令和２年度 社会福祉法人南砺市社会福祉協議会 事業計画
昨年度は、新たな組織「地域づくり協議会」等との関係性を築きながら、「南砺市地域福祉計
画」による第２層の協議体や５圏域での連絡会の開催をし、いただいた多くの意見を参考に大幅
な事業の見直し検討を行いました。
このことから、本年度は第３次南砺市地域福祉活動計画（５年計画）の３年目となり、昨年度
までの成果（計画実施後の評価等）を踏まえて、本年度計画も順次進めていき、「ケアネット活
動」や「支えあいマップづくり」、「ふくし出前講座」を通じて、住民の福祉意識の向上を図り
ます。
また、生活困窮者等の要支援者も増加傾向にあり、個別支援や地区の協力を得ながらの地域支
援がますます重要となっていることから、支援を必要とする人が地域で孤立しないよう、誰もが
気軽に参加できる居場所づくりとして「地域食堂モデル事業」を強化します。また、活動を支え
ていただく方々に過大な負担がかからぬよう、様々な意見やニーズの受付・情報の共有を図り、
より良いサービス提供ができるよう、関係機関や民生委員・児童委員を始めとする地域住民、そ
して利用者との信頼関係を深めます。

○基本理念

「ふれあい支えあい

スローガン

「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３年目】

[１]社会・地域福祉活動への参加の促進
◇誰もが担い手として活躍できる地域づくり
地域づくり協議会・福祉部会等と連携を強化しながら、地域と団体のつながりを深め
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、地域住民が広く参加できるよう工夫し、情報
提供等を行いながら地域食堂や地域サロンの支援に努めます。
サロン助成内容を分かりやすく示し、広く周知します。
[２]生活支援の充実
◇「たすけて」と言える地域づくり
高齢者に限らず、支援を必要とする人が地域で孤立しないよう、地区での支援を話し
合う機会を増やします。
地域食堂が孤立防止を根底とした居場所として定着するよう、地区との合意を図って
いきます。
[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
地域に伺う機会等を通じて、相談窓口の紹介や情報提供を行います。
相談しやすい環境について検討します。

[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、市内企業等
の協力も得られるような仕組みを検討します。
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関わりを相談する
機会を増やします。
◇人と地域のつながりづくり
若い世代へのアプロ－チ方法としてＳＮＳを活用した情報発信について検討し、人と
のつながりを強化します。
◇地域組織の連携強化
それぞれの地区の情報を把握しながら、地区福祉活動計画の作成に向けて働きかけ支
援します。
市の関係課・中間支援組織、市社協が連携・調整しながら地区へ関わっていきます。
[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
外出や買い物に困っている人たちが利用しやすい取り組み方法を、支援者と共に相談
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
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
支援の必要な人や困りごとの把握や支援方法について支援者と一緒に考えます。

１

法人運営部門
１

法人運営事業

予算額 ２年度

６４，６２７千円 １年度

７１，５５０千円

増減

△６，９２３千円

（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。
（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。
（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、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）南砺市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。
開催日：令和２年１１月上旬
会 場：南砺市城端伝統芸能会館「じょうはな座」
（９）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。
（10）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～R3.3.31）、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～R6.3.31）の指定管理を受ける。
（11）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。
（12）実習生の受入れ
県内外の福祉系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。
（１８０時間の実習 受入実習生：年間１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。
（13）苦情解決体制
苦情受付及び解決に向け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。
（14）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する。
会費は、地域福祉活動に活用し、事業及び会費への理解が得られるよう、使途を周知する。
なお、一般会費の依頼は、令和２年度より３種募金（一般会費、赤い羽根共同募金、日本赤
十字社社資）として行う。
（15）職員１０名の人件費

２

委員会活動事業

予算額 ２年度

１５０千円

１年度

１５６千円

増減

△６千円

（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る。
（２）地域福祉活動計画推進委員会
委員１５名の改選（任期２年）

