
平成２５年度 社会福祉法人東御市社会福祉協議会事業報告 

 

 

東御市社会福祉協議会は、｢誰もが安心して暮せる福祉のまちづくりをめざして｣を活

動目標に掲げ、互いに助け合い、健やかに生きがいを持って暮すことができるよう、地

域福祉を支える支部長、福祉運営委員、民生児童委員、ボランティア、関係各機関と連

携しながら、第 2期地域福祉活動計画を基本に地域福祉の推進に取り組んで参りました。 

 平成２５年４月から平成２６年３月までの主な事業は、次のとおりです。 

 

 

主要事業 

Ⅰ．社会福祉協議会の充実強化 

１．法人の組織体制の強化 

（１） 理事会の開催   4回  

  ○第 46回理事会  平成 25年 5月 21日（火） 

   ＜報 告＞ 1 評議員の交替について 

   ＜議 事＞ 1 常務理事の指名について 

         2 組織規程の一部改正について 

          3 定款の一部変更について 

4 平成 24年度事業報告及び一般会計決算について 

         5 評議員会の議題について 

 

  ○第 47回理事会  平成 25年 8月 20日（火） 

   ＜報 告＞ 1 評議員の交替について 

 ＜議 事＞ 1 平成 25年度一般会計補正予算（第 1号）について 

＜協議事項＞ 1 法人会費の募集について 

          ― 終了後、役職員研修会 ―  

 

○第 48回理事会  平成 25年 12月 6日（金） 

＜報 告＞ 1 平成 25 年度前期事業の概要並びに一般会計中間決算の状況に

ついて 

                   2 評議員の交替について 

＜議 事＞ 1 平成 25年度一般会計補正予算（第２号）について  

   ＜協議事項＞ 1 平成 26年度事業計画について 

          2 法人会員の加入状況について 

       

  ○第 49回理事会  平成 26年 3月 18日（火） 

   ＜報 告＞ 1 評議員の交替について 

   ＜議 事＞ 1 平成 25年度一般会計補正予算（第 3号）について  
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      2 苦情解決に関する第三者委員の選任について 

      3 平成 26年度事業計画及び一般会計予算（案）について 

4 任期満了に伴う評議員の選任について  

            5 評議員会の議題について 

 

（２） 評議員会の開催   2回  

  ○第 25回評議員会  平成 25年 5月 28日（火） 

 ＜報 告＞  1 理事の交替について 

＜議 事＞ 1 定款の一部変更について 

      2 平成 24年度事業報告及び一般会計決算について 

           

○第 26回評議員会  平成 26年 3月 26日（水） 

＜報 告＞  1 理事の交替について 

2  平成 25年度一般会計補正予算（第 1号）の専決処分について 

3  平成 25年度一般会計補正予算（第 2号）の専決処分について 

＜議 事＞ 1  平成 25年度一般会計補正予算（第 3号）について 

2  平成 26年度事業計画及び一般会計予算（案）について 

 

（３） 監 査 

○税理士による事前監査   

         平成 25年  5月 8日（水） 

         平成 25年 10月 29日（火） 

○監事による監査 

決算監査  平成 25年 5月 15日（水） 

中間監査  平成 25年 11月 8日（金） 

 

（４） 支部長会    

・期 日  平成 25年 7月 9日（火） 

・場 所  総合福祉センター 講堂 

・参加者   59人 

・内 容  ① 平成 25年度 社会福祉協議会の会費収納について 

      ② 平成 25年度 赤い羽根共同募金運動について 

 

（５） 役職員研修会 

○役職員研修 

・期 日  平成 25年 8月 20日（火） 

・研修内容  

      「これからの地域福祉と社会福祉協議会の使命について」 

     講 師  ルーテル学院大学  学長 市川 一宏 氏  

 

 2 



○長野県社会福祉大会への参加 

・期 日  平成 25年 9月 11日（水）  

・場 所  大町市文化会館  

・参加者  19人 

・内 容 

♦式 典   表彰等 

♦住民支え合い活動実践報告 

   ○地域おこし協力隊 

植田 博士 氏 （小川村地域おこし協力隊） 

   ○しょうがねーやってるだいね！ 

中島 節子 氏 （ゆずり葉の会代表） 

♦講 演  チャレンジ  ― 夢がかなうとき ― 

講 師  公益財団法人ＳＯ日本代表理事長  有森 裕子 氏 

       

○役員視察研修会 

・期 日  平成 25年 11月 13日（水）～14日（木） 

    ・場 所  愛知県半田市社会福祉協議会 

           〃 高浜市社会福祉協議会  

    ・研修内容   

    社協発展強化計画の取り組みについて 

    安心生活創造事業について 

    まちづくり広場について 

 

