会会長及び副会長の選任について

H29/1/11 福祉の家 1 平成28年度資金収支補正予算（第2号）について
2 定款の全部変更について
3 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会評議員選出規程の制定について
4 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の制定について

5
6
7
8

H29/3/22 福祉の家 1
2
3
4

監事会
年 月 日

社会福祉法人長久手市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の制定について
社会福祉法人長久手市社会福祉協議会評議員の報酬等に関する規程の制定について
社会福祉法人長久手市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員の選任について
社会福祉法人長久手市社会福祉協議会評議員候補者の推薦について

平成28年度資金収支補正予算（第3号）について
平成29年度事業計画について
平成29年度資金収支予算について
社会福祉法人長久手市社会福祉協議会役員選任の基準の制定について
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H28/5/6

場

議

所

事

福祉の家 1 平成27年度理事の業務執行状況について
2 平成27年度事業報告について
3 平成27年度資金収支決算について

H28/11/9 福祉の家 1 平成28年度理事の業務施行状況（中間）について
2 平成28年度事業報告（中間）について
3 平成28年度資金収支決算（中間）について

1

3

評議員会
年 月 日 場

議

所

H28/5/15 福祉の家 1
2
3
4

事

平成27年度事業報告について
平成27年度資金収支決算について
平成28年度資金収支補正予算（第1号）について
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

H29/1/12 福祉の家 1 平成28年度資金収支補正予算（第2号）について
2 定款の全部変更について
3 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会評議員選出規程の制定について
4 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の制定について
5 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程の制定について
6 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会評議員の報酬等に関する規程の制定について

H29/3/23 福祉の家 1
2
3
4

平成28年度資金収支補正予算（第3号）について
平成29年度事業計画について
平成29年度資金収支予算について
社会福祉法人長久手市社会福祉協議会役員選任の基準の制定について
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4

主な事業
(1)

総務係

年月日

事

業

内

容

場

所

H28/4/27 愛知保護区保護司会長久手部会・長久手市更生保護女性会総会 市役所
5/9 地域社会福祉委員会愛知委員会

県社会福祉会館

5/19 尾張東部社会福祉協議会連絡会総会

尾張旭市渋川福祉センター

6/9 社会福祉協議会全国活動会議（～10日）

東京都

全国社会福祉協議会灘尾ホール

6/22 市町村社会福祉協議会事務局長会議・県内ブロック別会議

県社会福祉会館

6/28 第6回名古屋東部認知症連携の会

愛知医科大学

7/4 希望の会開催

社会福祉法人きまもり会

見学会

7/13 市社会福祉協議会役員交流会

きまもり会

愛歩

東名ボール

8/6 福祉・介護の仕事総合展出展

名古屋国際会議場

8/9 市社会福祉協議会顕彰者審査委員会

市福祉の家

8/31 第51回県老人福祉大会

名古屋市公会堂

9/2 市福祉の家防災訓練

市福祉の家

10/19 平成28年度長久手市要保護児童対策地域協議会代表者会議

市役所

10/22 市社会福祉大会

市福祉の家

10/25 県社会福祉大会

県体育館

11/2 役員・評議員向け法人改革説明会

市福祉の家

11/27 長久手のミライ語り場カフェ

市福祉の家

12/17 日本地域福祉学会東海北陸部会（愛知大会）（～18日）

日本福祉大学東海キャンパス

H29/1/6 県社会福祉協議会「福祉作文選考委員会」
1/25 県大実習報告会

県立大学

2/1 平成28年度尾張東部社会福祉事業連絡協議会研究協議会

すいとぴあ江南

2/14 介護サービス今後のあり方会議

県社会福祉会館

2/20 市町村社会福祉協議会会長・事務局長合同会議

中日ビル

3/1 共同募金事務局長会議

県社会福祉会館

3/8 評議員選任委員会

市福祉の家

3/10 平成28年度尾張東部社会福祉協議会連絡会事務局長会議
(2)

県社会福祉会館

日進市中央福祉センター

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

H28/4/3 わくわくまちセンまつり

所

まちづくりセンター

4/8 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
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(2)

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

H28/4/9 市政協力員会議（長湫区社協会員募集・共同募金の依頼）
市シニアクラブ連合会総会

所

市役所
市福祉の家

4/13 希望の会総会

市福祉の家

生活福祉資金事務担当者会議

県社会福祉会館

4/16 市遺族会役員総会

市福祉の家

市子ども会連絡協議会総会

市福祉の家

4/19 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

4/24 防災ボランティアコーディネーターながくて総会

市福祉の家

4/26 市町村老人クラブ連合会事務担当者会議

県社会福祉会館

西小学校区「見守りサポーター

ながくて」中級・上級交流会 西小校区共生ステーション

4/27 市共同募金委員会監査

市福祉の家

4/30 市身体障害者福祉協会総会

市福祉の家

5/1 市社会福祉協議会会員募集（一般・賛助）

市内全域

5/28 市身体障害者福祉協会リハビリ研修会

市公民館

6/17 東日本大震災受入被災者支援市町村担当者会議

県庁

6/19 第28回ウェルフェアボウリング大会

東名ボール

6/24 市社会福祉協力校担当者会議

市福祉の家

7/2 子どもの貧困に関する講演会「見えない貧困にどう向き合うか」 市福祉の家
7/18 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

8/1 市社会福祉協議会会員募集（法人）

市内全域

8/4 夏休み生徒福祉体験学習オリエンテーション

市福祉の家

8/4 市福祉まつり出展説明会

市福祉の家

8/9 県共同募金支会分会事務担当者会議

県社会福祉会館

8/10 シニアクラブ東海市交流会

市福祉の家

8/24 夏休み子ども福祉体験学習

市福祉の家

8/27 市子ども会連絡協議会年少リーダー研修会開会式

市福祉の家

9/6 第30回児童生徒福祉作文コンクール審査会

市福祉の家

9/7 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール入賞作品の選定会

市福祉の家

9/7 コミュティソーシャルワーカー養成研修企画会議

県社会福祉会館

9/17 栄徳高等学校福祉実践教室

栄徳高等学校

9/28 市が洞小学校福祉実践教室

市が洞小学校

9/30 市シニアクラブ連合会50周年記念式典

市文化の家
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(2)

