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Ⅰ 重点目標                

 

１ 第二次総合計画の策定 

・ 事務局内に第二次総合計画策定委員会を組織し、委員会内のワーキンググループにお

いて計画の具体的な内容を議論した。また、全正規職員を対象とした討論会を２回実施し

て職員の意識統一を図るとともに、より現場の声を反映した計画とすることに努めた。 

・ 12 月の理事会における意見聴取や評議員・職員への文書による意見募集を行い、31 件の

意見等を受け付け、そのうち５件の内容については計画案に反映させることができた。 

 

２ 住民自治協議会への支援を強化し、協働関係構築を図る 

・ 市内 32 地区の住民自治協議会を訪問し、住民自治協議会の福祉関係者と情報交換を行

い、課題の把握に努め協働関係の構築を図るとともに地区の要望に応じて課題の改善に

向けてのアドバイス等を行った。また、福祉推進員等の研修を通して孤立防止への支援

を実施した。 

 

３ 小地域（32 地区）を拠点としたボランティア活動の推進を図る 

・ 地域福祉ワーカーの情報交換の場を設け、ケース検討や各地区でのボランティア活動

の推進が図れるよう支援及び講座を開催した。 

・ 地区ボランティア活動拠点整備への働きかけを行うとともに、開設を検討している地

区を訪問し相談及び支援を実施した。 

 

４ 寄付文化の醸成を図る 

    ・ 賛助会員については、本会広報誌「ふくしながの」により募集を呼びかけたが、新たな

加入者はなかった。 

   ・ 共同募金については、意義・使途が広く住民に周知されるよう、広報誌「ふくしながの」 

に掲載するとともに、募金募集チラシの全戸配布や街頭募金の場所を増やすなどして、募金 

の増加に向けて取り組んだ。 

 

５ 権利擁護事業の推進を図る 

・増加する相談支援業務に対応するため専用システムを導入し、業務の効率化及び利用者

への支援の充実を図った。 

・職員体制を充実させ成年後見支援センターの基盤強化を図った。 

 

６ 「長野市生活就労支援センター（愛称“まいさぽ長野市”）」を開設し生活困窮者の自立

支援を図る 

・長野市からの受託により長野市生活就労支援センター（愛称“まいさぽ長野市”）を開設。生

活困窮者の自立を図るため、専門の職員を配置し、自立相談支援事業、家計相談支援事業に

取り組んだ。 

・生活困窮者の早期把握を図るため、地区民生児童委員協議会に出向いての説明や、関係団体
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への研修等に取り組んだ。 

 

７ 介護保険法及び障害者総合支援法等に基づき介護サービス事業の充実と推進を図る 

介護保険法に基づく要介護・要支援の利用者及び障害者総合支援法等に基づく利用者へ適正

な介護サービスを提供するため、15 介護サービスセンター（43 事業所）に常勤職員 248 名、

非常勤職員 295 名（平成 27 年４月１日現在）を配置し、以下のとおり質の高い介護サービス

を実施した。 

・介護保険制度改正及び報酬改定に即した事業を実施し、不採算事業の改善を目的とした経営

戦略会議を随時開催した。 

・各サービス、事業所及び職員の連携強化と職員の資質向上については、昨年度に引き続き合

同担当者会議を開催し、実務担当職員が一堂に会する機会を設け、他職種からの気付きや改

善提案をそれぞれのサービスに反映させた。また、各種研修を実施したり、介護アドバイザ

ー（コンサルタント）による月 1回程度現場を点検することで、職員のスキルアップとサー

ビスの標準化を図った。 

・住民と専門職や関係機関、自治組織などと連携し、地域包括ケアシステムの実現に向け

た取り組みとして、積極的に地域ケア会議へ参加した。認知症の人、家族への専門的知識

を活用した支援の実施については、支援する職員の認知症に関する正しい知識の普及促

進を図るため、認知症サポーター養成講座を実施した。 

・全事業所を職員が指導も兼ねて点検を行い、事業所ごとに改善策を検討するなど業務管

理体制の強化に努めた。 

・地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保する

ため義務付けられている運営推進会議の設置準備を進めた。 
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Ⅱ 重点事業                

 

 

理念 

No.  

事  業  名  等 
23 年度 

現状値 

27 年度 
総合計画 

目標値 
取 り 組 み 内 容 目標値 実 績 

事業 

１ 

地区担当制による職員派遣等の支援事業     

・32 地区それぞれを担当する職員の選任 実施 実施 実施 実施 

・地区担当職員等による地区訪問の実施 16 地区 32 地区 32 地区 32 地区 

地区のボランティア活動拠点整備への支援事業     

・拠点整備に係る助成金の交付 ６地区 23 地区 13 地区 32 地区 

使途を明らかにした寄付(協賛金)の検討事業     

・賛助会員募集の広報活動（一般寄付件数） 40 件 50 件 44 件 60 件 

共同募金運動協力事業     

・共同募金の広報活動（募金額） 63,637千円 58,387 千円 58,525 千円 － 

事業

２ 

成年後見制度利用支援事業     

・法人後見事業の実施 未実施 25 件 36 件 － 

生活困窮者自立支援事業     

・生活、就労、家計に関する総合的相談支援の実施 未実施 実施 実施 － 

介護サービス事業の充実     

・介護保険制度改正に則した適正なサービス実施 

・経営戦略会議の開催 

・介護アドバイザー（コンサルタント）の導入 

・業務管理体制の強化 

・スキルアップのための各種研修実施（サービスの

標準化） 

・認知症サポーターの養成など認知症に関する正

しい知識の普及促進 

・地域ケア会議への参加 

・通所事業所の運営推進会議設置準備 

－ － － － 



事業理念１

運営方針　ア

事業No 事業名 事業概要 実施結果

1

住民自治協議会福祉関
係部会代表者情報交換
会開催事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会の役員を対象
に、組織体制や活動に対して情
報交換を行う。

〔実績〕
○第１回 ８月７日（金）14:00～16:00、参加者数 49名
○第２回 ２月５日（金）14:00～16:00、参加者数 50名

2

住民自治協議会福祉関
係事業事務担当者会議
開催事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会活動の事務を担
当する職員を対象に、各種事務
手続き等に関して説明を行な
う。

〔実績〕
○日時　４月17日（金）　10:00～11:30
○会場　ふれあい福祉センター
○参加者数　　44名

3
地区担当制による職員
派遣等の支援事業
〔地域福祉課〕

地域福祉推進担当の職員の担当
する地区を決め、その職員が住
民自治協議会の役員会等の各種
会議や事業の企画・立案等の相
談に継続的に応じる。

〔実績〕
○職員派遣回数　177回
　内訳：活動計画策定・進行管理 81回
　　　　地区訪問27回、他55回
○その他、事業№143　福祉推進員地区別研修会開催
　事業による職員派遣　14回

4

住民自治協議会が行う
地域福祉活動に関する
実態調査事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会の活動実態を明
らかにした上で報告書等を作成
し、関係者へ配布する。

事業№１の情報交換会議の実施に併せ、事前調査を実施。回
答内容を資料化し、関係者に配布した。

事業No 事業名 事業概要 実施結果

5
福祉のまちづくりを進
めるための実践事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会が行う福祉活動
（福祉移送、サロン、子育て支
援等）に対して、経費の助成を
行う。

各地区の実情に応じた取り組みに対して助成を行った。
〔実績〕
○交付決定額　20,310千円
（別表１）Ｐ32

6
小地域福祉懇談会助成
事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会が行政連絡区
（区）を単位に、福祉について
住民同士で話し合う機会を設け
る事業に対し、経費の助成を行
う。

事業№５福祉のまちづくりを進めるための実践事業助成金メ
ニューの一つとして位置づけ、一括で申請等を受け付け実施
した。
〔実績〕
○助成総額　346千円（13地区）

基本施策　住民自治協議会への支援

Ⅲ　主な事業

住民参加・協働による福祉を基盤としたまちづくり

　住民参加・協働の中心の場であり、小地域福祉活動推進の基礎組織となっている住民自治協議
会が、協議・実践する機能を発揮することができるよう支援するとともに、協働によるまちづく
りを実践します。

基本施策　住民自治協議会との協働関係の構築

4



事業No 事業名 事業概要 実施結果

7
生活改善運動推進事業
〔総務課〕

明るく豊かなまちづくりのた
め、生活の合理化、簡素化運動
を一つの市民運動として位置付
け普及推進に取り組む。

各地区において、簡素化運動を推進するため、住民集会を開
催した。
〔実績〕
○８地区（H26 ８地区）、補助金交付額194,959円

8
遊び場整備事業
〔総務課〕

子ども達に、安全で楽しく遊べ
る遊び場を提供するため、区で
管理する地区市民遊園地の遊具
の修繕・補充、危険個所修繕等
に補助する。

児童福祉事業の一環として、遊び場整備事業を地区の協調の
もとに推進し､児童の健康増進と情操を育むため、遊具等の
整備と危険防止に努め､児童の福祉増進を図った。
〔実績〕
○補助金額合計　164,858円（6件）
（別表２）Ｐ32

9
社会を明るくする運動
推進事業
〔総務課〕

すべての国民が犯罪・非行の防
止と罪を犯した人たちの更生に
ついて理解を深め、それぞれの
立場において力を合わせ、犯罪
の無い明るい社会を築こうとす
る運動。

第65回社会を明るくする運動を推進した。
〔実績〕
○28地区、補助金交付額434,714円
○強調月間：7月、駅前街頭広報活動　７月１日
（別表３）Ｐ33

10

活動計画策定及び進行
管理をテーマとした研
修会開催事業
　〔地域福祉課〕

住民自治協議会が策定した地区
地域福祉活動計画に関する事柄
に関して、住民自治協議会の関
係者等を対象に研修会を行う。

新たに策定する地区、見直しを行う地区、中間評価を行う地
区、それぞれの取り組み過程の中で、福祉担当部会の関係者
を中心に研修を実施。
〔実績〕
○７地区で実施（第三、第五、芹田、七二会、戸隠、鬼無
里、中条）

11

各地区の活動計画を取
りまとめた冊子の作成
事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会が策定した地区
地域福祉活動計画を１冊の冊子
にまとめ、関係者に配布する。

未実施

12
災害時要援護者支援に
関する研修会開催事業
〔地域福祉課〕

長野市が推進している「災害時
要援護者支援事業」に関して、
住民自治協議会等の取組み状況
に関して研修する。

未実施

13

災害時要援護者支援体
制づくりマニュアル作
成事業
〔地域福祉課〕

長野市が推進している「災害時
要援護者支援事業」に関して、
住民自治協議会等の取組み状況
に関して事例をまとめるととも
に配布する。

要望のあった区に地域防災体制づくりマニュアルを配布し
た。

14

住民福祉活動に関する
情報紙・事例集の作成
事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会が行う活動や、
各区単位で福祉推進員等が行う
活動について情報紙としてまと
め、配布する。

各地区の福祉推進員の活動紹介を模造紙にまとめ、年度末に
実施する地域福祉推進セミナーにて展示を行った。また、各
模造紙はデータとして集約し、住民自治協議会に配布した。
〔実績〕
○24地区から120枚提出あり

事業No 事業名 事業概要 実施結果

15
地域福祉ワーカー専門
研修事業
〔地域福祉課〕

長野市地域福祉計画に基づき住
民自治協議会が設置している地
域福祉ワーカーの資質向上のた
め、研修を行う。

※事業№44コーディネート力養成講座実施事業で、
　地域福祉ワーカーも参加対象に含め実施した。

16

地域福祉ワーカー連絡
調整会議（市厚生課主
管事業）への職員派遣
事業
〔地域福祉課〕

地域福祉ワーカーの相互連携を
図るため長野市厚生課が開催す
る連絡調整会議へ、担当職員を
派遣する。

〔職員派遣状況〕
　第１回　５月29日　４名
　第２回　７月31日　３名
　第３回　９月25日　４名
　第４回　11月27日　３名
　第５回　１月14日　３名
　第６回　２月26日　１名

基本施策　地域福祉ワーカーへの支援

5



事業No 事業名 事業概要 実施結果

17

コーディネーターネッ
トワーク会議の開催事
業
〔地域福祉課〕

地区ボランティアセンターが設
置されている地域福祉ワーカー
を中心に、ケース検討を含め、
相談対応の学習会をする。

偶数月の原則第３水曜日午前中に開催した。
〔実績〕
○５回開催、延べ57人参加

運営方針　イ

事業No 事業名 事業概要 実施結果

18

地区のボランティア活
動拠点整備への支援事
業
〔地域福祉課〕

地域でのボランティア活動の拠
点づくりの支援として、整備に
係る経費の助成を行う。

開設希望のある地区を訪問し相談対応を行うが、スペース等
の問題から整備及び開設まで至らず相談のみの実施。

19
まちの縁側づくり事業
〔地域福祉課〕

希薄化した人間関係を結びなお
し、コミュニティの再興を図る
ため、地域の様々な人たちが集
える拠点づくりとそれを担う人
づくりを行う。

寺町商家（松代地区）で縁側楽会、桜枝町（第一地区）でま
ちの縁側講座を実施した。
（別表４）Ｐ34

20

ボランティアセンター
ネットワーク会議の開
催事業
〔地域福祉課〕

ボランティアの活性化を進める
ために、地域のボランティアセ
ンター、ネットワーク化を促進
するための会議を開催する。

未実施
事業№３の地区担当制による職員派遣等支援事業の地区訪問
で必要な情報を提供した。

21
ボランティア活動への
会場提供事業
〔地域福祉課〕

ボランティア活動を行っている
グループ・団体等に対して、会
場（ふれあい福祉センター）を
提供する。

ボランティアグループへふれあい福祉センターへの会場提供
を行った。
〔実績〕
○H25　4,917件、70,536人
○H26　4,940件、69,787人
○H27　4,022件、52,197人

22
ボランティア活動機材
の貸し出し事業
〔地域福祉課〕

ボランティア活動への支援とし
て活動に必要な機材（コピー
機、印刷機、車いす、アイマス
ク、白杖等）の貸出しを行う。

ボランティア・市民活動グループへ機材の貸出しを行った。
（別表５）Ｐ34

23
ボランティア保険の普
及・加入促進事業
〔地域福祉課〕

ボランティア活動を安定的に行
うことができるよう、活動中の
事故（傷害事故・賠償事故等）
に対しての保険への加入を進め
る。

ボランティアグループや個人ボランティアへボランティア保
険の普及・加入促進を行った。
〔実績〕
○ボランティア活動保険　451件　5,275人（H26　7,111人）
○ボランティア行事用保険　176件　（H26　257件）
○福祉サービス総合補償　　７件　（H26　10件）
○送迎サービス補償　　　　９件　（H26　11件）
〔事故件数〕　43件　（H26　11件）

　自発性・自立性・継続性を備えたボランティアの養成・支援を市域及び小地域で行います。

基本施策　ボランティア活動拠点の整備
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

24

ボランティアセンター
運営委員会の設置・運
営事業
〔地域福祉課〕

ボランティアセンター事業の適
正な運営を図るため、ボラン
ティア団体及び学識経験者等の
関係者をもって委員会を組織
し、定例的に会議を開催する。

定例の運営委員会を年６回（うち1回中止）実施した。
〔実施回数〕
　第１回 ５月14日　　第２回 ６月19日
　第３回 ８月21日　　第４回 12月18日
　第５回 ２月19日

25
ボランティアセンター
利用者会議の開催事業
〔地域福祉課〕

ふれあい福祉センター及びボラ
ンティアセンターを利用する人
たちの情報交換等ネットワーク
化を図るとともに、センターの
利用について考える会議を開催
する。認識を共有する場として
開催する。

年度当初にボランティアグループ台帳更新に併せ実施した。
〔実績〕
○日　時　４月21日（火）、24日（金）
○参加者　157グループ、169人参加

事業No 事業名 事業概要 実施結果

26

住民自治協議会・公民
館と連携した地域課題
対応ボランティアの開
発・養成事業
〔地域福祉課〕

それぞれの課題に取り組むボラ
ンティアを養成するためのボラ
ンティア養成講座を開催する。

鬼無里地区住民自治協議会と共催でボランティア講座開催
〔実績〕
雪かき道場in鬼無里
○日　時　２月20日（土）、21日（日）
○参加者　27人

27

地域でのボランティア
活動体験による担い手
養成事業
〔地域福祉課〕

より身近な地域で学ぶ場を設け
ることにより活動メニューの幅
を広げるため、学習機会をもち
たい地域に対して、講師を派遣
したり、企画・運営支援を行
う。

〔実績〕
○第二地区、三輪地区、柳原地区（２回）、大豆島地区、川
中島地区、篠ノ井地区、豊野地区（２回）、鬼無里地区（３
回）、大岡地区、吉田地区、戸隠地区（２回）
 計　11地区　延べ16回