○社会福祉トップセミナー 

    ・期 日  平成 25年 9月 27日（金） 

    ・場 所  キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館） 

    ・研修内容   

♦基調講演 「社協を巡る現在の情勢と 

社協・生活支援活動強化方針に基づく取り組みについて」 

         講 師 全国社会福祉協議会  地域福祉部長  佐甲  学 氏    

      ♦実践報告 「社協が取り組む生活支援」 

            千葉県佐倉市社会福祉協議会 

            秋田県藤里町社会福祉協議会 

            長野県山ノ内町社会福祉協議会 

 

  ○職員研修会 

   ①・期 日  平成 25年 9月 26日（木） 

    ・研修内容 

「認知症サポーター養成講座」 

        講 師  キャラバンメイト（地域包括支援センター 職員 5名） 
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   ②・期 日  平成 26年 3月 27日（木） 

    ・研修内容    

「高齢者の健康増進のための調理について」 

         講 師 東御市健康保健課 管理栄養士  堀川 千尋 氏 

        

   ○社協の発展強化計画作成に向けてのプロジェクト会議    7回 

 

   ○上小ブロック職員研修会 

   ・期 日  平成 26年 3月 7日（金） 

   ・場 所  東御市総合福祉センター 講堂  

   ・参加者  50人 

・研修内容  講演 「笑いは心の栄養源」 

          講座 「笑いの体操とヨガの呼吸法を合わせた笑いヨガ」 

        講 師   笑いヨガティーチャー  佐 藤 志 穂 氏 

 

（６） 職員講師派遣 

   ○認知症サポーター養成講座  キャラバンメイト（ケアマネージャー 4名） 

  ・期 日  平成 25年 12月 4日（水） 

・対象者  保健補導員 60人    

                 

２．会費の収納と寄付 

（１） 社協会員の加入状況と会費の収納 

    

 

 

 

       

（２） 新規法人会員加入促進 

・訪問日時   １１月～１２月 

・加入依頼   ９１社  理事と職員で７グループに分かれて訪問  

・加入法人   ３５社  ５８口 ２９０，０００円 

 

（３） 社会福祉協議会への寄付   

現 金  総額 1,650,234円 

    物 品  介護用ベッド、車椅子、タオル、軍手、下着、シャワーチェア 

          葉書、紙オムツ、ウエス、ポータブルトイレ、靴下等 

 

３．社会福祉の啓発                                

（１） 社協報「ほほえみ」の発行                 

・発行回数   年 6回            

会 員 種 類 人 数 金 額 

一 般 会 員 6,034人    6,036,500円 

賛 助 会 員  1,191人   2,382,000円 

法 人 会 員 169法人   1,570,000円  

合  計 7,225人（169法人） 9,988,500円 
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    ・発行部数  10,700部    全戸配布    

    ・発行日   奇数月の 16日 

 

（２） ボランティア情報の発行   

… 社協報｢ほほえみ｣に記事掲載 … 

 

（３） 啓発パンフレットの作成、配布                

「社協のしおり」600冊 「地域福祉活動の手引」600冊 

 

（４） 介護の日「福祉講演会」の開催                  

・期 日   平成 25年 11月 9日（土）  

・場 所   総合福祉センター 講堂 

・参加者   総数 100人（支部長・福祉運営委員・民生児童委員・福祉団 

体関係者・ボランティア・社協役職員・一般市民・他） 

・内 容 

 ◆講 演 『介護は想像力』 

       講 師    講談師  一龍斎 春水 氏 

 

（５） 福祉のまちづくり講座 

・期 日  平成 26年 1月 18日（土）・25日（土） 

・場 所  東御市総合福祉センター 講堂 

・内 容  「相続・遺言・成年後見制度」を学ぶ 

・参加者  171人 

 

（６） 福祉の森ふれあいフェスティバルの開催            

※ 市民病院祭との同時開催 

   ・期 日  平成 25 年 10月 26日（土）  

・場 所  東御市総合福祉センター  

・参加者   参加総数 1,000人（協力団体 50団体  ボランティア 300人） 

・内 容   

① 福祉体験コーナーの設置（手話、点訳、車イス体験等） 

② 障がい者施設の作品 展示・販売・喫茶 

③ 模擬店 

④ ボランティア団体の活動発表 

 

（７） ホームページで情報発信 

・ホームページアクセス数   4,495件  

      ［ホームページアドレス    URL http://www.tomisyakyo.or.jp］ 
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４．苦情対応 

