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 社会福祉を取り巻く環境は、引き続き厳しい経済状況の中、我が国では、超高齢社会と言われる

時代に入り、少子高齢化・核家族化および急速に進展する情報化社会の影響により、地域住民のつ

ながりが希薄化し、孤立した高齢者等が増加する中において、孤独死や高齢者・児童への虐待、悪

質商法・消費者被害、災害発生時における要援護者の把握・支援の問題が顕在化しています。 
 このような中で、社会福祉協議会の担うべき責務はますます重要なものとなり、それぞれの時代

に応じて組織や事業内容を変化させ、地域福祉の推進を図ることが必要とされています。 

 

 平成２４年度本会において「地域福祉活動計画」の策定を進めました。特に「地区別委員会」で

は、見守りの大切さや地域交流行事の活性化などが多くの地区で話題となりました。「地域は地域で

守る」ことの大切さが参加者の共通な想いとなった一面でもありました。住民が住民に包まれ地域

で暮らす。そんなことが当たり前のごとく地域の中で育まれ、ささやかで温かみのある関わりの積

み重ねが、「この地区に住んでいてよかった」という想いにつながるものだと改めて痛感しました。 

 今後更に策定を進めるにあたり、長浜市が平成２４年度に策定されました「地域福祉計画」との

整合性を確保し互いに補完・補強の関係を保ちつつ、地域住民、長浜市、福祉関係機関・団体等と

の連携と協働の中で、またそれぞれの立場で、住民を主体とした地域福祉活動の推進する環境整備

に向け「地域福祉活動計画」平成２５年度策定（完成）を目指します。 
 

 また、平成２３年度に設置した経営改善会議において、最終報告をまとめました。その報告書で

掲げた「長浜市社会福祉協議会の目指すべき姿」を法人経営の基本的な考え方とし、平成２５年度

からの組織体制・事業実施体制の再編の準備を進め、また、役割等級制度・評価制度・賃金制度要

綱の整備、各関係規程の改定、システム整備等を行い、社協らしさを発揮できる経営基盤の確立が

図れるよう取り組みを進めてきました。 
 

 介護事業においては、経費削減とサービスアップを基本にサービスの質の向上や利用者の安全確

保に努めるとともに部門別会議を開催し、事業所間・職員間におけるサービス状況を共有し、そこ

から生じる課題の把握、改善の検討など一体感を持った事業運営を行ってまいりました。 
 また、常に職員のスキルの向上を図り、利用者本位のサービスの実施に努める中で、課題とされ

ている事業収支状況についても意識し、効率的な事業運営を行ってきました。 
 

 本会が市民から信頼され必要とされる団体として持続していくために「誰もがきらっと輝き、い

きいきと安心して暮らせる福祉のまちづくり」の経営理念を踏まえ、市民の安心を支える組織とし

て、誰もが地域で孤立することがないよう、また役割を担っていることを実感できるよう、多くの

市民が支え合いの輪に参加し、誰もが人生の主役であることが実感できる、あたたかいまちづくり

を目指します。 

 

以下、平成２４年度の具体的事業等についてご報告いたします。 

平成２４年度 

社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会事業報告書 
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１．法人運営事業                            
【理事会開催】                                      
  ○平成２４年 ５月２９日（火） （第３回） 
   ・平成２３年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業報告について 
   ・平成２３年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計収支決算について 
   ・平成２３年度 社会福祉法人 滋賀県共同募金会 長浜市共同募金委員会 会計収支決算

について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 評議員同意について 
 
  ○平成２４年 ６月２９日（火） （第４回） 
   ・長浜市社会福祉センターエレベーター改修工事に関する契約について 
   ・勤務管理システム導入に関する契約について 
 
  ○平成２４年１２月 ３日（月） （第５回） 
   ・専決処分事項の承認を求めることについて 
    専決第１号 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 評議員の補充選任について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 定款の一部改正について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 公印管理規程の一部改正について 
   ・平成２４年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計第１号補正予算について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 経営改善について 
   ・（報告）経営改善の進捗状況について 
 
  ○平成２５年 ３月２２日（金） （第１回） 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 定款の一部改正について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事務局の組織および運営に関する規程の一部改定

について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 給与規程の一部改定について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 職員の初任給、昇格、昇給および標準的な職務の

内容等に関する規程の廃止について 
   ・役割等級制度要綱の制定について 
   ・評価制度要綱の制定について 
   ・賃金制度要綱の制定について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 公印管理規程の一部改定について 
   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業計画（案）について 
   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計予算（案）について 
   ・平成２５年度 社会福祉法人 滋賀県共同募金会 長浜市共同募金委員会 会計予算（案）

について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 就業規則の一部改定について 
   ・（報告）長浜市社会福祉活動計画の進捗状況について 
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【評議員会開催】                                     
  ○平成２４年 ５月２９日（火） （第３回） 
   ・平成２３年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業報告について 
   ・平成２３年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計収支決算について 
   ・平成２３年度 社会福祉法人 滋賀県共同募金会 長浜市共同募金委員会 会計収支決算

について 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 理事の選任について 
 
  ○平成２４年１２月 ５日（水） （第４回） 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 定款の一部改正について 
   ・平成２４年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計第１号補正予算について 
   ・（報告）経営改善の進捗状況について 
 
  ○平成２５年 ３月２２日（金） （第１回） 
   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 定款の一部改正について 
   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業計画（案）について 
   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計予算（案）について 
   ・平成２５年度 社会福祉法人 滋賀県共同募金会 長浜市共同募金委員会 会計予算（案）

について 
   ・（報告）長浜市社会福祉活動計画の進捗状況について 
 
【監事会開催】                                      
  ○平成２４年 ５月１５日（火） （第１回） 
   ・平成２３年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業報告について 
   ・平成２３年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計収支決算について 
   ・平成２３年度 社会福祉法人 滋賀県共同募金会 長浜市共同募金委員会 会計収支決算

について 
  ○平成２４年１２月 ６日（木） （第２回） 
   ・平成２４年度（前期分）社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業報告について 
   ・平成２４年度（前期分）社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計収支決算 
    について 
 
【経営改善会議開催】                                   
  ○第５回 平成２４年１２月 ３日（月）午後４時００分から 

   （報 告）   ・管理部門（総務課・介護事業課）の移転について 

           ・ここまでの取り組みの進捗状況について 

   （提案・協議） ・木之本訪問入浴介護事業所について 

           ・報告書（最終版）について 

   （その他）   ・支所制廃止・介護事業所集約に伴う支所に変わる名称および地域拠点・

介護事業所の名称について 

 

【会費実績】                                       
  ○一般会費：  ４２５自治会他  １２，０５１，８２７円 
  ○特別会費：  ２６８件      １，００４，８４０円 
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２．地域福祉の推進                           

（１）地域福祉活動支援                           

【地域福祉活動計画の策定】                                 

 地域住民や福祉関係機関・団体、ボランティア団体、当事者組織等が互いに連携し、今後の長浜

市の地域福祉の進むべき方向性を共有して、地域住民・団体・組織が地域福祉推進の役割を担って

いくことを目的として、平成２４年度より地域福祉活動計画策定のための策定委員会や地区別委員

会、活動計画研修会、地区別委員会学習会・説明会、福祉関係者懇談会（団体ヒアリング）、学識経

験者との打ち合わせ、職員研修会を行いました。 

 長浜市が策定された長浜市地域福祉計画（行政計画）と連携した地域福祉活動計画を策定するこ

とで、行政機関、福祉関係機関団体、地域住民等が共通の地域福祉推進の理念のもと、それぞれの

立場で、また連携・協働の中で地域福祉活動を推進する環境整備を目指します。 

 

 ○内 容 

  ■策定委員会 

 

  ■地区別委員会 

 

開催日 内容 

H24.09.04(火) 第１回策定委員会（各要綱協議、委員長・副委員長選任、長浜市地域福祉

計画概要説明） 

H25.02.27(水) 第２回策定委員会（地区別委員会報告、福祉関係者懇談会提案、活動計画

骨子素案） 

開催日 対象地域 参加者数 内容 

H24.10.29(月) 長浜地区 １１名 第１回地区別委員会 

（活動計画の説明、地域課題出し） 

H24.10.30(火) 虎姫地区 ２１名 〃 

H24.11.05(月) 高月地区 ２５名 〃 

H24.11.06(火) 北郷里地区 １６名 〃 

H24.11.07(水) 西浅井地区 １６名 〃 

H24.11.08(木) 余呉地区 １３名 〃 

H24.11.09(金) 神田地区 １５名 〃 

〃 南郷里地区 １５名 〃 

H24.11.10(土) 木之本地区 １６名 〃 

H24.11.15(木) 浅井地区 １６名 第１回地区別委員会（活動計画の説明） 

H24.11.26(月) 長浜地区  ９名 第２回地区別委員会（地域課題の整理） 

H24.11.28(水) 北郷里地区 １４名 〃 

H24.11.29(木) 神照地区 １８名 第１回地区別委員会 

（活動計画の説明、地域課題出し） 

H24.11.30(金) 西黒田地区 １８名 〃 



- 5 - 
 

 

 