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

H28/10/14 地域ケア会議

所

市福祉の家

10/15 CSWに関する講演会

第27回「この人にこのお話を」

市福祉の家

10/23 市福祉まつり

市福祉の家

10/31 長久手中学校認知症講話

長久手中学校

11/23 愛知県コミュニティソーシャルワーク実践研究会公開研究会

県社会福祉会館

11/29 第2回

市福祉の家

愛・ながくて夢ネット交流会実行委員会

愛知淑徳大学

地域福祉論講義

清須市社会福祉協議会

愛知淑徳大学

地区社協活動視察研修

市福祉の家

12/12 平成28年度ひきこもり地域継続支援ネットワーク会議

瀬戸保健所

12/20 岩作いきいきクラブ認知症講話

老人憩の家椿荘

H29/1/10 民生委員児童委員連絡協議会役員会

市役所

1/17 北小学校区地区社協子育て部会下山児童館見学会

下山児童館

1/19 第2回

市福祉の家

愛・ながくて夢ネット交流会

1/24 平成28年度生活福祉資金運営研究協議会
2/2 尾三地区福祉施策連携会議
2/18 「見守りサポーター

市役所

ながくて」上級フォローアップ研修

市役所

2/19 南小学校区共生ステーション検討会

まちづくりセンター

2/22 北中学校区

民生委員・児童委員―見守りサポーター交流会

西小校区共生ステーション

2/24 南中学校区

民生委員・児童委員―見守りサポーター交流会

杁ケ池体育館

地域福祉学習会

杁ケ池体育館

3/2 南小学校区

3/9 第2回長久手市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会
3/18 長久手中学校区「見守りサポーター
3/19

第12回

ながくて」上級交流会

地域福祉推進のための講演会「誰もが住みやすい地域づくりをめざして」

3/26 西小学校区まちづくり協議会

設立総会

北小学校区地区社協子育て部会
(3)

県社会福祉会館

市役所
市福祉の家
県立大学
西小学校
北小学校

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

H28/7/20 瀬戸保健所難病対策地域協議会

所

瀬戸保健所

7/24 あま市社会福祉協議会視察受け入れ（デイサービスセンターさつき） 市福祉の家
8/2 介護保険指定事業者講習会

名古屋国際会議場

8/29 市町村社会福祉協議会における介護サービス事業の今後のあり方に関する情報交換会 県社会福祉会館
9/27 第1回デイサービスセンターさつき運営推進会議

5

市福祉の家

(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

H28/5/16 管内精神保健福祉業務連絡会

所

市役所

5/18 第1期市民後見人養成研修（実務講習）

日進市図書館

5/27 第1回長久手市いじめ問題専門委員会

市役所

6/11 成年後見セミナー

市福祉の家

7/8 市障がい者自立支援協議会計画評価部会
7/19 第1回県生活困窮者自立支援制度担当者会議

市役所
県社会福祉会館

10/22 第21回病院連携ネットワークシステム実務検討会

愛知医科大学本館

11/21 生活支援サポーター養成研修

市ながくてエコハウス

H29/1/17 平成28年度合同防犯訓練

市ながくてエコハウス

1/31 市障がい者自立支援協議会計画策定部会

市役所

2/14 市障がい者自立支援協議会精神障害者支援部会

市役所

2/16 平成28年度尾張東部地域精神保健推進協議会

日進市障害者福祉ｾﾝﾀｰ

3/1 ドラッグスギヤマ社内研修（地域包括支援センター事業説明実施） スギヤマ薬品高見研修センター
3/2 平成28年度慢性疾患児地域支援会議

愛知医科大学

3/3 市障がい者自立支援協議会地域支援部会

市役所

3/7 平成28年度うつ自殺相談窓口ネットワーク会議

瀬戸保健所

3/13 北中学校

地域学校保健委員会

北中学校

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
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5

主な研修
(1)

総務係

年月日

事

業

内

容

場

H28/6/9 市町村社協新任常務理事・事務局長等セミナー

県社会福祉会館

6/28 情報発信・PR研修

ｲｵﾝｺﾝﾊﾟｽ名古屋駅前会議室

6/30 緊急!完全対応 改正社会福祉法セミナー

半田市福祉文化会館

9/1 社会福祉法人制度改革に関する説明会

県社会福祉会館

9/5 社会福祉法人広報強化セミナー（～6日）

東京都

全国社会福祉協議会灘尾ホール

9/27 指導的職員研修会

県社会福祉会館

10/7 職員向け法人改革説明会

市福祉の家

10/17 尾張部社会福祉事業連絡協議会

県外研修（～18日）

11/1 社会福祉法人制度改革における意見交換会
11/18 年末調整説明会

日進市中央福祉センター

ロフォス湘南

12/7 尾張東部社会福祉協議会

職員研修会

日進市中央福祉センター

H29/1/11 事業計画作成研修

市福祉の家

2/15 職場環境改善研修
2/25 日本福祉大学

滋賀県社協・京都府社協

天白文化小劇場

12/1 会計研修（～3日）

(2)

所

県社会福祉会館

第12回

ケアマネジメント研修セミナー

日本福祉大学

名古屋キャンパス

3/3 システム決算説明会

ウィンクあいち

3/6 県社協説明会

県社会福祉会館

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

H28/4/13 生活福祉資金新任職員研修会
4/14 市町村社会福祉協議会

所

県社会福祉会館

新規採用職員研修会（～15日）

県社会福祉会館

5/11 市民生委員児童委員協議会県外研修（～13日）

軽井沢市社会福祉協議会他

5/14 応急処置研修

市消防本部

5/26 清須市社会福祉協議会共同募金委員会公開プレゼンテーション視察 清須市清洲総合福祉センター
6/8 生活福祉資金相談員研修会

県社会福祉会館

7/2 子どもの貧困に関する講演会「見えない貧困にどう向き合うか」 市福祉の家
7/13 福祉関係者のための成年後見勉強会

瀬戸市文化センター

7/16 日進市社会福祉協議会共同募金委員会公開プレゼンテーション視察 日進市中央福祉センター
7/19 長野県駒ヶ根市高齢者クラブ連合会と市シニアクラブ連合会交流会 長野県 駒ヶ根市福祉センター
7/29 地域生活支援ワーカー（地域福祉コーディネーター）リーダー養成インストラクター研修会（～30日） 京都府