28
サマーチャレンジボラ
ンティア事業
〔地域福祉課〕

中学生以上を対象に、ボラン
ティアに関する理解や養成を図
ることを目的に、施設やボラン
ティアグループ等において、夏
季休暇を利用してボランティア
活動プログラムを提供する。

〔実績〕
○ボランティア活動受け入れ先 95施設･団体
○ボランティア活動体験者数　 327人
○受入れ先会議・事前研修会
　　　７月18日　63施設・団体　　参加者230人
○事後研修会 　 ８月29日 　参加者161人　16施設団体

29

福祉教育・ボランティ
ア学習普及校の指定及
び支援事業
〔地域福祉課〕

学校における福祉教育・ボラン
ティア学習を推進するため、福
祉教育・ボランティア学習普及
校の指定（事業の助成）及び普
及校の連絡会議を開催するとと
もに、教職員研修会を支援す
る。

１ 福祉教育・ボランティア学習普及校事業説明会を開
　催するとともに、福祉教育のあり方を検討した。
〔実績〕
○普及校事業説明会　５月12日開催
○普及校事業申請校　48校
　内訳：小学校29校、中学校12校、高校４校、
　　　　特別支援学校 ３校　助成金額　1,190千円

２ 福祉教育のつどい
   テーマ「心の垣根を取っ払おう！」
　〔実績〕２月６日に開催。学校関係者、学校関係者、
　　　　民生児童委員、ボランティアグループ、福祉
　　　　施設関係者など48人参加。

３ 福祉学習、人権学習、キャリア教育など多様な場面での
  支援の相談に応じるため、体験学習への支援に職員を派
  遣した。
〔実績〕 派遣校 ８校（17人）

基本施策　地域を活動エリアとするボランティアの養成
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

31
音訳ボランティアの養
成及び音訳活動事業
〔地域福祉課〕

視覚障害者に対して、ボラン
ティアにより新聞や街の情報等
を記録したカセットテープ等の
記録メディアを配布し、併せて
電話による朗読を行う等の情報
提供を行う。

音訳ボランティアグループ「やまびこ会」の活動を支援し
た。
〔実績〕
○やまびこテレホン利用件数　3,833件
○朗読テープ・CD貸出　　　　2,635件
○ボランティアかわらばんテープ貸出　550件

32

パソコン点訳ボラン
ティアによる点訳サー
ビス事業
〔地域福祉課〕

視覚障害者に対して、パソコン
による情報の点訳サービスを行
う。

点訳ボランティアグループの活動を支援するとともに、行政
とも協働して本事業の周知を図った。
〔実績〕
○点訳サービスの会場提供　342件

33
スノーバスターズプロ
ジェクト推進事業
〔地域福祉課〕

自力での除雪が困難な高齢者や
障害者を対象に、地域での支え
あいを考えるきっかけとして、
ボランティアによる雪かき支援
を行う。

雪かきボランティアを組織し、高齢者、障がい者世帯の雪か
き活動を計画した。
〔実績〕
○個人登録　20人（H26 29人）
○相談件数　18件（H26 34件）
○調整件数　５件（H26 21件）
○出動回数　13回（H26 37回）

34
ボランティア活動開発
研究プロジェクト事業
〔地域福祉課〕

ボランティア活動を推進するた
めに課題の把握と分析を行い、
それを基に必要となるボラン
ティア活動を開発、研究する。

１ 対面傾聴・お話し相手ボランティア対象にレベルアップ
講座を実施した。
〔実績〕
○レベルアップ講座 1回 13人

２ 信州クールシェアスポットへの登録
長野県のクールシェアスポットに登録し取り組んだ。

３リサイクル封筒づくりボランティア
〔実績〕
○毎月第１火曜日に開催　参加者延べ69人

30

傾聴電話ボランティア
の養成及び傾聴電話活
動事業
〔地域福祉課〕

話しを聞いて欲しいといった事
等に対して、ボランティアによ
る傾聴電話活動を行う事業。併
せて、養成講座を開催し、ボラ
ンティアの養成を進めるもの。

１ 「いつも傾聴電話」受け手ボランティアのための基礎講
　座を開催した。
　〔実績〕
　５月30日　受講者　８人
　６月６日　受講者　８人
　６月13日　受講者　８人　　　受講者延べ24人

２ 基礎講座終了者への専門研修を開催した。
　〔実績〕
　７月６日、８月３日、９月７日、10月５日、11月２日、
  12月７日　計６回開催、参加者延べ14人

３ ボランティア傾聴相談員による電話でのこころの傾聴活
動「いつも傾聴でんわ」を毎週３回（月・水・土）実施し
た。
　〔実績〕
　相談件数　512件

基本施策　多様性のあるボランティアの養成
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

35
園芸福祉によるボラン
ティア活動の養成事業
〔地域福祉課〕

公共の場への植栽により、地域
の方のふれあいを促進していく
仕掛づくりを行う事業。また、
地域でこの取り組みを中心に担
う人材の養成も行うもの。

グリーンカフェの開催(園芸福祉関係者の居場所づくり及び
植物の愛護活動)
　〔実績〕　11回開催　延べ72人参加

36
ずぼら工房活動実施事
業
〔地域福祉課〕

ボランティアセンターを拠り所
としている市民を対象に、もの
づくりを通して、社会や人との
交流、仲間づくりを行う。

１　「エコ封筒を作ろう！」ちょこっとボランティアの開催
　　　〔実績〕　12回開催　延べ59人参加
２　切手の小箱さろんの開催
　　　〔実績〕　11回開催　延べ72人参加
（相談者等の居場所と社会参加への一歩の場づくり）

37
ボランティア活動振興
事業助成金の充実事業
〔地域福祉課〕

ボランティア活動を振興し地域
福祉の増進を図るため、ボラン
ティアグループが行う事業の経
費に対して助成を行う。

ボランティア活動振興事業助成金による活動支援にあたり、
公開審査会により助成金の交付決定を行った。
〔実績〕
○６月20日　公開審査会実施
○２グループに助成決定
○助成金総額　100,000円

38
資金・人材ニーズの登
録、仲介、開発事業
〔地域福祉課〕

資金や専門的人材を求めるボラ
ンティアグループ、団体と、寄
付・資金提供を行う団体･個人と
を仲介する仕組みをつくる事
業。ボランティア・市民活動支
援ネットワークと連携し実施。

イオン「幸せの黄色いレシートキャンペーン」のボランティ
ア助成候補団体としてボランティア団体を紹介した。
〔実績〕
上半期　11グループ
下半期　10グループ　計21グループ

39

ホームページ「ボラン
ティアネットながの」
運営事業
〔地域福祉課〕

ボランティア活動の情報提供と
ネットワーク化を図るためホー
ムページ「ボランティアネット
ながの」の管理を行う。

ホームページ「ボランティアネットながの」運営委員会と協
働し、情報発信を強化した。
〔実績〕
ホームページへのアクセス　268,626件

40
まちの放送局の開設・
運営の支援事業
〔地域福祉課〕

住民自身が、身近な地域の情報
発信を行うための人材の養成、
まちの放送局開設のシステムづ
くりの支援を行う。

まちの放送局ディレクターズクラブ活動への活動支援を実施
　活動支援　12回実施

41

ボランティア掲示板
「まちなか掲示板」設
置事業
〔地域福祉課〕

地域の掲示板や、スーパー等の
コミュニティボード、その他
様々な媒体を活用し、市社協や
住民自治協議会等で取り組んで
いる福祉情報、イベント、講座
等の情報提供を行う。

市内31か所の協力を得て、街中掲示板を設置しボランティア
センターの情報提供を行った。

42

ボランティアグループ
の登録・紹介・相談・
斡旋事業
〔地域福祉課〕

ボランティアに関する様々な情
報を収集整理し、情報の提供や
需給調整（コーディネート）を
行う。

ボランティア活動やさまざまな相談に対応し、需給調整を
行った。
〔実績〕
○登録数　1,372グループ88,003人、個人4,473人
○相談件数　23,565件

43
地区ボランティア活動
拠点との情報共有事業
〔地域福祉課〕

市及び地区ボランティアセン
ターとの情報共有化のため、
ネットワーク会議等を開催す
る。

地区ボランティアセンターへの訪問や情報提供を実施した。
情報提供では、地区ボラセンへ国民生活センターから発行さ
れる見守り新鮮情報のリーフレットを紹介するなど情報提供
を行った。

44
コーディネート力養成
講座実施事業
〔地域福祉課〕

地域のボランティアセンター、
福祉施設、病院、企業、学校な
どで活動するボランティアコー
ディネーターの養成や資質向上
のための研修を開催する。

地域福祉ワ－カー向け講座のほか、当面する課題に対応する
オプション講座など９講座実施した。
（別表４）Ｐ34
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

45

ボランティアコーディ
ネーターによるコー
ディネート事業
〔地域福祉課〕

ボランティア活動をしたい人
と、ボランティアを必要として
いる人に双方の希望に合った活
動を紹介し、ボランティアに関
する相談や助言を行う。

ボランティアに関する相談や需給調整により、地域の福祉課
題へ対応するボランティア活動へつなげてきた。また、相談
のケース記録及び管理システムによる相談機能の強化が図ら
れている。
（別表６）Ｐ35

46
アシスタントコーディ
ネーター設置事業
〔地域福祉課〕

ボランティアコーディネーター
の補助的役割を担うアシスタン
トコーディネーターを設置し、
ボランティア・市民活動に関す
る相談・調整を行う。

11人のアシスタントコディネーターを配置し、ボランティア
コーディネーターの支援にあたった。また毎月１回定例会を
開催し、連絡・調整を行った。

運営方針　ウ

事業No 事業名 事業概要 実施結果

47
ふれあい福祉基金運営
事業
〔総務課〕

長野市における地域福祉の向上
をめざし、福祉需要の増大及び
多様化に対応した事業の推進を
図ることを目的とした、本基金
の適切な運営を行う。

積立額：1,838,767円（使途不特定寄付ほか）
取崩額：5,575,099円（介護者リフレッシュ事業、るすばん
介護支援事業、福祉のまちづくりを進めるための実践事業、
ボランティアセンター活動事業の事業費として使用）
〔Ｈ27年度末基金残高〕
  157,397,340円
※26年度からの増減：△3,757,332円

48
ボランティア活動振興
基金運営事業
〔地域福祉課〕

地域福祉の向上をめざし､自主的
で継続的なボランティア活動の
振興を図ることを目的とした、
本基金の適切な運営を行う。ま
た、この運営に関する第三者機
関としての委員会を開催する。

運用益3,124,998円は介護者リフレッシュ事業、ボランティ
アセンター活動事業の財源として活用した。
〔Ｈ27年度末基金残高〕288,191,053円

49

使途を明らかにした寄
付（協賛金）の検討事
業
〔総務課〕

個人・団体等からの寄付金品の
募集を行う事業。使途指定・不
指定を問わない。

１　賛助会員の募集
平成24年度から会員規程を設け、賛助会員を本会広報紙等に
より広報に努めた。
〔実績〕
平成27年度入会者　なし
　　　　　会員数　３名，賛助会費額　年間35,000円

２　寄付金品受入状況
〔平成27年度実績〕
○寄付件数　44件
　寄付総額　9,742,736円
　内訳：現金寄付　6,999,736円
　　　　物品寄付換算額　2,743,000円
○寄付の使途別内訳
　ボランティア活動振興基金の元金へ　5,000,000円
　使途不特定　　　1,758,314円
　地域たすけあい事業へ　1,640,000円
　介護サービスへ　995,000円
　ボランティアセンターへ　241,422円
　老人福祉センターへ　108,000円
（賛助会員・寄付者名簿 別表７）Ｐ35

基本施策　寄付文化の醸成

　寄付や地域貢献等の多様な住民参加の仕組みをつくります。
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

50
共同募金運動協力事業
〔総務課〕

社会福祉法に基づき長野県共同
募金会が実施する寄附金の募集
において、長野県共同募金会長
野市支会の事務局として事業へ
の協力を行う。

〔実績〕
○Ｈ27年度実績額58,524,828円
　目標額　58,387,000円　達成率　100.24％
【参考】Ｈ26年度実績額　60,355,395円から減少
○募金運動期間：10～12月
（別表８）Ｐ38

51
共同募金配分金事業
〔総務課〕

長野県共同募金会より配分され
た配分金を活用した事業を行
う。

配分金を活用した事業は概ね実施された。
共同募金を原資として市社協が実施する事業費に対し、配分
額が不足してきており、ふれあい福祉基金を取り崩して充
当。
配分金の約75％が各種助成事業となっている。
〔配分額及び内訳〕
○平成27年度配分額（平成26年度募金）34,858,395円
　内訳：社協　25,521,082円
　　　　住自協（目標超過分）9,337,313円
（別表９）Ｐ38

52
日赤社資募集事業
〔総務課〕

日本赤十字社法に基づき設置さ
れた日本赤十字社の長野県支部
長野市地区の事務局として、社
員募集及び社資収納を行う。

社資募集実績は前年に比べ減少傾向にある。
〔実績〕
○Ｈ27年度社資募集実績　53,828,254円
　目標額　57,777,000円　達成率　93.17％
【参考】平成26年度実績　55,615,176円
○強調月間：5月
（別表10）Ｐ38

53
チャリティショーとバ
ザー事業への協力事業
〔地域福祉課〕

長野市赤十字奉仕団や長野文化
芸術協議会等と協働により（実
行委員会）、家庭等で不要と
なっている物品を収集・販売
し、その収益を福祉活動へ還元
する。

チャリティーショーとバザーの催し自体は43回（平成22年
度）をもって終了し、平成23年度から3年間にわたり、これ
までの積立金を原資に、福祉自動車を運行している地区への
助成を行った。
平成26年度は基金の残金を共同募金配分金と併せて助成する
ことで、最終的に事業を終了した。

54
リサイクル活動事業
〔地域福祉課〕

資源となるような物品の収集活
動を行い、それらを換金するこ
とで地域福祉活動の資金を生み
出す。

はがきリサイクル運動、使用済み切手・テレカ収集・入れ歯
リサイクル事業を推進した。

事業No 事業名 事業概要 実施結果

55
長野市遺族会への支援
（事務受託）事業
〔総務課〕

長野市遺族会の事務局を受託
し、会への支援を行う。

会の事業計画及び予算に基づき、会議や行事など会の運営に
ついて、事務局として支援を行った。

（事務受託団体一覧　別表11）Ｐ38

56

長野市手をつなぐ育成
会への支援（事務受
託）事業
〔総務課〕

長野市手をつなぐ育成会の事務
局を受託し、会への支援を行
う。

会の事業計画及び予算に基づき、会議や行事など会の運営に
ついて、事務局として支援を行った。

（事務受託団体一覧　別表11）Ｐ38

基本施策　社会参加の促進

11



事業No 事業名 事業概要 実施結果

57
社会貢献相談窓口によ
る情報提供・調整事業
〔地域福祉課〕

企業・福祉事業者等の社会貢献
に関する相談窓口を設置し、情
報提供等を行う。

企業や福祉事業者からの社会貢献に関する相談や情報提供
は、ボランティアセンターの相談業務で対応してきた。ま
た、ボランティア・市民活動支援ネットワークとの協働で実
施した。

58

長野市赤十字奉仕団へ
の支援（事務受託）事
業
〔総務課〕

長野市赤十字奉仕団の事務局を
受託し、会への支援を行う。

会の事業計画及び予算に基づき、会議や行事など会の運営に
ついて、事務局として支援を行った。

（事務受託団体一覧　別表11）Ｐ38

59
長野地区保護司会への
支援（事務受託）事業
〔総務課〕

長野地区保護司会の事務局を受
託し、会への支援を行う。

会の事業計画及び予算に基づき、会議や行事など会の運営に
ついて、事務局として支援を行った。
（事務受託団体一覧　別表11）Ｐ38

60

長野地区更生保護女性
会への支援（事務受
託）事業
〔総務課〕

長野地区更生保護女性会の事務
局を受託し、会への支援を行
う。

会の事業計画及び予算に基づき、会議や行事など会の運営に
ついて、事務局として支援を行った。
（事務受託団体一覧　別表11）Ｐ38

61

社会福祉功労者・社会
福祉団体功労者表彰事
業
〔総務課〕

長野市社会福祉大会において、
社会福祉に功労があった個人・
団体を表彰する。

８月28日に開催した長野市社会福祉大会時に表彰を実施し
た。
〔実績〕
○社会福祉功労者被表彰者　19名
○優良住民自治協議会等被表彰者　１団体
（別表12）Ｐ39

