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 高齢者が安心して気兼ねなく暮らせること、子どもたちの育ちが見守られ、しょうがいのある人

が積極的に社会参加できる、そんなまちづくりを展望するとき、地域福祉活動の発展がきわめて重

要な課題であることは、市民の誰にとっても明らかです。 

 

 平成２５年度本会において「長浜市地域福祉活動計画」が完成しました。本計画の策定にあたり、

延べ２，９０４人の方々に携わっていただき、貴重なご意見、ご提案をいただきました。策定作業

の過程は、社協職員にとりまして大切な学びの場の連続であり、地域福祉の発展に果たすべき使命、

情熱、行動、展望についての構えを鍛えていただいたと感謝いたしております。 

 今後において活動計画の周知を積極的に行い、地域住民・福祉団体・関係機関の理解と連携・協

働により、本計画の推進を図ります。 

 

 また、地域の高齢化が進む本市において、本会における介護事業の展開は、事業を通じて地域の

生活課題を捉えるための、大きなツールの一つと位置づけています。このような役割から介護サー

ビスの利用者への質の高いサービス提供のみでなく、市内の各地域で介護事業を展開することで、

地域とのつながりを強め、地域福祉推進の展開につなげていく必要があります。 

地域福祉担当者と介護事業担当者の連携・協働により定期的に連絡・調整会議を開催し、それぞれ

の立場から把握する地域課題・生活課題等について課題分析・共有化を図り、地域ニーズに応じた

福祉サービスの提案・調整を行いました。 

 

 新たな事業展開としては、長浜市民の財産である、長浜市高齢福祉施設「特別養護老人ホーム『伊

香の里』」等の移管先法人に選定いただきました。この財産を市民の福祉向上のために最大限に活用

することが、移管を受ける法人の最大の役割であり、長浜市域を活動範囲にして福祉の向上を図る

本会こそ、それを果たせる唯一の法人であると考え、使命感より申請を行い、移管先法人として内

定を得ることができました。また、本会の地域福祉推進においては、地域に根差した活動を展開す

ることが求められ、市内の複数の拠点で展開することが必要となります。その事業推進にあたって

重要な事業拠点の内、平成２５年度を以って契約満了を迎える、指定管理施設５施設におきまして

も、引き続き５年間の指定管理者として選定を受けました。 

 

 経営改善会議の報告書における、組織体制・事業実施体制の再編、事業所集約と人事制度改定に

より新たに役割等級制度、人事考課制度の導入を行いました。等級制度の見直しでは、年功的な運

用が中心であったものから、各等級における職務役割等を明確にし、人事考課制度の導入では、評

価に基づく育成面談等をはじめとした人材育成に重きを置いた制度定着を図ったところです。また、

次の世代を担う優秀な職員の雇用と育成の観点から、正規職員登用制度に則り、平成２５年度にお

いては８名の嘱託職員を正規に登用しました。 

 

以下、平成２５年度の具体的事業等についてご報告いたします。 

 

平成２５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２５年 ５月２４日（金） （第２回） 

   ・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 一般会計収支決算報告について 

   ・平成２４年度 滋賀県共同募金会 長浜市共同募金委員会 会計収支決算報告について 

   ・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 

   ・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正

について 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 さわやか介護輸送事業運営規程の一部改正につい

て 

 

  ○平成２５年 ５月３１日（金） （第３回） 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 会長および副会長の選任について 

 

  ○平成２５年 ６月１２日（水）  

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 管理運営施設視察 

 

  ○平成２５年 ８月２７日（火） （第４回） 

   ・長浜市指定管理施設の応募について 

   ・（報告）通所介護事業利用者獲得のための取り組み等について 

 

  ○平成２５年１０月１８日（金） （第５回） 

   ・長浜市高齢福祉施設「特別養護老人ホーム『伊香の里』」等の移管に係る募集への対応につ

いて 

 

  ○平成２５年１２月１８日（水） （第６回） 

   ・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 

   ・（報告）長浜市高齢福祉施設「特別養護老人ホーム『伊香の里』」等の移管に係る応募結果

について 

 

  ○平成２６年 ３月２０日（木） （第１回） 

   ・平成２６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２６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２６年度 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）社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 地域福祉活動計画について 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

【評議員会開催】                                     

  ○平成２５年 ５月２７日（月） （第２回） 

   ・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 一般会計収支決算報告について 

   ・平成２４年度 滋賀県共同募金会 長浜市共同募金委員会 会計収支決算報告について 

   ・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 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 監事の選任について 