同志社大学

7/31 豊中市型コミュニティソーシャルワーカー実践研修会（～8月1日） 豊中市すこやかプラザ
8/4 うつ自殺対策研修会

瀬戸保健所
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(2)

地域福祉係

年月日

事

業

内

容

場

H28/9/3 幼児のための療育セミナー
9/22

所

県立大学

在宅医療サポートセンター講演会「認知症になっても安心して暮らせる社会を目指して」

10/2 第8回介護労働者のつどい

市文化の家
労働会館

10/5 平成28年度統合失調症家族セミナー

第2回

瀬戸保健所

10/28 日常生活自立支援事業担当者研修会

県社会福祉会館

10/29 発達障がいと生徒指導

瀬戸蔵

－非行・いじめ等をめぐって―

11/24 平成28年度日常生活自立支援事業生活支援員現任者研修会

県社会福祉会館

11/29 平成28年度生活福祉資金相談員研修会

県社会福祉会館

11/30 精神保健実務者会議

市保健センター

12/13 支援者のための年金制度の基礎知識研修

日進市障害者福祉センター

H29/1/21 第10回全国校区・小地域福祉活動サミットinおかざき・西三河 岡崎市民会館
1/22 平成28年度地域の福祉力セミナー

図書館交流プラザ

1/28 平成28年度災害ボランティアセンター開設・運営訓練

日進市中央福祉センター

2/1 「聴くことで見えてくる～市民のよりどころになるために～」研修 市保健センター
2/25 まちづくり講演会

福祉の家

3/4 清須市ブロック社協活動発表会

新川カルチバホール

3/21 平成28年度愛知県成年後見制度利用推進研修
(3)

県社会福祉会館

事業係

年月日

事

業

内

容

場

H28/4/9 老人介護スキルアップ研修会

所

桜華会館

5/31 緩和ケア講演会

愛知医科大学

6/23 医療機器研修会

瀬戸市公立陶生病院

7/2 第4回尾張中地区緩和ケア薬物療法研修会

愛知医科大学

7/29 リーダーになったら考える介護現場のモチベーションアップセミナー 桜華会館
8/30 尾張部社会福祉事業連絡協議会第１回事務担当者研究協議会（～31日）

大阪府

ＡＴＣエイジレスセンター他

10/14 認定調査員現任研修

名古屋市公会堂

12/20 社会福祉事業者による苦情解決制度受付担当者研修

県社会福祉会館

H29/2/18 長久手市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会研修

市福祉の家

2/23 市口腔ケア研修

市保健センター

2/26 日本福祉大学第12回ケアマネジメント研究セミナー

日本福祉大学名古屋キャンパス北館
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(4)

相談支援係

年月日

事

業

内

容

場

所

H28/5/26 地域福祉サポート知多会員交流会 講演「『たすけて』と言える社会へ」 日本福祉大学美浜キャンパス
認知症初期集中支援チーム研修会

今池ガスビル7階

6/27 地域創生フォーラム－自分たちの地域をどのように創造していくかー 滋賀県

コラボしが21

6/29 愛知県高齢者虐待防止対応人材養成研修

県庁西三河総合庁舎

7/12 社会福祉施設の職員接遇研修会

アイリス愛知

7/30 第12回日本福祉大学夏季大学院公開ゼミナール

日本福祉大学名古屋キャンパス

8/2 介護保険指定事業者講習会

名古屋国際会議場

8/3 認知症キャラバン・メイト養成研修プログラム

県社会福祉会館

8/20 介護に関する研修「介護の未来はどうなるの？」
9/6 対人援助・面接技術向上研修（～7日）

市福祉の家
県社会福祉会館

9/15 認知症高齢者の徘徊対応ネットワーク研修会

愛知芸術文化センター

10/18 県社協福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程(～19日)

県社会福祉会館

10/22 多様性のある社会と生活困窮者自立支援制度

京都府

11/7 認知症家族介護支援研修会

ホテルロイヤルヒル福知山

栄ガスビル

11/12 第3回生活困窮者自立支援全国研究交流大会(～13日）

川崎市教育文化会館・慶應大学日吉キャンパス

11/30 生活困窮者自立相談支援事業従事者養成研修(～12月2日）

大阪府

12/21 認知症地域推進員ネットワーク会議

県本庁舎

H29/1/20

認知症に関する研修「認知症の方への対応～回想法を活かしてコミュシケーションを～」

1/24 生活困窮者自立相談支援事業の推進に向けた情報交換会
2/7 第8回ながくて子育てフェスタ「子どもの睡眠と脳・身体の健康」
2/24 家計相談支援事業実践セミナー

