2019（平成31）年度社会福祉法人南砺市社会福祉協議会事業計画
地域共生社会の実現のために、地域住民と一緒に策定した第３次南砺市地域福祉活動計画
(５年計画)の２年目となります。
昨年度は、地域では小規模多機能型自治という新たな組織作りに取り組みながら、福祉に
ついても様々な取り組みを考え、展開していただきました。
市社協としても、新たな組織との連携を図りながら、そこに住む誰もが、お互いに支え合
い、助け合い、寄り添いあえる地域共生社会づくりを進めて行けるよう、より実効性のある
取り組みに重点配分しました。
平成２９年度の社会福祉法改正により、組織の執行機関としての理事会、議決機関として
の評議員会の役割がより明確になり審議いただいております。また、他の社会福祉法人と共
に公益的事業に取り組むことも求められることとなり、市内８法人が協力して地域のための
公益活動について協議を開始し、その体制づくりを進めております。
また、生活困窮者等の要支援者も増えており、地区で見守りされながら、行政や市社協に
よる地道な個別支援がますます重要となっています。
地区の方々には福祉面でお互い様の助けあい活動も増えておりますが、人口減少等により
様々な取り組みが官民協働で進められています。各地区ではこれらの活動を支えていただく
方々に過大な負担がかからないように、地区福祉活動面での配慮も必要です。市社協として
も、ますます行政や関係機関との連携を図りながら民生委員・児童委員を始めとする地域の
お世話方と共に支援させていただきます。
○基本理念
スローガン

「ふれあい支えあい
「支えられ

安心して暮らせる

支えあう

あたたかい福祉のまちづくり」

やさしいまちづくり」

【第３次南砺市地域福祉活動計画

実施２年目】

[１]社会・地域福祉活動への参加促進
◇誰もが担い手として活躍できる地域づくり
地域福祉サポーターと地区や学校へ訪問し、福祉やボランティア活動への理解者、活動者
が増えるよう取り組みます。
◇誰もが気軽に集える居場所づくり
年齢や性別、障がいの有無に関係なく、誰もが気軽に集える場を作るために一緒に考え、
情報提供等を行いながら地域サロンの支援に努めます。
サロン世話方への研修会を開催します。また、使いやすい助成金について検討します。
[２]生活支援の充実
◇「たすけて」と言える地域づくり
高齢者以外でも、支援を必要とする人が地域で孤立しないよう、地区での話し合いの機会
を増やします。
居場所づくりの新規事業として地域食堂（仮称）のような形態でモデル的に実施します。
ニーズ調査を行い、必要な地区に働きかけ、実践につなげます。
[３]情報提供と相談窓口の充実
◇気軽に相談できる関係・環境づくり
地域の身近な拠点へ、福祉活動者とともに専門職も足を運び、初期相談から一緒に関われ
るよう検討を進めます。

[４]地域で支えあう仕組みづくり
◇身近な地域で助ける輪づくり
民生委員・児童委員、地域福祉推進員、地域福祉サポーターなど福祉活動者からの相談に
応じ、専門機関と連携して解決を図ります。また、ケアネット活動への協力者が増えるよう
地区の連絡会で勧めていきます。
支え合いマップづくりを通して、気になる人や支援の必要な人へのかかわりを相談する機
会を増やします。
◇人と地域のつながりづくり
世代間の「ふれあい」や「つながり」を目的とした「交流・ふれあいの場づくり」を推奨
し、広報等で紹介します。
◇地域組織の連携強化
市レベルの各種団体や行政関係部署との連絡会および新組織（地域づくり協議会）との地
区福祉活動連絡会を開催します。チ－ム支援も強化し、新組織との関係性も構築しながら
ポイントをあてた地区の福祉計画づくりを進めます。
[５]地域でできる福祉サ－ビスの開発と普及促進
◇外出困難な人への移動手段の確保
地区単位で買い物を含めた外出支援の仕組みをつくるため、外出や移動に関するニーズを
調査し、地域での可能な取り組みについて検討します。
[６]福祉教育の推進
◇福祉意識を高める仕掛けづくり
ふくし出前講座や支え合いマップづくりの開催を通して、地域住民の福祉への関心を高め
る活動や課題の解決等に向けて支援します。
[７]災害時対策の推進
◇災害時に活かせるつながりづくり
ふくし出前講座災害編を通じて人とのつながりの必要性を各地区や各種団体に周知してい
きます。
[８]防犯・事故防止対策の推進
◇子どもから高齢者までの安全・安心な見守り体制づくり
支援の必要な人について、地域住民と関係機関が共に支援について考える場を積極的につ
くります。