 

 

 

 

開催日 対象地域 参加者数 内容 

H24.12.04(火) 西浅井地区 １７名 第２回地区別委員会（地域課題の整理） 

〃 神田地区 １９名 〃 

H24.12.05(水) 虎姫地区 ２０名 〃 

H24.12.06(木) 余呉地区 １３名 〃 

〃 浅井地区 １９名 第２回地区別委員会（地域課題出しと整理） 

H24.12.08(土) 木之本地区 １８名 第２回地区別委員会（地域課題の整理） 

H24.12.10(月) 高月地区 １９名 〃 

〃 湖北地区 １４名 第１回地区別委員会（地域課題出しと整理） 

H24.12.15(土) 六荘地区 ３１名 第１回地区別委員会 

（活動計画の説明、地域課題出し） 

H24.12.18(火) びわ地区 １１名 〃 

H24.12.19(水) 神照地区 ２１名 第２回地区別委員会（地域課題の整理） 

〃 南郷里地区 １４名 〃 

H25.01.10(木) 北郷里地区 １５名 第３回地区別委員会 

（課題の再確認と活動方針に向けた協議） 

H25.01.17(木) 西浅井地区 １９名 〃 

H25.01.18(金) 高月地区 ２１名 〃 

H25.01.21(月) 湖北地区 １４名 第２回地区別委員会（地域課題の整理） 

H25.01.22(火) 神田地区 ２１名 第３回地区別委員会 

（課題の再確認と活動方針に向けた協議） 

〃 浅井地区 １８名 〃 

H25.01.23(水) 神照地区 ２５名 〃 

H25.01.24(木) びわ地区 １１名 〃 

H25.01.25(金) 西黒田地区 １８名 第２回地区別委員会（地域課題の整理） 

H25.01.26(土) 木之本地区 ２０名 第３回地区別委員会 

（課題の再確認と活動方針に向けた協議） 

H25.01.29(火) 虎姫地区 １４名 第３回地区別委員会 

（課題の再確認と活動方針に向けた協議） 

H25.01.30(水) 南郷里地区 １９名 〃 

H25.02.06(水) 湖北地区 １８名 〃 

H25.02.08(金) 西黒田地区 １３名 〃 

H25.02.13(水) 虎姫地区 ２０名 第４回地区別委員会 

（地区社協事業企画に向けた協議） 

H25.02.19(火) 余呉地区 １３名 第３回地区別委員会 

（課題の再確認と活動方針に向けた協議） 

H25.02.20(水) 長浜地区  ９名 〃 
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  ■活動計画策定研修会 

 

  ■地区別委員会学習会 

 

  ■地区別委員会説明会 

 

  ■福祉関係者懇談会（団体ヒアリング） 

 

  ■職員ワーキンググループとアドバイザー等との協議 

 

  ■職員研修会 

開催日 参加者数 内容 

H24.09.04(火) ７７名 長浜市地域福祉活動計画・長浜市地域福祉計画概要説明、研修

会 

開催日 参加者数 内容 

H24.10.13(土) ５９名 地区別委員会学習会・説明会 

開催日 対象地域 参加者数 内容 

H24.10.25(木) 北郷里地区  ６名 地区別委員会説明会 

H24.11.07(水) 神照地区  ８名 〃 

H24.11.28(水) 湖北地区 １２名 〃 

開催日 対象団体 参加者数 内容 

H25.01.10(木) 子育てグループ  ９名 子育てグループ団体ヒアリング 

H25.02.09(土) 長浜市ボランティア連

絡協議会 

２６名 ボランティア連絡協議会ヒアリング 

開催日 内容 

H24.05.17(木) 地域データ作成指導 

H24.08.10(金) 地域データ確認、指導 

H24.08.20(月) 第１回策定委員会、研修会、地域データの協議 

H24.09.04(火) 地区別委員会、福祉関係者懇談会、策定ニュース、地域データの協議 

H24.09.25(火) 地区別委員会、福祉関係者懇談会、策定ニュース、広報の協議 

H24.10.13(土) 地区別学習会のまとめ 

H24.11.23(金) 地区別委員会の協議 

H24.12.26(水) 地区別委員会、福祉関係者懇談会の報告 

H25.01.25(金) 

  01.26(土) 

地区別委員会、福祉関係者懇談会の報告 

H25.02.19(火) 第２回策定委員会の協議 

H25.03.13(水) 福祉関係者懇談会、理事会・評議員会の協議 

開催日 内容 

H24.10.09(火) 地域福祉活動計画策定の研修会、地区別学習会の協議 

H24.10.30(火) 地区別委員会の協議 

H24.11.12(月) 地区別委員会コーディネート研修会 
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【地区社協支援事業】                                    

 地域の実情に応じた福祉活動を推進する基幹的福祉団体である地区社協との連携のもと各地域の

福祉活動・交流活動を進めることを目的として地区社協への支援を実施しました。 

 また、「長浜市地域福祉活動計画」の策定に向けて、各地区別に「地区別委員会」を開催いただき、

地域課題の掘り起こしや自助・共助についての懇談会を開催。 

 ○地区社協設置数  １５地区 

 ○会議・研修会の実施  ■H24.06.27(水) 地区社協会長・事務局合同会議 

                      ■H24.09.04(火) 地域福祉活動計画の地区別委員会開催 

           ■H24.10.13(土) 地区社協会長会議 

             地域福祉活動計画策定にむけての地区懇談会開催に向けての学習会 

           ■H24.10末～ 地域福祉活動計画の各地区別委員会開催 

           ■H24.11.19(月) 地区社協会長会議 先進地視察研修 

                  ～第３回学区・小地域福祉活動フォーラムinしが～ 

           ■H24.11.23(金) 第３回長浜市社会福祉大会への出席 

                  ～木之本スティックホール～ 

           ■H25.01.12(土) 地区社協会長会議 先進地視察研修 

                  ～第５回全国校区・小地域福祉活動サミットinＫＯＢＥ～ 

 

【福祉委員支援事業】                                   

 地域における福祉課題への解決に向けた取り組みや地域交流を深めることを目的に設置された福

祉委員を支援し、地域実情に応じたきめ細やかな小地域福祉活動がそれぞれの地域で実践されるこ

とを目的として支援を行いました。 

 ○調査 

  H24.05  余呉地区 福祉委員の現状と課題、展望 

 ○福祉委員研修会の開催 

H24.07.08(日) 高月地区 
「福祉委員の役割について」 

（講師）滋賀県社協 高橋 宏和 氏 

H24.07.15(日) 木之本地区 
「地域で支え合う安心のまちづくり」 

（講師）滋賀県社協、余呉町丹生福祉委員会 

H24.07.25(水) 南郷里地区 
「南郷里地区福祉委員についての懇談会」 

 長浜市社協職員 

H24.10.06(土) 浅井地区 
福祉協力員研修 

 高月地区社協との交流研修 

H24.10.21(日) 
西浅井 

集福寺地区 

防災講座「いざという時の介助・介護」 

 長浜市社協職員 

H24,11.15(木) びわ地区 
地域福祉サポーター研修 

（講師）滋賀県社協、細江自治会福祉委員 

H25.02.27(水) 速水自治会 
福祉委員の役割 

（講師）高月町西野福祉委員会 

H25.03.07(木) 高月地区 
福祉委員の役割 

（講師）高島市社協 井岡 人志 氏 

H25.03.29(金) 湖北地区 
福祉委員の役割 

（講師）滋賀県社協、速水、延勝寺自治会 

   ※木之本・高月・南郷里・浅井・びわ地区は市社協、地区社協共催にて開催 
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【地域での見守り活動の推進（避難支援・見守り支えあい事業）】                

 地域で安心して暮らせるまちづくりを目指し、市の災害要援護者支援対策と連携を図り、ひとり

暮らしの高齢者やしょうがい者世帯など見守りの必要な要援護者を地域住民、自治会、民生委員児

童委員等との協働により把握するとともに、近隣住民の日常の見守り体制を構築し、災害時などの

不測事態や要援護者の日常生活に対する支援体制の構築を推進しました。 

 

 ○市避難支援・見守り支えあい制度登録件数  ２，４９７件(H25.03.31現在) 

 ○地域見守り支えあい支援啓発事業の開催 

開催日 開催地域 テーマ・内容 

H24.07.08(土) 長浜地区 第７連合自治会福祉懇談会：あなたのまちの見守りと支え合い 

H24.10.21(土) 虎姫地区 唐国自治会防災訓練：防災クイズで災害の知識学習 

H24.11.18(日) 浅井地区 日赤奉仕団研修会：普段からの見守りについて 

H24.12.07(金) 西浅井地区 集福寺自治会：防災福祉マップについて 

H24.12.15(土) 西浅井地区 山門自治会：防災福祉マップについて 

H25.03.05(火) 虎姫地区 大井町自治会：災害にもつよい地域づくり研修会 

H25.03.07(木) 高月地区 福祉委員研修会：被災地に学ぶこと 

H25.03.08(金) 伊香地域 災害に強いまちづくり研修会 

H25.03.14(木) 高月地区 日赤奉仕団研修会：普段からの見守りについて 

H25.03.15(金) 東浅井地域 災害にもつよいまちづくり研修会 

H25.03.16(土) 長浜地区 第１～第９連合：災害にも強い福祉のまちづくり研修会 

 