（1） 第三者委員会の開催  平成 25年 5月 1日（水） 

     ・委員の委嘱と第三者委員の職務・活動について 

 

（2） 苦情受付状況 

     ※ 苦情について、特に問題になる事案はありませんでした。  

 

５．福祉人材の育成 

（１） 実習生の受入 

相談援助実習     長野大学          ３名 

居宅介護実習     上田千曲高等学校      ３名 

            佐久大学信州短期大学部   １名 

 

 

 

Ⅱ 地域福祉活動の支援、推進 

１． 第３期地域福祉活動計画の策定 

（１）策定委員会の開催 

   ＜第１回策定委員会＞  
・日 時  平成 25年 6月 26日（水）   東御市総合福祉センター 

・内 容  委員長及び副委員長の選任、第２期地域福祉活動計画（平成 21 

      年度から 25年度）の推進状況及び東御市地域福祉計画（平成 2 

4年度から 28年度）の概要説明、策定スケジュール、意見交換 

 ＜第２回策定委員会（先進地視察研修）＞ 

    ・日 時  平成 25年 9月 30日（月）   駒ケ根市社会福祉協議会 

    ・内 容   “小地域福祉活動”の実践と課題及び今後の展望等 

   ＜第３回策定委員会＞ 

    ・日 時  平成 25年 12月 25日（水）  東御市総合福祉センター 

    ・内 容  次期地域福祉活動計画の骨子、概要について 

   ＜第４回策定委員会＞ 

    ・日 時  平成 26年 3月 14日（金）  東御市総合福祉センター 

    ・内 容  次期地域福祉活動計画（案）について 

 

２． おらほの地域づくり事業     対象  3支部         150,000円 

（継続支部） 

支部 目 的 取り組み内容 

中八重原 ・三世代交流活動の充

実 
◆各種団体と連携を図り、三世代交流を目的とした行事を定期的に

開催し、区民同士の交流につなげた。 
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片羽 ・いきいきサロン活動

の充実 
◆高齢者の抱える悩みや課題を把握し、いきいきサロンに各種講座

を取り入れて活性化を図った。 

 

（新規支部） 

 

３． 支部福祉活動の支援 

（１） 支部福祉活動助成金の交付       

・助成金対象支部   68支部              2,168,500円 

 

（２） いきいきサロン等助成事業                 1,133,750円 

・実施支部   49支部        

・総参加者   8,133人    

会食会       186回     5,490人 

茶 会       143回    2,527人 

          世代間交流        5回      116人 

  

（３） 地区別地域福祉懇談会  

・総参加者数     298人 

・内 容  社協の事業説明、福祉運営委員の活動説明、支部ごとの懇談等 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

（４） 福祉運営委員長研修会 

・期 日  平成 25年 5月 18日（土） 

・場 所  総合福祉センター 講堂 

・参加者  福祉運営委員長  55人 

・内 容 

①事例発表  上八重原支部の取り組みについて 

支部 目 的 取り組み内容 

県 ・福祉課題や問題等の

調査と検討 

◆アンケート調査より見えた課題や問題等 
・災害時要援護者の把握等、災害を想定した地域づくりの必要性 
・いきいきサロン支援者の育成 

地区 開催日 場 所 人数 

田中 平成 26年 2月 24日（月） 総合福祉センター 67人 

和 平成 26年 2月 26日（水） 和コミュニティセンター 57人 

祢津 平成 26年 3月 3日（月） 総合福祉センター 36人 

滋野 平成 26年 3月 11日（火） 滋野コミュニティセンター 67人 

北御牧 平成 26年 3月 17日（水） 北御牧公民館 71人 
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           福祉運営委員長・民生児童委員  白倉 征恵 氏 

 ②事務説明 

  

（５） 地域の絆づくり支援事業  

・レクリエーション用品の貸し出し 

（ハンドベル、お手玉、輪投げ等ゲーム用具等）  130件 

・支部福祉活動の相談会  5回 

・サロンの開催支援    12回 

・出前講座（介護予防、権利擁護、エンディングノート等） 13回 

 

 

 

Ⅲ 在宅福祉サービスの推進 

１． 高齢者支援 

（１） 介護予防活動事業の運営 （市受託）                                                                                                                                                                                                                            

○介護予防センターくらかけ（火・水・金曜日）        6,191,776円 

・利用実人員  42人       ・延利用人員 1,276人 

・実施日数   136日             ・1日平均      9.4人 

○運動器機能向上訓練事業                  1,440,000円 

           （ゆうふるプール教室  月曜日）  

・利用実人員  13人        ・延利用人員  397人 

        ・実施日数   48日           ・1日平均    8.3人 

○運動器機能向上訓練事業                  4,290,000円 

（筋トレ教室  火曜日の午前と木曜日の午前・午後の３教室） 

・利用実人員   61人        ・延利用人員  660人 

        ・実施回数   143回         ・1回平均   4.6人 

 