１

法人運営部門

（１）法人運営事業
予算額 ３１年度 ７１，５５０千円 ３０年度 ６５，２９５千円
増減
６，２５５千円
①本所、支所の運営管理
事務所を管理運営する。車両１１台を維持管理する。
②理事会の開催（年６回程度）
業務執行上の事項及び当面する課題について協議する。
２０１９（平成３１）年６月役員（理事・監事）改選。
③評議員会の開催（年３回程度）
業務執行上の重要事項について審議、決定する。
内容 ④評議員選任・解任委員会の設置
理事会の推薦を受けて評議員の選任及び解任について審議し、決定する。委員３名で構
成する。
⑤監査会の開催（年４回）
運営管理、事業の執行状況及び財産の状況についての監査をする。
⑥役員等研修の実施
法人運営や地域福祉事業への理解を深めるため社会福祉協議会役員研修を実施する。

⑦社会福祉法人地域公益活動推進事業
市内の８社会福祉法人が連携して情報交換し、公益的な活動を効果的に実施する。
⑧表彰選考委員会の開催（年１回）
被表彰候補者推薦書により審査を行い、市社協会長表彰被表彰者を決定する。
⑨指定管理者制度への対応
城端老人福祉センター「美山荘」（指定管理期間：H30.4.1～H33.3.31）、平デイサー
ビスセンター、上平デイサービスセンター、利賀デイサービスセンター、五箇山ホームヘ
ルプステーション、平生活支援ハウス（指定管理期間：H29.4.1～H36.3.31）の指定管理
を受ける。
⑩職員研修体制の充実
内部研修及び外部研修への参加により職員の資質向上を図る。
より安心・安全に支援やサービス提供を行うため、組織・職場内の課題を共有し解決を
図るための研修会を開催する。
⑪実習生の受入れ
県内外福祉大学や社会福祉士養成施設からの相談援助実習指導を受託する。
内容
（１８０時間の実習 受入実習生：年間３名程度）
近隣県で開催される実習指導者講習会を受講し、実習指導者を増やす。
⑫苦情解決体制
苦情受付及び解決へ適切に対応するための体制を整え、第三者委員３名を設置し、報告
相談等の連携を図る。
⑬経営基盤の強化
住民や市内企業等へ社会福祉協議会会員加入及び会費納入を依頼し、いただいた会費は
地域福祉活動の資金として活用する。身近に感じ、理解が得られるよう、会費の使途を検
討する。
⑭職員１２名の人件費
（２）委員会活動事業
予算額 ３１年度
１５６千円 ３０年度
１０１千円
増減
５５千円
①第３次南砺市地域福祉活動計画推進連絡会議の開催（年２回）
地域福祉活動計画の進捗状況を評価、検証し、意見交換を行う推進連絡会議を開催す
内容
る。
（３）基金運営事業
予算額 ３１年度
内容

３，６２０千円

３０年度

３，９０８千円

増減

△２８８千円

増減

２１２千円

①地域福祉振興積立金の管理
地区社協へ助成するための取崩、及び事業収益の積立。

（４）退職手当積立事業
予算額 ３１年度
内容

８，８９０千円

３０年度

８，６７８千円

①全国社会福祉団体職員退職手当基金
職員２９名の加入。

（５）名士作家作品頒布事業
予算額 ３１年度
１，０００千円 ３０年度
１，２００千円
増減
△２００千円
①【終】名士作家作品頒布展の開催 ※補足資料参照
富山県内外の名士名僧作家からご寄付いただいた作品を地域の方々に頒布し、その収益
内容
を福祉事業に活用する。
開催期間：２０１９（平成３１）年９月２７日（金）～９月３０日（月）

２

地域福祉推進部門

（６）地域総合福祉活動推進事業
予算額 ３１年度 ４９，７３４千円 ３０年度 ４８，７１３千円
増減
１，０２１千円
①地域総合福祉推進事業（ケアネット型）助成
要支援者に対する見守りなどの活動費や、活動者や地域住民を対象とした研修会等の経
内容
費として、３１地区福祉活動組織へ上限２５万円を助成する。