62
社会福祉事業協助者表
彰事業
〔総務課〕

長野市社会福祉大会において、
社会福祉に功労があった個人・
団体に感謝する。

８月28日に開催した長野市社会福祉大会時に表彰を実施し
た。
〔実績〕
○社会福祉事業協助者被表彰者　23件（17人、６団体）
（別表12）Ｐ39

63

社会福祉士受験資格取
得のための相談援助実
習生受入事業
〔地域福祉課〕

社会福祉士の受験資格を取得す
るために必要な実習（24日・180
時間以上）の受入を行う。

〔実績〕
　○長野大学１名（24日間　186時間）
　○日本福祉大学１名（24日間　186時間）
　○高崎福祉医療カレッジ１名（24日間　186時間）

64

介護等実習生の受入
（介護福祉士、介護職
員初任者研修の現場実
習等）事業
〔介護サービス課〕

介護福祉士、介護職員初任者研
修の取得を目指している学生や
看護学生等を受け入れ、必要な
現場実習の場を提供し、指導等
を行う。

ホームヘルパー養成講座の受講生及び各種専門学校生など
563名を訪問及び通所介護事業所で受け入れ、現場における
実習の機会を提供し、指導を行った。
（別表13）Ｐ39

65
各種研修会への職員派
遣事業（講師派遣）
〔介護サービス課〕

専門性を生かし、地域や各種団
体等の要請に応じ、講師として
職員を派遣する。

県社協及び県シルバー人材センターが主催する研修会や養成
講座などに、介護福祉士及び看護師の有資格職員を講師とし
て派遣した。

基本施策　社会貢献の推進
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運営方針　エ

事業No 事業名 事業概要 実施結果

66

ボランティア連絡協議
会活動との連携・支援
事業
〔地域福祉課〕

ボランティア同士のネットワー
ク化を図り、情報の共有化、相
互学習、交流、協働活動を促進
するため組織されている「長野
市ボランティア連絡協議会」へ
の支援を行う。

長野市ボランティア連絡協議会の活動を支援し、ボランティ
ア団体同士のネットワーク化を図った。
〔実績〕
○理事会への参加　14回開催
○長野市ボランティア活動市民会議
　　12月５日開催

67

地区単位でのボラン
ティア活動者との連
携・支援事業
〔地域福祉課〕

地域課題に応じて、地縁組織と
個人や団体のボランティア活動
とが連携できるよう相談を通じ
て支援する。

地区の関係者からの相談に対し、ボランティア活動者との連
携等についての相談や提案等行った。地域における活動の担
い手につながるようなコーディネートを実施した。

68
ボランティア・市民活
動者のつどい事業
〔地域福祉課〕

ボランティア相互の活動を伝え
合い、意見交換をしネットワー
ク化を図るため交流研究の機会
（場）をつくる。

ボランティア団体相互の交流・学習の場として年１回開催し
た。
〔実績〕
11月１日、ふれあい福祉センターで実施した。
○参加団体数　63団体　　○来場者数　454人

69

ボランティア・市民活
動支援ネットワークと
の連携活動推進事業
〔地域福祉課〕

企業やボランティア活動を行っ
ている個人・団体の連携を図る
ために組織されている「ボラン
ティア・市民活動支援ネット
ワーク」と連携して、情報提供
や事業の連携等を行う。

ボランティア・市民活動支援ネットワークと協働し、月例情
報市場などを支援した。
  〔実績〕
  月例情報市場開催　月１回（12回）

70
ふれあいまつり開催事
業
〔地域福祉課〕

障害の有無、立場を超えて市民
みんながふれあう交流イベント
である「ふれあいまつり」を、
障害福祉関係者やボランティア
グループ等の参加を得て（実行
委員会方式）、長野市と協働に
より開催する。

ふれあいまつりのあり方について検討された結果、平成26年
度をもってふれあいまつり事業を終了。

事業No 事業名 事業概要 実施結果

71
長野市社会福祉大会の
開催事業
〔総務課〕

市民、社会福祉関係機関等に広
く呼びかけ、福祉に関する意識
啓発のために開催する。

「誰もがみんな自分らしく生きるために支えあいの地域創
り」を大会テーマとして第61回長野市社会福祉大会を開催
し、被表彰者を含めおよそ130名が参加した。
（別表12）Ｐ39

72
長野市地域福祉推進セ
ミナー開催事業
〔地域福祉課〕

長野市地域福祉計画に基づき、
市民、福祉関係機関、行政等が
一同に会し、地域福祉の推進に
関する事柄について学び、意見
交換を行う。

〔実績〕
○日    時　平成28年３月23日（水）13:30～16:00
○会    場　長野市若里文化ホール
○参加者数　約400名
○内　　容　基調講演及びシンポジウム
○テ ー マ　今だからこそ地域福祉でまちづくり！
　　　　　～福祉のまち長野を実現するために必要なこと～

基本施策　福祉意識を高めるための機会の創出

　福祉に対する意識を高めるとともに、小地域福祉活動等を実践している多様な団体・住民が連
携できる仕組みをつくります。

基本施策　連携の仕組みづくりへの支援
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運営方針　オ

事業No 事業名 事業概要 実施結果

73

長野市社会福祉審議会
地域福祉専門分科会へ
の参加事業
〔地域福祉課〕

長野市の地域福祉施策のあり方
について市民の意見や有識者等
からの専門的な知識を反映させ
るため、長野市が設置している
審議会へ、職員が参加する。

長野市福祉政策課（主管課）と共に事務局として課長、課長
補佐のほか担当職員が参加。平成27年度は、第二次長野市地
域福祉計画の見直しのため、３回開催された。

74

長野市地域福祉計画庁
内推進会議への参加事
業
〔地域福祉課〕

長野市地域福祉計画の進行管
理・評価を行うため、長野市が
市民・福祉関係機関等により組
織した委員会への出席や、事務
局的役割を担う。

長野市福祉政策課の主管事業
今年度は第二次長野市地域福祉計画の見直しを行い、計画の
進捗管理、評価を行うとともに、第三次計画策定における市
民企画作業部会を年６回開催され、事務局職員として出席
し、計画策定の支援を行った。

事業理念２

運営方針　ア

事業No 事業名 事業概要 実施結果

75
職員ニーズ調査事業
〔介護サービス課〕

各地域での福祉ニーズ等を把握
することを目的に、それぞれの
地域に関わっている職員の把握
している情報の集約を行う。

全事業所の担当者が一堂に会する合同担当者会議やサービス
ごとの担当者会議で、現行制度では対応が困難な生活上の課
題などを集約するよう努めた。

76
利用者ニーズ調査事業
〔介護サービス課〕

介護サービスの質の向上を目的
に、利用者の顧客満足度や福祉
ニーズを把握する。

さまざまな機会を捉え、利用者及び介護者より提供するサー
ビス内容についての意見や要望、福祉ニーズを把握するよう
努めた。

事業No 事業名 事業概要 実施結果

77
居宅介護支援事業
〔介護サービス課〕

要介護状態の高齢者等の心身の
状況、環境、希望等を把握し、
ケアプランの作成を行い、サー
ビス提供事業所との連絡調整等
を行う。

11事業所でケアプランの作成等を行った。
また、特定加算事業所は、運営基準等を遵守するとともにケ
アマネジメント技術の向上を図った。
（別表14）Ｐ39

78
訪問介護事業
〔介護サービス課〕

ホームヘルパーが家庭を訪問
し、食事や排泄など日常生活上
の介護や、調理や洗濯などの生
活援助を行う。

身体介護または日常生活を支援する生活援助サービスを8事
業所で提供した。
サービス内容の見直し等を行い、利用者の自立支援につなが
るサービス提供に努めた。
（別表15）Ｐ41

利用者本位の福祉サービスの実施

　介護サービス事業等の個別支援事業を地域福祉推進の重要事業として位置づけ、利用者のニー
ズを受けとめ、利用者が地域の一員として自分らしい生活を営むことができるよう福祉サービス
を提供します。

基本施策　利用者のニーズを受けとめる組織づくり

基本施策　介護サービス事業の充実

　長野市地域福祉計画に基づき、本会と長野市との役割及び責任を明らかにする中で一体的にま
ちづくりを進めます。

基本施策　長野市地域福祉計画の推進
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

79
訪問入浴介護事業
〔介護サービス課〕

家庭の浴室での入浴が困難な人
を対象に、簡易浴槽を家庭に持
ち込み、入浴介助を行う。

介護員と看護師が3人1組になり、サービスを提供した。
利用者の減少に伴い、27年度をもって事業を廃止とした。
（別表16）Ｐ42

80
訪問看護事業
〔介護サービス課〕

看護師が家庭を訪問し、主治医
の指示に従って、療養上の世話
や診療の補助などを行う。

定期的に地区内のケア会議に出席し、情報交換を行った。
医療依存の高いケースに対応し、在宅での生活期間を長期に
維持できるよう努めた。
（別表17）Ｐ43

81
通所介護事業
〔介護サービス課〕

通所介護事業所において、食
事、入浴などの日常生活上の世
話や機能回復のための訓練、レ
クリエーションなどを行う。

通所介護サービスを10事業所で提供した。
利用者一人ひとりが持っている力を見極めながら、利用者本
位の自立支援に努めた。
（別表18）Ｐ43

82
短期入所生活介護事業
〔介護サービス課〕

短期入所施設において、入浴、
食事などの日常生活上の介護や
機能訓練などを行う。

短期入所生活介護サービスを２事業所で提供した。
機能訓練や散歩を積極的に行った。
（別表19）Ｐ45

83
認知症対応型通所介護
事業
〔介護サービス課〕

通所介護事業所において、認知
症のある高齢者等に配慮した介
護や機能訓練等を行う。

認知症対応型デイサービスを４事業所で提供した。
各事業所に配置した認知症専門職員を中心に、利用者一人ひ
とりに必要な支援に努めた。
（別表20）Ｐ45

84
認知症対応型共同生活
介護事業
〔介護サービス課〕

認知症高齢者を対象にしたグ
ループホームにおいて、共同生
活の中で、必要な介護や生活の
世話を行う。

鬼無里なかよしハウスにおいて、認知症対応型共同生活介護
サービスを提供した。
新規入所者の行動・心理症状に対する支援方法をスタッフ全
員で考えるなど、入所者が安心して共同生活を送れるよう努
めた。（別表21）Ｐ46

85

障害福祉サービス(居
宅介護・同行援護・重
度訪問介護)事業
〔介護サービス課〕

障害者及び重度障害者を対象
に、ホームヘルパーが家庭を訪
問し、食事や排泄など日常生活
上の介護や、調理や洗濯などの
生活援助を行う。

身体介護または日常生活を支援する生活援助、及び同行援護
サービスを8事業所で提供した。介護福祉士や同行援護サー
ビス提供に必要な資格取得に努め、介護員の資質向上を図っ
た。
（別表22）Ｐ46

86
長野市移動支援サービ
ス事業
〔介護サービス課〕

屋外での移動が困難な障害者を
対象に、ホームヘルパーが社会
生活を営む上で必要な外出や余
暇活動を実現するための外出等
を支援する。

障害者総合支援法に基づく市地域生活支援事業の「移動支援
サービス」を提供した。
（別表23）Ｐ47

87
生きがいデイサービス
事業（受託事業）
〔介護サービス課〕

自立した高齢者を対象に、生き
がいづくりを目的とした介護予
防的サービスを提供する。

鬼無里地区の自立した高齢者に対し、介護予防を目的とした
生きがい対応型のデイサービスを鬼無里老人福祉センターに
おいて提供した。
（別表24）Ｐ47

88
援助老人サービス事業
（受託事業）
〔介護サービス課〕

介護保険では「非該当」の認定
を受けたが、一人暮らし等の理
由で自立支援が必要な高齢者に
訪問介護、通所介護、短期入所
生活介護のサービスを提供す
る。

援助老人と認定された高齢者に対し、介護予防を目的とした
通所援助サービスを提供した。8月以後は、利用者はなかっ
た。
訪問及び短期入所生活援助サービスの利用者はなかった。
（別表25）Ｐ48
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

89

難病患者ホームヘル
パー派遣事業（受託事
業）
〔介護サービス課〕

難病疾患にホームヘルパーを派
遣して、必要な介護や日常生活
上の援助を行う。

実績はなかった

90

身体障害者及び難病患
者入浴派遣事業（受託
事業）
〔介護サービス課〕

日常生活において常時介護を必
要とし、自力で入浴することが
困難な重度の障害者及び重度の
難病患者に訪問入浴サービスを
提供する。

障害者総合支援法(地域生活支援事業）に基づき、訪問入浴
サービスを提供した。
（別表26）Ｐ48

91

介護予防支援業務の受
託（介護給付）サービ
ス事業
〔介護サービス課〕

要支援の認定を受けている高齢
者を対象に、要支援状態の悪化
防止や改善に重点を置き、必要
な介護予防サービスが受けられ
るように介護予防プランを作成
する。

市内16か所の地域包括支援センターから業務を受託し、予防
給付対象者に対しケアプラン（介護予防サービス計画）の作
成などのサービスを提供した。
（別表27）Ｐ48

事業No 事業名 事業概要 実施結果

92
老人福祉センター管理
経営事業
〔地域福祉課〕

高齢者の健康増進、教養の向上
及びレクリエーションのための
便宜を提供することや地域にお
ける福祉活動の場を提供するセ
ンターの受託を行う。

１ 指定管理制度により以下のとおり実施した。
○三陽・安茂里・篠ノ井・氷鉋・戸隠・鬼無里
　（平成24年度～平成28年度の５年間の指定管理者）
○中条（平成23年度～平成28年度の６年間の指定管理者）
○信州新町福祉センター管理事業
　（平成23年度～平成27度の５年間の指定管理者）
※氷鉋は老人憩の家を含む

２ 市からの委託により下記のとおり実施した。
○信州新町福祉センター高齢者生きがいづくり講座業務
（別表28）Ｐ49

93

高齢者生きがいづくり
事業（老人福祉セン
ター）
〔地域福祉課〕

高齢者の生きがいや余暇活動の
促進を図るため、老人福祉セン
ターが各種教養講座を実施す
る。

〔実施件数〕
 1,518回（Ｈ26　1,584回）
（別表28）Ｐ49

94

高齢者「元気かいふ
く」事業（老人福祉セ
ンター）
〔地域福祉課〕

高齢者が介護が必要な状態にな
らないよう健康づくり等に関す
る講座を老人福祉センターが行
う。

「元気かいふく」事業としての実績はないが、介護予防講座
として市介護保険課と連携し、三陽、安茂里、篠ノ井、氷
鉋、中条の各センターにて実施した。

95

ボランティアコーディ
ネート事業（老人福祉
センター）
〔地域福祉課〕

ボランティア活動に関する相談
の受給調整を老人福祉センター
が行う。

〔実施件数〕
　1,597回（Ｈ26　2,151回）
（別表28）Ｐ49

96

ボランティア講座の開
催事業（老人福祉セン
ター）
〔地域福祉課〕

趣味や生きがい活動等を活かし
たボランティアの養成のための
各種講座を、老人福祉センター
が行う。

カフェ形式で毎月テーマを変えた講座を実施したり、雑巾縫
い等を行うミニ講座を開催するなど、ボランティアにつなが
る講座を実施した。また、職員の資質向上のため、市ボラン
ティアセンターで実施している講座に参加した。

97
相談事業（老人福祉セ
ンター）
〔地域福祉課〕

老人福祉センターにおいて、高
齢者からの各種相談（心配事な
ど）や、地域福祉活動に関する
相談（ボランティア活動など）
の相談活動を行う。

指定管理制度により以下の施設で実施した。
○三陽・安茂里・篠ノ井・氷鉋・戸隠・鬼無里・中条
○信州新町福祉センター管理事業

基本施策　指定管理等受託事業の充実
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

98
ふれあい福祉センター
管理経営事業
〔総務課〕

長野市から指定管理者の指定を
受け、地域福祉の拠点としての
ふれあい福祉センターの管理経
営を行う。

市民の福祉活動の拠点として、また、ボランティア活動の中
核施設として、数多くの団体に利用された（利用件数、利用
人員共に利用者目標値(21年度実績87,542人)を超えた）。
〔実績〕
延べ利用人員 91,005名
（別表29）Ｐ49