（２） 福祉用具貸与事業                          316,760円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ※車いすの利用件数の内、59件は短期間の貸出件数 

 

 

貸出物品 備品台数 利用件数 

介護用ベッド 59 74 

車椅子 67 134 

マットレス・エアマット 51 67 

ポータブルトイレ 28 30 

その他（歩行器等） 17 9 

合 計 226 314 
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（３） ホームヘルパー派遣事業 

   ○ほほえみサービス事業（介護保険外サービス）        165,050円 

    ・利用者数    13人 

    ・延利用回数   99回 

・サービス内容  家事援助  94回 

         通院介助   4回 

         身体     1回  

・延利用時間   85時間    

 

（４） 寝たきり高齢者希望の旅事業                 208,363円 

・期 日  平成 25年 5月 30日（木） 

・場 所  中野市「中山晋平記念館」 小布施町「北斎館」 

・内 容  バス旅行、交流会、福祉相談 

・参加者  要介護者 12人     家族介護者 4人  

介助ボランティア 9人  社協職員  2人  計 27人 

 

（５） 在宅介護者リフレッシュ事業（市受託）           398,892円 

・実施回数   3回 

・内 容  健康相談、介護技術講習、健康体操、介護者交流、元気回復等 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 家族介護者サロン“太陽の会“ 交流会 

・期 日  平成 25年 5月 8日、9月 11日、平成 26年 1月 15日   

・場 所  高齢者センター 大広間 

・参加者対象者  19人   延 26人 

 

（７） ひとり暮らし高齢者の福祉サービス            

〇こんにちは訪問事業（安否確認事業）（市受託）          75,611円 

      ・9支部  利用者実人数    13人 

・訪問活動者実人数      19人 

・ヤクルト配布本数   1,368本 

 

〇ふれあい会食会                       365,178円 

    ・期 日  平成 25年 6月 21日（金）   

・場 所  上山田温泉 圓山荘 

実 施 日 場  所 参加者 

平成 25年  7月 10日（水） 諏訪市 双泉の宿 朱白 10人 

平成 25年 10月 31日（木）、11月 1日（金） 新潟県 糸魚川温泉 6人 

平成 26年  3月  5日（水） 小諸市 あぐりの湯 11人 
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 ・参加者  一人暮らし高齢者   65人参加 

 

〇おせち料理                            166,207円 

・期 日  平成 25年 12月 29日（日）、30日（月） 

・対象者  120世帯 

一人暮らし高齢者    110人 

父子家庭        1世帯 

高齢者世帯        9世帯 

・調理ボランティア  女性民生児童委員  延 51人 

    ・訪 問       担当民生児童委員  延 54人 

 

（８） 介護技術基礎講座（あった介護教室）の開催 

・期 日  ①平成 25年 8月 8日（木） 

 ②平成 25年 8月 21日（水） 

・場 所  ①東御市総合福祉センター 

 ②市内外の介護施設  5か所 

・内 容  ①介護技術講座「知って納得！家庭介護のコツ」 

②介護施設の見学 特別養護老人ホーム「こころ」他 

・参加者   延 19人 

 

（９） 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業（市受託）           571,655円 

・実施回数      2回（6月 11月） 

・利用実人数     79人 

・利用者数    延 112人 

・利用枚数     211枚 

・対象者      寝具の衛生管理が困難な者 

 

（10） 敬老祝賀事業 

○金婚祝賀  祝品の贈呈 （慶祝状の額）                     

    ・金婚祝賀式典  平成 25年 9月 20日（金） 

    ・該当者     53組 

    ・場 所     市総合福祉センター 講堂 

 

○敬老祝賀   祝品の贈呈（敷パット・合わせ毛布）        

・祝賀訪問  平成 25年 9月 25日～27日 

・対象者   合 計   204人 

  米寿祝   186人   

白寿祝   12人   

長寿祝    6人 
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２． 障害者支援 

（１） ホームヘルパー派遣事業  

○障害者福祉サービス事業（地域生活支援事業）         2,370,700円 

・利用者      10人   

・延利用回数   731回  

利用内訳  身体障がい者  261回 

   精神障がい者  398回 

   移動支援     72回 

・延利用時間   1,021時間 

 