②ケアネットセンター運営事業
ケアネット活動を実施する地区福祉活動組織を支援するため、ケアネットセンターを設
置している。地域住民へケアネットを周知する活動や、要支援者の生活ニーズに対してケ
アネット協力者と一緒に支援内容を計画する活動を行う。また、多職種連携によって要支
援者の在宅生活を支援していく。
ケアネット活動コーディネーター１名のほか、地区担当のコミュニティーソーシャル
ワーカーを配置。
③【強】ケアネットチーム員研修会の開催 ※補足資料参照
ケアネットチーム員を対象に、支え合えるまちづくり、人づくり等の地域福祉の重要性
について理解を深める。
④小規模多機能自治への対応および地区福祉活動連絡会の開催
４月から地区社協が小規模多機能自治体制に移行することへの対応として、社協職員に
よるチーム制で担当地区の活動支援や事務局との連絡を密に実施する。
内容
市内３１地区の地域づくり協議会福祉分野の役員・事務局が参集し、福祉活動に関する
研修や意見交換を実施し各地区活動の進展を図る。
⑤ふくし出前講座の開催
社協事業を周知し福祉活動への理解と協力を得るため、職員による出前講座（１０講
座）を開催する。地区福祉活動組織やサロン、学校、団体からの申込みに応じて年間を通
して実施する。
⑥いのちのバトン事業
市民の安心と安全を守るため、引き続き事業の周知を図る。救急医療情報用紙の更新。
⑦地域福祉活動計画（２年目）の推進
住民参加による地域福祉づくりを計画的に推進する。
⑧職員１２名の人件費
（ケアネット活動コーディネーター１名を含む）
（７）地域福祉ネットワーク事業

【市受託事業】

予算額 ３１年度
５，８４８千円 ３０年度
６，０６４千円
増減
△２１６千円
①【強】支え合いマップづくり実践講座 ※補足資料参照
地域住民がご近所の要支援者や地域課題、社会資源を住宅地図に書くことで把握し、住
民同士の支え合いの仕組みづくりと地域のつながりを強化する。
地区の実情に応じ、新たに4カ所での取り組みと、これまで実施した集落へのフォロー
アップを行う。
②【新】居場所づくり事業 ※補足資料参照
年齢や性別、障がいの有無に関係なく、誰もが気軽に集える居場所づくりとして、地
域食堂（仮称）のような形態でモデル的に実施する。また、関心のある地区や団体と情報
交換を行うなど、取組みが広まるよう働きかけていく。居場所づくりに取り組む市内外の
内容
団体を招いてシンポジウムを行い、事業の必要性を周知する。
③地域福祉サポーター交流会
地域福祉サポーターの交流会を開催し情報交換を行い、地域福祉活動への参加意欲向上
を図る。
④買い物支援事業
買い物バスの運行を継続するほか、支え合いマップ作りやアンケート調査から見えた
買い物や移動のニーズについて、社会資源を活用しながら地域の実情に応じた仕組みづく
りを検討する。
⑤職員１名の人件費
（８）総合相談所運営事業

【市受託事業】

予算額 ３１年度
１，０９０千円 ３０年度
１，１５５千円
増減
△６５千円
①ふくし総合相談センターの設置
市民の相談を総合的に受ける窓口を本支所に設置し、職員が随時対応する。
②心配ごと相談・法律相談の定期開催
内容
心配ごと相談員による心配ごと相談（８地域 年間４４回）、弁護士による法律相談
（月１回）を開催する。
相談カレンダーを作成し、市民への周知を図る。
専門機関とも連携し、相談内容の解決に努める。

（９）障害者社会参加事業

【市受託事業】

予算額 ３１年度
２６６千円 ３０年度
３０６千円
増減
△４０千円
①障害者社会参加支援事業
在宅障がい者を対象に閉じこもりの予防と社会生活力の向上を図るため、交流会や募金
活動等に取り組む事業を行う（年３回程度）。また、障がい者も主体的に参加するサロン形
内容 式の集いの場を設ける（年３回程度）。
②障害者理解促進研修・啓発事業
障がいへの理解を深め、障がい者を支援する人材を育成するための「障がい者寄り添い
講座」を開催する。
（１０）福祉入門教室
予算額 ３１年度