【災害支援活動ネットワーク事業】                             

 地域内のさまざまな組織や団体・企業などが協働で、防減災の活動を通じて平常時から円滑な関

係をつくり、相互の役割の理解を深め、地域防災に関する研修・啓発、減災活動を行いました。 

 

【虎姫地区】 

  ○全体会 全１回 

  第１回 ■開 催 日  平成２４年 ９月２４日（月） 

      ■テ ー マ 「災害発生前から復旧時にかけて」～どんな判断が求められるのか～ 

      ■講  師  長浜市防災危機管理課 専門員 川嶋 清一 氏 

      ■参加者数  ２２団体３６名 

  ○部会 

      ■みずすまし部会 ： 河川清掃と防災啓発 メンバー８名 

       ◇会 議  平成２４年 ７月２３日（月） 

       ◇研修会  平成２４年１０月２３日（火）（滋賀県水産試験場見学） 

【余呉地区】 虎姫地区の全体会に参加（余呉福祉の会より５名） 

 

【ふれあい電話事業】                                   

 登録されたひとり暮らし高齢者等の方々に対し、ボランティアの協力のもと電話による友愛活動

を実施しました。民生委員児童委員や各福祉関係機関との連携のもと安否確認・生活相談を行うこ

とで、社会的孤立感の解消や日常生活上の課題解決に向けた取り組みを行いました。 

 

 ○実施内容  ①安否確認 ②近親者、知人友人、近隣者との交流状況の確認 

        ③福祉ニーズの把握（悩み、不安、健康状態、福祉サービス等） 
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 ○実施日時  毎週水・木曜日  午前１０時～午前１１時５０分 計９２日間 

 ○通 話 者  ボランティア団体・民生委員児童委員協議会 計１７団体 

 ○対 象 者  １１３名 

 ○通話件数  延べ２，２５７件 

 ○研 修 会  ■開催日：平成２４年１１月３０日（金）内容：年賀状作りと交流会 

        ■開催日：平成２５年 ３月２８日（木）内容：交流研修会 

              講演「こころなごませる聴き方とは～傾聴の基本～」 

             （講師：おうみ犯罪被害者支援センター 松村 裕美 氏） 

 

【ふれあいサロン支援事業】                                

 地域のボランティアが主体となり、高齢者やしょうがい者など地域での交流機会が希薄になりが

ちな要援護者等を中心として、地域住民がともにふれあえるサロン活動の支援を行いました。地域

で暮らす人々が気軽に集まれるサロンを通じて、地域の交流を深めるとともに、住民の地域福祉に

対する意識の向上に努めました。 

 

 ○助成団体数            １３９団体 

 ○新規取り組み団体数          ７団体 

 ○開催回数          １，７８９回 

 ○サロン交流・研修会の開催 

開催日 開催地域 主な内容等 参加者数 

H24.09.19(水) 西浅井地区 歯科衛生士の話・高齢者交通安全について ３０名 

H24.12.09(日) 木之本地区 歯科衛生士の話・高齢者交通安全について ４０名 

H25.01.30(水) 虎姫地区 太鼓相撲・簡単おやつづくり ２１名 

H25.03.10(日) 浅井地区 体操と高齢者交通安全について ４８名 

 

【広報紙の発行】                                      

 福祉関係の情報提供や社会福祉協議会の取り組み等を周知することで、市民の福祉意識の醸成と

社会福祉協議会に対する理解、協力を得ることを目的として、広報紙の発行とホームページの運営

を行いました。 

 

 ○広報紙の発行 

  ■社協ながはま 

    発行回数：年４回（５月・７月・１０月・２月号） 

    発行部数：４１，６００部 

  ■ボランティア情報誌「えくすてんど」 

    発行回数：毎月１回 

  （４月・６月・８月・９月・１１月・１２月・１月・３月は回覧 発行部数：４，６００部） 

  （５月・７月・１０月・２月は社協ながはまに掲載） 

  ■ボランティアセンターだより「ランティーちゃん はーい」 

    発行回数：年２回（４月・２月号） 

    発行部数：２００部 

 ○ホームページの運営（アドレスhttp://www.nagahama-shakyo.or.jp/） 

 ○広報紙「社協ながはま」広告企業の募集 ６団体・法人 
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【福祉活動団体の支援】                                  

 市内で活動する福祉団体に対して福祉事業費の助成を行い、福祉団体の育成・活動の促進に努め

ました。 

 

 ○助成団体  ７団体 

 ○支援事業数  ９事業 

  ■長浜市民生委員児童委員協議会      ◇市民児協運営事業 

  ■長浜市手をつなぐ育成会         ◇知的しょうがい児者交流事業                          

  ■長浜市老人クラブ連合会         ◇スポーツ大会 

                       ◇地域友愛事業 

  ■長浜市母子福祉のぞみ会         ◇母と子のふれあい広場 

  ■小中学校教育研究会特別支援教育部会   ◇特別支援学級合同学習会 

                       ◇特別支援学級学用品整備事業 

  ■滋賀県私立保育園連盟湖北ブロック    ◇滋賀県私立保育園絵画展（湖北ブロック） 

  ■第３０回全国要約筆記問題研究集会 

            ｉｎ滋賀実行委員会  ◇第30回全国要約筆記問題研究集会ｉｎ滋賀 

 

【歳末たすけあい運動】                                  

 共同募金運動の一環として地域住民や民生委員児童委員、福祉関係機関・団体等の協力のもと新

たな年を迎える時期に、誰もが地域で安心して暮らし、地域のたすけあいやささえあいの活動を広

げることを目的として地域福祉事業の推進に努めました。 

 

事業名 支援対象者・団体数・参加者数など 

緊急食糧品給付事業 生活困難者向け食糧品の購入および給付 

特別支援学級等学用品助成事業 特別支援学級等生徒440名 

要保護世帯図書カード支援事業 要保護世帯児童生徒94名 

日常生活支援事業（年末掃除支援） 80歳以上の一人暮らし高齢者世帯等229件 

おせち料理配食事業 80歳以上の一人暮らし高齢者世帯等1,145件 

歳末行事支援事業 市内の福祉施設・福祉団体33団体 

ボランティア団体活動支援事業 市内で活動するボランティア団体34団体 

福祉対象者交流会（サンタクロース慰問事業） 長浜赤十字病院小児病棟入院患者33名 

 

【しょうがい者等交流事業（療育レクリエーション）】                      

 しょうがい者とその家族および福祉関係者やボランティアが行事を通して交流を深めることで、

しょうがい者とその家族が地域で孤立することを防止し、日頃から相談できる関係の構築を図るこ

とを目的に実施しました。 

開催日 開催場所 内容 参加者数 

H24.07.08(日) 湖北デイサービスセンター 交流会、レクリエーション ２４６名 

  ※長浜市手をつなぐ育成会共催事業 

 

【しょうがい者等交流事業（しょうがい者余暇支援事業 ～料理サロン～）】           

 しょうがい者の余暇充実と、将来の生活に備え簡単な料理を学ぶ「料理サロン（生活訓練）」を通

じて日常生活の充実を図り、地域ボランティアと関わることで地域との結びつきを深めることを目

的に開催しました。 
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 ○開催日時  毎月第３土曜日 午前９時３０分～午後１時３０分まで 

 ○登録者数  １９名（H25.03.31現在） 

開催場所 開催回数 延べ参加者数 延べボランティア者数 

木之本福祉ステーション １０回 １０３名 ３３名 

 

【しょうがい者等交流事業（しょうがい者余暇支援事業 ～陶芸教室～）】            

 しょうがい者のペースに併せた趣味講座を持つことで、余暇活動を充実させるとともに、講座受

講後も自分にあった余暇の過ごし方を見つけるきっかけづくりや、同じ目的で出会う当事者同士の

仲間づくりを目的として実施しました。 

 

 ○開催日および参加状況 

開催日 開催場所 内容 参加者数 

H24.06.02(土) 長浜市社会福祉センター 陶芸・交流会 １２名 

H24.07.14(土) 長浜市社会福祉センター 陶芸 １２名 

H24.08.04(土) 長浜市社会福祉センター 陶芸 １０名 

H24.10.06(土) 長浜市社会福祉センター 陶芸 １１名 

H24.11.03(土) 長浜市社会福祉センター 陶芸 １２名 

H24.12.01(土) 長浜市社会福祉センター 陶芸・交流会 １５名 

 

  ○陶芸作品の出展 

    ＫＯＨＯＫＵアール・ブリュット展へ作品の出展 

  ○陶芸教室作品展示会の開催 

    開 催 日：平成２４年１１月２３日（金） 

    開催場所：木之本スティックホール [長浜市社会福祉大会会場] 

 

【しょうがい者等交流事業（しょうがい児者保護者交流事業）】                 

 市内在住のしょうがい児者の保護者等を対象に勉強会を開催することで、疾病や制度についての

理解を深め、孤立感を少しでも緩和し気軽に相談し交流できる仲間（ネットワーク）づくりができ

ること、また夏休みに “サマーハウス”を開催し、子どもたちにはいろいろな体験の場を、保護者

の方には交流の場を提供し、楽しい思い出をつくることができました。 

 