３

委員の改選

基金運営事業

予算額 ２年度

３，７７０千円 １年度

３，６２０千円

増減

１５０千円

（１）地域福祉振興積立金の管理
地域づくり協議会等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 ２年度

９，５６０千円 １年度

（１）全国社会福祉団体職員退職手当基金
職員２８名の加入。

８，８９０千円

増減

６７０千円

２

地域福祉推進部門
５

地域総合福祉活動推進事業

予算額 ２年度

４２，５２８千円 １年度

４９，７３４千円

増減

△７，２０６千円

（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。
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。地域住民へのケアネット事業の周知活動や、支援を必要とする方の相談に対して地域
住民や専門職を交えたケース会議を企画し、在宅生活を支援していく。
市内企業等にケアネット活動の趣旨を説明し、協力企業・団体として登録し活動に参加いた
だく仕組みを検討する。
（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、事例を通して活動の進め方やチーム作り、支援のポイントを
学ぶ研修会を開催する。また、活動者同士の情報交換も行い、チーム員が活動しやすくなるよ
う支援していく。
（４）地域福祉活動計画（３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。
（５）小規模多機能自治組織への対応および地区福祉活動連絡会の開催
職員によるチーム制で市の関係課と連携しながら、担当地区の活動支援や事務局との連絡を
密に実施する。
市内３１地区の地域づくり協議会等の福祉分野の役員・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。
（６）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（９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年間を通して実施する。
（７）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。また、救急医療情報用紙の更新
を促す。
（８）職員８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）

６

地域福祉ネットワーク事業 【市受託事業】

予算額 ２年度

６，８９１千円 １年度

５，８４８千円

増減

１，０４３千円

（１）【強】支え合いマップづくり ※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地区へのフォローアップ
を行う。また、地区ごとでマップの更新を実践できるよう手法、手順を地域住民と共有する。
（２）【強】地域食堂モデル事業 ※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、地域での
新たな支えあいの仕組みを構築することを目的に実施する。また、温かい食事の提供を通し
て、世代間交流や地域での孤立防止につなげることをねらいとする。
（３）【新】憩いのステーション 縁の木 ※補足資料参照
地域との関わりが少ない障がい者や閉じこもりがちな方の日中の居場所づくりを目的として
開設する。気軽に立ち寄り、悩みを相談できる場所として、職員（相談員）が常駐する。
（４）職員１名の人件費

７

総合相談所運営事業

予算額 ２年度

【市受託事業】

９２８千円 １年度

１，０９０千円

増減

△１６２千円

（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
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。
（３）心配ごと相談員研修の開催
心配ごと相談員の知識向上やスキルアップのため、民生委員・児童委員 心配ごと相談員合
同研修会を市と合同で行う。

８

障害者社会参加事業

予算額 ２年度

【市受託事業】

２０７千円 １年度

２６６千円

増減

△５９千円

（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式の集
いの場を設ける（年２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。

９

福祉入門教室

予算額 ２年度

【市受託事業】
４３４千円 １年度

４４０千円

増減

△６千円

（１）手話奉仕員養成講習会［入門編 全２４回］の開催
手話奉仕員養成講習会入門編の講習会を実施する。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（株式会社ホクタテ高岡支社）へ業務委託

１０

地区福祉活動助成事業

予算額 ２年度

５，２６０千円 １年度

４，２６０千円

増減

１，０００千円

（１）【強】地区福祉活動助成
社協会費と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が行う地域福祉
活動へ助成する。

１１

ボランティア助成事業

予算額 ２年度

９００千円 １年度

９００千円

増減

０千円

（１）【拡】ボランティア活動団体へ助成 ※補足資料参照
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。また、年１回からのつながり
づくり事業の助成枠を新たに設ける。助成総額は４０万円。
（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。