OMMCホール

木村病院
県社会福祉会館
市福祉の家
名古屋桑山ビル

2/26 生活困窮者に関する研修「生活困窮者が長期就労に至った理由」 名古屋国際センター
3/7 多機関の協働による包括的相談支援体制

全国推進セミナー

全国社会福祉協議会

3/10 「生活困窮者自立支援と居住支援」シンポジウム

京都府

3/16 生活困窮者自立相談支援事業従事者研修

県自治センター
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灘尾ホール

ひと・まち交流会館

6

通年行事・会議の経過
係名

事

業

内

容

場

人権相談（毎月第3木曜実施）

市福祉の家

「福祉のまち

市内全戸

ながくて」第88号～第91号発行

平成28年度尾張部社会福祉事業連絡協議会第1・2回事務局長会議（6月、2月

市民生委員児童委員推薦会（8月、10月
総務係

2回参加）

2回参加）

所

津島市総合保健福祉センター

市役所

第1回・第2回長久手市子ども・子育て会議（8月、3月

2回参加） 市保健センター・市役所

第1回・第2回尾張東部圏域保健医療福祉推進会議（8月、2月

2回参加）

3回参加） 市役所・市保健センター

第1回・第2回・第3回地域保健対策推進連絡協議会（9月～3月

市自治基本条例検討委員会（9月～3月

7回参加）

西小校区共生ステーション

市第８次高齢者高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画策定委員会（11月、1月

職員研修（11月～3月

2回参加）

4回開催）

地域福祉講座（4月～1月

瀬戸保健所

市役所
市福祉の家

8講座開講）

市福祉の家

西小学校区地区社協認知症予防部会（4月～3月

21回開催）

西小校区共生ステーション

北小学校区地区社協認知症予防部会（4月～2月

11回開催）

下山集会所

西小学校区地区社協子育て不安軽減部会（4月～2月

11回開催） 西小校区共生ステーション

北小学校区地区社協子育て不安軽減部会（4月～2月

8回開催） 北小学校

西小学校区地区社協運営委員会（4月～3月

12回開催）

西小校区共生ステーション

北小学校区地区社協運営委員会（4月～3月

12回開催）

段ノ上集会場・丸山住宅集会所

第28回ウェルフェアボウリング第2回～第5回実行委員会（4月～9月

第1期市民後見人養成研修（4月～7月

4回参加）

3回参加）

日進市立図書館・日進市中央福祉センター

北のステーション部会おためし会等（4月～3月

17回参加）

西小学校区地区社協閉じこもり・ひきこもり防止部会（4月～3月

12回開催）

地域福祉係 北小学校区地区社協閉じこもり・ひきこもり防止部会（4月～3月 11回開催）
西小学校区まちづくり協議会設立準備会

「見守りサポーター

生きがい部会（4月～2月

ながくて」初級養成講座（4月～12月

ボランティアセンター運営委員会（4月～1月

10回開催）

12回開催）

第2～7回地域福祉学会東海北陸地方部会（愛知大会）企画会議(4月～12月

6回参加）

計3回開催）

北のステーション部会運営会議（5月～2月

5回参加）

第1回～第5回（5月～9月

ボランティアセンター視察研修会（5月、9月

西ノ根集会所、西小校区共生ステーション

段ノ上集会場
西小校区共生ステーション
西小校区共生ステーション、打越集会所他

市福祉の家
市福祉の家、市役所
名古屋市総合福祉会館

市役所
北小学校

5回開催） 市福祉の家

2回開催）

西小学校区まちづくり協議会設立準備会認知症予防大勉強会（6月、7月
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北小学校、下山児童館他

市福祉の家

12回参加）

長湫地区北部自治会連合会理事会（5月～1月
市福祉まつり実行委員会

8回参加）

5回開催）

市が洞小学校区地区社協運営委員会（4月～3月

第1回市共同募金委員会（5月～3月

尾張旭市渋川センター

2回参加）

小牧市民会館、尾張旭市渋川センター

西小校区共生ステーション
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通年行事・会議の経過
係名

事

業

内

容

市が洞小学校区地区社協学習会(6月
福祉実践者のつどい（6月～12月

場
2回開催）

井堀･熊田・丁子田集会所

2回開催）

市福祉の家他

第1回～第4回精神保健実務者会議（6月～3月
「見守りサポーター

4回参加）

2回参加）

北小学校区夏休み宿題イベント（7月、8月 2回開催）

2回参加）

4回開催）

平成28年度コミュニティソーシャルワーカー養成研修ワーキング会議（8月～1月

5回参加）

10回開催）

県社会福祉会館

市文化の家

みんなにたつせがあるまちづくり（10月、11月

2回参加）

市が洞小学校区地区社協ふれあい部会（10月～3月

愛知医科大学看護学校実習（11月

井堀･熊田集会所

5回参加） 日本福祉大学名古屋キャンパス

第2次ソーシャルワーク事例研究会第18～第22回例会（9月～3月

認知症サポーター養成講座（11月～2月

日進市中央福祉センター

4回開催） 市内保育園他

ボランティア1日体験（8月

男性の料理教室（9月～1月

西小校区共生ステーション

北小学校

2回参加）

市が洞小学校区地区社協宿題イベント（8月
夏休み生徒福祉体験学習

6回開催）

2回参加） 県社会福祉会館

県ボランティアコーディネーター養成講座（7月、8月

地域福祉係

北小学校

子育て不安軽減部会もりもり元気食堂＆さくさく宿題教室（7月、8月

東尾張ブロック災害救援連絡会議（8月、2月

やすらぎ会館

3回開催） 市福祉の家

防災ボランティアコーディネーター養成講座（7月

北のステーション部会連絡会（8月、9月

市役所、市保健センター

2回開催） 市福祉の家

ながくて」中級養成講座（6月、12月

東尾張ブロックボランティア集会第1回連絡会（7月、9月

西小学校区地区社協

所

5回開催）

8回開催）

ほとぎの家

市福祉の家
市内小学校他

2回開催）

愛知医科大学

西小学校区まちづくり協議会設立準備会（11月～3月

4回参加） 西小校区共生ステーション

平成28年度コミュニティソーシャルワーカー養成研修（11月～2月

市が洞小学校区地区社協子育て部会（12月～3月
生活支援体制整備に向けた勉強会（8月～1月

西小校区共生ステーション、愛知たいようの杜

3回参加）

4回開催）

3回参加）

平成28年度日常生活自立支援事業担当職員研修会第1回・第2回（1月、2月

介護・看護・ケアマネスキルアップ研修（4月～3月

2回参加）

県社会福祉会館
市が洞小学校、市役所
市役所
県社会福祉会館

6回参加） スカイワードあさひ

事業係 第6回・第7回認知症疾患医療センター研修会（6月、11月 2回参加） 愛知医科大学
福祉レクリエーションセミナー（7月、9月

2回参加）

社協まめ会（5月～9月第2金曜開催）

市福祉の家
市福祉の家

市医療・介護・福祉ネットワーク連絡協議会（4月～1月
相談支援係 生活困窮者自立支援事業支援調整会議（4月～3月

東名古屋医師会地域包括ケア検討委員会（4月～2月
第3回～第6回二次予防連絡会入退院調整部会（4月～1月
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7回参加）

市ながくてエコハウス、市福祉の家他

12回参加） 市福祉の家
4回参加） 東名古屋医師会事務所
4回参加） 愛知医科大学本館
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通年行事・会議の経過
係名