 ○サマーハウス(夏休み余暇支援) 

開催日 開催場所 内容 参加者数 

H24.07.25(水) 余呉やまなみセンター おにぎりを作ろう １１名 

H24.07.29(日) 浅井文化ホール 恐竜博物館とプラネタリウム ８００名 

H24.08.02(木) 木之本福祉ステーション 親子活動とネイルアート ２１名 

H24.08.10(金) 六荘公民館 
お料理活動 

びわこ博物館 
１５名 

H24.08.18(土) 湖北デイサービスセンター バーベキュー ３５名 

H24.08.21(火) 六荘公民館 
お弁当を作ろう 

コーヒー入れ方講座 
２２名 
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 ○ほのぼのかけはし 

開催日 開催場所 内容 参加者数 

H25.01.22(火) 高月福祉ステーション 
性についての勉強会 

講師 木全 和巳 氏 
１６名 

H25.02.06(水) 高月福祉ステーション 
就学について勉強会 

講師 田中 敦司 氏 
１２名 

 

【しょうがい者等交流事業（元気クラブ）】                          

 一般就労する知的しょうがい者の余暇活動支援および仲間づくりを目的として湖北地域しょうが

い者支援センター「ほっとステーション」との共催で開催しました。 

 

 ○開催内容および参加者数等 

内容 開催回数 延べ参加者数 

事務会議 ６回 １２４名 

外出・社会見学（越前松島水族館・京都水族館・カラオケ 等） ７回 １６４名 

スポーツ（長浜ツーデーマーチ・卓球・ボーリング 等） ６回 １１７名 

調理実習 ２回 ５０名 

奉仕作業 １回 ２３名 

  ※湖北地域しょうがい者支援センター共催 

 

【在宅介護者のつどい事業】                                

 在宅で介護している方を対象に、日頃の悩み相談や情報交換ができる仲間づくりの交流会、介護

の技術や知識の学習会、介護者が日常的に抱える不安やストレス緩和のリフレッシュの機会などを

設け、福祉政策の適切な利用や介護者の孤立防止を図り、在宅介護の充実に努めました。 

 

開催日 開催場所 内容 参加者数 

H24.06.09(土) 浅井福祉センター 

男性介護者のつどい 
介護や病気の知識についての

お話＆座談会（日頃の疑問につい
て語り合おう） 

 ３名 

H24.06.15(金) 北近江リゾート 
アロマクラフト ＆ ランチ交
流会 

１７名 

H24.06.19(火) 彦根市庄堺公園 バラ公園散策＆昼食会 １１名 

H24.07.25(水) 北名古屋市回想法センター 回想法センター＆昼食会  ７名 

H24.08.02(木) 長浜北部福祉ステーション 
在宅介護学習会～福祉用具紹
介・オムツの選び方・あて方～ 

１３名 

H24.09.03(月) 
マキノピックランド 
グランドパークホテル 

ぶどう狩りとランチバイキング １７名 

H24.09.14(金) 浅井福祉センター 旬のものを使った伝統料理  ８名 

H24.10.10(水) 永源寺温泉八風の湯 ゆっくり温泉 八風の湯 １７名 

H24.11.05(月) ローザンベリー多和田 秋のガーデン散策  ８名 
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H24.11.14(水) 彦根市街地 
錦秋の玄宮園と夢京橋キャッス
ルロード散策 

 ７名 

H24.12.18(火) 長浜社会福祉センター フラワーアレンジメント 
（お正月花） 

 ５名 

H24.12.20(木) 木之本福祉ステーション  ７名 

H25.02.07(木) びわ高齢者福祉センター マッサージとつぼ押し １３名 

H25.02.19(火) 長浜北部福祉ステーション 
介護食の学習会、簡単な調理と試
食 

 ９名 

H25.03.06(水) 湖北デイサービスセンター 
～介護でつなぐ縁と援～ 
認知症の知識と対応を学ぼう 

２５名 

 

【ふれあい備品助成事業】                                  

 自治会に対して、地域福祉活動や交流事業等に必要な備品の整備を支援することで、地域活動・

住民活動の活性化、住民相互の交流促進に努めました。 

 

 ○助成内容  福祉活動・世代間交流に必要な備品購入助成 

         １自治会 50,000円以内 購入費総額の2/3以内 

 ○助成団体数  ３２自治会 

 

【ふれあい用具貸出事業】                                 

 自治会など地域福祉活動を推進する団体等が行う地域行事に対して、必要な用具を貸出しし地域

交流の増進に努めました。 

 

 ○ふれあい用具貸出実績 

用具名 貸出件数 用具名 貸出件数 

ポップコーン機 １１９件 綿菓子機 １２３件 

鉄板 ７８件 かき氷機 ９１件 

たこ焼き機 １７件 串焼き機 ４件 

焼き鳥機 ５件 クレープ焼き機 １件 

網焼き機 ６件 着ぐるみ ４９件 

サンタクロース衣装 ５件 プロジェクター ４４件 

スクリーン ３０件 教材ビデオ ３８件 

テント ６７件 長机 １１４件 

パイプ椅子 １１８件 布絵本 ３５件 

車いす（学習用等） １３件 カラオケセット １件 

ビンゴゲーム機 ３１件 その他 １０３件 

マイク・アンプ ２６件 輪投げ ９７件 

鍋等調理器具 ８件 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用各種ゲーム ２４０件 

ガス炊飯器 ５件 合計 １，４６８件 
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【福祉用具・介護用車両貸出事業】                             

 在宅の高齢者やしょうがい者へ介護用ベッドや車いすを貸出し、在宅での生活を支援しました。 

 また、外出支援として、在宅で生活する高齢者や、しょうがい者の社会参加の促進と家族の絆を

深めるため、介護車両の貸出しを行いました。 

 

 ○福祉用具の貸出台数 

機  器  名 貸出台数 

介 護 用 ベ ッ ド １１台 

車 い す ３０１台 

 ○車いす移送用車両の貸出回数     ２５４回 

 

【第３回社会福祉大会】                                      

 市民の福祉に対する意識の向上を目的として福祉講演会を開催するとともに、福祉作文の表彰お

よび発表、ボランティア活動の発表、各種福祉関係の展示等を行いました。 

 また、社会福祉の推進・向上に多大な貢献をされた個人ならびに団体を表彰し、その功績を称え

るとともに、多額の浄財を寄付していただいた個人・団体に対して、感謝状を贈り、社会福祉の啓

発を図りました。 

 

 ○開催日時  平成２４年１１月２３日（金・祝）午前９時００分～午後１２時３０分 

 ○開催場所  木之本スティックホール 

 ○参加者数  ３２５名 

 ○内  容 

        ■ウエルカムコンサート 

        ■社会福祉功績者表彰式 

         ◇会長表彰 【個人】：２４名 【団体】：４団体 

         ◇感 謝 状 ○善意銀行の部 

               【個人】： ７名 【団体】：６団体 

        ■福祉標語表彰式 

         ◇小学５年生の部 ５名   ◇小学６年生の部 ５名 

        ■基調講演 

          講 師：山下 憲昭 氏（大谷大学文学部社会学科教授） 

          テーマ：「長浜市地域福祉活動計画」の策定について 

        ■地域福祉シンポジウム 

          コーディネーター：山下 憲昭 氏 

          事 例 発 表 者：林 一 幸 氏（木之本町赤尾自治会） 

                  ：田中 裕子 氏（ながはま冒険遊び場つくろうの会） 

                  ：山本眞之介 氏（亀岡市つつじヶ丘地区社協） 

        ■その他 

         ◇東日本大震災復興支援バザー ※主催：市内各ボランティア連絡協議会 

         ◇赤い羽根共同募金コーナー 

         ◇しょうがいアート作品展（手形アート、陶芸作品展示） 

         ◇しょうがい者共同作業所による物品販売 
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【ワークキャンプ支援事業】                               

 限界集落での地域課題緩和を目的として、若年層ボランティアによる地域活動の参加を企画し、

地域課題に対する認識と地域住民と参加者との交流を深めました。 

 

実施期間 実施地区 支援内容 参加者数 

Ｈ２４．０８．２５（土） 

～Ｈ２４．０８．２８（火） 

余呉町 

摺墨・中河内・菅並地区 

田んぼ水路、側溝の泥上げ・

草刈、座禅層群生地整備 
２９名 

Ｈ２５．０２．０３（日） 

～Ｈ２５．０２．０５（火） 

余呉町 

摺墨・中河内・菅並地区 
除雪作業 ２３名 

 

【福祉出前講座】                                      

 市民団体等が主催する集会等に職員を派遣して講座等を行い市民との協働による地域福祉活動の

推進を図りました。 

 

 ○福祉出前講座の開催（職員の派遣） 

 

 

 

 

開催日 派遣依頼元 内容 

H24.05.17(木) 高月地区民生委員児童委員協議会 成年後見制度と地域福祉権利擁護事業について 

H24.08.01(水) 