   ・（報告）社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 さわやか介護輸送事業運営規程の一部改正

について 

 

  ○平成２５年１２月１８日（水） （第３回） 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 理事の補充選任について 

   ・長浜市高齢福祉施設「特別養護老人ホーム『伊香の里』」等の移管について 

 

  ○平成２６年 ３月２０日（木） （第１回） 

   ・平成２６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２６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２６年度 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）社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 地域福祉活動計画について 

 

 

【監事会開催】                                      

  ○平成２５年 ５月１４日（火） （第１回） 

   ・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 一般会計収支決算について 

   ・平成２４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２５年１２月１３日（金） （第２回） 

   ・平成２５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２５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 

 

 

【長浜市高齢福祉施設「特別養護老人ホーム『伊香の里』」等の移管への対応】          

 長浜市より、長浜市高齢福祉施設「特別養護老人ホーム『伊香の里』」等の移管先法人の募集があ

りました。 

 本施設の移管を受け、本施設が現在実施されている特別養護老人ホーム事業等に加え、地域福祉

事業の推進拠点として活用を図ることで、市北部地域における大きな事業基盤になることから、応

募し、その移管先法人に選定され、市議会議決を経て平成２７年１月１日より移管を受けることと

なりました。 

 平成２５年 ７月２９日～８月３０日  移管先法人の募集 

       ９月１７日  現地説明会へ参加 

              （参加：２法人 本会および滋賀県社会福祉事業団） 
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      １０月２８日  申請書提出 

      １１月２１日  長浜市特別養護老人ホーム等移管先選定委員会 

                ・プレゼンテーション ・質疑 

              （申請：２法人 本会および滋賀県社会福祉事業団） 

      １１月２７日  長浜市特別養護老人ホーム等移管先選定委員会 

                ・追加質疑 

      １１月２８日  移管法人の候補者に選定される 

 平成２６年 １月２９日  基本協定（仮協定）の締結 

       ３月２７日  市議会議決（上記基本協定が本協定となる） 

 

 

【指定管理施設への対応】                                 

 本会が管理する市指定管理施設８施設のうち５施設が平成２６年３月３１日に管理期間を終える

にあたり、長浜市より平成２６年４月１日からの指定管理者の募集が行われ、５施設すべてに応募

し、すべての施設について指定管理者として選定されました。 

 

 応募・選定施設  長浜市長浜東部福祉ステーション 

          長浜市長浜北部福祉ステーション 

          長浜市浅井福祉ステーション 

          長浜市びわ福祉ステーション 

          長浜市西浅井福祉ステーション 

 

 平成２５年 ７月２９日  指定管理者募集 

       ８月３０日  申請書提出 

       ９月２６日  選定委員会 

               ・プレゼンテーション ・質疑 

                 長浜市長浜東部福祉ステーション 

                 長浜市長浜北部福祉ステーション 

                 長浜市浅井福祉ステーション 

      １０月 ３日  選定委員会 

               ・プレゼンテーション ・質疑 

                 長浜市びわ福祉ステーション（競合法人１者） 

                 長浜市西浅井福祉ステーション 

      １０月１５日  指定管理者候補者に選定される 

      １１月２９日  基本協定（仮協定）締結 

      １２月１８日  市議会議決（上記基本協定が本協定となる） 

 

 

【会費実績】                                       

  ○一般会費：  ４３３自治会他  １２，０３９，５０４円 

  ○特別会費：  ２７３件      １，１４３，０００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】          事業費実績額1,878,314円（事業人件費除く） 

 平成２４年度から策定を進めた地域福祉活動計画は、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２６年２月に完成

しました。 

 地域福祉活動計画策定のための策定委員会や福祉関係者懇談会（団体ヒアリング）、アドバイザー

との打ち合わせ、職員研修会を行ってきました。なお、２年間で策定委員会を６回、福祉関係者懇

談会（団体ヒアリング）を３２回（団体）、福祉関係者懇談会を１５地区で延べ４５回、アドバイザ

ー等との協議を２７回、職員研修会を４回実施してきました。 

 また、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

するため、長浜市行政との協議、長浜市議会への説明を行い、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に努めました。 

 ○内 容 

  ■策定委員会 

 