【市受託事業】
４４０千円

３０年度

４１１千円

増減

２９千円

①手話奉仕員養成講習会［基礎編 全２５回］の開催
手話奉仕員養成講習会入門編の修了者を対象に講習会を実施する。講師は手話通訳者や
ろう者など。耳が聞こえないことへの理解を深め、生活の中で手話を使って日常会話がで
内容
きるようになることをめざして開催する。
※南砺市井波総合文化センター（㈱ホクタテ高岡支社）へ業務委託
（１１）地区福祉活動助成事業
予算額 ３１年度

４，２６０千円

３０年度

５，８１０千円

増減

△１，５５０千円

①地区福祉活動助成
社協会費や地域福祉振興積立金を活用し、市内３１地区の地域づくり協議会福祉活動組
内容
織が行う小地域福祉活動へ助成する。
（１２）ボランティア助成事業
予算額 ３１年度
９００ 千円 ３０年度
９００千円
増減
①ボランティア活動団体へ助成
ボランティアグループへ活動費として上限３万円を助成する。
助成総額は４０万円。
内容
②市ボランティア連絡協議会へ助成
市ボランティア連絡協議会の活動費へ助成する。

０千円

（１３）各団体助成事業
予算額 ３１年度

１，２１５千円

①各種団体活動へ助成
南砺市遺族会
南砺市遺族会福光支部
内容
井波招魂社奉賛会
南砺市老人クラブ連合会

３０年度

１，２１５千円

７３８千円
１４０千円
１５１千円
１８６千円

増減

０千円

（総額１，２１５千円）

（１４）外出支援サービス事業
予算額 ３１年度

５１５千円

３０年度

９４４千円

増減

△４２９千円

①外出支援サービスの実施
要介護度３以下の車椅子が必要な方を対象に、福祉車両による医療機関への送迎を支援
内容
する。３事業所で福祉車両３台を維持管理する。２０１９（平成３１）年度は車検なし。
②運転ボランティアの活動支援
（１５）高齢者交流サロン事業
予算額 ３１年度

７，９５１千円

【市受託事業】
３０年度

８，６２５千円

増減

△６７４千円

①【改】高齢者交流サロン事業の実施 ※補足資料参照
地域の身近な場所で、参加者相互の交流を通し介護予防と健康増進を図る。また、地域
の中でのふれあいや助け合い推進の拡大をねらう。
内容
・サロン実施団体への助成
集落や校下単位で実施しているサロン団体へ助成と相談、活動支援を行う。

内容

・サロン助成金説明会の開催
・サロンの集いの開催
サロンのお世話方を対象に、活動紹介や活動内容の情報提供などを行い、サロン関
係者の交流を図る。
・サロン機材整備と貸し出し
サロン活動機材の貸出整備と周知を図る。
・サロン活動傷害保険の加入
城端・福野支所で行っている介護予防型サロン事業を終了し、サロン実施団体への助成
金額を増額する。

（１６）高齢者福祉施設交流事業

【市受託事業】

予算額 ３１年度
１，６５７千円 ３０年度
３，２３０千円
増減
△１，５７３千円
①【改】高齢者福祉施設交流事業の開催 ※補足資料参照
市内に住む６５歳以上の高齢者を対象に、老人福祉センター等福祉施設を利用し、地域
単位の高齢者交流サロン（支所サロン）を開催する。（市内８地域）
内容
担当職員間の情報共有を図り、内容の充実を図る。
市内８地域行う支所サロンの一部を廃止および縮小する。
（１７）高齢者生きがい対策事業

【市受託事業】

予算額 ３１年度
９７１千円 ３０年度
９７２千円
増減
△１千円
①スポーツ教室等委託事業
城端、利賀、井口、井波、福野、福光の６地域で実施。スポーツや娯楽を通して健康づ
くりや、生きがい持って元気な生活を送ることを目的に実施する。
内容 ②【終】農園活動の実施
井波、福光で２地域で実施。農園活動を通して、健康やふれあいの増進を図るとともに
生きがいを見出して楽しく過ごすことを目的に実施する。
（１８）敬老会
予算額 ３１年度