       02(木) 

       09(木) 

     11(土) 

       24(金) 

湖北バス インスタントシニア体験 

H24.08.21(火) 人権施策推進課（市内企業） しょうがいへの理解（体験） 

H24.08.25(土) 六荘地区地域づくり協議会 車いす体験 

H24.09.05(水) 西新三田自治会 災害研修会 

H24.09.17(月) 森本自治会 回想法研修 

H24.10.21(日) 山門自治会 防災講座 いざというときの介助・介護 

H24.10.21(日) 集福寺自治会 防災講座 いざというときの介助・介護 

H24.11.24(土) 六荘地区社会福祉協議会 視覚しょうがい体験 

H25.01.27(日) 大路町自治会 災害から学ぶ研修会 

H25.03.08(金) 野上自治会 ふれあいサロンの立ち上げについて 

H25.03.18(月) 長浜高校ボランティア部 ボランティアについて 

H25.03.22(金) 六荘公民館 回想法 

H25.03.27(水) びわ地区民生委員児童委員協議会 傾聴について 
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【冒険遊び場づくり活動支援事業】                             

 地域住民が主催者となり、「地域住民が力を合わせて子どもの遊び場の環境づくり」、「子どもの

健やかな育ちを支えるための地域づくり」「冒険遊び場づくりをとおした、地域コミュニティの再

生」を目指して行われる「冒険遊び場」づくりを支援しました。 

 

 ○１日冒険遊び場体験の実施 

   開 催 日：平成２４年１１月１０日（土） 

   開催場所：長浜市木之本町大音 

   参加者数：７０名 

 ○活動中冒険遊び場 

   ながはま冒険遊び場 開催回数１２回 [平成２３年１２月立ち上げ] 

   賤ヶ岳冒険遊び場 開催回数  ２回 [平成２４年１２月立ち上げ] 

 ○プレーキット（遊び道具）の貸出 

   ３件 

 

【子育て支援事業】（おもちゃ図書館））                           

 未就園の幼児と保護者を対象に、さまざまなおもちゃの遊びを通じた子どもの豊かな発想と発育

の支援、親子のふれあいやさまざまな保護者同士とボランティアが交流を図り、子育て環境の充実

を目的に実施しました。 

 

 ○虎 姫  毎月第２・３水曜日 午前９時３０分～１１時３０分まで 

 ○木之本  毎週月曜日     午前９時３０分～１１時３０分まで 

開催場所 開催回数 延べ参加者数（親子） 延べボランティア者数 

保健センター虎姫分室 ２２回 １５４名 ２９名 

木之本福祉ステーション ４４回 ３３１名 ５９名 

 

（２）生活相談支援                              

【地域福祉権利擁護事業】                                 

 判断能力が不十分なため権利侵害を受けやすい認知症・知的しょうがい・精神しょうがいのある

方等に対して、福祉サービスの利用手続きの支援をはじめ、日常的な金銭管理、書類等の保管など

を行いました。福祉サービス・行政サービス等を適切に利用できるよう支援し、また不当な権利侵

害等を未然に防ぐことに努め、地域で安心して生活が送れるように支援しました。 

 

 【援助内容】 

   ○福祉サービスの利用援助 

   ○日常的金銭管理 

   ○書類等預かりサービス 

 認知症高齢者 知的しょうがい者 精神しょうがい者 合 計 

利用者数 

(H25.03.31現在) 
７９名 ６６名 ３２名 １７７名 

新規利用件数 １３名  ４名  ５名  ２２名 
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利用終了件数  ９名  ２名  １名 １２名 

相談援助回数 ２，４７１回 ３，０６９回 １，３９４回 ６，９３４回 

 

【成年後見事業】                                     

 判断能力が不十分で、契約などの法律行為等について自己の判断で適切に行うことが困難な方を、

地域社会の中でその権利を擁護し、財産管理・身上監護・その他必要な法律行為を行うことで、安

定した生活を維持することを目的として、社会福祉協議会が成年後見人、補助人となることにより

利用者本人の権利擁護に努めました。 

 また、市民へ成年後見制度の周知と理解、意識向上を図り、地域の中で権利擁護体制の基盤を作

るために、市民向けの啓発事業を実施しました。 

 

 【成年後見業務】 
   ○財産管理 
   ○身上監護 

   ○その他、本人の権利擁護に必要な法律行為等 

 

  ■受任件数 

   
受任件数 

（H25.03.31現在） 
終了件数 

成年後見 １件 １件 

補助 １件 ０件 

 

■成年後見啓発事業 

開催日 参加人数 内容 

H24.11.07(水) ２８名 初級・入門編「成年後見制度についての基礎・概要研修」 

H24.11.14(水)  ６名 応用・活用編「支援実例の紹介」「制度利用についての座談会」 

H24.11.15(木) ２６名 番外編「遺言の書き方と任意後見についての研修会」 

 

【よろず相談事業】                                    

 広く住民の日常生活上の悩みや心配ごとの相談を受け、適切な情報の提供を行い、地域住民の福

祉増進と、生活の安定を図れるように努めました。 

 

 ○開設日時・場所 
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 ○相談実績 

 

区    分 開設日数 相談件数 

１．よろず相談  ①一般相談 

                ②常設相談 

１３４日 

１９１日 

６４件 

２７２件 

２．法律相談 １２日 ７２件 

合    計 ３３７日 ４０８件 

 

 ○相談員研修会の開催 

     ■開催日時  平成２５年 ３月２０日（水）午前１０時～ 

     ■開催場所  長浜市社会福祉協議会 湖北支所 

     ■内  容  『公証人の仕事あれこれ』 

             講師：長浜公証人役場 公証人 井内省吾 氏 

 

【生活福祉資金】                                     

 滋賀県社会福祉協議会からの受託事業として、低所得世帯、高齢者世帯、しょうがい者世帯を対

象に、必要な資金の貸付および生活相談を行うとともに、民生委員児童委員の指導、援助を受ける

ことにより、経済的自立および生活意欲の助長・促進ならびに在宅福祉や社会参加の促進を図り、

安定した生活に向けての支援を行いました。 

 

 ○新規貸付件数   １００件 

     ■総合支援資金           ４１件 

     ■福祉資金・教育支援資金      ５９件 

 

 ○年度末貸付件数  ８６４件 

     ■総合支援資金（離職者支援資金） ３８０件 

     ■福祉資金・教育支援資金     ４７６件 

     ■不動産担保型生活資金        １件 

     ■臨時特例つなぎ資金         ７件 

 

 

開設場所 開設日 開設時間 

長浜市社会福祉センター 

  （専用電話６３－４８１１） 

毎週月・火・水・金曜日 午後１時～午後４時 

毎週木曜日 午前９時～午後１２時 

浅井福祉センター ７月より毎月第１金曜日 午前９時～午後１２時 

保健センター虎姫分室 毎月第１月曜日 午前９時～午後１２時 

湖北デイサービスセンター 毎月第４水曜日 午前９時～午後１２時 

市役所高月支所 毎月第２水曜日 午後１時～午後４時 

木之本福祉ステーション 毎月第４木曜日 午前９時～午後１２時 

保健センター余呉分室 毎月第１金曜日 午後１時～午後４時 

保健センター西浅井分室 奇数月第２火曜日 午後１時～午後４時 

西浅井公民館 偶数月第２火曜日 午後１時～午後４時 
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【たすけあい資金貸付事業】                                

 緊急的に生活維持費が必要な世帯に対し、生活資金を貸付けることにより安定した生活が営める

よう支援を行いました。 

 

 ○新規貸付件数         １０１件 

 ○新 規 貸 付 額   ３，８５３，０００円 

 ○年度末貸付件数         １８７件 

 ○年度末貸付額   ５，８２４，５４４円 

 

【緊急食糧品給付事業】                                  

 低所得世帯等で緊急的に食糧給付が必要な世帯に対し食糧品を給付し、当該世帯の生活維持の支

援を行いました。 

 

 ○給付件数  ７８世帯 

 

（３）ボランティア支援                            

【ボランティアセンター事業】                               

 ボランティア活動を支援し住民参画による地域福祉の推進を図りました。地域住民が幅広くボラ

ンティア活動に参加できるよう、活動に関する相談、情報・資料の提供、講座の開催やボランティ

ア活動に対する啓発に努めました。 

 

 ○ボランティア登録団体数        ２１６団体（H25.03.31現在） 

 ○ボランティアコーディネート件数 

    ■ボランティア相談件数      ３７０件 

    ■ボランティア派遣回数      １３５回 

 ○ボランティア助成団体数         ９５団体 

 ○ボランティア講座の開催 

講座名 主な内容 講座回数 延べ受講者数 

◆夏休みｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱ講座（車いす体験） 

○長浜駅から米原駅構内での体験 

○ＡＴＣエイジレスセンターでの研修 
３回  ４５名 

◆初級手話教室 
○手話の基礎研修 

（昼コース・日曜コース・夜コース） 

８回 

（3会場） 
 ４３名 

◆レクリエーション

講座 

○小地域サロン活動等に役立つレクリ

エーションの習得講座 

３回 

（3会場） 
１８１名 

◆傾聴ボランティア

講座 
○「聴く」ことへの理解を深める ３回 ２０４名 

◆同行援護従事者講

座 

○視覚しょうがいについての基礎知識 

○ガイドヘルパー養成 
４回  ８０名 

◆災害ボランティア

講座 

○災害ボランティアセンターの立ち上

げ 
３回  ３２名 
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 ○ボランティア連絡協議会への支援       ８団体（地区） 