事

業

内

容

場

所

第1回～第11回相談支援連絡会（4月～3月

11回参加）

市福祉の家

第1回～第12回二次予防連絡会（4月～3月

12回参加）

愛知たいようの杜地域包括支援センター、市福祉の家

第1回～第7回障がい者自立支援協議会事務局会議（4月～3月

7回参加）

第1回～第9回要保護児童対策地域協議会実務者会議（4月～3月

9回参加）

地域包括支援センター連絡会（4月～3月

12回開催）

第1回～第5回ケアマネジャー連絡会「長久手ケアマネサロン」（5月～1月

市役所
西ノ根集会所、市福祉の家他

5回開催）

相談支援係

第1回～第4回精神保健福祉事業実務者会議（6月～3月

市福祉の家

市ながくてエコハウス

4回参加） 市役所、市保健センター

名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター現地見学会（7月

3回参加）

名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター

第1回・第2回長久手市障がい者自立支援協議会本会議児童教育支援部会（7月、1月

2回参加）

市役所

平成28年度第1回・第2回長久手市障がい者自立支援協議会本会議（8月、3月

2回参加）

市役所

第1回・第3回市地域包括支援センター及び地域密着型サービス等運営協議会（8月、3月

2回参加）
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市ながくてエコハウス

事業名（箇条書き）

事業概要（箇条書き）

目標（明確に、数値で、いつまでに）

1 心配ごと相談事業（補助事業）

人権擁護委員による人権相談。

認知度上昇を目的として福祉の家掲示板
にポスターを掲示。

結果

課題・その他

担当係

達成

個別具体的な事柄に対応する
チラシ、ポスターの掲示。
法律相談とは異なり、ニーズが 総務係
電話相談3件、来所相談1件。
無いのが実情。

2 福祉の家窓口業務（受託事業）

あいさつを主務とする時間帯を職員に設
あったかぁどの発行、福祉の家貸館業 ける（開館時等）。職員内からあいさつ
務等。
リーダーを選出して、全職員に挨拶の励
行を徹底。

達成

リーダーが中心となり、全職員
あいさつリーダーを各係から8 が挨拶を励行する体制を整え
総務係
名任命。
て実施（徹底）した。引き続き、
意識的に取組む。

3 広報紙「福祉のまち ながくて」発行

本会で行う事業などの広報紙として、
事業等の周知。年間4回発行。

各号それぞれ2ページ程度の特集を設け
る。社協の告知ばかりでなく、読んでため
になる内容を掲載。

達成

年間4回発行し、ボランティア、
専門用語を減らし、分かりやす
地域包括支援センター、介護
総務係
い広報を目指す。
不安等の特集を設けた。

4 社会福祉大会

市内福祉関係者が集い、社会福祉の
発展の功績者を表彰。

150名の参加。

達成

会長表彰状 12名
会長感謝状 9名、16団体
社会福祉事業浄財寄付
1名、4団体

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。

理事・評議員に対する法改正についての
勉強会を年度内に実施。

達成

10月7日に職員向け法改正制
社会福祉法改正の主旨に沿
度説明会を実施。11月2日には
い、透明性の高い法人運営を 総務係
役員・評議員向け法改正制度
継続する。
及び本会対応説明会を実施。

6 ホームページ

本会の事業紹介、告知・事業計画等の 9月までに内容の精査。年度内にリニュー
掲載、ブログの投稿等。
アル。

達成

リニューアルを実施。

7 地域交流のつどい・サロン活動事業

地域に居場所ができることで、閉じこも
り、孤立の防止、健康増進になるよう、
サロンを立ち上げ・運営する団体に対
し、助成金の交付や運営の相談対応。

各小学校区に1か所以上の新規サロンを
設立。2か所以上の子育てサロン、1か所
以上の障がい者(児)サロンの設立。3年
目以降のサロンの運営状況の把握。

13

大会の主旨のとおり、意義ある
総務係
内容で実施する。

ホームページへの情報更新が
遅いことがあるため、定期的な 総務係
更新を行う。

市が洞小学校区以外で1か所
以上の新規サロン設立。計7か
子育て、障がい者（児）サロン
所設立。活動休止したサロン
一部達成
を含めた新規サロンの立ち上
が2か所。
げを全小学校区にて実施。
子育てサロン1か所設立。障が
い者（児）サロンは未設立。

地域福祉係

事業名（箇条書き）

8

見守りサポーター ながくて 養成事
業

事業概要（箇条書き）

結果

目標（明確に、数値で、いつまでに）

中級サポーター未訪問サロンに、マッチ
ングを実施。見守り訪問希望者を広報等
見守りが必要な人の早期発見を担う地
で募集及び希望者と上級サポーターの
域のアンテナ役となる見守りサポー
マッチング。中級･上級サポーター、それ
ターの初級、中級、上級の養成。
ぞれ25名ずつ養成。

9 地区社協事業

各小学校区(西、北、市が洞)で部会を１
困っている人を支援する仕組みを住民
つずつ設置。南小学校区で地区社協設
と話合う組織として、地区社協を設置。
置準備として地域福祉学習会を開催。

10 各種講座の開催

多くの住民が地域活動や日常生活に役
誰もが、安心して暮らせるために、多分
立てる講座を選択できるよう、年8回の講
野に渡る講座を開催。
座を開講。

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流
を目的に開催し、事業所間同士のネッ 年3回（6月、9月、12月）実施。
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活 中間見直しを行うシートを作成し、見直し
動計画に沿って事業を推進。
作業を実施。

共同募金運動への協力及び共同募
13
金配分事業の実施

住民相互の助け合いと地域福祉の推
公開プレゼンテーション審査会の要綱・
進を目的に、赤い羽根共同募金、及び
実施方法を3月までに作成。
歳末助け合い募金を実施。

14

課題・その他

担当係

37サロンのうち20サロンに中級
とのマッチングを実施。7ケース
において上級とのマッチングを
一部達成
実施。
中級41名養成、上級講座は未
実施のため新規養成はなし。

マッチング未実施のサロンへ
の訪問について、中級に再度
呼びかけを行う。
地域福祉係
各級のサポーターが地域で役
割を担えるよう、要綱全体の見
直しを図る。

各小学校区(西、北、市が洞)で
部会を１つ以上ずつ設置。南
小学校区で3月から地域福祉
学習会を開始。

部会の参加人数が少ないた
め、チラシの配布や既存団体と
地域福祉係
の連携等を通して部会の周知
活動を行う。

年8回の講座を開講。

来年度からは、住民同士がつ
ながる機会をつくるため、ボラ
地域福祉係
ンティア団体と協働で講座を開
講。

達成

達成

参加者が年々減少している。
7月にボーリング大会を開催。
平成29年度から各事業者へア
参加者16名
一部達成
ンケート調査を実施し、調査結 地域福祉係
3月に意見交換会を開催。
果をもとに交流会を実施する予
参加者10名
定。