（２） 重度障がい者希望の旅事業                   257,074円 

・期 日  平成 25年 9月 12日（木） 

・場 所  群馬県「ガトーフェスタハラダ」工場見学、他 

・参加者  心身障がい者 10人    介護者 5人 

      ボランティア  5人   社協職員 3人   計  23人 

                     

（３） 福祉自動車貸し出しサービス事業                    207,832円 

・登録者    利用会員数 61人 

・利用延回数        104回 

 

（４） 障害者福祉のつどい                      230,590円 

   ・期 日  平成 25年 11月 25日（月）     

   ・場 所  ＪＡラ・ヴエリテ オーロラホール 

・参加者  福祉団体から   200人 

   ・内 容 

♦体験発表  

①「全国障害者スポーツ大会に参加して」 柳澤 三男 氏 
② ｢障害をうけてから、今｣        両角 幾雄 氏 

    ♦講 演 『音楽はこころへのおくりもの』 

              講 師  音楽療法士  西巻 靖和 氏 

♦福祉団体交流会 

 

（５） 視覚障がい者への音訳、点訳サービス支援                 522,750円 

利用者  10人 

・音訳…市報、市報お知らせ版、社協報、他 

・点訳…生涯学習カレンダー、選挙公報、社協報、他 

 

（６） 障がい者社会参加支援事業                                      

① 「みんなの健康×スポーツシンポジウム」  

・期 日  平成 25年 7月 21日（日）    
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・場 所  サンテラスホール   

・参加者  372名 

② 「わくわくスポーツ体験フェスタ」         

・期 日  平成 25年 9月 7日（土） 

・場 所   北御牧小学校  

・参加者  150名   

③ 「わくわくスポーツクラブ」              

・期 日  平成 26年 1月 18日（土）、3月 15日（土） 

・場 所  みまきふれあいホール 

参加者   87名 

 

３． ひとり親家庭の支援 

（１） ひとり親家庭交流支援事業                  351,524円 

    ・期 日   平成 25年 12月 7日（土） 

    ・場 所   東京ディズニーランド 

    ・参加者   17世帯（大人 17人・子供 22人） 

 

 

 

Ⅳ 福祉教育、ボランティア活動の推進  

１． 福祉教育の推進 

（１） 福祉協力校の指定、活動助成（8校）             400,000円 

○小学校（5校）･････ 田中、滋野、祢津、和、北御牧小学校 

○中学校（2校）･････ 東部、北御牧中学校 

○高等学校（1校）･･･ 東御清翔高等学校 

 

（２） 福祉体験学習・福祉講演会 

 

 

小学校名 実施回数 
講  師 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ延数 延児童数 内   容 

北御牧 ４回 32人 179人 
手話体験、車椅子体験、高齢者疑似体験、 

アイマスク体験、点字体験 

滋 野 ３回 20人 107人 
車椅子体験、点字体験、 

アイマスク体験（対話型鑑賞） 

祢 津 ２回 33人 131人 
車椅子体験、高齢者疑似体験、アイマスク体験、

点字体験、手話体験 福祉講演会 

田 中 ２回 3人 180人 点字体験、アイマスク体験 

和 ２回 2人 75人 福祉講演会、手話体験 
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（３） 東部中学校総合学習に協力 

    ・期 日  平成 25年 6月 28日（金）～ 7月 25日（木）  4日間 

    ・内 容  ユニバーサルデザイン調査、車椅子体験、施設実習、手話体験、

点字体験、高齢者疑似体験 

 

２． ボランティア活動の推進 

（１） ボランティアに関する登録・相談・情報提供・調整の状況 

・登録数   86団体と個人ボランティア 66人  延 5,846人 

   ・相談件数                   延 2,686件 

   ・ボランティア依頼件数             延  908件 

 

（２） ボランティア活動補助金の交付    31団体        465,000円 

 

（３） ボランティア活動保険の補助    合計 631人          

加入者数  Ａプラン    21人 

      Ｂプラン   603人（社協負担 150円） 

            天災Ａプラン  0人（社協負担 150円） 

      天災Ｂプラン  7人（社協負担 150円） 

 

（４） ボランティア連絡協議会の活動支援             

① 自然を楽しむ会 （障がい者とボランティアの交流会） 

・期 日  平成 25年 6月 12日（水） 

・場 所  東御市芸術むら公園・周辺施設 

・参加者  15団体  80人参加 

 