99

児童館・児童セン
ター・放課後子どもプ
ラザの管理経営事業
〔総務課〕

長野市から指定管理者の指定お
よび委託を受け、児童の健全育
成を図るとともに就労家庭を支
援する児童館等の管理経営を行
う。

子どもﾌﾟﾗｻﾞ1施設（昭和）を受託し、児童が安全・安心に過
ごせる場所を増やし、利用者のニーズに応えることができ
た。
（別表30）Ｐ50

100

高齢者生活福祉セン
ター受託事業
〔介護サービス課〕

居宅での生活に不安のある独居
や夫婦のみの高齢者世帯を対象
に、通所介護事業所併設の居住
施設において、食事の提供、各
種相談、助言、緊急対応等を行
う。

３か所（鬼無里、大岡、中条）の高齢者共同生活支援施設の
管理・運営を行った。
（別表31）Ｐ52

101

高齢者共同生活支援施
設受託事業
〔介護サービス課〕

居宅での生活に不安のある独居
や夫婦のみの高齢者世帯を対象
に、居住施設において、食事の
提供、各種相談、助言、緊急対
応等を行う。

２か所（戸隠栃原、戸隠豊岡）の高齢者共同生活支援施設の
管理・運営を行った。
（別表32）Ｐ53

運営方針　イ

事業No 事業名 事業概要 実施結果

102

在宅介護者リフレッ
シュのつどい事業
〔地域福祉課〕

在宅で介護をしている介護者を
対象に、心身のリフレッシュを
図ることを目的として宿泊もし
くは日帰り形式により交流を行
う。

[宿泊事業]
　○期日　平成27年10月15日～16日
　○行先　石川県加賀市山代温泉
　○参加者数　110名
[日帰り事業]
　○期日　平成27年10月21日
　○行先　長野県阿智村昼神温泉
　○参加者数　27名

103
介護者のつどい事業
〔地域福祉課〕

在宅で介護をしている介護者を
対象に、短時間（２～３時間）
で、日頃の介護に対する思いな
どについて話し合う事業。老人
福祉センターを会場に実施。

介護者相互の連携を促進するためえ、昼食を伴う短時間の交
流事業を本会が指定管理を行っている老人福祉センター等で
開催した。
〔実施概要〕
○実施回数　14回（８会場）
○延べ参加者数　157名

104

男性介護者のつどい事
業
〔地域福祉課〕

在宅で介護をしている男性の介
護者を対象に、男性介護者特有
の思いや不安等を話し合っても
らう。

篠ノ井老人福祉センターを会場に、年１回実施。
○参加者：３名

105

介護者向けの情報紙発
行事業
〔地域福祉課〕

在宅で介護をしている介護者を
対象に、介護に関する情報等を
まとめた情報紙を作成し、配布
する。

未実施

基本施策　介護者の孤立化防止の取組み

　利用者の家族等の身体的及び精神的負担等の改善を図ることができるよう福祉サービスを提供
します。
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

106
介護者意識調査事業
〔地域福祉課〕

在宅で介護をしている介護者を
対象に、介護に関する状況調査
を行う。

事業№102在宅介護者リフレッシュ事業の参加希望確認書、
アンケートにより実施した。

事業No 事業名 事業概要 実施結果

107
るすばん介護支援事業
〔地域福祉課〕

在宅で介護をしている介護者を
対象に、訪問介護員を派遣し短
時間（2～3時間）の留守番を行
う事業。本会以外の訪問介護事
業者にも派遣事業者として協力
を仰ぎ実施。

〔実施件数〕　25件
〔内訳〕
○平日２時間　５件
○平日３時間　16件
○平日時間外・土日・祝日２時間　１件
○平日時間外・土日・祝日３時間　１件
○その他　　　２件

108

介護者支援事業関係機
関連絡会開催事業
〔地域福祉課〕

在宅介護者に関する必要な施策
等に関する意見交換を行うた
め、るすばん介護支援事業の派
遣事業者として登録している事
業者に呼びかけ会議を行う。

未実施

運営方針　ウ

事業No 事業名 事業概要 実施結果

109

成年後見制度利用支援
相談窓口開設事業
〔地域福祉課〕

成年後見を適切に利用するため
専門相談窓口を開設し、相談か
ら兆調整・申立支援等を総合的
に行う。

〔実績〕
○相談件数　　 4,357件（Ｈ26　2,370件）
○法定後見※1　43件（Ｈ26　31件）
○任意後見※2　3件（Ｈ26　0件）
　※1　申立完了した件数。
　※2　契約締結した件数。
（別表33）Ｐ53

110

実務者支援（ケース相
談・アドバイザーの派
遣等）事業
〔地域福祉課〕

福祉事務所や包括支援センター
等の実務者の抱える後見ケース
を支援するためにケース相談や
司法書士等の専門職の派遣を行
う。

長野県弁護士会長野在住会、社団法人リーガルサポートなが
の、社団法人長野県社会福祉士会と委託業務を締結した上で
実施。調整会議にて、専門職の派遣が必要と認められた場
合、専門職を派遣した。
〔実績〕
５件（Ｈ26　３件）

111

専門職調整会議開催事
業
〔地域福祉課〕

市民や実務者からの相談で把握
された困難ケース等に対して、
支援に向けた専門的な調整を行
うために専門職による調整会議
を実施する。

長野県弁護士会長野在住会、リーガルサポートながの、長野
県社会福祉士会と委託業務契約により委員を派遣していただ
き実施。平成25年度より専門職調整委員会という名称で実施
するとともに、相談対応件数の増加に対応するため毎月実施
の12回開催として実施している。
〔開催実績〕
11回（Ｈ26　12回）

112
検討委員会開催事業
〔地域福祉課〕

成年後見支援体制の構築を図る
ため、運営委員会を設置し、学
識経験者等の関係者により検討
を行う。

平成23年度より「長野市成年後見支援センター運営委員会」
へ移行。センター運営に係る全般的な協議を行った。
〔開催実績〕
２回（Ｈ26　２回）

　福祉ニーズを抱える住民が、福祉サービスを適切に利用することができるよう利用支援に関す
るサービスを提供します。

基本施策　相談支援・利用支援サービスの充実

基本施策　介護負担軽減の取組み
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

113
日常生活自立支援事業
〔地域福祉課〕

認知症高齢者等の判断能力が不
十分な方に対して、日常的な金
銭管理や預貯金通帳等の預りを
行う。　（社会福祉法に定める
第２種社会福祉事業）

長野県社会福祉協議会と契約し事業を行った。
〔契約件数〕
208件（Ｈ26　182件）
（別表34）Ｐ53

114

暮らしのあんしんサー
ビス事業
〔地域福祉課〕

判断能力はあるが、単身高齢者
等で金銭管理等の不安がある方
に対して、日常的な金銭管理や
預貯金通帳等の預りを行う。
（長野市社協独自事業）

長野市の補助金により実施した。
〔実績〕
○契約件数　　44件（Ｈ26　40件）
○相談者実数　400人（Ｈ26　338人）
○述べ相談件数　1,508件（Ｈ26　1,178件）
○契約内訳　財産保全契約8件　金銭管理契約36件

116
生活福祉資金貸付事業
〔地域福祉課〕

低所得世帯等に対し、その世帯
の自立助長を促すため資金の貸
付を行う事業。総合支援資金、
福祉資金、教育支援資金、不動
産担保型生活資金と用途に応じ
た貸付を行う。（社会福祉法に
定める第２種社会福祉事業）

〔実績〕
○相談件数　1,190件（H26　1,119件）
　※内、みなみ出張所　65件（Ｈ26　116件）
○貸付件数　19件（H26　5件）
　※内、みなみ出張所　５件（Ｈ26　3件）
（別表36）Ｐ54

117
助け合い資金貸付事業
〔地域福祉課〕

低所得世帯等に対し、その世帯
の自立助長を促すため、小口の
資金貸付を行う。（長野市社協
独自事業）

県社協の生活福祉資金の制度改革により、本事業の新規貸付
は平成27年度より停止した。
〔実績〕
○貸付件数　０件（H26　０件）
（別表37）Ｐ54

118
災害見舞金事業
〔総務課〕

災害による住宅罹災・死亡及び
事故による死亡に対して、長野
県共同募金会、日本赤十字社長
野県支部および当会の３者によ
る見舞金品の給付を行う。

〔見舞金給付実績〕
○住宅罹災　420千円（21件）
○事故死　　120千円（8件）
　計540千円（29件）
　※県共同募金会及び日赤長野県支部と併せて給付
（別表38）Ｐ55

119
法外援護事業
〔総務課〕

長野市厚生課が実施する、長野
市外に居住する旅行者への自宅
へ帰るための旅費等の支給につ
いて共同募金を原資に補助す
る。

〔実績〕
40件（H26　23件）
（別表39）Ｐ55

159

生活困窮者自立支援事
業
〔地域福祉課〕

現に生活に困窮し、最低限度の
生活を維持することができなく
なるおそれのある生活困窮者の
自立の促進を図ることを目的に
相談支援を行う。

長野市からの受託により長野市生活就労支援センター「まい
さぽ長野市」を開設し、自立相談支援事業と家計相談支援事
業を実施した。
〔実績〕
［自立相談支援事業］
○相談者数　975人
○相談件数
　（のべ）　5,522件
［家計相談支援事業］
○利用者数　12人

115
ふれあいデイケア事業
〔地域福祉課〕

相談事業等で把握された既存の
制度やサービスにはあてはまり
にくいニーズに対してふれあ
い、交流の場を提供を通じ支援
を実施する。

寄せられた相談の中から、様々な理由で外出や交流の機会が
持ちにくい方を対象に心身のリフレッシュを図るとともに、
相談のひとつの形態として、個々が抱える課題解決を図るた
めに３種のメニューによりデイケアを実施した。
（別表35）Ｐ53
また、当事者交流の場として、男性同士の交流を促すため料
理教室等を行った。
〔実績〕
○一人暮らし高齢者いきいき料理教室の開催
　年3回　延べ20人
○男性の料理教室（前期）の開催　年4回　延べ59人
○男性の料理教室（後期）の開催　年4回　延べ51人
○その他　包丁研ぎ４人、大掃除２人、生ごみ堆肥６人
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

120
きぼう相談事業
〔地域福祉課〕

誰にも相談できない、どこに相
談したら良いか分からないと
いった「よろず」的な相談に対
し、定期的（週３日）に相談を
行う。

〔実績〕
○相談件数　1,545件（H26　1,819件）
（別表40）Ｐ56

121
法律相談事業
〔地域福祉課〕

法律的な見地からの相談対応が
必要な相談に対し、弁護士や司
法書士を相談員として、法律相
談や成年後見相談を行う（毎月
１回）。

〔実績〕
○法律相談（全12回）　　37件（H26　41件）
（別表40）Ｐ56

122
福祉総合相談事業
〔地域福祉課〕

制度の外や谷間にあるニーズに
対して相談に応じるとともに、
関係機関等によるケース会議等
総合的に相談を行う。

どこの事業にも当てはまりにくい相談に対し総合的に判断し
対応。本年度は、成年後見支援センターの担当職員により実
施した。

事業No 事業名 事業概要 実施結果

123 指定介護予防支援事業
〔介護サービス課〕

包括支援センターの業務とし
て、直接要支援者の介護予防プ
ランを作成するとともに、外部
委託したプランを含めた請求業
務等を行う。

３か所の地域包括支援センターにおいて、担当地区の要支援
者が介護予防サービス等の適切な利用ができるよう、介護予
防計画の作成を行った。
〔実績〕
○介護予防ケアプラン作成件数　5,189件(委託分は除く)
（別表41）Ｐ56

124
包括的支援事業
〔介護サービス課〕

包括支援センターの業務とし
て、専門性を生かし、介護予防
サービス等の提供を含めた保
健・医療・福祉に関する相談・
支援等を包括的かつ継続的に対
応する。

３か所の地域包括支援センターにおいて、高齢者が住み慣れ
た地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、適
切な支援を行った。

（別表41）Ｐ56

125

在宅介護に関する総合
相談事業
〔介護サービス課〕

在宅介護支援センターの業務と
して、介護保険の利用を含め、
介護に関する各種の相談対応を
行う。

２か所の在宅介護支援センターにおいて、高齢者の福祉向上
を図るため、在宅介護に関する総合的な相談に応じるととも
に、地域のケア体制の整備を図るため、関係者の連絡調整を
行った。
（別表42）Ｐ59

126

高齢者実態把握調査事
業
〔介護サービス課〕

在宅介護支援センターの業務と
して、地域の要援護高齢者の心
身の状況等を把握する。

地域包括支援センターと在宅介護支援センターにおいて、担
当地域の要援護高齢者宅を複数回訪問し、身体・生活状況の
把握や、サービス利用について意向を確認した。
（別表41.42）Ｐ56.59

127
介護予防教室事業
〔介護サービス課〕

包括支援センター、在宅介護支
援センターの業務として、地域
の高齢者を対象に寝たきり・認
知症の予防や健康づくりなどの
介護予防のプログラムを提供す
る。

地域包括支援センターと在宅介護支援センターにおいて、介
護予防のための転倒予防、認知症予防教室等を開催した。
（別表41,42）Ｐ56,59

128
介護者教室事業（
〔介護サービス課〕

包括支援センター、在宅介護支
援センターの業務として、現在
介護をされている家族の心身の
リフレッシュや介護知識の向上
を目的とした教室を開催する。

地域包括支援センターと在宅介護支援センターにおいて、参
加者の要望に基づいた介護者教室を開催した。
（別表41,42）Ｐ56,59

基本施策　総合相談機能の充実

基本施策　地域と利用者に密着した相談体制
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

129

安心ネット推進事業
（総合相談調整会議）
〔地域福祉課〕

複雑な課題を抱えるニーズに対
し、各分野の連携を図りながら
解決していくための総合的な支
援のネットワークをすすめるた
め調整会議等を実施する。

どこの事業にも当てはまりにくい相談に対し総合的に判断し
各部署につなげていく。本年度は、成年後見支援センターの
担当職員を中心に、民生児童委員や、ケアマネ、行政職員と
のケース会議を実施した。

130

長野圏域介護保険事業
者連絡協議会支援（事
務受託）事業
〔介護サービス課〕

長野広域市町村圏域の介護保険
指定事業者が連携して、介護
サービスの円滑な提供や質の向
上を図ることを目的に、研修や
情報交換を行う。

事務局として、研修会等の企画、実施に関する連絡調整を
行った。
〔実績〕
○研修会の開催　２回
（事務受託団体一覧　別表11）Ｐ38

131

民生児童委員協議会、
福祉推進員研修会等へ
の参加事業
〔地域福祉課〕

民生児童委員や福祉推進員など
を対象とした会議や研修会へ出
向き、情報提供等を行う。

〔実績〕
○職員派遣回数
　福祉推進員を対象とした研修会　　14回
　民生児童委員を対象とした研修会　37回

132

フレッシュ情報（市介
護保険課配信）への情
報掲載事業
〔介護サービス課〕

長野市が市内の介護保険事業者
に対して、介護に関する各種情
報を定期的にインターネット
メールにより情報提供している
事業（フレッシュ情報）への情
報掲載を行う。

必要に応じ行った。

事業理念３

運営方針　ア

事業No 事業名 事業概要 実施結果

134

配食サービス事業（受
託事業）
〔地域福祉課〕

食事づくりが困難な高齢者や障
害者への昼食の配食を行う事
業。長野市高齢者福祉課からの
受託。

〔実績〕
○戸隠エリア　 　515食　延べ39名
○鬼無里エリア 1,758食　延べ149名

地域の特性を活かした総合的な支援体制づくり

　個人の福祉ニーズを地域の福祉ニーズとして反映することで、地域住民が支えあう環境をつく
ります。

基本施策　住民参加による支えあい活動の推進

133
地域たすけあい事業
〔地域福祉課〕

高齢者、障害者、母子父子世帯
等に対して、地域住民の協力を
得て有償による家事援助及び福
祉移送サービスを行う行う事
業。住民自治協議会との協働に
より実施。

１　市内31地区（25事業所）で実施した（長野市高齢者福祉
課からの補助金）。
〔実績〕
○実施件数　44,578件
　内訳：家事援助3,379件、福祉移送41,199件
（別表43）Ｐ60