    ■市内ボランティア連絡協議会代表者会 

       ○平成２４年１０月 ２日（火）午後６時～午後８時 

       ○平成２５年 ２月 ９日（土）午後３時～午後６時 

        ■市内ボランティア連絡協議会代表者会 視察研修受け入れ 

       ○（福井県）坂井市社会福祉協議会 市民活動センターから 

        平成２５年 ２月１８日（月）午後３時～午後４時３０分 

 ○ボランティア保険取扱件数      ３，９５１件 

 ○東日本災害支援ボランティア活動者支援 

    ■保険受付 

    ■相談・現地との調整  １件 

 ○東日本災害支援 

    ●同行 

      長浜市長浜ボランティア連絡協議会 

       ○平成２４年 ９月２０日（木）～平成２４年 ９月２３日（日） 

    ●復興バザー 

      市内ボランティア連絡協議会代表者会主催 

       ○収益を「関西県外避難者の会 福島フォーラム」へ 

 

【福祉教育支援事業】                                    

 市内の小学校・中学校・高等学校・養護学校等との連携を基盤として、福祉への理解と関心を深

め、思いやりの心を育てるため、児童・生徒が身近にボランティア活動や福祉活動に取り組める福

祉教育の推進に努めました。 

 ○支援学校数        ２７校（市内小中学校および養護学校） 

 ○学習プログラム支援   １６６回 

    ■主な学習プログラム 

       ◇インスタントシニア体験  ◇車いす体験  ◇手話について学ぶ 

       ◇点字について学ぶ  ◇要約筆記について学ぶ  ◇アイマスク体験 

       ◇しょうがい者等当事者からの体験談 ◇ボランティア学習  他 
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（４）地域介護支援事業                           

【生活機能低下予防教室「ひまわり」】（長浜市受託事業）                   

 要支援・要介護状態になることが心配される６５歳以上の方を対象に、外出の機会を提供し、 

参加者自身が積極的に生活機能を向上できるよう、運動器機能の向上・栄養改善・口腔機能向上 

等のプログラムを実施し介護予防に努めました。 

 【ひまわり教室実績】 

実施場所 実施日 実施場所 実施日 

西部福祉ステーション 第2・4金曜日 北部福祉ステーション 第2・4木曜日 

東部福祉ステーション 
第2・4月曜日 

第1・3金曜日 
びわ高齢者福祉ｾﾝﾀｰ 

毎週月曜日 

毎週水曜日 

浅井福祉センター 
毎週水曜日 

毎週火曜日 
上草野公民館 毎週木曜日 

保健センター虎姫分室 
毎週木曜日 

毎週金曜日 
湖北ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

毎週火曜日 

毎週木曜日 

毎週金曜日 

高月福祉ステーション 毎週火曜日 木之本福祉ｽﾃｰｼｮﾝ 毎週火曜日 

余呉福祉ステーション 第1・3水曜日 西浅井ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 毎月1・3金曜日 

 

 ○実施回数        ７１１回 

 ○利用者数        １４６名 

 ○延べ利用者数    ４，８３６名 

 ○グループ数        １８グループ 

 

【転倒予防教室】（長浜市受託事業）                            

 高齢になるにつれ高まる介護リスクに対して、衰えがちな運動機能を意識して地域の高齢者と一

緒に運動機能向上に有効なプログラムに継続的に取り組むことで、地域の仲間とともに元気にいき

いきと暮らし続けることができるよう、各全１４回の教室開催と、自主グループ化に向けた支援を

行いました。 

  【転倒予防教室実績】 

実施自治会 

（地区） 
実 施 期 間 参加者数 延べ参加者数 

加納新町（南郷里） H24.09.20～H24.12.20 ３７名 ３６２名 

中山町（神照） H24.08.01～H24.11.07 ２９名 ３０９名 

川崎町（神照） H24.07.26～H24.10.05 ２８名 ３２２名 

野上（浅井） H25.01.16～H25.03.08  ８名  ９３名 

川道（びわ） H24.04.25～H24.07.25 ２８名 ３２２名 

速水（湖北） H24.06.04～H24.09.03 ２５名 ２２９名 

熊野（高月） H24.06.01～H24.09.21 ２５名 ２２８名 

杉野（木之本） H24.05.23～H24.08.29 ３０名 ４２９名 
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川並（余呉） H24.05.31～H24.09.20 ２４名 １９６名 

文室（余呉） H24.05.31～H24.09.20 ２０名 ２３３名 

山田（西浅井） H24.07.24～H24.10.30 １５名 １５６名 

余（西浅井） H24.07.20～H24.10.26 ２１名 ２１１名 

 
【家族介護教室】（長浜市受託事業）                             

 介護をしている家族等を対象に、適切な介護知識や技術が習得できる講座を開催し、介護する方、

される方の身体的・精神的負担の軽減が図れ、安心して介護が継続できる支援に取り組みました。 
 【家族介護教室実績】  
地 区 開催日 開催場所 内容 参加者数 

浅井 

H24.11.12(月) 

浅井福祉センター 

腰痛予防体操と介助技術のいろは  ７名 

H24.11.16(金) 食べる楽しみをすべての人に  ９名 

びわ 

H24.11.20(火) 
びわ高齢者福祉セ

ンター 

認知症という病気を学んで、ともに暮

らそう 
 ９名 

H24.12.05(水) 
おしっこ・うんちで困らないために 

～失禁体操と夜間頻尿の対応～ 
２０名 

虎姫 

H24.11.21(水) 
長浜市保健センタ

ー虎姫分室 

おしっこ・うんちで困らないために 

～失禁体操と夜間頻尿の対応～ 
１４名 

H24.12.03(月) 
認知症という病気を学んで、ともに暮

らそう 
１１名 

湖北 

H24.11.16(金) 
湖北デイサービス

センター 

食べる楽しみをすべての人に ２２名 

H24.11.26(月) 腰痛予防体操と介助技術のいろは １４名 

高月 

H24.11.15(木) 
高月福祉ステーシ

ョン 

食べる楽しみをすべての人に １２名 

H24.11.29(木) 腰痛予防体操と介助技術のいろは ２８名 

木之本 

H24.11.21(水) 
木之本福祉ステー

ション 

おしっこ・うんちで困らないために 

～失禁体操と夜間頻尿の対応～ 
 ７名 

H24.11.27(火) 
認知症という病気を学んで、ともに暮

らそう 
１０名 

余呉 

H24.11.15(木) 
長浜市保健センタ

ー余呉分室 

食べる楽しみをすべての人に ２１名 

H24.11.30(金) 腰痛予防体操と介護技術のいろは １２名 

西浅井 

H24.11.28(水) 
長浜市保健センタ

ー西浅井分室 

認知症という病気を学んで、ともに暮

らそう 
１５名 

H24.12.05(水) 
おしっこ・うんちで困らないために 

～失禁体操と夜間頻尿の対応～ 
１３名 
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【介護あんしん窓口事業】（長浜市受託事業）                         
 長浜東部福祉ステーションおよび長浜北部福祉ステーション内にて、在宅で介護等を必要とする

高齢者やその家族に対して、総合的な相談に応じ在宅での生活を支援しました。 
 
○介護あんしん窓口 郷里荘 
 相談件数 延べ３４７件  市事業協力  
 相談実人数 ２８７名   ・出前講座 ６回 
 実態把握調査 ２７２回   ・介護あんしん窓口だより発行 年２回 
 転倒予防教室 １教室 各 １４回   ・生活機能評価基本チェックリスト １８回 
 家族介護教室 ２教室 各 １回   ・住宅改修理由書作成  １５回 
     ・外出支援事業協力 １０回 
     ・介護予防アセスメント ２件 
       
○介護あんしん窓口 ふれあい神照 
 相談件数 延べ４９８件  市事業協力  
 相談実人数 ３６２名   ・出前講座 ８回 
 実態把握調査 ２９６回   ・介護あんしん窓口だより発行 年１２回 
 転倒予防教室 ２教室 各 １４回   ・生活機能評価基本チェックリスト １３回 
 家族介護教室 ２教室 各 １回   ・住宅改修理由書作成  １０回 
     ・外出支援事業協力 １２回 
     ・介護予防アセスメント １１件 
 
 
 

３．在宅介護サービス                          
 
 平成２４年は介護保険制度改正・介護報酬改定の年となり、地域区分、時間区分、サービス料金

等の全面改定が行われました。この改定に伴い全サービスの料金改定、通所介護事業のサービス提

供時間変更の利用者・他事業所への周知、加えて職員の勤務体制の見直しを行いました。 
 経営改善会議で検討を進めてきた事業所集約については、先駆けとして４月中旬に居宅介護支援