未達成

来年度に第2次地域福祉活動
市と協議し、地域福祉計画と同
計画策定の準備を行う。
じく平成28年度の事業評価を
地域福祉係
事業シート等を、法律の改正に
行った。
合わせた内容に見直しを図る。

未達成

委員会の協議により、直接必
委員会で協議した結果、公開
要なことに助成が出来る課題
プレゼンテーション審査会の実
地域福祉係
解決型事業の助成を来年度よ
施は見送りとなった。
り実施することが決定した。

事業名（箇条書き）

14 福祉作文コンクール

15 ひとり親援助活動

事業概要（箇条書き）

結果

目標（明確に、数値で、いつまでに）

児童、生徒の福祉活動の啓発を目的 市内の全ての小、中学校に対して、作品
に、作文を通して福祉活動を考える機 を募集。高校生まで対象を広げられるよ
会を設ける。
う検討。

ひとり親家庭に多いと懸念される福祉
7月に講演会を開催。
課題の啓発。

課題・その他

担当係

応募総数449編（昨年256編）で
あり、大幅に応募数が増加。内
訳:小学生395編、中学生54編。
最優秀賞2編、優秀賞8編、佳 地域福祉係
作18編 会長奨励賞1編を表
彰。

達成

作品の提出がない学校があっ
た。
2月に福祉協力校連絡協議会
で高校生まで対象を広げられ
るように説明。平成29年度より
実施予定。

達成

7月2日に全国フードバンク推
進協議会代表の米山けい子氏
を講師に招き、子どもの貧困に
関する講演会を開催。参加者
104名。

アンケートの結果、子どもの貧
困対策事業に何らかの形で参
地域福祉係
加したいとの回答が約65％で
あった。

達成

定員20名に対し、50名の申込
あり。未経験の方でも料理を始
められるメニューを採用し、10
回開催。

先着順から、初回受講者優先
の抽選方式に変更したため、
地域福祉係
料理未経験者の参加が得られ
た。

応募総数書道：810点、ポス
ター：149点。

昨年度の応募数（書道883点、
ポスター232点）に比べ両コン 地域福祉係
クール共に減少。

16 男性料理教室

男性に対し、料理教室を実施。

10回の料理教室を開催。

17 赤い羽根作品コンクール

赤い羽根をテーマとしたポスター及び
習字の作品を募集。

市内の全ての小、中学校に対して、作品
を募集。7月～8月に実施。

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
歳末たすけあい募金運動の時期（12月）
のために、ボランティアによる寄席を開
に、各小学校区で１回ずつ実施。
催。

達成

参加申込方法として電話での
予約を不便に感じる方がいた。
12月に市内6か所で計6回開催
新たな会場として2会場を開拓 地域福祉係
し、231名が参加。
し、収容人数を拡大することが
出来た。

19 子育て・障がい者世帯への支援

子どもから大人まで、障がいがあっても
歳末たすけあい募金運動の時期に、劇
なくても支え合いに関するテーマのイベ
等を２回実施。（12月、1月）
ントを開催。

達成

障がい者世帯への支援でもあ
人形劇を2回開催。合計138名
るが、障がい者世帯の参加が 地域福祉係
の参加。
ない。

15

一部達成

事業名（箇条書き）

20 長久手市福祉まつりの開催

21 会員募集

22

貸付事業（生活福祉資金・はやぶさ
資金）

事業概要（箇条書き）

結果

目標（明確に、数値で、いつまでに）

市内のボランティア団体・福祉事業所 「福祉」について考える機会となるような、
が交流し市民が福祉について考える機 わかりやすい福祉まつりを目指す。開催
会を設ける。
日を定期化できるよう設定。

達成

課題・その他

担当係

「障がい」をテーマに開催。開
出展者に対し、「受付」や「ゴミ
催日を毎年10月の第4日曜日
捨て」などの役割を持っていた 地域福祉係
定期開催するように調整済み。
だき、自主性を育む。
参加者1,400名。

会費がどのように活用されているか、引
き続き周知。前年度実績より会員数の増
加。

広報紙、見守りサポーター養
成講座、地区社協、地域福祉
講座で周知活動実施。
一部達成 会員数前年度比
一般会員 ▲151名
賛助会員 ＋2名
法人会員 ＋8名

相談内容によって適切な関係機関へ繋
生活に困窮した世帯に対し、必要に応
げる。償還督促、債権管理の適切な償還
じて貸付を実施。
指導を行う。

達成

自立相談支援機関と連携し、
はやぶさ資金の貸付を実施。
長期滞納者に対し、定期的に
督促状を送付。

生活福祉資金
相談53件 貸付1件
はやぶさ資金
相談17件 貸付5件
債務者ファイル整理済み。

達成

支援機関と協議し、本事業の
利用が必要と思われる方へ
サービスを提供することが出来
た。
（実績）
新規契約件数4件
解約件数2件

市内障害福祉事業所15事業所
へリーフレットの配布を行い広
報活動を実施。引き続き福祉 地域福祉係
事業所への周知活動を行う必
要がある。

地域福祉の充実を目的に、強化月間
（5、6月）を設け、募集活動を実施。

職員による未加入自治会への
訪問。
自治会と会員に対しては礼状
地域福祉係
の送付。法人会員には、広報
紙に全企業の掲載及び掲載広
報紙の送付を実施。

地域福祉係

23 日常生活自立支援事業

金銭管理に不安のある方の福祉サー
ビス利用援助や日常的金銭管理サー 本事業の利用が適切であるケースにつ
ビス、書類等の預かりサービスを実
いて利用を促す。
施。

24 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すた
3か所で開催。（西・北・市が洞小学校区）
めの講座や勉強会を開催。

達成

今後はよりボランティア活動者
2月に市が洞小学校区、3月に
を増やす為に、魅力ある講座
西・北小学校区で実施。計17
地域福祉係
の内容と回数の見直しが必
名の参加。
要。