② ボランティアセンター研修会 

・期 日  平成 26年 2月 6日（木） 

・場 所  滋野コミュニティセンター 

・参加者  17団体  75人参加 

・内 容   

♦講 演及び実技 「元気発見ボランティア」 
             ～自分を豊かに、地域を豊かに～ 

         講 師   まごの手プロジェクト     斉藤 恵理子 氏 
 

（５） 上小ブロックボランティアフォーラム 

・期 日  平成 25年 12月 14日（土） 

・場 所  東御市総合福祉センター 講堂 

・参加者  58人（東御市参加者）  総参加者 129人 

・内 容 

   テーマ “コミュニティづくりは共感がいのち！” 
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                ～あなたのいいね！教えてください～ 

♦講 演 「共有・共感！みんなに知ってもらおう自分のこと」 
           ～おらほのまちからはじめよう～ 
  講 師  地域づくりネットワーク上小協議会 会長  竹内 充 氏 
♦情報交換・交流会  テーマ“みんなの「いいね」を探そう” 

           ～カフェ気分でコミュニケーション～ 

             コーディネーター    〃           竹内 充 氏 
 

３． ボランティアの養成、研修 

（１） 夏のボランティア体験教室   

・期 日  平成 25年 7月 31日（水） 

・場 所  上田市菅平高原自然館 

・内 容  障がい者との交流体験 

・参加者  16人 

 

（２） 音訳ボランティア養成セミナー   3回 

 ・期 日  平成 26年 1月 8日（水）、1月 22日（水）、2月 13日（木） 

・参加者  4人   延 12人 

・内 容  朗読の技術講習、デジタル編集技術講習  

講 師  音訳サービス利用者       広 沢 里枝子 氏 

元ＳＢＣアナウンサー      大久保 知恵子 氏 

県社会福祉協議会登録講師    角 龍 成 子 氏 

 

（３） 音訳ボランティアスキルアップ講習会   4回 

 ・期 日  平成 25年 6月 21日（金）、9月 5日（木）、10月 8日（火）、 

11月 6日（水） 

・参加者  15人   延 60人 

    ・内 容  デジタル編集技術、朗読技術 

講 師  元ＳＢＣアナウンサー      大久保 知恵子 氏 

          県社会福祉協議会登録講師    角 龍 成 子 氏 

       

（４） 手話ボランティアスキルアップ講習会   4回   

・期 日  平成 25年 6月 1日（土）午前・午後、15日（土）、22日（土） 

・内 容  ①初級者コース２回 ②中上級コース２回 

・参加者  13人   延 22人 

講 師  長野県聴覚障害者協会登録講師  矢野 吉江 氏 

                     金子 理恵 氏 

 

（５） 災害時ボランティアサポーターの養成 

・期 日  平成 26年 3月 8日（土） 
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・場 所  総合福祉センター 講堂 

・内 容  福祉避難所の設置と運営に係る支援活動について 

・参加者  71名 

・講 師  ＮＰＯ法人地域交流センター  理事  中橋 徹也 氏 

 

（６） 福祉体験学習ボランティア養成講座 

 ・期 日  平成 25年 5月 1日（水）、10日（金）、20日（月） 

 ・場 所  総合福祉センター 講堂 

・内 容  車いす体験、アイマスク体験、高齢者疑似体験 

 ・参加者  12人   延 19人 

 

（７） 地域ボランティア援助講座   

   ♦サロンのための料理講習会    2回 

     ・講 師  東御市食生活改善推進協議会会員 

【第 1回】 ・期 日  平成 25年 7月 19日（金）  

・テーマ  ～手軽にできるおやつ作り～ 

・参加者  17人  

   【第２回】 ・期 日  平成 25年 8月 5日（月） 

・内 容  ～夏野菜を使って、夏バテ防止～ 

    ・参加者  19人 

 

４． ボランティアセンターの機能強化 
（１） ボランティアセンター運営委員会の開催 

・期 日  平成 25年 11月 29日（金） 

・参加者  9人 ※１名欠席 

・内 容  ボランティアセンターの現況と今後の課題について 

 

 

 

Ⅴ 介護保険事業 

１． 居宅介護支援事業 

○ケアプラン作成総件数    延  1,807件 

○要介護認定調査       実績   65件 

 

（１）月別支援計画（ケアプラン）の作成数 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

25年度 161 162 156 156 149 145 153 155 154 141 138 137 1,807 

前年度 167 161 167 167 168 165 171 168 165 164 161 157 1,981 
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（２）介護度別作成数 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 訪問介護事業（ホームヘルプサービス） 

 ○ホームヘルパー数       18 人    

○利用総数       延  606件 

（１）介護度別利用者数 

 

（２）サービス内訳 

 

 

 