０千円

３０年度

５，２１３千円

増減

△５，２１３千円

内容 地域づくり交付金への移行に伴い皆減。
（１９）高齢者相談対策事業

【市受託事業】

予算額 ３１年度
３，９０３千円 ３０年度
３，９０８千円
増減
△５千円
①生活支援コーディネーター・協議会運営業務の受託
（地域包括ケア課の生活支援・介護予防事業より）
生活支援コーディネーターの配置５名（人件費50,000円×１２ヵ月×５生活圏域）ネッ
トワークの構築として第２層協議体の設置、運営。
内容
②高齢者の総合相談窓口業務、実態把握事業の受託（地域包括ケア課より）
市地域包括支援センターからの依頼により、高齢者の自宅へ訪問し、実態把握調査を行
う。また、相談を受けたケースについて包括システムへ入力し、関係機関との情報共有を
図る。
（２０）ボランティアセンター運営事業
予算額 ３１年度
１，６６５千円 ３０年度
２，１１１千円
増減
△４４６千円
①ボランティアセンターの運営、センターの基盤強化
ボランティアセンター運営委員会を設置し、ボランティア関係事業について意見交換を
行う。また、ボランティア活動場所へ訪問し、実態把握に努める。
ボランティアセンター登録、ボランティア保険の加入受付等の手続きのほか、ボラン
ティア活動の需給調整や助成金申請等の相談支援を行う。
ホームページ、ブログ、ライン等を活用した情報発信を強化する。
内容
②福祉教育の推進、ボランティア活動参加の促進
【新】夏休み期間中の小学生及び家族を対象に、ふくし体験講座を開催する。
※補足資料参照

福祉教育・ボランティアを担当する教職員を対象に研修会を開催する。
学校向けに、ふくし出前講座に車いす体験などのメニューも加え実施する。

③ボランティア啓発グッズの作成
ボランティアのロゴやキャラクターを印字したバッグを制作してイベントや講座参加
者、関係者へ配布し、ボランティアの周知啓発を図る。
④災害救援ボランティア活動の強化
災害救援ボランティアセンターの役割、運営方法について学び、立ち上げ訓練を実施す
る。より多くの登録ボランティアや職員が参加できるよう、日程を調整する。
内容
⑤ボランティア受入れ施設との連携強化
ボランティアを受け入れている施設の相談支援。
施設職員を対象にボランティア受入れ研修会を開催し、研修・情報交換を行う。
ボランティアの受け入れが活発になるよう、施設用にボランティアグループの一覧を作
成する。
（２１）ボランティアコーディネーター設置事業
予算額 ３１年度 １８，０４６千円
内容

３０年度 １８，０００千円

増減

４６千円

①ボランティアコーディネーターの設置
社協職員４名をボランティアコーディネーターとして設置し、ボランティア活動の推進
を図る。

（２２）児童生徒のボランティア活動普及事業
予算額 ３１年度
９４０千円 ３０年度
９６０千円
増減
△２０千円
①児童・生徒のボランティア活動普及事業
市内の小中学校、高等学校、支援学校 全２１校を福祉教育推進校とし、ボランティア
内容
活動普及のための補助金を交付する。
（２３）地域福祉サポーター活動事業
予算額 ３１年度
６２０千円 ３０年度
６２０千円
増減
０千円
①地域福祉サポーターの設置
地域の身近な相談員として地域住民や地域づくり協議会等を繋ぎ、市社協と情報共有し
内容
ながら地域福祉活動を推進する。
各地区２名推薦を受け、市社協会長より委嘱。
（２４）共同募金一般募金配分事業
予算額 ３１年度
４，４０４千円 ３０年度
４，５８２千円
増減
△１７８千円
①【終】高齢者ふれあい訪問事業 ※補足資料参照
７５歳以上の一人暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯を対象に、配食ボランティアや食生
活改善推進員・民生委員等と協力しながら手作りおはぎや饅頭等を届け、見守り声かけ訪
問を行う。
②ドリンクサービス事業の実施
市内の障がい者施設の方を対象に、地域で行われるサロンや会議においてコーヒーやお
茶を出す機会を提供することで社会参加の促進を図る。また、地域住民の障がい者理解を
深める。
③社会福祉大会の開催
式典において、永年にわたり福祉活動に尽力された方を表彰する。
内容
開催日：２０１９（平成３１）年１０月６日（日）
④ボランティア啓発グッズの作成
（２０）ボランティアセンター運営事業ヘ助成
⑤広報紙の発行
社協の事業や地域の福祉活動、ボランティア情報などを地域の方へ広く伝えるため、毎
月広報紙を発行し、全戸配布する。
⑥外出支援サービス事業へ助成
（１４）外出支援サービス事業へ助成
⑦【終】公募事業の実施 ※補足資料参照
たすけあい・支えあえる地域づくり事業を実施する任意団体を公募し助成する。