25 ボランティア紹介事業

ボランティアが必要な人や施設等から 年2回、ボランティアセンター通信を発行。
依頼を受け、登録ボランティアを紹介。 地域での出張相談を行う。

達成

ボランティアセンター通信2回
発行（9月・3月）
依頼数 93件

ボランティアセンターをPRして
いく方法を検討。

地域福祉係

災害時に被災者支援に特化した「災害 防災訓練や講座に登録ボランティア以外
時ボランティアセンター」を設置・運営。 で市民参加10名以上。

達成

夏の講座と防災訓練に計15名 災害ボランティア登録者が活
の参加。
かされていない。

地域福祉係

26

災害時ボランティアセンター事業（災
害協定）

16

事業名（箇条書き）

事業概要（箇条書き）

結果

目標（明確に、数値で、いつまでに）

課題・その他

担当係

相談員とのミーティングを毎月
地域での出張ボランティア相談
実施。
地域福祉係
の回数を増やしていく。
地域での出張相談を3回実施。

27 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 ミーティングを毎月実施。地域での出張
の相談。
相談を行う。

28 社会福祉協力校事業

福祉実践教室に「発達障がい」
10月までに福祉協力校の特別支援学級
福祉協力校連絡協議会をふま
として新科目を加えようと計画
の児童の親と障がい者福祉施設利用者
え小牧市に福祉教育に関する
市内小中高等学校で福祉教育を普及
したが、頼りにしていた先進地
の親へチラシ(講師紹介の為）配布。社会
視察を行った。
させるため、福祉実践教室の開催や学
一部達成
（他市）からの支援が得られ
地域福祉係
福祉協力校連絡協議会を開催し、福祉実
特別支援学級・障がい者福祉
校行事へ参加。
ず、実践できる人材（講師）及
践教室以外の福祉教育について意見交
施設利用者家族へのチラシ配
びグループの養成が出来ず、
換を行う。
布は未実施。
計画の見直しとなった。

29 家庭体験ボランティア

児童養護施設の子どもを長期休暇中
に家庭へ招くボランティアを育成。

地域スマイルポイント（受託事業）（新 福祉施設でのボランティア活動に対し
30
規）
てポイントを付与する。

31 シニアクラブ若手養成講座

若手会員および非会員向けに講座を
開催する。

情報提供を年3回実施。（ゴールデン
ウィーク、夏休み、冬休みの前）

福祉施設および市民に対する説明会を１
回ずつ開催。

3月に開催。

32 団体補助

各補助団体の支援・補助を実施。

会員の増加を目指す。

33 居宅介護支援事業

年間計画件数1,200件。知識や最新情報
居宅サービス計画書を作成し、各事業
入手のため、研修などの場へ、１人につ
所との連絡調整を行う。
き年5回の参加。

17

達成

ふれあい遠足会を実施。（4名 家庭体験ボランティアの養成
一部達成 参加）新たな家庭体験ボラン 方法の見直し、年間を通じた活 地域福祉係
ティアは0名。
動としていく。

達成

7月20日に事業所向け説明会
活動者実績のない事業所があ
（参加6事業所）、9月14日に市
るため活動者への事業所ＰＲ 地域福祉係
民向け説明会（参加者18名）を
方法の見直しが必要。
実施。

達成

3月24日に実施。全21地域の
内、10地域より16名参加。

シニアクラブにおける組織の作
り方をグループワークで行っ
た。初対面の参加者の交流な 地域福祉係
ど、講座の内容以外にも良い
点があった。

達成

シニアクラブは、数か所の地区
各補助団体の知名度を上げる
に増員があった。
ような事業の展開を提案し、そ 地域福祉係
身障協会、子ども会においても
れを支援していく体制が必要。
増員があった。

達成

事業係
実績件数1,264件。研修は1人 システム変更に伴い1月に新規
（居宅介護
につき年5回参加。
受入れを控えた。
支援事業）

事業名（箇条書き）

事業概要（箇条書き）

結果

目標（明確に、数値で、いつまでに）

34 介護認定調査（受託事業）

市町村からの依頼を受け、介護認定調 調査技術の維持、向上。調査件数年間
査の実施。
12件。

35 訪問介護事業

介護保険制度に基づく在宅サービス。
ヘルパーを派遣して身体介護、生活援 手順書を見直し、カンファレンスを月１回
助を行う。総合事業移行に向けた、各 実施。
関係機関との連絡調整

36 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
事業に基づく移動支援事業

障がい者の対応経験のある登録ヘル
パーを3名採用。

37 通所介護事業

在宅生活を送る要介護、要支援の利
用者に対して、生活相談、機能訓練、 関係機関と連携を図り、ニーズの把握に
擁護、健康チェック、食事の提供、入
努める。障がい分野の研修を行う。災害
浴、送迎を実施。総合事業移行に向け 時対応マニュアルを作成。
た、各関係機関との連絡調整

生きがい型デイサービス事業（受託
38
事業）

満６５歳以上高齢者単身者のひとり暮
らしの人等に対して、日常動作訓練や
利用者2名獲得。
趣味活動を提供し、高齢者福祉の増進
を図る。

39 日中一時支援事業（新規）

障がい者及び障がい児に対して、見守
障がい分野の内部研修を年1回、視察を
りまたは社会に対応するための日常的
年1回実施。年1回家族会を開催。
な訓練を支援する。

担当係

事業係
システム変更に伴い3月に新規
（居宅介護
受入れを3件（市内）控えた。
支援事業）

達成

実績件数18件（内訳：市内6
件、市外12件）。

達成

システム変更に伴い、情報の
事業係
手順書の見直し・更新を行い、 共有が以前よりも安易に図れ
（訪問介護
カンファレンスも実施。
るようになり、事務時間の削減
等事業）
と効率化に繋がった。

未達成

介護経験のある職員で対応で
登録ヘルパーの採用は4名
きる範囲での受け入れを行っ 事業係
行ったが、障がい対応経験の た。また男性職員で対応する （訪問介護
ある者の採用に至らなかった。 同性の利用者への対応も実
等事業）
施。