２　交通空白地である大岡地区について、公共交通バス事業
を受託し実施した。
〔実績〕
○実施件数　9,721件（平成25年度　11,316件）
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運営方針　イ

事業No 事業名 事業概要 実施結果

135

信州暮らしの支えあい
ネットワーク事業への
協力・参加事業
〔地域福祉課〕

県内の住民参加型有償在宅福祉
サービスを行っている団体によ
り組織されている連合会（長野
県社会福祉協議会が事務局）へ
の協力・参加する。

〔実績〕
○全体会　７月３日（金）　会場：塩尻総合文化センター
　　　　　担当者２名参加
〇地域支え合い情報交換会
　「地域の支え合い　活動見本市・おみあい会」
　　２月22日（月）　会場：長野市柳原公民館
　　担当者１名、たすけあい事業コーディネーター２名参加

136

長野市有償在宅福祉
サービスコーディネー
ター会議実施事業
〔地域福祉課〕

市内で活動している有償在宅福
祉サービス団体を対象に、相互
の連係を深めるため、調整者
（コーディネーター）の情報交
換会議を行う。

未実施

137

見守り活動に関する事
例の情報提供事業
〔地域福祉課〕

隣近所での見守り活動を推進す
るため、区や組・常会などの小
地域を単位に行われている見守
り活動に関する事例をまとめ、
情報を提供する。

事業No.143福祉推進員地区別研修会や事業No.144福祉推進員
全体研修会（長野市地域福祉推進セミナー）の中で事例とし
て取り上げた。

138

長野ブロックボラン
ティア・市民活動交流
研究集会への協力・参
加事業
〔地域福祉課〕

他市町村との連携を図るため、
本市周辺の社会福祉協議会で構
成されている長野ブロック社協
（９市町村）が行うボランティ
アの交流集会への協力・参加を
行う。

長野ブロックボランティア交流研究集／須坂市ボランティア
市民活動交流集会
日時　12月３日
場所　メセナホール
内容　ボランティア活動発表、講演会

139

長野ブロック社会福祉
協議会職員研修への協
力・参加事業
〔地域福祉課〕

他市町村との連携を図るため、
本市周辺の社会福祉協議会で構
成されている長野ブロック社協
（９市町村）が行う職員研修へ
参加する。

長野ブロック社協職員研修会／助け合い推進大会
日時　２月13日
場所　メセナホール
内容　福祉貢献者表彰、講演会

運営方針　ウ

事業No 事業名 事業概要 実施結果

140

長野市民生児童委員協
議会への支援（事務受
託）事業
〔総務課〕

長野市民生児童委員協議会の事
務局を受託し、37地区（法定単
位）民生児童委員協議会の連
携・活動推進および情報交換を
図るとともに関係機関・団体等
との連絡調整等を行う。

会の事業計画及び予算に基づき、会議や行事など会の運営に
ついて、事務局として支援を行った。
（事務受託団体一覧　別表11）Ｐ38

　福祉関係機関・団体をはじめ福祉分野以外で活動する機関・団体等が、個人の福祉ニーズを連
携して解決することができるような環境をつくります。

基本施策　福祉ネットワーク構築の推進

　民生児童委員や福祉推進委員と連携した身近な地域での支援体制をつくります。

基本施策　民生児童委員活動への支援
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

141

民生児童委員活動相談
事業
〔地域福祉課〕

民生児童委員を対象に、活動上
の悩みや不安等の相談に応じる
事業。民生児童委員経験者など
の有識者が相談員として対応。

きぼう相談員に民生児童委員経験者を配置することにより実
施している。
併せて各地区定例会できぼう相談の説明を実施した。

事業No 事業名 事業概要 実施結果

142

福祉推進員活動に対す
る助成事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会が設置する福祉
推進員の活動（３２地区単位）
に対して、事業費補助方式によ
り助成を行う。

〔実績〕
○助成地区数　24地区

143

福祉推進員地区別研修
会開催事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会が設置する福祉
推進員を対象に、福祉推進員の
役割等の基礎的事項について、
住民自治協議会を単位に研修を
行う。

〔実績〕
○福祉推進員を対象とした研修会　14回

144

福祉推進員全体研修会
開催事業
〔地域福祉課〕

住民自治協議会が設置する福祉
推進員を対象に、各地区の福祉
推進員活動の事例を学ぶなどの
研修会を行う。

事業No.72長野市地域福祉推進セミナー開催事業に併せて実
施した。

145

福祉推進員活動の手引
き作成事業
〔地域福祉課〕

福祉推進員の役割等の基礎的事
項をまとめた手引きを作成し、
福祉推進員に配布する。

「福祉推進員活動の手引き（平成27年度版）－地域で福祉活
動に取り組もう－」を作成・配布した。
〔実績〕
○作成・配布部数　2,200部

146

福祉推進員活動事例集
作成事業
〔地域福祉課〕

各地区の福祉推進員活動の事例
をまとめた冊子を作成し、配布
する。

事業№72長野市地域福祉推進セミナー開催事業に併せ、各地
区から福祉推進員の活動紹介用紙を集約し、セミナー会場で
展示を行うとともに、データ化したものを各地区へ配布し
た。
〔実績〕
○活動用紙提出地区　24地区

事業理念４

運営方針　ア

事業No 事業名 事業概要 実施結果

147

広報検討会議の開催事
業
〔総務課〕

各課の担当者により構成された
会議を編成し、社協から発信す
る広報事業全般に関して企画・
検討を行う。

 本年度は年4回開催した。主に№148ふくしながの発行事業
及び№153ホームページ開設・運営事業について検討した。

　地域に開かれた組織として、情報公開・発信を行うとともに、住民からの意見を聴く仕組みを
つくり、地域の福祉ニーズの評価を行います。

基本施策　広報広聴活動の充実

基本施策　福祉推進員活動への支援

地域の福祉ニーズに応じた新たな事業の開発
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事業No 事業名 事業概要 実施結果

148
ふくしながの発行事業
〔総務課〕

地域住民へ福祉関係情報の広
報・情報発信として、長野市社
協報の「ふくしながの」を発行
する。

本年度は下記のとおり発行し、全戸に配布した。
〔実績〕
○発行日及び部数
第65号　５月１日発行　発行部数　156,000部
第66号　１月１日発行　発行部数　156,000部

149

長野市社協の案内パン
フレット作成事業
〔総務課〕

市社協の性格、組織概容、活動
内容等の市社協全体の広報のた
めのパンフレットを作成する。

長野市社会福祉協議会の概要（平成27年度版）を４月に作成
し、法人の概要説明資料として視察研修者や来館者等に対し
配布した。

150
児童館だより発行事業
〔総務課〕

保護者への施設や児童福祉等に
関する情報を提供するため、各
施設ごとに「児童館だより」を
発行する。

施設利用者へのサービス提供として、全施設において実施し
た（1月に1回又は2月に1回）。

151

老人福祉センターだよ
り発行事業
〔地域福祉課〕

老人福祉センターにおいて、各
種事業の案内等の情報を掲載し
た広報紙を発行する（配布は担
当管内）。

〔実績〕
○各センターの発行回数
　三陽　６回、安茂里　６回、篠ノ井　12回
　氷鉋　４回、戸隠　  ２回、鬼無里　２回
　中条　12回

152

ボランティアかわらば
ん発行事業
〔地域福祉課〕

市内のボランティアに関する情
報を整理し伝えるため、「ボラ
ンティアかわらばん」を発行す
る。

毎月１回6,500部発行。長野市内だけではなく、市外・県外
へも発送。ボランティアによる編集委員会方式を採用し、ボ
ランティア主体の情報誌作りを行った。また、発送や配達ま
でボランティアが担い手となって事業を行った。

153

ホームページ開設・運
営事業
〔総務課〕

ホームページを活用して、地域
住民へ市社協の事業内容等の情
報を発信する。

本会の事業の紹介や各事業所における広報誌の紹介、また採
用情報などについて、住民に対し情報更新を行った。

154

事業ごとの各種パンフ
レット等の作成・配布
事業
〔総務課〕

事業毎に必要に応じて広報等の
ためパンフレットを作成する。

各課毎必要に応じて各種パンフレット等を作成した。

155

社協版「みどりのはが
き」事業（仮称）
〔総務課〕

本会が発行する広報紙「ふくし
ながの」へ本会に対する意見等
を記入することができるような
所定のハガキを挟み込み、市民
からの意見等を聴く。

「ふくしながの」のクイズに併せて意見・要望等を募集し
た。
〔実績〕
○意見・感想等件数（クイズ回答含む）
　第65号（Ｈ27.5.1）　59通
　第66号（Ｈ28.1.1） 108通

156
苦情解決事業
〔総務課〕

苦情解決に関する規程に基づ
き、苦情受付・解決体制を整備
する。

〔実績〕
○苦情受付件数
　38件（H26 25件）
（別表44）Ｐ61
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運営方針　イ

事業No 事業名 事業概要 実施結果

157

事務局プロジェクト会
議の設置・運営事業
〔総務課〕

各課の担当者により構成された
プロジェクト会議を定期的に開
催し、総合計画の進行管理、福
祉課題把握のための調査・研究
等を行う。

事務局内に第二次総合計画策定委員会を組織し、委員会内の
ワーキンググループにおいて計画の具体的な内容等を議論し
た。
また、全正規職員を対象とした討論会を２回実施し、総合計
画の内容のみならず今後の社協の在り方等についても討論を
行った。

158

事務局会議の設置・運
営事業
〔総務課〕

各課の管理職及び事務局プロ
ジェクト会議の担当者により構
成された事務局会議を定期的に
開催し、総合計画の進行管理、
事務局プロジェクト会議で調
査・研究された事項について検
討する。

事業№157と同じ

※事業№159「生活困窮者自立支援事業」については、関連のある事業№119の次に掲載

　制度の狭間にある福祉課題を把握し、新たな事業をタイムリーに実施します。

基本施策　組織内の福祉課題把握体制の確立
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Ⅳ 事業実績（資料） 

 

 

住民参加・協働による福祉を基盤としたまちづくり 

 

 

運営方針 ア 実績資料 

別表１（事業№５,６）福祉のまちづくりを進めるための実践事業及び小地域福祉懇談会助成

事業実績 

事業区分 事業名 実施数 助成金額 

基盤強化事業 (1)地区福祉大会事業 

(2)小地域福祉懇談会事業 

25 地区 

13 地区 

1,029,983 円 

345,935 円 

当事者ふれあい事業 (1)介護者のつどい事業 

(2)ひとり暮らし高齢者のつどい 

20 地区 

22 地区 

500,383 円 

660,000 円 

地域実践活動事業 (1)福祉推進員活動事業 

(2)男性の料理教室事業 

(3)きぼうの旅事業 

(4)ボランティア養成事業 

(5)サロン事業 

(6)福祉自動車運行事業 

(7)相談事業 

(8)子育て・子育ち支援事業 

(9)世代間交流事業 

(10)地区独自課題対応事業 

24 地区 

22 地区 

12 地区 

15 地区 

636 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

25 地区 

７地区 

 20 地区 

17 地区 

12 地区 

1,077,077 円 

736,905 円 

600,000 円 

431,407 円 

5,592,294 円 

7,500,000 円 

140,000 円 

857,528 円 

311,040 円 

527,986 円 

合   計 
20,310,538 円 

(19,688,199 円) 

※（  ）内数字は、平成 26 年度 

 

別表２（事業№８）遊び場整備事業実績 

地区名 件 数 補 助 金 額 

三 水 1 件 34,830 円 

東横田 1 件 50,000 円 

上真島 1 件 38,070 円 

久 新 1 件 16,200 円 

宮 沖 1 件 16,740 円 

大 町 1 件 9,018 円 

合 計 6 件 164,858 円 

(参考)26年度 7 件 277,175 円 

 

 

 

事業理念１ 
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別表３（事業№９）社会を明るくする運動推進事業実績 

１ 各地区助成状況一覧 

地区名 助成回数 作文発表 講演会 映画会 懇談会 
演奏会

等発表 
ＰＲ他 

住民集会 

参加者数 

地区推進

委員会 

第 一          

第 二 1        7/17 

第 三 1        6/17 

第 四 1        7/22 

第 五 1      7/1  7/8 

芹 田 2  7/23     130 6/11 

古 牧 2 7/25 7/25 7/25    130 6/13 

三 輪          

吉 田 2 7/14 7/14     65 6/22 

古 里 1  7/25 7/25    110 6/6 

柳 原 2  7/4 7/4    57 5 回 

浅 川 2 7/26 7/26 7/26    105 6/3 

大豆島 2 6/27    6/27  150 5/13 

朝 陽          

若 槻 2 7/25 7/25   7/25  150 4 回 

長 沼 2  7/10  7/10   90 6/11 

安茂里 2  11/28   11/28  120  

小田切 2  11/8     220 5/25 

芋 井 2  7/25 7/25   7 月 41 6/10 

篠ノ井 2  1/23    7 月 500 2 回 

松 代 2 7/18 7/18     110 6/19 

若 穂 2 2 回 2 回 2 回    750 2 回 

川中島 2      7/3 40 6/3 

更 北 2      7/6  6/17 

七二会 2  7/29 7/29    43 4/20 

信 更 2       70 6/26 

豊 野 2  12/6   12/6 12/6 85 6/18 

戸 隠 2  11/1    11/1 190 6/25 

鬼無里 1        10 月 

大 岡 2 12/5 12/5 12/5    114 6/23 

信州新町          

中 条 1   7/14    25 6/29 

合 計 
28 地区 

49 回 
8 地区 18 地区 9 地区 1 地区 4 地区 7 地区 3,295 人 

27 地区 

36 回 



- 34 - 

 

地区名 助成回数 作文発表 講演会 映画会 懇談会 
演奏会

等発表 
ＰＲ他 

住民集会 

参加者数 

地区推進

委員会 

(参考) 

26 年度 

29 地区 

52 回 
8 地区 19 地区 9 地区 2 地区 5 地区 5 地区 2,824 人 

29 地区 

32 回 

※地区推進委員会 1回につき 5,000 円、地区住民集会 1 回につき 15,000 円以内を助成した。 

 

２ 広報活動の実施 

（１）有線放送、各地区での広報活動等、周知を図るための活動を行った。 

（２）挨拶ポスター1,200 枚を各行政区、学校関係（小・中・高・特殊諸学校）、市役所、 

市社協、児童館に配布した。 

 

 

運営方針 イ 実績資料 

別表４（事業№19,44）まちの縁側づくり事業及びコーディネート力養成講座実施事業実績 

日時 内  容 講師 人数 

６月 30 日 これからの地域福祉のあり方を考える 市川 一宏 173 人 

７月 26 日 
【まちの縁側楽会】の実施 

（松代地区）寺町商家 

延藤 安弘 

名畑 恵 
98 人 

８月 ３日 
ボランティアとは 

ボランティアの価値と果たすべき役割 
筒井 のり子 59 人 

８月 ４日 ボランティアをコーディネートする 筒井 のり子 15 人 

９月 ９日 

９月 10 日 
傾聴の基本を学ぶ 末松 渉 93 人 

11 月 1 日 居場所と役割（ソーシャルインクルージョン） 木原 孝久 96 人 

12 月 2 日 
プログラム開発 

ボランティア活動・地域活動の開発 
山崎 富一 12 人 

12 月 15 日 地域のささえあいを考え直す 木原 孝久 32 人 

１月 15 日 地域回想法を学ぶ 来島 修志 58 人 

３月 31 日 
【まちの縁側講座】の実施 

（第一地区）桜枝町 清水アパート 

延藤 安弘 

名畑 恵 
37 人 

 

別表５（事業№22）ボランティア活動機材の貸し出し事業実績 

機材名 件数 機材名 件数 機材名 件数 

車椅子 204件（499台） アイマスク 21件（932枚） 白杖 28件（624本） 

点字板 9件（187枚） PCﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 50件 ﾗｼﾞｶｾ 6件 

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟ 3件 スライド 1件 ｺﾋﾟｰ機 904件 

印刷機 581件 綿飴・ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ  42件 その他 127件（273個） 
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別表６（事業№45）ボランティアコーディネーターによるコーディネート事業実績 