（２５）歳末たすけあい配分事業
予算額 ３１年度

６，４９０千円

３０年度

６，４６５千円

増減

△２５千円

①【終】歳末たすけあい友愛訪問事業の実施 ※補足資料参照
地区社協と協力し、支援を必要とする方への声かけ訪問を行う。
②【終】歳末生活支援金支給事業の実施 ※補足資料参照
内容
申請により、生活困窮世帯への生活支援金支給を行う。
③【終】公募事業の実施 ※補足資料参照
たすけあい・支えあえる地域づくり事業を実施する任意団体を公募し助成する。
（２６）生活困窮者自立支援事業
予算額 ３１年度

５，２７３千円

【市受託事業】
３０年度

５，２６７千円

増減

６千円

①家計改善支援事業の受託
関係機関と連携し、生活困窮者の家計再生に向けた課題の評価、分析、状況に応じた家
計再生プランを作成する。また、滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援、債務
内容
整理に関する支援、貸付の斡旋等を行う。
②相談支援員１名（市への派遣）の人件費
（２７）日常生活自立支援事業

【県社協受託事業】

予算額 ３１年度 １８，２４４千円 ３０年度 １７，９４１千円
増減
３０３千円
①日常生活自立支援事業の受託
高齢や障がい等により福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理をひとりの判断で
行うことに不安のある方に対して、生活支援員が定期的に訪問し、日常生活上の様々な手
続きや金銭管理等の支援を行う。また、専門員３名を配置し、利用希望者に対する早期の
内容
相談支援、困難事例への対応強化を図る。
②職員の事例検討会、生活支援員研修会の開催
③専門員３名の人件費
（２８）生活福祉資金貸付事務事業

【県社協受託事業】

予算額 ３１年度
４３９千円 ３０年度
４６０千円
増減
△２１千円
①県社協生活福祉資金の貸付事務
生活困窮世帯、低所得世帯、障がい者または高齢者の属する世帯に対し、県社協への資
内容
金の貸付手続きと、自立のために必要な相談支援を行う。
（２９）小口資金貸付事業
予算額 ３１年度

２０５千円

【新】生活困窮者支援給付モデル事業
３０年度

３０７千円

増減

△１０２千円

小口資金貸付は行わず、新規事業①に移行する。
①【新】生活困窮者支援給付モデル事業 ※補足資料参照
生活に困窮している世帯に対し、緊急性に応じて現物給付または金銭給付を実施し、最
内容
低限の生活を確保する。また、関係機関と連携を図り、対象世帯の状態に応じた自立を継
続的に支援する。

３

福祉センター等運営部門

（３０）城端老人福祉センター運営事業
予算額 ３１年度 １１，１９１千円 ３０年度 １０，８４１千円
増減
３５０千円
①城端老人福祉センター「美山荘」の運営
市指定管理施設として運営管理
期間：平成３０年４月１日～平成３３年３月３１日（２/３年目）
入浴施設を有する集会場・趣味の場として老人福祉センターを管理運営する。
嘱託職員１名の人件費
内容 ②利用しやすく親しみのある施設運営の取組み
高齢者福祉施設交流事業（にこにこ会）を引き続き開催する。
脳トレを兼ねた健康マージャンを引き継き開催する。
月に一度、自由参加のカラオケの日を開催する。
休湯日に引き続き貸室を実施。