事業(ケアプランセンター) の長浜・北部・びわを１事業所に東部・浅井・虎姫を１事業所に集約し

ました。さらに平成２５年度の集約に向け、準備検討チーム会議を定期的に行うなか、集約を終え

た事業所への聴きとり、業務の標準化、職種役割、様式の統一、広域で取り組む職員意識の改革に

向けての準備を進めると共に、選ばれる事業所となり、安心してサービスを受けていただく為にケ

アマネージャー、ヘルパーは社協全事業所訪問を行い、設備・事業内容の再確認を、デイサービス

では職員の職場交換研修を初めて行いサービス向上への業務内容検討を行いました。 
 また、サービス事業が被災した折にも短い時間で再開する為の事業継続計画作成に取り組み、地

域福祉と共に在宅サービスを確実に復旧するための基本計画に着手することができ、サービス従事

者が役割を明確化し、物心共に備え、事業を継続していくことが地域と繋がる社会福祉協議会が取

り組む重要な働きであることを再確認しました。平成２４年度介護事業課に新たに設置した介護予

防・企画担当も安心して暮らし続けられる地域づくりと地域福祉と介護とをつなぐ要としてその役

割をさらに発揮していく必要性が明らかになりました。 
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【居宅介護支援事業】                                   
○居宅介護支援事業（介護保険事業） 
○介護予防支援事業（長浜市受託事業） 
 介護保険制度による介護サービスを受ける際必要となるケアプラン（居宅サービス計画並びに介

護予防サービス・支援計画）の作成を行いました。 
 住み慣れた自宅での生活が安心して継続いただけるように、介護サービス全般に関する相談に応

じ、介護サービスの総合的、効果的利用を提案し、必要な機関や介護サービス事業との連絡、調整

を行いました。特に介護サービスの窓口として、様々なニーズからの気づきや利用者からの声を、

介護サービス事業充実のために繋げたり、不足しているサービス等社会資源の充実に向けての提案

に心がけました。今後はさらに地域福祉事業との連携を行い事業展開にも関わることが求められて

います。 
要介護、要支援ともにケアプラン依頼件数の増加がみられましたが、職員の欠員が生じ、職員確保

が急務となっています。 
 
【居宅介護支援事業実績】 

区 分 北部 浅井 湖北 高月 木之本 余呉 西浅井 合 計 前年比 
（％） 

常勤換算 4.1名 3.9名 2.8名 2.8名 2.8名 1.8名 2.8名 21名 82.0％ 

要介護数 1,762名 1,720名 1,258名 1.032名 1,114名 604名 982名 8,472名 102.0％ 

要支援数 310名 173名 178名 128名 94名 97名 207名 1,187名 119.0％ 

 
【通所介護事業】（デイサービス事業）                            
○通所介護事業  （介護保険事業） 
○予防通所介護事業（介護保険事業） 
 虚弱な高齢者、寝たきりの高齢者に、入浴、機能訓練などの各種サービスを提供し、社会的孤立

感の解消や心身機能の維持向上を図るとともに、家族の身体的・精神的な負担軽減に心がけ事業を

行いました。 
通所介護時間の改定と共に４月からサービス提供時間枠を１時間拡大しました。開始当初「そん

なに長く居られない、早く帰してもらわないと困る」の声も聞かれましたが、短時間を希望される

方には可能な時間帯での利用をしていただき、送迎の順番、サービス内容を工夫することで各事業

所共大きな混乱もなく、現在も落ち着いた雰囲気で実施できています。 
 また、冬場暗くなってからの送迎が心配されたが、蛍光ライン入ジャッケット、ライト等を備え、

また常に地域内道路の危険個所を職場内で確認し合うなど交通安全にも心がけました。 
 
【通所介護事業実績】 

区 分 東部 北部 浅井 びわ 虎姫 湖北 高月 木之本 西浅井 合 計 
前年比 
（％） 

定 員 
（名） 

30名 30名 30名 25名 20名 25名 30名 30名 35名   

開所日数 
（日） 

305日 305日 307日 306日 306日 306日 305日 305日 305日   
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延

利

用

者

数 

介護 
サー 
ビス 
(名) 

6,104 5,907 5,537 5,563 4,361 6,525 6,737 6,460 5,516 52,710 99.7％ 

介護 
予防 
サー 
ビス 
(名) 

1,185 920 646 597 1,368 492 492 416 795 6,911 98.0％ 

 
【地域密着型介護事業】（デイサービス事業）                         
○木之本小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型）事業所「ひなたぼっこ」 
 デイサービス・ホームヘルプ・泊まりを組み合わせ、自宅での生活を継続しやすくなるよう支援

しました。 
 通所はほぼ毎日定員の９名が利用され、ご本人の状態の安定と介護負担軽減にも繋がる宿泊を定

期的にプランに組み入れられております。 
 介護度に合わせたレクリエーションの実施に困難さはありましたが、昔を振り返る話題作りや季

節を感じられる行事を取り入れながらの事業を実施することができました。 
 平成２４年度は長期利用者からの入所・終末期ケアのケースが数例みられたことから、在宅サー

ビスの良さと限界を家族と共有する年ともなりました。 
 
    【ひなたぼっこ実績】     （登録者定員１８名・通所介護定員９名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○認知症対応型（介護予防認知症対応型）通所介護事業所「西浅井ライフハウスあじかまのさと」 
 認知機能が低下された高齢者が身近な地域の中で生活が継続できるよう支援を行いました。 
 平成２４年度は外部研修報告を元に認知症を理解するための話合いや介護アプローチ検討を積極

的に行い、サービスの質の向上に向けた取り組みを行いました。 
 
    【あじかまのさと実績】 

区 分 平成２４年度実績 前年比（％） 

定  員 １２名  

区 分 平成２４年度実績 前年比（％） 

登録者平均数 １５．９名 １００．６％ 

延利用者数 ３，２３６名 ９６．３％ 

利
用
サ
ー
ビ
ス 

訪問延利用者数 ２９９名 １０２．４％ 

デイ開所日数 ３４２日 ９７．４％ 

宿泊日数 ２７８日 ８３．０％ 
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開所日数 ３０６日  

延
利
用
者
数 

介護サービス ２，４２７名 １０２．０％ 

介護予防サービス ３８名 ４０．０％ 

 
 
【訪問介護事業】（ホームヘルプサービス事業）                        
○訪問介護事業・予防訪問介護事業（介護保険） 
○居宅介護事業・重度訪問介護事業・同行援護事業（障害者自立支援法） 
 介護の必要な高齢者やしょうがいのある方へ自立した日常生活が送れるよう食事・入浴・排泄等

の身体介護、炊事や洗濯、掃除などの生活援助を一人ひとりの身体の状況に応じ提供しました。 
 利用者の声に耳を傾け、一人ひとりの状況に応じたサービスを提供しました。研修やケース検討

会の充実を図り、情報の伝達や共有に努め、安心してサービスを受けていただけるように心がけま

した。 
○しょうがい者等移動支援事業（長浜市受託事業） 
 しょうがいがある方の自立生活と社会参加の促進を図るため、外出時に必要な移動支援を行いま

した。 
○生活管理指導員派遣事業（長浜市受託事業） 
 介護保険における要介護・要支援の認定はされないが、在宅での自立した生活が困難な高齢者に

対し、生活管理指導員（ホームヘルパー）が訪問し、生活への指導、援助を行いました。 
○特定旅客自動車運送事業 
 高月、木之本、余呉、西浅井の地域に居住し、身体的理由により公共交通機関が利用できない要

介護認定者及びしょうがいのある方に木之本を拠点とした通院のための運送を行いました。 
 
 【訪問介護事業実績】（長浜・虎姫・湖北・高月） 

区 分 長浜 虎姫 湖北 高月 

介
護
保
険
事
業 

介
護
サ
ー
ビ
ス 

身体介護 9,720回 1,662回 2,456回 4,733回 
生活援助 6,281回 1,259回 7回 4,139回 
身体・生活 2,501回 8回 496回 1,660回 
延訪問回数 18,502回 2,929回 2,959回 10,572回 

介護予防サービス 
（延訪問回数） 3,418回 927回 205回 287回 
延訪問回数 
合 計 21,920回 3,856回 3,164回 10,859回 

自
立
支
援
事
業 

身体介護 3,168回 175回 1,198回 593回 
家事援助 2,226回 563回 0回 581回 
通院介助 386回 28回 0回 26回 
延訪問回数 5,780回 766回 1,198回 1,200回 
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長
浜
市
受
託
事
業 

生活管理
指導員 
派遣事業 

延利用
者 数 ― 12名 ― ― 

延訪問 
回 数 ― 103回 ― ― 

移動支援
サービス 

延利用 
者 数     17名 ― ― 0名 

延訪問 
回 数    17回 ― ― 0回 

 
 
 【訪問介護事業実績】（木之本・余呉・西浅井） 

区 分 木之本 余呉 西浅井 合 計 前年比 
（％） 

介
護
保
険
事
業 

介
護
サ
ー
ビ
ス 

身体介護 2,857回 2,769回 5,624回 29,821回 100％ 

生活援助 3,281回 953回 1,409回 17,329回 100％ 

身体・生活 679回 94回 23回 5,461回 95％ 

延訪問回数 6,817回 3,816回 7,056回 52,651回 99％ 
介護予防サービス 
（延訪問回数） 848回 278回 390回 6,353回 95％ 