  ■福祉関係者懇談会（団体ヒアリング） 

開催日 対象団体 参加者数 

H25.06.18（火） 奥びわこスポーツクラブ 6名 

H25.07.08（月） 社会福祉法人滋賀県障害児協会（湖北タウンホーム）  4名 

H25.07.17（水） 木之本警察署  3名 

H25.07.18（木） 長浜市民生委員児童委員協議会 高齢者福祉部会  5名 

H25.07.19（金） ＮＰＯ法人ＣＩＬだんない  5名 

H25.07.24（水） 社会福祉法人湖北真幸会  5名 

H25.07.30（火） 浅井診療所  4名 

〃 障害者支援センターそら  5名 

H25.08.01（木） 市立湖北中学校 42名 

〃 塩津診療所  8名 

〃 社会福祉法人湖北会 14名 

H25.08.02（金） 永原診療所  6名 

H25.08.06（火） 湖北地域しょうがい者支援事業所協議会  8名 

開催日 内   容 

H25.06.28(金) 第 3回策定委員会（活動計画理念、骨子、福祉関係者懇談会（進捗状況報

告）） 

H25.10.25(金) 第 4回策定委員会（活動計画素案、福祉関係者懇談会（進捗状況報告）） 

H26.01.24(金) 第 5回策定委員会（活動計画素案、市民意見公募、福祉関係者懇談会（報

告）） 

H26.02.20(木) 第 6回策定委員会（市民意見公募の結果、活動計画全体、活動計画ダイジ

ェスト版） 
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H25.08.07（水） 社会福祉法人達真会  6名 

H25.08.10（土） 長浜市身体障害者福祉協会 18名 

H25.08.12（月） 市立長浜西中学校 26名 

H25.08.21（水） 長浜市手をつなぐ育成会  9名 

H25.08.26（月） 市立木之本中学校 17名 

〃 長浜市老人クラブ連合会  6名 

H25.08.29（木） 社会福祉法人青祥会  7名 

H25.09.04（水） 長浜市赤十字奉仕団  6名 

H25.09.11（水） 少年補導委員会  3名 

H25.09.13（金） いぶきの会  6名 

H25.09.20（金） 長浜市更生保護女性会  7名 

H25.09.30（月） 長浜市民生委員児童委員協議会 主任児童委員  6名 

〃 高月地区子育てサークル  5名 

H25.10.22（火） 長浜市立湖北病院  5名 

H25.11.15（金） 長浜市民生委員児童委員協議会 しょうがい者福祉部会  6名 

H25.12.11（水） おもちゃ図書館参加者 36名 

H25.12.15（日） 多文化交流サロン 10名 

H25.12.17（火） 長浜市健康推進員協議会  7名 

 

  ■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 内容 

H25.04.11（木） 地区別課題整理、福祉関係者懇談会提案 

H25.05.09（木） 地区別課題整理・協議、福祉関係者懇談会進捗報告 

H25.05.30（木） 地区別課題整理・協議、福祉関係者懇談会の協議 

H25.06.07（金） 地区別課題整理・協議、策定委員会・地区社協会長会資料作成 

H25.07.26（金） 団体ヒアリングの経過報告、活動計画冊子 

H25.08.30（金） 団体ヒアリング、地域福祉活動計画（素案）、地域データ 

H25.09.11（水） 団体ヒアリング、地域福祉活動計画（素案）、地域データ 

H25.10.10（木） 

10.11（金） 

地域福祉活動計画（素案）作成 

H25.11.07（木） 地域福祉活動計画冊子（骨子、基本計画）の修正 

H25.11.22（金） 長浜市社会福祉大会資料作成 

H26.11.17（金） 第５回策定委員会資料（福祉関係者懇談会（団体ヒアリング）、活動計画素

案（案）、地域福祉活動事例集、市民意見公募要項）の協議 

H25.12.25（水） 活動計画素案、活動事例集 

H26.02.07（金） 第６回策定委員会資料（活動計画（案）、ダイジェスト版）の協議 

H26.03.03（月） 活動計画本体、ダイジェスト版、進捗管理方法の協議 

開催日 内容 

H25.05.28（火） 七里副委員長との団体ヒアリングに向けた職員説明会（ロールプレイ演習） 
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  ■長浜市との協議 

 

  ■長浜市議会健康福祉常任委員会説明 

 