１２

各団体助成事業

予算額 ２年度

１，２１５千円 １年度

（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
井波招魂社奉賛会
南砺市老人クラブ連合会

１３

７３８千円
１４０千円
１５１千円
１８６千円

１，２１５千円

増減

０千円

（総額１，２１５千円）

外出支援サービス事業

予算額 ２年度

５８３千円 １年度

５１５千円

増減

６８千円

（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す
る。２事業所で福祉車両２台を維持管理する。車検２台あり。
（２）運転ボランティアの活動支援

１４

高齢者交流サロン事業

予算額 ２年度

【市受託事業】

４，１８９千円 １年度

７，９５１千円

増減

△３，７６２千円

（１）高齢者交流サロン事業の実施
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。
①サロン実施団体への助成
集落や地区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。
②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。
③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。

１５

高齢者生きがい対策事業 【市受託事業】

予算額 ２年度

６４３千円 １年度

９７１千円

増減

△３２８千円

（１）スポーツ教室等委託事業
城端、利賀、井波、井口、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。

１６

高齢者相談対策事業

予算額 ２年度

【市受託事業】

３，９９３千円 １年度

３，９０３千円

増減

９０千円

（１）生活支援コーディネーター・協議体運営業務の受託
（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を５名配置（人件費５０，０００円×１２ヵ月×５生活圏域）
し、ネットワークの構築として第２層協議体を設置、運営する。
（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。

１７

ボランティアセンター運営事業

予算額 ２年度

１，６８０千円 １年度

１，６６５千円

増減

１５千円

（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に努める。
（２）福祉教育の推進、ボランティア活動参加の促進
①【強】夏休み期間中の児童・生徒および家族を対象に、ふくし体験講座を開催する。
※補足資料参照
②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。
③学校向けのふくし出前講座として、地域の協力を得ながら車いす体験などを実施する。
（３）災害救援ボランティア活動の強化
①【新】災害救援ボランティアセンター駆けつけ隊の養成講座を開催する。※補足資料参照
②地域づくり協議会や商工会、企業等へ呼び掛けて、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、センターの立ち上げ訓練を実施する。
（４）ボランティア受入れ施設との連携強化
①ボランティアを受け入れている施設の相談支援をする。
②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。
③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。

１８
予算額

ボランティアコーディネーター設置事業
２年度

１７，５７６千円 １年度

１８，０４６千円

増減

△４７０千円

（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。

１９

児童生徒のボランティア活動普及事業

予算額 ２年度

９４０千円 １年度

９４０千円

増減

０千円

（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、ボランティア活動
普及のための補助金を交付する。

２０

共同募金配分事業

予算額 ２年度

６，２５０千円 １年度

１０，８９４千円

増減

△４，６４４千円

（１）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等を出す
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。
（２）【改】広報紙の発行 ※補足資料参照
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、隔月で
広報紙を発行し、全戸配布する。
（３）【新】だれでもサロン支援事業の実施 ※補足資料参照
年齢や性別、障がいの有無に関わらず、地域の身近な場所で誰もが気軽に集える居場所づく
りを取り組む団体に対して助成し、活動支援を行う。

（４）各種事業へ繰出し
６地域福祉ネットワーク事業（地域食堂モデル事業、憩いのステーション 縁の木）および
１３外出支援サービス事業
（５）市内全域で活動する福祉団体への助成
地域歳末たすけあい募金繰越金を活用し、たすけあい・支えあえる地域づくり事業を実施す
る任意団体へ助成する。

２１

生活困窮者自立支援事業

予算額 ２年度

５，７２５千円 １年度

５，２７３千円

増減

４５２千円

（１）家計改善支援事業の受託 【市受託事業】
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、債務整理に関
する支援、貸付の斡旋等を行う。
（２）生活困窮者支援給付事業
生活に困窮している世帯を対象に、安定した生活が送れるよう状況に応じて必要な金品を給
付し、相談支援を行う。また、関係機関と連携を図り、対象世帯の自立を継続的に支援する。
（３）職員１名（相談支援員として市へ派遣）の人件費