Ⅵ 相談、支援事業の推進 

１． 結婚相談事業                                487,285円 

（１） 相談状況 

・相談員      5人 

・相談日     毎週日曜日  午前 9時～正午 

・相談場所    東御市総合福祉センター 

・開催日数       44日 

介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

25年度 496 549 331 217 214 1,807 

割合 28％ 30% 18％ 12％ 12％ 100％ 

前年度 528 609 372 255 217 1,981 

介護度 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

25年度 55 91 56 110 79 59 156 606 

割合 9％ 15% 9％ 18％ 13％ 10％ 26％ 100％ 

前年度 42 97 137 167 76 125 149 793 

ｻｰﾋﾞｽ名 予防介護 身体介護 身体・生活 生活援助 総合計 

回数  

時間 
回数 派遣時間 回数 派遣時間 回数 派遣時間 回数 派遣時間 回数 派遣時間 

25年度 569 697 7,036 5,088 1,646 1,457 1,258 1,582 10,509 8,824 

月平均 47 58 586 424 137 121 104 131 875 735 

前年度 545 547 9,060 6,067 2,355 2,015 3,862 4,683 15,822 13,312 
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・相談件数     延 126件 

・相談登録者数     70人 

・お見合い件数     15件 

・結婚成立件数     4件（登録者以外の方との成婚） 

 

（２） 三市町村結婚相談員連絡会事業 （東御市、長和町、青木村） 

① 三市町村との結婚相談員連絡会及び情報交換会 

・年間  13回    参加人数   延 66人  

 

② 婚活出会いイベント 

・期 日  平成 25年 7月 14日（日） 

・会 場  立科町 ホテルアンビエント蓼科  

・参加者  35名 （男性 18名、女性 17名） 

・内 容  レクリエーション、会食等 

③ ミニお見合い 

・期 日  平成 25年 11月 24日（日） 

・会 場  青木村 喫茶店ビエント 

・参加者  9人 （男性 5人、女性 4人） 

 

２． 日常生活自立支援事業  

（１） 日常生活自立支援事業 

・専門員  2人   生活支援員 5人  

・相談件数          延 5,405件 

・専門員訪問調査回数     延  115回 

・利用援助回数        延  476回 

・書類等預かり件数    30人    156件 

・平成 25年度日常生活自立支援事業の実利用者数     30人 

（新規契約件数 4件   解約件数 9件  成年後見移行件数 4件） 

 

 

 

 

 

 

（２） 金銭管理、財産保全サービス事業（市社協扱い） 

契約件数    1件 

 

３． 貸付相談事業の推進 

（１） 生活支援の貸付相談件数     延  119件 

 

内訳 知的障がい者 精神障がい者 認知症 その他 合計 

新規 2 2 0 0 4 

総件数 6 8 13 3 30 
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（２） 貸付件数  

① 生活福祉資金貸付総件数 （県社協扱い）  4件   1,844,000円 

内訳 

 ♦教育支援資金   2件  1,664,000円 

♦緊急小口資金   2件    180,000円 

 

② 生活資金貸付総件数 （市社協扱い）    30件     451 ,000円 

♦生活資金（助け合い資金）  30件  451,000円 

 

（３） 生活福祉資金等貸付相談嘱託員の設置   

・相談員        5人   

・滞納世帯への訪問  102回   

・償還延回数      27件 

   ・償還額      128,000円   

 

 

 

Ⅶ その他の福祉活動支援 

１． 共同募金会事業  

（１） 赤い羽根イベント・募金活動 

〇街頭募金の実施 

・期 日 平成 25年 10月 1日（火）    

・場 所 道の駅「雷電くるみの里」 田中駅前  ゆうふるｔａｎａｋａ 

・募金ボランティア  35人 

〇福祉の森ふれあいフェスティバルで風船サービス、募金活動 

 ・期 日 平成 25年 10月 26日（土） 

・協力者   東部中学校生徒 

   ○戸別募金・・・行政区ごと支部長に依頼 

○学校での赤い羽根募金の取り組み 

・市内小中学校 7校へ福祉教育の取り組み依頼 

   ○職域募金の依頼 

・東御市役所窓口及び職員、信州うえだ農協職員、東御市社協職員   

   ○東御市振興公社 温泉施設へ依頼 

   ○市内大手スーパー店頭へ依頼 

   ○自動販売機募金  道の駅、湯楽里館、総合福祉センター 

   ○市内企業 （株式会社、有限会社等）へ依頼   

 

（２） 赤い羽根、歳末助け合い共同募金収納結果   

   ◎平成 25年度赤い羽根募金収納総額             6,788,105円 

 ＜募金別内訳＞ 
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（３） 共同募金会からの配分金 

◎25年度の市社協の地域福祉事業へ配分実績          5,260,600円 

（平成 24年度の収納額 6,960,600円の実績から、東御市への配分金） 

＜事業別内訳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 災害見舞金       

・住宅火災     8 件    100,000円 

 