１ 件数 

年度 
項目 

平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成27年度 

相談･調整件数 41,212 40,140 34,770 29,029 23,565 

２ 内訳 

３ ボランティアコーディネーターによる相談調整ケースの傾向 

「ボランティアしたい」は、ここ数年の傾向として「何かしてみたい、自分の生活を変えたい」

というものや若い勤労世代が「役に立ちたい」と訪れるものが多い。その一方、学校や地域包括支

援センター、ケアマネジャーより、不登校や精神的な悩みを抱えた人が社会参加のきっかけとして

ボランティア活動を助言し、一緒に相談に訪れるケースが増加している。 

また、「ボランティア求む」の内容にも変化が表れている。地域包括支援センターやケアマネジャ

ーからの公的サービスでは補えない見守りやお話し相手など、地域での孤立や認知症、障がい児者

の対応といった課題からの相談や、施設や地域からのレクリエーション等の相談、教育機関からは

ボランティア関連の講師派遣依頼や体験教室の相談が増えている。 

介護保険法の改正に伴う地域支援事業への対応について、地域の福祉を担う住民・ボランティア

の養成が重要になり、寄りどころを求める高齢者や悩みを抱えている人たちの居場所の必要性が高

まり、地区への支援がますます重要になり相談支援が増加していくと思われる。 

 

運営方針 ウ、エ 実績資料 

別表７（事業№49）賛助会員・寄付者名簿 

１ 賛助会員（敬称略） 

№ 月 日 会費（円） 氏 名 

1 H27.5.25 20,000 清水 勤 

２ H27.8. 7 10,000 匿名 

３ H27.9.17 5,000 匿名 

合計 35,000  

調整ケース件数  簡易相談件数 

ボランティアしたい 389 

 

情報提供 3,913 

ボランティア求む 341 チラシ・掲示 1,010 

情報求む 372 機材貸出 2,635 

ボランティア活動支援 774 会議室予約 3,978 

ボランティア活動上の悩み 38 伝言 2,731 

よろず相談・悩み 60 よりいい会 3,606 

ボランティア保険・事故処理 43 その他 3,475 

その他 200 計 21,348 

計 2,217    

    総合計 23,565 
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２ 寄付者名簿（敬称略） 

№ 月日 金額(物品) 単位：円 氏名 住所 

1 H27.5.7 20,000 
長野モラロジー事務所 

 代表 宇佐美修造 
長野市平林 

2 H27.5.25 ボールペン約 300 本 匿名 
 

3 H27.5.28 会議用テーブル 4台 
丸山 順江 

（安茂里ボランティア絆の会） 
長野市伊勢宮 

4 H27.6.16 エアーマット 下條 江美子 長野市川中島町 

5 H27.6.17 絵画一点 角田 範子 長野市安茂里 

6 H27.6.22 ﾌｧｲﾙ等文房具 匿名 
 

7 H27.6.10 25,000 長野県中小企業団体中央会長野支部 長野市中御所岡田 

8 H27.6.8 25,000 八十二銀行ボランティアクラブ 長野市岡田 

9 H27.6.19 25,000 長野商工会議所 長野市七瀬中町 

10 H27.6.15 25,000 公益社団法人長野青年会議所 長野市七瀬中町 

11 H27.6.30 25,000 株式会社 TOSYS 長野市若穂綿内 

12 H27.6.25 25,000 日本労働組合総連合会長野県連合会 長野市県町 

13 H27.6.3 25,000 連合長野 長野地域協議会 長野市県町 

14 H27.7.9 
車いす 2台、かぼちゃ

ん人形 2体 
フジモト HD 株式会社 東京都千代田区 

15 H27.7.16 オムツ、尿取りパット 匿名   

16 H27.7.31 タオル６枚 匿名  

17 H27.8.11 車いす 匿名 
 

18 H27.8.26 6,000 NTT 労組退職者の会長野地区協議会 長野市新田町 

19 H27.8.28 
ｼﾙﾊﾞｰｶｰ 11 台,ﾏｽｸ 10

箱 

ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ国際協会 334-E 地区 2R 

3Z 
  

20 H27.9.10 
オムツ、尿取りパット

14 袋 
匿名   

21 H27.10.9 お尻ふき２パック 匿名 
 

22 H27.10.27 
羊毛布団2 ｾｯﾄ,麻雀牌

1ヶ,麻雀卓 3卓 
匿名 

 

23 H27.10.28 14,400 長野地区退職者連合会   

24 H27.11.28 300,000 匿名   
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№ 月日 金額(物品) 単位：円 氏名 住所 

25 H27.11.11 車椅子 2台 小さな親切運動長野支部 長野市岡田 

26 H27.11.13 507,914 匿名 
 

27 H27.11.18 車椅子 2台 なべりんＯＢ会 松本市双葉 

28 H27.12.7 古着（スーツ一式） 匿名   

29 H27.12.8 8,000 長野市ママさんバレーボールクラブ 長野市稲葉 

30 H27.12.11 
福祉自動車 

（ｽｽﾞｷ ｽﾍﾟｰｼｱ） 
井堀 雅秀 長野市松代町 

31 H27.12.14 108,000 長野市ママさんバレーボール連盟 長野市吉田 

32 H27.12.15 500,000 宗教法人 真如苑 信越本部 長野市吉田 

33 H27.12.15 30,000 長野市医師会医青会 長野市居町 

34 H27.12.16 タオル 1,000 枚 全労済 長野県本部 長野市立町 

35 H27.12.24 ｼﾙﾊﾞｰｶｰ 2 台 
株式会社長野銀行 長野ブロック一

同 
長野市昭和通り 

36 H27.12.24 車椅子 2台 安茂里ゴルフ憲球会    

37 H28.1.14 未使用タオル 196 本 
公益社団法人生命保険ファイナンシャル

アドバイザー協会長野県協会 
長野市南千歳 

38 H28.1.25 5,000,000 匿名  

39 H28.2.15 
座布団 16枚,仏前座布

団 1枚 
匿名  

40 H28.3.1 422 長野アイデア研究会   

41 H28.3.4 30,000 風のウイング 長野市篠ノ井 

42 H28.3.9 リハビリパンツ 10 枚 匿名  

43 H28.3.25 300,000 匿名  

44 H28.3.28 缶詰め等の食品 匿名  

合計金額 9,742,736 
 

うち物品受付(金額換算) 2,743,000 
 

うち現金受付(金額) 6,999,736 
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別表８（事業№50）共同募金運動協力事業実績 

年度 

項目 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

目 標 額 58,316,000 円 58,300,000 円 58,387,000 円 

実 績 額 62,289,596 円 60,355,395 円 58,524,828 円 

達 成 率 106.81％ 103.53％ 100.24％ 

 

別表９（事業№51）共同募金配分金事業実績 

共同募金における市社協にかかる配分を行った。 

（募金年度：平成26年度、予算執行年度：平成27年度） 

当初の計画 実績に基づく配分 

募金目標 58,300,000円 募金実績 60,355,395円 

県への配分 25,497,000円 県への配分 25,497,000円 

市への配分 32,803,000円 市への配分 ※ 34,858,395円 

            ※  うち 市社協配分額 25,521,082円 

  うち 住自協配分額 9,337,313円 

 

別表 10（事業№52）日赤社資募集事業実績 

年度 

項目 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

目 標 額 56,953,000 円 57,413,000 円 57,777,000 円 

実 績 額 56,367,248 円 55,615,176 円 53,828,254 円 

達 成 率 98.97％ 96.87％ 93.17％ 

  ※長野県共同募金会長野市支会、日本赤十字社長野市地区の事業への協力 

 

別表 11（事業№53,55,56,58～60,130）事務受託団体一覧（10 団体） 

№ 団 体 名 代 表 者 会員･構成 

１ 長野市民生児童委員協議会 会   長 伊 藤 篤 志 868 人 

２ 長野市遺族会 会   長 横 田   久 2,637 人 

３ 日本赤十字社長野県支部長野市地区 地 区 長 加 藤 久 雄 － 

４ 長野県共同募金会長野市支会 支 会 長 小 林 義 直 － 

５ 長野市赤十字奉仕団 委 員 長 和 田 充 子 4,883 人 

６ 長野市手をつなぐ育成会 会   長 塚 田 なおみ 310 人 

７ 長野地区保護司会 会   長 酒 井 正 巳 152 人 

８ 長野地区更生保護女性会 会   長 宮 下 敏 子 1,144 人 

９ 長野圏域介護保険事業者連絡協議会 会   長 増 山 幸 一 118 事業者 

※平成 28 年３月 31 日現在 
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別表 12（事業№61,62,71）第 61 回長野市社会福祉大会の開催実績 

１ 期  日      平成 27 年８月 28 日（金） 

２ 会  場      長野市ふれあい福祉センター ５階ホール 

３ 参加者数   約  130 人 

４ 概  要    

（１）式典 14：00～14：30 

顕彰（社会福祉関係功労者に対し総会において顕彰した。） 

ア 社会福祉功労者          19 人 

イ 優良住民自治協議会等      １地区 

ウ 社会福祉事業協助者       17 人 

エ 寄付者            ６件（団体） 

（２）講演 14：40～16：10 

    演題 認知症も怖くない・グルメリポーターの役に立つ食の話とカンタン健康法 

    講師 菊田 あや子 氏 （レポーター） 

 

 

別表 13（事業№64）介護等実習生の受入事業実績 

学校名等 延べ人数 学校名等 延べ人数 

長野赤十字看護学校 78 信州医療福祉専門学校 75 

三幸福祉カレッジ 77 長野女子短期大学 21 

長野社会福祉専門学校 51 信濃の星 37 

長野県社会福祉協議会 173 松本短期大学 9 

シルバー人材センター 34 上田女子短期大学 2 

豊野学園豊野高等専修学校 6   

合  計 
563 

(628) 

※（ ）内数字は、平成 26 年度 

 

 

 

利用者本位の福祉サービスの実施 

 

運営方針 ア 実績資料 

別表 14（事業№77）居宅介護支援事業実績 

１ 体制 

事 業 所 名 介護支援専門員数 車両台数 備  考 

ふれあい介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
7   4   兼務 1人、特事 

事業理念 2 



- 40 - 

 

事 業 所 名 介護支援専門員数 車両台数 備  考 

城山介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
4   3   兼務１人、特事 

三陽介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
3 2  

吉田介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
6   3   兼務 1人、特事 

安茂里介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
8        3   特事 

篠ノ井介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
8   5   特事 

豊野介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
6   3   兼務 1人、特事 

鬼無里介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
3   1   特事 

大岡介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
3   1   兼務 3人 

信州新町介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
2   2    

中条介護サービスセンター 

居宅介護支援事業所 
4   2  特事 

合 計 54 (53) 29(27)  

※（ ）内数字は、平成 26 年度  

※備考欄「特事」は特定事業所 

 

２ 実績 

事業所名 
利用（居宅サービス計画作成）件数 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

ふれあい 2,245 2,398 2,033 

城山 1,844 1,707 1,539 

三陽 － 284 1,074 

吉田 1,983 2,031 1,619 

安茂里 2,771 2,820 2,945 

篠ノ井 2,992 2,882 2,756 

豊野 1,364 1,449 1,545 

鬼無里 1,123 1,018 971 

大岡 662 644 555 

信州新町 694 667 622 

中条 1,340 1,323 1,287 

合 計 17,018 17,223 16,946 
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３ 要介護認定調査業務実績 

事業所名 
認定調査件数 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

ふれあい 56 64 59 

城山 43 39 52 

三陽 － 10 36 

吉田 43 50 36 

安茂里 79 79 69 

篠ノ井 93 92 83 

豊野 36 20 31 

鬼無里 22 10 11 

信州新町 23 21 20 

中条 31 26 19 

合  計 429 411 416 

 

別表 15（事業№78）訪問介護事業実績 

１ 体制 

事 業 所 名 常勤職員数 車両台数 備  考 

ふれあい介護サービスセンター 

訪問介護事業所 
11 7  兼務 2人、特事 

東長野介護サービスセンター 

訪問介護事業所 
12 11  兼務 1人、特事 

安茂里介護サービスセンター 

訪問介護事業所 
 9 8  特事 

篠ノ井介護サービスセンター 

訪問介護事業所 
 9 8  特事 

戸隠介護サービスセンター 

訪問介護事業所 
6 6  特事 

鬼無里介護サービスセンター 

訪問介護事業所 
3       2  兼務 1人、特事 

信州新町介護サービスセンター 

訪問介護事業所 
4 4  特事 

中条介護サービスセンター 

訪問介護事業所 
4 3  兼務 3人、特事 

合 計 58(66) 49(50)  

※常勤職員数は平成 28 年３月 31 日現在の人数（以下同様） 

※（ ）内数字は、平成 26 年度 

※備考欄「特事」は特定事業所 
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２ 訪問介護実績 

事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数  利用人数 利用回数 

ふれあい 798 10,875 729 9,659 578 8,275 

東長野 1,101 19,437 1,136 20,460 950 18,302 

安茂里 857 10,925 890 12,059 829 12,016 

篠ノ井 794 14,831 669 14,258 654 11,484 

戸 隠 427 8,107 385 7,832 382 7,775 

鬼無里 211 3,587 223 4,014 257 4,952 

信州新町 507 5,860 493 6,559 403 6,112 

中 条 247 5,093 213 5,329 179 3,624 

合 計 4,942 78,715 4,738 80,170 4,232 72,540 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

３ 介護予防訪問介護実績 

事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

ふれあい 488 2,514 417 2,112 383 1,903 

東長野 593 3,630 632 3,882 531 3,088 

安茂里 527 2,825 550 2,670 461 2,563 

篠ノ井 677 4,384 586 4,048 415 2,906 

戸 隠 88 549 66 413 60 357 

鬼無里 137 821 152 937 107 675 

信州新町 269 1,330 262 1,415 246 1,349 

中 条 148 701 161 756 185 920 

合 計 2,927 16,754 2,826 16,233 2,388 13,761 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

 

別表 16（事業№79）訪問入浴介護事業実績 

１ 体制 

事 業 所 名 常勤職員数 車両台数 

ふれあい介護サービスセンター 

訪問入浴介護事業所 

5 [うち兼務 3] 

（8） 

 3  

（4） 

※（ ）内数字は、平成 26 年度 

２ 実績 

事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

ふれあい 682 2,783 403 1,576 223 1,072 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値  
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別表 17（事業№80）訪問看護事業実績 

１ 体制 

事 業 所 名 常勤職員数 車両台数 

戸隠介護サービスセンター 

訪問看護事業所 

3 [うち兼務 2]  

(2)  

2  

( 2 ) 

※（ ）内数字は、平成 26 年度 

２ 実績 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

戸隠 

利用人数 380 334 256 

 

回数 

訪問看護 1,414 1,133 963 

介護予防訪問看護 63 49 59 

訪問看護療養 509 447 282 

※利用人数は、介護保険及び医療保険利用者の月毎の実利用人数合算数値 

 

別表 18（事業№81） 通所介護事業実績 

１ 体制                       

事 業 所 名 常勤職員数 車両台数 備考 

三陽介護サービスセンター 

通所介護事業所 
12 5 兼務 3人 

柳町介護サービスセンター 

通所介護事業所 
14 7   兼務 4人 

吉田介護サービスセンター 

通所介護事業所 
15   5   兼務 2人 

安茂里介護サービスセンター 

通所介護事業所 
11   7   兼務 2人 

篠ノ井介護サービスセンター 

通所介護事業所 
    8   6   兼務 3人 

氷鉋介護サービスセンター 

通所介護事業所 
7   5    

戸隠介護サービスセンター 

通所介護事業所 
7  5   兼務 3人 

鬼無里介護サービスセンター 

通所介護事業所 
8   6   兼務 7人 

大岡介護サービスセンター 

通所介護事業所 
11   5   兼務 11 人 

中条介護サービスセンター 

通所介護事業所 
9   9   兼務 5人 

合 計 102（100） 60（61）  

※（ ）内数字は、平成 26 年度 
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２ 通所介護事業実績 

事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

三 陽 500 4,083 633 4,666 728 5,648 

柳 町 984 6,795 929 6,716 814 6,129 

芋 井 [78] [300] [74] [260] [0] [0] 

吉 田 863 7,104 945 7,801 851 7,152 

安茂里 896 6,530 907 6,444 906 6,229 

篠ノ井 728 6,014 776 6,305 713 5,525 

氷 鉋 644 5,216 734 6,092 634 5,416 

戸 隠 329 3,130 367 3,041 385 2,817 

鬼無里 486 3,704 496 3,770 545 4,281 

大 岡 411 2,658 412 2,811 391 2,618 

中 条 715 5,022 746 5,333 686 5,430 

合 計 6,556 50,256 6,945 52,979 6,653 51,245 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