２２

日常生活自立支援事業

予算額 ２年度

【県社協受託事業】

１８，７４６千円 １年度

１８，２４４千円

増減

５０２千円

（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、専門員を配置し、利用希望者に対する早期の相談支援、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）職員３名（専門員）の人件費

２３

生活福祉資金貸付事務事業【県社協受託事業】

予算額 ２年度

４２３千円 １年度

４３９千円

増減

△１６千円

（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、県社協への資金の
貸付手続きと、自立のために必要な相談支援を行う。

２４

小口資金貸付事業

予算額 ２年度

３５千円 １年度

２０５千円

増減

△１７０千円

（１）市生活支援資金貸付事業償還事務
本事業の利用者に対し償還を働きかける。併せて、経済的な自立と生活の安定を図るための
相談支援を行う。

３

福祉センター等運営部門
２５

城端老人福祉センター運営事業

予算額 ２年度

１１，８７５千円 １年度

１１，１９１千円

増減

６８４千円

（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～令和３年３月３１日（３/３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。
（２）利用しやすく親しみのある施設運営の取組み
脳トレを兼ねた健康マージャンを開催する。
月に一度、自由参加のカラオケの日を開催する。
休湯日における貸室を実施する。
（３）職員１名の人件費

２６

福野老人福祉センター運営事業

予算額 ２年度

１５，４６０千円 １年度

１３，８４９千円

増減

１，６１１千円

（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。
（２）利用料減免対象の拡大
令和元年度から１/２減免対象を拡大し、地域福祉活動等を支援する。
※地域づくり協議会等が「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）
（３）職員１名の人件費

２７

福光老人福祉センター運営事業

予算額 ２年度

２６，３９４千円 １年度

２２，２５５千円

増減

４，１３９千円

（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営す
る。
（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。
また、食堂の営業は、これまでの土日のみから毎日に拡充することにより利用者の利便性と
集客力の向上を図る。
１０人以上の福祉団体の入浴料及び休憩料の割引制度を実施し、入浴・休憩など福祉の場と
しての活用を図る。
（３）常勤職員１名と非常勤職員８名の人件費

２８

井波社会福祉センター運営事業

予算額 ２年度

１１，２３９千円 １年度

１０,８７４千円

増減

３６５千円

（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。
（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」を提供する。
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。
（３）職員１名の人件費

２９

井口社会福祉センター運営事業

予算額 ２年度

５，６６４千円 １年度

３，７５０千円

増減

１，９１４千円

（１）井口社会福祉センターの運営
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」を提供する。
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。
（３）職員１名の人件費

３０

すぱーく福野運営事業

予算額 ２年度

１，７７９千円 １年度

１，６６３千円

増減

１１６千円

（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。
（２）利用促進のための取組み
初心者を対象とするゲートボール教室を引き続き開催し、ゲートボール人口や底辺の拡大を
図り、施設利用の促進に繋げる。
市外や旧町外からの利用者を取り込むためコート料金を引き下げるとともに、引き続き管理
団体の協会が熱心に利用勧誘を努める。

４

介護保険等サービス部門
３１

ホームヘルプ事業

予算額 ２年度

１５，７１９千円 １年度

１５，９６４千円

増減

△２４５千円

（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～令和６年３月３１日（４/７年目）
【提供サービス】
①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、洗
濯、買物などの生活援助を行う。
②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。
③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。
（２）職員３名の人件費

３２

デイサービスセンター運営事業

予算額 ２年度 １０９，８１３千円 １年度

１０１，４９９千円

増減

８，３１４千円

（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～令和６年３月３１日（４/７年目）
【提供サービス】
①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。
②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。
③基準該当障害福祉サービス
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。
（２）職員１８名の人件費
管理者３名、生活相談員３名、看護師２名、介助員６名、調理員３名、介護事務 １名

３３

生活支援ハウス運営事業

予算額 ２年度

７，１１６千円 １年度

７，０６２千円

（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～令和６年３月３１日（４/７年目）
施設管理及び居住者の状況把握を行う。
（２）職員１名分の人件費

増減

５４千円