（３１）福野老人福祉センター運営事業
予算額 ３１年度 １３，８４９千円 ３０年度 １３，４０１千円
増減
４４８千円
①福野老人福祉センター「さつき荘」の運営
入浴施設を有する高齢者の憩いの場として老人福祉センターを管理運営する。
嘱託職員１名の人件費
内容 ②利用料減免対象の拡大
３１年度から１/２減免の対象を拡大し、地域福祉活動等を支援する。
・地域づくり協議会などが「さつき荘」で実施する福祉事業等の利用者、参加者
（スタッフ等は除く）
（３２）福光老人福祉センター運営事業
予算額 ３１年度 ２２，２５５千円 ３０年度 ２８，１３４千円
増減
△５，８７９千円
①福光老人福祉センター「福光温泉」の運営
温泉施設を有する高齢者の憩いと健康の増進を図る場として老人福祉センターを管理運
内容
営する。
嘱託職員１名と非常勤職員９名の人件費
②利用しやすく親しみのある施設運営の取組み
施設の一部を食堂や福光麻布の展示に賃貸するなど集客につながる活用を図る。
内容
また、１０人以上の福祉団体への入浴料及び休憩料の割引制度を実施し、入浴・休憩の
場に加えて福祉の場としての活用を図る。
（３３）井波社会福祉センター運営事業
予算額 ３１年度 １０,８７４千円 ３０年度 １０,５７５千円
増減
２９９千円
①井波社会福祉センターの運営
各種団体の会合・趣味の場として安全安心な会館を管理運営し、利用促進に努める。
臨時職員１名の人件費
内容 ②利用しやすく親しみのある施設運営の取組み
地域の方が気軽に集える交流の場として1室を月2回無料開放していく。
利用者の要望や感想等の「声」に耳を傾けていく。
各種団体へ利用促進を働きかける。
（３４）井口社会福祉センター運営事業
予算額 ３１年度
３，７５０千円 ３０年度
３，８０５千円
増減
△５５千円
①井口社会福祉センターの管理
各種団体の集会場・趣味の場として会館を管理運営し、利用促進に努める。
②利用しやすく親しみのある施設運営の取組み
地域の方が気軽に集える「交流の場」を提供します。
内容
利用者の要望や感想等の「声」に耳を傾け、利用者満足に努める。
地理的には、南砺市の中心であり、交通の利便性の良いところなど各種団体へＰＲし、
利用促進に努める。
（３５）すぱーく福野運営事業
予算額 ３１年度

１，６６３千円

３０年度

１，６３８千円

増減

２５千円

①すぱーく福野の運営
高齢者の生きがいづくり及び健康増進を目的に屋内ゲートボール場を管理運営する。
※管理運営業務は福野ゲートボール協会へ委託する。
内容 ②利用促進のための取組み
高齢者がゲートボールを通して健康でいきいきとした生活を送れるよう、初心者を対象
にしたゲートボール教室を引き続き開催して、ゲートボール人口や底辺の拡大を図り、ひ
いては施設利用の促進に繋げる。

４

介護保険等サービス部門

（３６）ホームヘルプ事業
予算額 ３１年度 １５，９６４千円

３０年度 １６,８１２千円

増減

△８４８千円

①五箇山ホームヘルプステーションの運営
市指定管理施設として運営管理
期間：平成２９年４月１日～平成３６年３月３１日（３/７年目）
【提供サービス】
・基準該当訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、掃除、
内容
洗濯、買物などの生活援助を行う。
・介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業
利用者が自力で困難な行為について、ホームヘルパーによるサービスを提供する。
・基準該当障害福祉サービス
障害者の日常生活及び社会を総合的に支援する法律に基づき、居宅において日常生
活を営むことができるよう身体介護や生活援助、相談及び助言を行う。
【人件費】
・職員３名、登録ヘルパー
（３７）デイサービスセンター運営事業
予算額 ３１年度 １０１，４９９千円 ３０年度１００，０９８千円 増減
１，４０１千円
①平、上平、利賀デイサービスセンターの運営
市指定管理施設として運営管理
期間：平成２９年４月１日～平成３６年３月３１日（３/７年目）
【提供サービス】
・地域密着型通所介護
通所介護施設で、入浴、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援
を日帰りで行う。
・介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業
通所介護施設で、日常生活上の支援などを行う共通的サービスと、生活機能向上活
動の場を提供する。
・基準該当障害福祉サービス
内容
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、日常生活
上の世話や機能訓練、相談及び助言を行う。
【運営推進会議の開催】
・事業所が利用者、利用者の家族、地域住民の方々に対して、提供しているサービス内
容を明らかにすることを目的とし、各事業所が自ら設置する会議を６か月に１回以
上、定期的に開催する。
【人件費】
・平
職員５名、調理員、登録職員
・上平 職員４名、調理員、登録職員
・利賀 職員４名、調理員、登録職員
・介護事務 職員１名
（３８）生活支援ハウス運営事業
予算額 ３１年度
７，０６２千円 ３０年度
７，１５２千円
増減
①生活支援ハウスの運営
市指定管理施設として運営管理
期間：平成２９年４月１日～平成３６年３月３１日（３/７年目）
内容
生活支援ハウスの施設管理及び居住者の状況把握を行う。
【人件費】
・職員１名

△９０千円