※芋井は、柳町介護サービスセンター通所介護事業所のサテライトで数値は内数 

 

３ 介護予防通所介護実績 

事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

三 陽 103 515 126 696 71 417 

柳 町 309 1,620 393 2,069 332 1,758 

芋 井 [57] [214] [75] [276] [71] [276] 

吉 田 246 1,397 289 1,577 257 1,446 

安茂里 491 2,407 500 2,450 487 2,502 

篠ノ井 358 2,152 295 1,875 284 1,663 

氷 鉋 207 1,388 230 1,434 208 1,258 

戸 隠 70 390 138 641 134 715 

鬼無里 166 888 196 1,182 148 961 

大 岡 253 1,165 217 980 352 1,596 

中 条 385 2,260 458 2,512 404 2,123 

合 計 2,588 14,182 2,842 15,416 2,677 14,439 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

※芋井は、柳町介護サービスセンター通所介護事業所のサテライトで数値は内数 
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別表 19（事業№82）短期入所生活介護事業実績 

１ 体制 

施 設 名 利用定員 常勤職員数 車両台数 備考 

鬼無里介護サービスセンター 

やすらぎ 
8  7   1  

兼務 7人 

車両は通所と兼用 

大岡介護サービスセンター 

ことぶき荘 
16 11 1  

兼務 11 人 

車両は通所と兼用 

合 計 
24    

（ 24 ） 

22    

 （ 22 ） 

2  

 （ 2） 
 

※（ ）内数字は、平成 26 年度 

 

２ 短期入所生活介護実績 

施設名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

鬼無里やすらぎ 292 2,962 234 2,209 252 2,498 

大岡ことぶき荘 376 5,164 355 4,946 262 3,955 

合 計 668 8,126 589 7,155 514 6,453 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

 

 介護予防短期入所生活介護実績 

施設名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

鬼無里やすらぎ 2 16 3 12 1 6 

大岡ことぶき荘 18 91 13 68 6 22 

合 計 20 107 16 80 7 28 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

 

別表 20（事業№83）認知症対応型通所介護事業実績 

１ 体制  

事 業 所 名 常勤職員数 車両台数 備考 

三陽介護サービスセンター 

通所介護事業所 
12 5 

職員・車両は一般型と

共通 

柳町介護サービスセンター 

通所介護事業所 
14 7   

職員・車両は一般型と

共通 

吉田介護サービスセンター 

通所介護事業所 
15   5   

職員・車両は一般型と

共通 

安茂里介護サービスセンター 

通所介護事業所 
11   7   

職員・車両は一般型と

共通 

合 計 
52 

（46） 

24 

（24） 
 

※（ ）内数字は、平成 26 年度 
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２ 認知症対応型通所介護実績 

事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

三 陽 164 1,488 198 1,969 139 1,643 

柳 町 151 1,146 185 1,690 190 1,989 

吉 田 225 1,914 241 2,141 189 1,635 

安茂里 210 1,951 208 1,905 175 1,640 

合 計 750 6,499 832 7,705 693 6,907 

 

３ 介護予防認知症対応型通所介護実績 

事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

三 陽 0 0 4 16 0 0 

柳 町 0 0 0 0 3 23 

吉 田 0 0 0 0 0 0 

安茂里 17 68 13 47 0 0 

合 計 17 68 17 63 3 23 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

 

別表 21（事業№84）認知症対応型共同生活介護事業実績 

１ 体制 

施 設 名 利用定員 常勤職員数 備考 

鬼無里介護サービスセンター 

なかよしハウス 

7 

（ 7 ） 

4 

（ 4 ） 
兼務１ 

※（ ）内数字は、平成 26 年度  

２ 実績 

施設名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

鬼無里なかよしハウス 84 2,533 85 2,463 87 2,548 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

 

別表 22（事業№85）障がい福祉サービス事業実績 

１ 居宅介護サービス実績 

事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

ふれあい 297 4,038 293 4,550 288 3,906 

東長野 432 5,601 350 4,597 376 5,618 

安茂里 256 7,762 206 5,358 260 5,833 
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事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

篠ノ井 245 3,820 227 3,819 264 4,571 

戸隠 85 2,194 69 1,975 108 2,200 

鬼無里 43 492 29 243 35 277 

信州新町 96 1,243 70 774 46 596 

中条 29 284 33 592 56 993 

合 計 1,483 25,434 1,277 21,908 1,433 23,994 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値。重度訪問介護を含むもの。 

 

２ 同行援護サービス実績 

事業所名 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

ふれあい 80 285 94 356 95 413 

東長野 88 456 86 579 100 602 

安茂里 46 397 46 333 48 399 

篠ノ井 72 374 66 411 70 428 

戸隠 0 0 0 0 5 18 

鬼無里 0 0 0 0 0 0 

信州新町 21 130 24 131 15 89 

中条 0 0 0 0 0 0 

合 計 307 1,642 316 1,810 333 1,949 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

 

別表 23（事業№86）長野市移動支援サービス事業実績 

移動支援サービス 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

112 351 80 190 74 188 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

 

別表 24（事業№87）生きがいデイサービス事業実績 

１ 体制 

地区 利 用 施 設  常勤職員数 車両台数 備  考 

鬼無里 鬼無里老人福祉センター 
2  

（0） 

1 

（1） 
兼務 2人 

※（ ）内数字は、平成 26 年度 
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２ 実績 

地区 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

実施回数 利用人数 実施回数 利用人数 実施回数 利用人数 

鬼無里 113 809 96 693 95 663 

 

別表 25（事業№88）援助老人サービス事業実績 

サービス名 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

実利用 

人数 
利用回数 

実利用 

人数 
利用回数 

実利用 

人数 
利用回数 

通所援助サービス 2 128 2 48 2 27 

   ※訪問及び短期入所援助サービスは、平成 22 年度以降利用なし。 

 

別表 26（事業№90）身体障がい者及び難病患者入浴派遣事業実績 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 利用人数 利用回数 

111 681 90 607 68 519 

※利用人数は、月毎の実利用人数合算数値 

 

別表 27（事業№91）介護予防支援業務の受託（介護給付）サービス事業実績 

居宅介護支援事業所名 
利用（介護予防サービス計画作成）件数 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

ふれあい 475 499 419 

城山 457 433 377 

三陽 － 104 80 

吉田 354 245 74 

安茂里 538 589 527 

篠ノ井 814 810 767 

豊野 312 181 68 

鬼無里 515 399 375 

大岡 354 330 460 

信州新町 155 204 203 

中条 229 441 464 

合  計 4,203 4,235 3,814 

※三陽は平成 26 年４月１日新規開設 
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別表 28（事業№92,93,95）老人福祉センター等管理経営事業等の実施実績 

１ 高齢者生きがいづくり事業及びボランティアコーディネート事業実績 

 年 間 件 数 年間利用者数(人) 

項 目 

 

施 設 

教養・生

きがい

づくり

講座 

地域福

祉活動 

ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ・団体

活動 

その他

の 

事業 

計 
平成 26 年

度 
平成 25 年度 

三 陽 202 304 804 374 1,684 16,144 14,960 

安茂里 208 321 508 99 1,136 13,520 13,932 

篠ノ井 245 346 478 236 1,305 12,193 11,402 

氷 鉋 231 391 1,365 181 2,168 26,753 27,504 

戸 隠 69 5 6 27 107 1,119 1,145 

鬼無里 83 20 39 100 242 3,693 2,217 

信州新町 369 22 304 281 976 7,055 7,766 

中 条 111 42 47 299 499 3,273 3,427 

合 計 1,518 1451 3,551 1,597 8,117 83,750 91,535 

※延べ実施回数及び人数 

 

２ 氷鉋老人憩の家利用実績 

年 度 別 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

利 用 者 数 22,697 20,718 19,539 19,205 17,116 

※延べ人数 

 

別表 29（事業№98）ふれあい福祉センター管理経営事業実績      （単位：件・人） 

年

度 

件   数 利用者数 

会議室1 会議室2 会議室3 会議室4 研修室 
料理実

習室 
ホール 合計 合計 

21 383 811 732 707 713 235 742 4,323 87,542 

22 376 779 678 726 660 277 700 4,196 87,051 

23 391 818 740 729 680 302 703 4,363 87,981 

24 362 799 775 736 760 282 696 4,410 93,464 

25 299 808 763 762 725 274 767 4,398 88,974 

26 323 846 789 781 760 274 823 4,596 91,156 

27 314 775 673 725 778 239 714 4,218 91,005 
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別表 30（事業№99）児童館・児童センター・放課後子どもプラザの管理経営事業実績 

１ 児童館の管理経営状況（児童センター32 館、児童館 7 館）       （単位：人） 

№ 名 称 所在地 
登録 

児童数 
年間延べ 

利用児童数 

1 箱清水  児童センター 箱清水 3 丁目 16 番 17 号 89 8,995 

2 長野中央 児童館 居町 64 番 33 6,275 

3 加茂   児童センター 西長野 74 番地 4 53 9,210 

4 芹田   児童センター 大字稲葉 132 番地 1 169 30,058 

5 古牧   児童センター 大字高田 603 番地 1 94 19,171 

6 日詰   児童館 大字稲葉 2001 番地 1 66 10,337 

7 三輪   児童センター 三輪 8丁目 3 番 37 号 125 24,867 

8 裾花   児童センター 中御所 4 丁目 17 番 3 号 84 12,203 

9 柳町   児童センター 柳町 73 番 76 14,508 

10 湯谷   児童センター 上松 4丁目 28 番 38 号 96 15,921 

11 南部   児童センター 大字鶴賀 550 番地 107 22,670 

12 大豆島  児童センター 大字大豆島 1005 番地１ 272 45,406 

13 朝陽   児童センター 大字北長池 1378 番地 1 104 19,811 

14 柳原   児童センター 大字柳原 2108 番地１ 99 19,979 

15 長沼   児童センター 大字津野 460 番地 42 9,010 

16 古里   児童センター 大字金箱 559 番地 22 195 25,284 

17 若槻   児童館 大字若槻団地１番地 384 56 9,793 

18 徳間   児童センター 大字徳間 570 番地 114 23,648 

19 浅川   児童センター 浅川東条 219 番地 4 52 8,091 

20 芋井   児童センター 大字上ケ屋 910 番地 20 4,255 

21 安茂里  児童センター 大字安茂里 1133 番地イ-1 103 15,653 

22 松ヶ丘  児童センター 安茂里小市 2 丁目 31 番 1 号 54 10,016 

23 篠ノ井中央児童センター 篠ノ井二ツ柳 2251 番地 127 21,942 

24 篠ノ井東 児童センター 篠ノ井東福寺 1601 番地 1 94 16,626 

25 篠ノ井西 児童センター 篠ノ井二ツ柳 523 番地 7 95 17,434 

26 共和   児童センター 篠ノ井小松原 600 番地 130 27,866 

27 塩崎   児童館 篠ノ井塩崎 3350 番地 64 10,227 

28 松代花の丸児童センター 松代町松代 262 番地 1 102 20,047 

29 豊栄   児童館 松代町豊栄 2787 番地 34 4,899 

30 松代東条 児童センター 松代町東条 2421 番地 68 13,607 

31 綿内   児童センター 若穂綿内 6734 番地 9 119 19,259 

32 川田   児童館 若穂川田 1248 番地 99 17,144 

33 保科   児童センター  若穂保科 2646 番地 68 8,690 

34 昭和   児童センター  川中島町今井 1865 番地 160 31,250 

35 川中島  児童センター 川中島町上氷鉋 146 番地 1 117 24,037 

36 青木島  児童センター 青木島町大塚 1310 番地 2 100 18,383 
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№ 名 称 所在地 
登録 

児童数 
年間延べ 

利用児童数 

37 下氷鉋  児童センター 稲里町下氷鉋 76 番地 5 102 19,415 

38 三本柳  児童センター 三本柳東 2丁目 2番地 132 26,234 

39 真島   児童館 真島町真島 1425 番地 36 6,441 

合   計 3,750 668,662 

※ 登録児童数は平成 27 年４月１日現在  

※（参考）平成 26 年４月１日現在児童登録数 3,635 人 年間延べ 626,135 人 

２ 放課後子どもプラザの管理経営状況（プラザ 47 施設）         （単位：人） 

№ 名 称 所在地 
登録 

児童数 

年間延べ 

利用児童数 

1 城山子どもプラザ 大字長野東之門町 404-1（城山小学校内） 124 11,319 

2 鍋屋田子どもプラザ 大字鶴賀上千歳町1365-2 （鍋屋田小学校内） 72 7,000 

3 加茂子どもプラザ 大字西長野 185-6（加茂小学校内） 38 2,795 

4 芹田子どもプラザ 大字栗田16-2     （芹田小学校内） 55 6,504 

5 山王子どもプラザ 大字中御所岡田30-1  （山王小学校内） 94 11,868 

6 古牧子どもプラザ 大字高田 619-2    （古牧小学校内） 46 5,519 

7 緑ヶ丘子どもプラザ 大字高田2281    （緑ヶ丘小学校内） 108 17,881 

8 三輪子どもプラザ 大字三輪 8丁目 3-2 （三輪小学校内） 83 8,428 

9 裾花子どもプラザ 中御所 5丁目 6-1   （裾花小学校内） 125 12,199 

10 城東子どもプラザ 大字三輪 6丁目 14-30 （城東小学校内） 43 4,009 

11 湯谷子どもプラザ 大字上松 4丁目 28-38 （湯谷小学校内） 71 8,860 

12 南部子どもプラザ 大字鶴賀 550-1    （南部小学校内） 146 24,772 

13 大豆島子どもプラザ 大字大豆島1004-2  （大豆島小学校内） 152 16,408 

14 朝陽子どもプラザ 大字北長池 1406   （朝陽小学校内） 67 7,945 

15 柳原子どもプラザ 大字小島 702     （柳原小学校内） 97 10,379 

16 古里子どもプラザ 大字金箱 439-2    （古里小学校内） 52 3,932 

17 若槻子どもプラザ 大字若槻東条 810   （若槻小学校内） 71 8,197 

18 徳間子どもプラザ 大字徳間 570     （徳間小学校内） 74 11,652 

19 浅川子どもプラザ 浅川東条 337     （浅川小学校内） 181 11,293 

20 安茂里子どもプラザ 大字安茂里1158   （安茂里小学校内） 47 5,026 

21 松ヶ丘子どもプラザ 安茂里小市2丁目 20-1（松ヶ丘小学校内） 60 5,126 

22 通明子どもプラザ 篠ノ井御幣川 270   （通明小学校内） 136 18,819 

23 篠ノ井東子どもプラザ 篠ノ井東福寺1538 （篠ノ井東小学校内） 85 12,384 

24 篠ノ井西子どもプラザ 篠ノ井二ツ柳 488 （篠ノ井西小学校内） 234 37,213 

25 共和子どもプラザ 篠ノ井小松原 600   （共和小学校内） 81 7,121 

26 信里子どもプラザ 篠ノ井有旅3692    （信里小学校内） 61 11,004 
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№ 名 称 所在地 
登録 

児童数 

年間延べ 

利用児童数 

27 塩崎子どもプラザ 篠ノ井塩崎3333    （塩崎小学校内） 66 6,410 

28 松代花の丸子どもプラザ 松代町松代 205-1   （松代小学校内） 17 2,593 

29 清野子どもプラザ 松代町清野64     （清野小学校内） 37 5,452 

30 西条子どもプラザ 松代町西条 4     （西条小学校内） 34 5,276 

31 東条子どもプラザ 松代町東条2421    （東条小学校内） 40 5,845 

32 寺尾子どもプラザ 松代町柴 260     （寺尾小学校内） 52 7,456 

33 綿内子どもプラザ 若穂綿内6656     （綿内小学校内） 11 1,440 

34 昭和子どもプラザ 川中島町今井 1865 番地（昭和小学校内） 15 1,117 

35 川中島子どもプラザ 川中島上氷鉋 172  （川中島小学校内） 100 11,484 

36 青木島子どもプラザ 青木島町大塚1394  （青木島小学校内） 66 9,067 

37 下氷鉋子どもプラザ 稲里町下氷鉋50   （下氷鉋小学校内） 81 8,900 

38 三本柳子どもプラザ 三本柳東 2丁目 1  （三本柳小学校内） 100 12,014 

39 真島子どもプラザ 真島町真島1425    （真島小学校内） 43 4,286 

40 七二会子どもプラザ 七二会丁 220    （七二会小学校内） 54 4,224 

41 信田子どもプラザ 信更町田野口1082   （信田小学校内） 32 6,236 

42 更府子どもプラザ 信更町上尾2200    （更府小学校内） 14 1,750 

43 戸隠子どもプラザ 戸隠豊岡1531      （戸隠小学校） 74 6,886 

44 鬼無里子どもプラザ 鬼無里77      （鬼無里小学校内） 29 4,151 

45 大岡子どもプラザ 大岡乙 304-1     （大岡小学校内） 27 5,689 

46 信州新町子どもプラザ 信州新町新町 630-1（信州新町小学校内） 105 11,860 

47 中条子どもプラザ 中条2770       （中条小学校内） 64 6,601 

合   計 3,476 416,660 

※ 登録児童数は平成 27 年 4 月 1日現在 

※（参考）平成 26 年 4 月 1日現在 登録児童数  2,687 人 年間延べ 350,665 人 

 