延訪問回数 
合 計 7,665回 4,094回 7,446回 59,004回 99％ 

自
立
支
援
事
業 

身体介護 1,146回 301回 321回 6,902回 89％ 

家事援助 642回 164回 110回 4,286回 110％ 

通院介助 211回 20回 7回 678回 87％ 

延訪問回数 1,999回 485回 438回 11,866回 95％ 

長
浜
市
受
託
事
業 

生活管理
指導員 
派遣事業 

延利用
者 数 6名 0名 0名 18名 150％ 

延訪問 
回 数 24回 0回 0回 127回 123％ 

移動支援
サービス 

延利用 
者 数 38名 ― 12名 67名 89％ 

延訪問 
回 数 73回 ― 12回 102回 43％ 

有償運送事業 
延利用 
者 数 791名 ― ― 791名 85％ 

延利用 
回 数 3,793回 ― ― 3,793回 100％ 
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【訪問入浴介護事業】                                   
○訪問入浴事業（介護保険） 
○しょうがい者訪問入浴サービス事業（長浜市受託事業） 
 利用者、介護者に寄り添い、毎回の入浴が気持ちよく満足感のあるよう心がけました。また、ゆ

ずの香りなどで四季を感じていただける工夫も行いました。 
 
   【訪問入浴実績】 

区 分 
長 浜 木之本 

 前年比 
（％）  前年比 

（％） 

介護保険事業 
延利用者数 257名 149％ 120名 101％ 

延訪問回数 1,299回 138％ 468回 112％ 

長浜市受託事業 
延利用者数 36名 120％ 24名 80％ 

延訪問回数 178回 125％ 291回 90％ 
 
【介護実習生受入】                                    
○年間を通し各サービスにおいて介護を目指す生徒・学生・社会人を実習生として受入れ、介護へ

の理解と将来の実践者教育としての指導を行いました。 
 

介護実習依頼元 受入事業 受入人数 期  間 

びわこ学院大学短期大学部 訪問介護  １名 H24.05.14～H24.05.18 

彦根総合高等学校 訪問介護  ６名 H24.09.20～H24.10.19 

滋賀県立長浜高等学校 訪問介護 ２１名 H24.07.23～H24.08.07 

滋賀県立長浜高等学校 通所介護 １０名 H24.08.20～H24.08.31 

シルバー人材センター連合会 訪問介護  １名 H24.10.17 

ナゴノ福祉歯科医療専門学校 訪問介護  １名 H25.03.19 

社会福祉法人 
湖北真幸会 介護職員養成 訪問介護 １４名 H24.11.28～H24.12.14 

教職員免許法の特例に基づく 
介護等体験 通所介護  ３名 年間を通し数日間の受入 

介護支援専門員実務者研修実習 居宅介護支援  １名 H25.01.23 
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４．善意銀行事業                            
【善意銀行の運営】                                    
 ○金銭口座 
        １４８件  ４，６９９，７０４円 
 ○物品口座  ４８３件 

古切手 １０７ テレホンカード ８ ベルマーク １３ 
ペットボトルキャップ １４３ 割り箸 １０ プルタブ ３７ 
書き損じはがき １ カートリッジ １ お米 ２４ 
食料品  １３（お茶・乾物・菓子類・豆類・野菜・料理油他） 

介護用品  ４２（紙おむつ・紙パンツ・尿とりパット・車椅子・老人車・杖 
  ・車椅子用クッション・吸痰器・血圧計・ポータブルトイレ他） 

日常生活用品  ５９（衣料品・肌着・タオル・雑巾・石鹸、洗濯石鹸・入浴剤 
  ・マスク・毛布、シーツ等寝具類・トイレットペーパー他） 

その他  １４（布絵本・ＣＤ・防災頭巾・切布・文具・図書カード 
  ・ハガキ・切手他） 

備品等  １１（電動ベッド・チャイルドシート・かき氷器・ゲーム用品 
  ・グラウンドゴルフパター、ボール・ベビーカー・座布団他） 

 

５．福祉ステーション・デイサービスセンター管理運営           
【長浜東部福祉ステーション、長浜北部福祉ステーション、高月福祉ステーション、木之本福祉ス

テーション、浅井デイサービスセンター、びわデイサービスセンター、湖北デイサービスセンター、

西浅井デイサービスセンターの指定管理運営】 
【浅井福祉センター、びわ高齢者福祉センターの施設管理運営】 
地域の福祉事業の拠点として運営を行いました。 
○東部福祉ステーション（利用状況）  ○北部福祉ステーション（利用状況） 

  件数 利用者数（名）    件数 利用者数（名） 

保健事業 １３ ５０５  保健事業 ３１ ４９６ 

研修・視察・学習会 ５ ５７  研修・視察・学習会 １７ ４２ 

交流会 ５５７ ２２９  交流会 ６６ ５２１ 

会議 １ ９８  会議 ５ １９０ 

講演会 １ ６１  講演会 １ ５７ 

施設貸出 ３３ １，３６９  施設貸出 ５０ ３５８ 

外出支援 １０ １６７  外出支援 １２ ２８９ 

施設管理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ３ ６７  施設管理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １６ １６ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ０ ０  ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ２１６ ２１６ 

電子浴サービス － １９３  電子浴サービス － ２０４ 

             

合  計 ６２３ ２，７４６  合  計 ４１４ ２，３８９ 
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○高月福祉ステーション（利用状況）  ○木之本福祉ステーション（利用状況） 

  件数 利用者数 （名）    件数 利用者数 （名） 

自主事業 ２９１ ２，９７６  自主事業 １３２ １，０５６ 

団体利用 ３７２ ５，５１６  団体利用 ２７９ ３，２０７ 

合  計 ６６３ ８，４９２  合  計 ４１１ ４，２６３ 

 

○湖北デイサービスセンター（利用状況） 

  件数 利用者数 （名） 

自主事業 ５８６ １１，０１５ 

団体利用 ２８６ ５，５３１ 

合  計 ８７２ １６，５４６ 

 
○浅井福祉センター（利用状況）  ○びわ高齢者福祉センター（利用状況） 

  件数 利用者数 （名）    件数 利用者数 （名） 

自主事業 １７３ １，６６６  自主事業 ９４ ９２７ 

団体利用 ４１３ ３，６３７  団体利用 ２４０ ２，６９１ 

合  計 ５８６ ５，３０３  合  計 ３３４ ３，６１８ 

 
 
【長浜市社会福祉センターの運営】                             
 （貸出利用回数） 

月 相 談 団 体 行 政 その他 合 計 
４月 ２０ ３２ ４ ７ ６３ 
５月 ２２ ２８ ３ ９ ６２ 
６月 ２２ ２０ ３ ８ ５３ 
７月 ２３ ２６ ２ ８ ５９ 
８月 ２１ ２２ １ ８ ５２ 
９月 １９ ２１ ０ ７ ４７ 

１０月 ２４ ２９ １ ９ ６３ 
１１月 ２４ ２８ ２ ９ ６３ 
１２月 １９ １７ ３ ８ ４７ 
１月 １９ １８ １ ８ ４６ 
２月 ２０ ２３ １ ８ ５２ 
３月 ２１ ２５ １ ７ ５４ 

合  計 ２５４ ２８９ ２２ ９６ ６６１ 
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６．その他の事業                            
【日本赤十字社長浜市地区】                                
 日本赤十字社の社資募集、災害時における救援援助活動、赤十字奉仕団活動の支援等を実施しま

した。 
 

区    分 金 額（円） 

個人社資・寄附金 １１，６８９，５６２ 
法人社資 １，０１４，０００ 

合    計 １２，７０３，５６２ 
 
 
【長浜市共同募金委員会】                                 
 赤い羽根共同募金（一般募金）および歳末たすけあい募金を推進するために、事務局を設置し円

滑な募金活動に取り組みました。 
 
  ○赤い羽根共同募金（一般募金）運動の推進 

区    分 募 金 額（円） 

戸 別 募 金 ９，４７２，９０４ 
街 頭 募 金 ７５３，３８４ 
法 人 募 金 ７６４，６００ 
学 校 募 金 １７４，２９６ 
職 域 募 金 ４６４，５８８ 
そ の 他 の 募 金 ４４２，６７１ 

合    計 １２，０７２，４４３ 
 
  ○歳末たすけあい運動の推進 

区    分 募 金 額（円） 

歳 末 た す け あ い 募金 ６，２８２，５５８ 
  

合    計 ６，２８２，５５８ 
 
【東日本大震災 義援金の受付】                              
受付開始日 ： 平成２３年３月１４日（月）より 
受付場所 ： 社会福祉協議会本所・支所 
受 付 額 ：１，１８２件  ２４２，８２７，４７８円（平成２４年３月３１日現在） 
          ８６件    ２，７４１，０１２円（平成２４年度受付実績） 
       １，２６８件  ２４５，５６８，４９０円（平成２５年３月３１日現在） 
 