障がい分野の研修を実施し、
災害時対応マニュアルについ 今後多様化するニーズに備え 事業係
一部達成 ては作成済み。障がい分野の ていく。また、職員の体制確保 (通所介護等
研修については未実施。
やスキルアップを目的とした研 事業）
修の質向上を図っていく。

達成
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課題・その他

一部達成

新規利用者2名獲得。ただし要
介護・要支援に変わってしまっ 平成28年度で受託終了。
た利用者もいた。

事業係
(通所介護等
事業）

今後のさらなるニーズの多様 事業係
内部研修・家族会は実施でき
化にも対応できるよう、内部研 (通所介護等
たが、視察については未実施。
修や家族会を年１回実施。
事業）

事業名（箇条書き）

事業概要（箇条書き）

目標（明確に、数値で、いつまでに）

地域包括支援センター運営事業（受
40
託事業）

要支援の認定者へのケアプラン作成、
評価。二次予防事業対象者へのアセ
スメント、相談、ケアプラン作成、評価。
高齢者を対象とした介護予防教室（社
協まめ会）の開催。総合事業移行に向
けた、各関係機関との連絡調整。介
護、医療、福祉、生活全般、高齢者の
権利に関する相談。担当介護支援専
門員が決まるまでの利用者支援。介護
支援専門員への助言・指導。

社協まめ会を、地域(徒歩圏内)で実施し
ていけるようにボランティアを発掘。毎
月、担当小学校区（長久手、北、東）に出
向き、出張相談を実施。総合事業の利用
に向けての手順を定める。

長久手市「食」の自立支援事業訪問
41
調査（受託事業）

長久手市「食」の自立支援事業利用者 期限内に提出。(訪問調査及び市への報
に対して、訪問調査を年２回実施。
告を期限内に行う)

42 介護予防事業（受託事業）

65歳以上の市民(介護保険認定者を除
く)対象の運動器の機能向上、栄養改 口腔ケア教室と栄養改善教室の各教室
善、口腔機能の向上の介護予防教室 とも10名以上の参加者。
を開催。

障害福祉サービスの利用援助。社会
資源を活用するための支援。社会生活
長久手市障がい者相談支援事業（受
43
力を高めるための支援。権利擁護及び 説明会を年1回実施。
託事業）
成年後見制度利用のために必要な援
助。専門機関の紹介。

長久手市障がい児相談支援事業（受
44
保育所等巡回相談支援事業。
託事業）

45 障害支援区分認定調査（受託事業）

障害支援区分の認定調査の実施。

結果

達成

毎月、担当小学校区で（長久
手、北、東）に出向き、出張相
談を実施。

達成

訪問調査及び市への報告を
期限内に実施。

調査件数年間36件。

調査件数が年々増加しており、
業務量が増えている。
訪問調査は、配食以外に必要
なサービスを把握・調整する機
会にもなっている。

相談支援係
（地域包括
支援セン
ター事業）

相談支援係
（地域包括
支援セン
ター事業）

家族を対象に実施。
次年度は医療機関へ支援セン
ターの役割などについて周知
活動を行い、医療と連携を図
り、滞りがなくサービス提供が
できるように連携を図ることと
する。

相談支援係
（障がい相
談支援事
業）

小学校1校、保育所７か所実
一部達成
施。

次年度も受託事業として継続
実施。
保育・教育機関への周知活動
を再度行なう必要がある。

相談支援係
（障がい相
談支援事
業）

55件（上半期 26件・下半期
29件）

次年度も受託事業として継続
実施。

相談支援係
（障がい相
談支援事
業）

達成
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担当係

相談支援係
包括の認知度を高め、また、地
（地域包括
域課題を把握するため、継続し
支援セン
て出張相談を実施。
ター事業）

口腔ケア教室は参加者が1
クール目5人、2クール目11人、
一部達成 3クール目9人であり、一部達 平成28年度で受託終了。
成。栄養改善教室は参加者11
人で達成。

達成

市内小学校6校、中学校3校、保育所11
箇所へ年1回巡回相談を実施。

課題・その他

事業所見学ツアーで福祉サー
ビス利用についての説明会を
実施。市内中学校特別支援学
級の教員を対象に説明会を実
施。

事業名（箇条書き）

事業概要（箇条書き）

46 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 計画作成件数年間52件(中間報告時、目
ングの実施。
標件数を97件に訂正）

47 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 計画作成件数年間96件(中間報告時、目
実施。
標件数を177件に訂正）

生活困窮者に対する相談支援。就労、
生活困窮者自立相談支援事業（受託 その他の自立に関する相談支援。支援
48
事業）
計画書の作成。生活困窮者支援を通じ
た地域づくり。

結果

目標（明確に、数値で、いつまでに）

相談者に適切な支援を行うため、知識・
技術を習得。ケース検討会を毎月実施。
支援調整会議の定期開催。周知活動の
継続。

生活困窮者に対する家計相談支援。
相談者に適切な支援を行うため、知識・
生活困窮者家計相談支援事業（受託 家計診断。家計支援計画書の作成及
49
技術を習得。支援申込者への支援計画
事業）
び必要な支援の調整。家計状況のモニ
書作成。
タリング。

20

達成

132件（上半期 85件・下半期
47件）

課題・その他

担当係

相談支援係
次年度についても滞りがなく
（障がい相
サービス等利用計画作成及び
談支援事
モニタリングを実施。
業）

相談支援係
次年度についても滞りがなく
147件（上半期 109件・下半期
（障がい相
一部達成
サービス等利用計画作成及び
38件）
談支援事
モニタリングを実施。
業）
各種研修会に参加。ケース検
討会は、9回実施。支援調整会
議は、毎月、定期開催。周知活
一部達成 動は、市内のコンビニエンスス
トア、民生委員児童委員協議
会生活部会、住宅関連会社等
に実施。

新規相談件数が減少傾向にあ
り、支援が必要な方の早期把
握・早期発見が十分に図れる
よう、民生委員児童委員等の
関係者、関係機関への周知活
動を実施していく。

相談支援係
（生活困窮
自立支援事
業）

各種研修会に参加。支援経過
相談支援係
記録にて支援状況の管理はし 家計支援計画書に基づいた計 （生活困窮
一部達成
ていたが、正式な家計支援計 画的な家計相談支援を実施。 自立支援事
画書の作成はできなかった。
業）