２． 日本赤十字社事業           

（１） 日赤奉仕団総会及び社資募集会議 

・期 日  平成 25年 4月 24日（水） 

・場 所  東御市総合福祉センター 講堂 

・参加者  69人 

・内 容  奉仕団総会  研修会  社資募集について 

募金の種類 金額 内訳 

戸別募金 6,313,750 6,922戸 

街頭募金 23,424 田中駅前、道の駅 

法人募金  110,000 21法人 

学校募金  62,770 市内 6校 

職域募金  57,345   

イベント募金  28,210  

店頭、窓口募金、預金利子他 40,241 募金用通帳預金利子 73円含 

送金合計 6,635,740  

自動販売機募金  152,365 県共募へ直送 

収納総額 6,788,105  

学校募金 11,736 
北御牧中学校 運動期間外受付

分（次年度へ繰越） 

地域福祉活動助成事業      1,300,000  

障がい者への活動 160,000  

児童への活動 540,000  

高齢者への活動 940,000  

ボランティア活動 520,000  

啓発活動 1,800,600  

合   計 5,260,600  
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（２） 社資募集総額     

社員数  5,855 人            4,368,700円 

 

（３） 健康生活支援講習会 

    ・期 日  平成 25年 6月 17日（月） 

    ・場 所  高齢者センター 

    ・参加者  73人 

    ・内 容  災害時における高齢者生活支援について 

講 師  日赤長野県支部 指導講師  岩崎 恭子 氏 

白石 真紀 氏 

（４） 一日赤十字（炊き出し及び救急法講習会） 

・期 日  平成 25年 8月 26日（月）   

・場 所  高齢者センター 

・参加者  73人 

・内 容  心肺蘇生法   非常食の試食 

・講 師  東御消防署職員  救急救命士  3人 

         協力者  グリーンアルテミス 

  ※9月 1日（日） 市の総合防災訓練で、各分団で非常食の炊き出し等行う 

 

（５） 日赤奉仕団視察研修会       

 ・期 日  平成 25年 11月 6日（水） 

 ・参加者  16人 

・場 所  長野赤十字病院基幹災害医療センター 

長野赤十字歴史資料館 

 

（６） イベント協力 赤十字活動 

〇子どもフェスティバルで非常食（ハイゼックス）おにぎり体験 

・期 日  平成 25年 5月 11日（土）   450食 

・協力者  9名 

〇福祉の森ふれあいフェスティバルへの協力   

 ・期 日  平成 25年 10月 26日（土）    

 ・協力者  10人 

   ○「障がい者ふくしの集い」の湯茶接待  

    ・期 日  平成 25年 11月 25日（月） 

・協力者  4人 

   ○東信地区青少年赤十字（ＪＲＣ）交流事業  

・期 日  平成 25年 12月 7日（土） 

・会 場  北御牧中学校 体育館 

・内 容  非常食（ハイゼックッス）炊き出し実習の手伝い  

・協力者  5人 
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（７） 施設ボランティア活動体験 

・期 日  平成 25年 11月 25日（月）～11月 30日（土） 

・場 所  市内福祉施設  

ケアポート、フォーレスト、ハーモニック 

・施設ボランティア参加者   奉仕団員 38人 

 

（８） 災害見舞   

・住宅火災    5件  見舞金  20,000円 

   毛布   14枚 

 

３． 東日本大震災の支援 

（１） 被災者義援金 （平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日現在）  

  年間    50件     750,598円    

（総合計   990件   38,958,023円）   

 

４． 社会福祉団体活動の支援 

（１） 福祉関係団体との連絡会議 

・期 日  平成 25年  4月 22日（月） 福祉団体長会議 

・期 日  平成 25年 10月  7日（月） 障害者福祉のつどい実行委員会 

・期 日  平成 25年 12月 13日（金） 同 反省会 

 

（２） 福祉団体交流ゲートボール大会の開催 

・期 日  平成 25年 6月 10日（月） 

・参加者  5団体  

・参加者  116人 

 

（３） 福祉団体活動支援                  1,560,000円 

○身体障害者福祉協会        420,000円 

○高齢者クラブ連合会        150,000円 

○手をつなぐ育成会         120,000円 

○母子寡婦会            120,000円                

○遺族会              530,000円 

○更生保護女性会           60,000円 

○保護司会             160,000円 

合 計            1,560,000円 
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