別表 31（事業№100）高齢者生活福祉センター受託事業実績 

施 設 名 定員 項 目 
平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

鬼無里高齢者生活福祉センター 

（通称：やすらぎ） 
19 人 

 

実利用人数 14 13 11 

月平均利用人数 7.6 8.6 9.2 

延べ利用日数 2,414 2,887 3,052 

大岡高齢者生活福祉センター 

（通称：ことぶき荘） 9 人 

 

実利用人数 5 4 3 

月平均利用人数 1.6 1.7 1.1 

延べ利用日数 390 534 255 

中条高齢者生活福祉センター 

（通称：いこいハウス） 6 人 

実利用人数 6 7 9 

月平均利用人数 5.6 5.8 5.2 

延べ利用日数 1,998 1,962 1,628 
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別表 32（事業№101）高齢者共同生活支援施設受託事業実績 

施 設 名 定員 項 目 
平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

戸隠栃原高齢者共同生活支援

施設（通称：ひまわり１号） 
6 人 

 

実利用人数 13 6 6 

月平均利用人数 4.3 2.7 2.2 

延べ利用日数 1,183 880 601 

食事提供食数 3,203 2,469 1,678 

戸隠豊岡高齢者共同生活支援

施設（通称：ひまわり２号） 
8 人 

 

実利用人数 20 13 11 

月平均利用人数 6.7 5.6 3.8 

延べ利用日数 1,922 1,833 1,092 

食事提供食数 5,155 4,946 2,942 

 

運営方針 ウ 実績資料 

別表 33（事業 No109） 成年後見制度利用支援相談窓口開設事業実績 

１ 相談件数 

年度別 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

件 数 880 1,348 1,700 2,370 4,357 

 

 

別表 34（事業 No113） 日常生活自立支援事業実績 

１ 実績 

項 目 内  容 

事業対象市町村 長野市、信濃町、飯綱町、小川村 

本制度に関する相談 相談件数 21,889 件（内 みなみ出張所 6,103 件） 

平成 27 年度契約件数 49 件（内 みなみ出張所 19 件） 

［内訳］認知 12 件/知的 19 件/精神 17 件/その他 1件 

平成28年 3月末現在契約件数 208 件（内 みなみ出張所 64 件） 

［内訳］認知 57 件/知的 75 件/精神 68 件/その他 8件 

事業開始からの延べ契約件数 390 件（平成 11 年 10 月より） 

２ 契約件数の推移 

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 合計 

契約件数 23 36 22 19 40 21 34 37 40 49 延べ 390 

 

別表 35（事業№115）ふれあいデイケア事業実績 

項 目 実施回数等 内  容 

煎茶デイケア 月 1回 延べ 12 回 参加者 12 人 延べ 64 人 

ちぎり絵デイケア 月２回 延べ 23 回  〃   ７人 延べ  71 人 
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項 目 実施回数等 内  容 

書道デイケア 週１回 延べ 45 回 〃  11 人 延べ 277 人   

ふれあい交流会  

 

８月５日（水） 

12 月８日（火） 

12月１６日（火） 

１月１３日（水） 

デイケアメンバーが七夕、クリスマス会など季

節の行事等でふれあい交流を図った 

研修会の開催 ７月１４日（火） 

９月９日（水） 

10 月２８日（水） 

１月２４日（水） 

煎茶、ちぎり絵、書道のデイケアで外出研修交

流を図った 

作品の出展 
６月、１０月 

１２月、１月 

ふれあい書道展（主催：全国書画展覧会運営委

員会）、市民書道展（主催：長野市民新聞社）ち

ぎり絵展への作品の出展 

 

別表 36（事業№116）生活福祉資金貸付事業実績              （金額：円） 

年度 

資金種別 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

総合支援資金 1 191,000 0 0 0 0 

福祉資金 6 504,000 4 234,000 14 1,504,000 

教育支援資金 3 1,081,000 1 141,000 4 1,688,000 

不動産担保型生活資金 0 0 0 0 1 7,950,000 

臨時特例つなぎ資金 1 50,000 0 0 0 0 

合 計 11 1,826,000 5 375,000 19 11,142,000 

 

別表 37（事業№117）助け合い資金貸付事業実績              （金額：円） 

年度 
貸付額 前期末未償還額 当期償還金額 不能欠損処理額 未償還残額 

人

員 
金額 

人

員 
金額 

人

員 
金額 

人

員 
金額 

人

員 
金額 

平成 13 年度 1 50,000 1 46,500 0 0 0 0 1 46,500 

平成 14 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平成 15 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平成 16 年度 1 50,000 1 35,000 0 0 0 0 1 35,000 

平成 17 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平成 18 年度 1 50,000 1 40,000 0 0 0 0 1 40,000 

平成 19 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平成 20 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平成 21 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平成 22 年度 2 200,000 2 145,468 1 5,000 0 0 2 140,468 

平成 23 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平成 24 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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年度 
貸付額 前期末未償還額 当期償還金額 不能欠損処理額 未償還残額 

人

員 
金額 

人

員 
金額 

人

員 
金額 

人

員 
金額 

人

員 
金額 

平成 25 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平成 26 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

平成 27 年度 - - - - - - - - - - 

合計 5 350,000 5 266,968 1 5,000 0 0 5 261,968 

 

 

別表38（事業№118）災害見舞金事業実績            （金額：円） 

種 別 区 分 件数 
市社協 

＠10,000 

県共募 

＠10,000 

（@5,000） 

日 赤 

県支部 

＠10,000 

合 計 

住宅

罹災 

火災 

全焼 13 130,000 130,000 毛布(16 枚) 260,000 

半焼 6 60,000 60,000 毛布(12 枚) 120,000 

集合住宅 0 0 0 0 0 

災害 

全壊 0 0 0 0 0 

半壊 2 20,000 20,000 0 40,000 

床上浸水 0 0 0 0 0 

小   計 21 210,000 210,000 毛布(28 枚) 420,000 

事故

死等 

交通事故 5 50,000   50,000 

その他事故 1 10,000   10,000 

火災死亡 2 20,000 20,000 20,000 60,000 

小   計 8 80,000 20,000 20,000 120,000 

合      計 29 290,000 230,000 20,000 540,000 

（参考）平成 26 年度 78 780,000 630,000 50,000 1,460,000 

※県共同募金会の見舞金（ ）内は、下宿・寄宿舎・病院等で罹災の場合に適用します。 

 

別表 39（事業№119）法外援護事業実績                 （金額：円） 

年 度 
行旅困難者旅費 行旅困難者医療費 簡易宿泊費 合計 

人員 金 額 人員 金 額 人員 金 額 人員 金 額 

平成17 204 115,107 7 89,977 0 0 211 205,084 

平成18 163 84,920 9 122,121 0 0 172 207,041 

平成19 146 94,910 8 74,446 0 0 154 169,356 

平成20 166 113,290 5 32,571 0 0 171 145,861 

平成21 144 118,670 3 31,974 0 0 147 150,644 

平成22 72 78,620 1 3,550 0 0 73 82,170 

平成23 80 60,390 3 35,068 0 0 83 95,458 

平成24 74 91,110 0 0 0 0 74 91,110 

平成25 44 48,010 1 5,332 0 0 45 53,342 

平成26 23 40,580 0 0 0 0 23 40,580 
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年 度 
行旅困難者旅費 行旅困難者医療費 簡易宿泊費 合計 

人員 金 額 人員 金 額 人員 金 額 人員 金 額 

平成27 40 50,280 0 0 0 0 40 50,280 

 

別表 40（事業 No120・No121）きぼう相談事業及び法律相談事業実績 

１ 相談件数 

年 度 

実  施  状  況 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

きぼう相談 

一般相談 
本部  毎週 火・金曜日 

9:00 ～ 16:00 
1,204 件 1,330 件 1,161 件 

一般相談 
篠ノ井 毎週 月曜日 

9:00 ～ 16:00 
538 件 489 件 384 件 

専門相談 法律相談 
本部  毎月 第 3金曜日 

13:00 ～ 15:00 
42 件 41 件 37 件 

 

２ きぼう相談内容内訳 

内
容 

暮
ら
し

・ 

住
ま
い 

健
康 

人
間
関
係 

法
律 

紹
介

・ 

問
合
せ 

よ
ろ
ず 

相
談
所

へ
の 

問
合
せ
等 

そ
の
他 

合
計 

件数 122 73 234 155 94 604 231 29 1,545 

 

別表 41（事業№123,124,127,128）地域包括支援センター（指定介護予防支援事業、包括的

支援事業、介護予防教室事業及び介護者教室事業）実績 

１ 体制 

事業所名 常勤職員数 職員内訳 車両台数 

地域包括支援センター 

安茂里 

4    

 （ 4 ） 

介護支援専門員 

[うち主任介護支援専門員] 

1 

 [1]      2 

  (2) 

 
保健員（看護師） 1 

社会福祉員（社会福祉士） 2 

地域包括支援センター

豊野サブセンター 
2 

介護支援専門員 0 
2 

(2) 
保健員（看護師） 1 

社会福祉員（社会福祉士） 1 

地域包括支援センター

吉田 
4 

介護支援専門員 

[うち主任介護支援専門員] 

2 

[1] 3 

(3) 保健員（看護師） 1 

社会福祉員（社会福祉士） 1 

※（ ）内数字は、平成 26 年度  
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２ 実績 

 ア 相談件数 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

安茂里 899 732 474 

豊野サブ 936 603 936 

吉田 645 1,096 1,755 

合   計 2,480 2,431 3,165 

相談の内容 

項   目 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

安茂里 豊野 吉田 安茂里 豊野 吉田 安茂里 豊野 吉田 

介護保険関係 338 405 261 421 225 528 314 500 1,192 

介護予防関係 200 200 159 127 128 185 － － － 

介護保険外の 

サービス関係 
88 250 101 106 91 229 － － － 

介護方法・介護  

機器・住宅改修 
93 147 121 104 106 224 － － － 

その他在宅福祉サービス       117 291 497 

医療・疾病 78 265 128 80 164 266 － － － 

医療に関すること       47 190 372 

施設入所 47 35 60 35 55 75 － － － 

施設・住まいに関すること       50 118 281 

高齢者虐待 21 11 21 19 21 12 18 18 59 

成年後見制度 10 8 8 8 4 10 6 14 27 

消費者被害 5 3 4 2 5 16 1 4 0 

支援困難事例 72 147 38 27 32 62 － － 147 

苦情対応・調整 6 53 0 2 1 13 1 16 22 

その他 110 14 23 89 77 68 97 118 135 

合  計 1,068 1,538 924 1,020 909 1,688 651 1,269 2,732 

※１件の相談で内容が多岐にわたる場合、それぞれの項目でカウントしているため、合計は

前表の相談件数と一致しない。 

 

イ 高齢者実態把握人数 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

安茂里 195 193 168 

豊野サブ 141 173 203 

吉田 101 255 205 

合   計 437 621 576 
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ウ 介護予防サービス計画書作成件数  ※居宅介護支援事業所へ業務委託分は除く 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

安茂里 2,311 2,497 2,811 

豊野サブ 597 741 810 

吉田 508 1,538 1,816 

合   計 3,416 4,776 5,437 

エ 地域包括ケア推進ネットワーク会議 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

安茂里 3 2 0 

豊野サブ 1 1 1 

吉田 0 2 2 

合   計 4 5 3 

オ 介護者教室 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

安茂里 
開催回数 3 3 3 

参加人数 85 50 65 

豊野サブ 
開催回数 3 3 3 

参加人数 99 91 158 

吉田 
開催回数 0 3 3 

参加人数 0 108 89 

合計 
開催回数 6 9 9 

参加人数 184 249 312 

カ 介護予防教室 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

安茂里 
開催回数 16 19 19 

参加人数 392 450 215 

豊野サブ 
開催回数 9 9 13 

参加人数 202 153 303 

吉田 
開催回数 6 9 9 

参加人数 92 231 240 

合計 
開催回数 31 37 41 

参加人数 686 834 758 
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別表 42（事業№125～128）在宅介護支援センター（在宅介護に関する総合相談事業、高齢者

実態把握調査事業、介護予防教室事業及び介護者教室事業）事業実績 

１ 体制 

事 業 所 名 常勤職員数 車両台数 備  考 

鬼無里在宅介護支援センター 1  0  車両は居宅と兼用 

大岡在宅介護支援センター 3  0  車両は居宅と兼用、兼務 3人 

合 計 4（6） 0（0）  

※（ ）内数字は、平成 26 年度 

 

２ 実績 

ア 相談件数 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

鬼無里 620 698 921 

大岡 102 543 555 

合 計 722 1,241 1,476 

  相談の内容 

項   目 
平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

鬼無里 大岡 鬼無里 大岡 鬼無里 大岡 

介護保険関係 162 71 211 543 235 550 

介護予防関係 186 23 76 8 － － 

介護保険外のサービス関係 160 30 127 23 － － 

介護方法・介護機器・住宅改修 98 3 72 3 － － 

その他在宅福祉サービス     315 5 

医療・疾病 420 9 465 14 － － 

医療に関すること     348 12 

施設入所 13 8 18 20 － － 

施設・住まいに関すること     143 15 

高齢者虐待 0 2 0 0 1 0 

成年後見制度 0 0 4 0 3 0 

消費者被害 0 0 0 0 0 0 

支援困難事例 0 2 2 0 － － 

苦情対応・調整 0 2 0 0 0 3 

その他 10 8 191 17 136 5 

合  計 1,049 158 1,166 628 1,181 590 

※１件の相談で内容が多岐にわたる場合、それぞれの項目でカウントしているため、合計は

前表の相談件数と一致しない。 
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イ 高齢者実態把握件数 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

鬼無里 249 306 315 

大岡 359 378 477 

合 計 608 684 792 

 

ウ 介護者教室 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

鬼無里 
開催回数 3 3 4 

参加人数 35 49 40 

大岡 
開催回数 3 3 3 

参加人数 38 67 65 

合計 
開催回数 6 6 7 

参加人数 73 116 105 

 

エ 介護予防教室 

事業所名 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

鬼無里 
開催回数 9 9 10 

参加人数 109 118 124 

大岡 
開催回数 9 9 9 

参加人数 159 147 182 

合計 
開催回数 18 18 19 

参加人数 268 265 306 

 

 

運営方針 ア 実績資料 

別表 43（事業 No133）地域たすけあい事業実績            （単位：件・人） 

年   度 

項  目 
23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

サービス総実施件数 47,077 46,420 44,854 45,006 44,578 

内

訳 

家事援助サービス 5,074 4,264 3,487 3,385 3,379 

福祉移送サービス 42,003 42,156 41,367 41,621 41,199 

利用会員数 3,949 3,897 3,117 3,018 3,071 

協力会員数 728 671 613 519 592 
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地域の福祉ニーズに応じた新たな事業の開発 

 

運営方針 ア 実績資料 

別表 44（事業№156）苦情受付件数 

苦 情 の 内 容 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

職員の接遇（態度）に関するもの 14 件 17 件 10 件 

公用車の運転（駐車）方法に関するもの 1 件 0 件 10 件 

提供しているサービスに関するもの 4 件 7 件 12 件 

施設（設備・利用）に関すること 1 件 0 件 0 件 

その他 2 件 1 件 6 件 

合  計 22 件 25 件 38 件 

※その他の内容には、住自協事業、本会の事業と関係のない苦情などが含まれる。 

事業理念 4 