【地区社協支援事業】             事業費実績額8,514,175円（事業人件費除く） 

 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。 

 ○地区社協設置数  １５地区 

 ○地区社協活動推進事業補助金  定額 200,000円×15地区 会費割31,926世帯×150円 

 ○地区社協強化支援事業     1地区250,000円（虎姫福祉の会） 

 ○会議・研修会の実施  ■H25.06.13(木) 地区社協会長・事務局合同会議 

                      ■H25.08.08(木) 地区社協会長・事務局合同会議先進地研修会 

                    ～福井県大野市社協～ 

           ■H25.11.20(水) 地区社協会長会議 先進地視察研修 

                    ～2013地域福祉活動フォーラム inしが（草津市）～ 

           ■H25.11.23(土) 第４回長浜市社会福祉大会への出席 

                    ～びわリュートプラザ～ 

           ■H25.11.28(木) 地区社協会長会議 先進地視察研修 

                    ～第７回学区・小地域福祉活動 サミットinみえ～ 

           ■H26.01.27(月) 地区社協会長・事務局合同会議 

           ■H26.03.24(月) 地区社協会長・事務局合同会議 

 

【福祉委員支援事業】               事業費実績額8,306円（事業人件費除く） 

 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。 

 ○福祉委員研修会の開催 

開 催 日 開催地区 内 容 

H25.04.20(土) 西黒田地区※ 福祉委員と民生委員情報交換会 

H25.04.26(金) 南郷里地区※ 福祉委員活動について 

H25.05.22(水) 神照地区※ 福祉委員活動について 

H25.05.31(金) 湖北地区速水自治会 
地域の課題について整理 

 福祉委員によるグループワーク検討会 

H25.06.28(金) 祇園元町 福祉委員活動について 

開催日 内容 

H25.09.26（木） 地域福祉活動計画素案の概要と今後の作成についての協議 

H25.12.25（金） 地域福祉活動計画素案の概要と推進目標の協議 

H25.12.27（金） 活動計画の概要資料、活動計画素案、活動事例集についての協議 

H26.01.14（火） 活動計画素案（案）、地域福祉活動事例集についての説明と協議 

開催日 内容 

H26.01.16（木） 計画（案）概要、経緯、進捗状況 

H26.03.24(月) 計画概要 
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H25.8.01(木) 木之本地区伊香具連合※ 地域の見守り活動について 

H25.08.04(日) 木之本地区高時連合※ 地域の見守り活動について 

H25.08.06(火) 木之本地区木之本連合※ 地域の見守り活動について 

H25.08.08(木) 木之本地区杉野連合※ 地域の見守り活動について 

H25.11.26(火) 高月地区※ 

福祉委員の役割について 

[活動紹介] 神照・神田地区社協の取り

組みについて 

   ※は地区社協共催と開催 

 

【地域見守り活動推進事業（避難支援・見守り支えあい事業）】                 

                        事業費実績額235,506円（事業人件費除く） 

 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。 

 ○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 対象・内容 

H25.05.18（土） 虎姫地区 コミセン チャレンジ教室：防災についての学習会 

H25.07.14(日) 長浜地区 第７連合自治会福祉懇談会：防災・福祉マップのススメ 

H25.07.31(水) 高月地区 福祉推進員研修会：HUG（避難所運営机上訓練） 

H25.08.31(土) 余呉地区 
余呉福祉の会・地域づくり協議会 

地震のしくみと日頃の備えについて 

H25.09.13（金）  しょうがい福祉課：HUG（避難所運営机上訓練） 

H25.09.18(水) 余呉地区 民児協研修会：防災・福祉マップのススメ 

H25.09.21（土） 長浜地区 第2連合自治会福祉懇談会：日ごろの見守り活動 

H25.10.11(金) びわ地区 シルバー人材センター：防災と福祉について 

H25.10.13(日) 高月地区 馬上自治会：車イスでの救助訓練 

H25.10.28（月）  地域包括支援課：HUG（避難所運営机上訓練） 

H25.11.06（水）  高齢介護福祉課：HUG（避難所運営机上訓練） 

H25.11.30(土) 守山市 学区研修会：長浜市の取り組み事例紹介 

H25.12.19(木)  健康推進課：HUG（避難所運営机上訓練） 

H26.02.14(金) 

H26.02.28（金） 

H26.03.05（水） 

H26.03.14（金） 

市内全域 

みんなで考える避難支援講座 

① 避難所の現状と避難生活について 

② ゲーム形式で避難所運営をシミュレーション 

③ 市防災計画と支援が必要な方 

④ 避難所の設営を体験 

H26.03.19（水） 市内全域 
災害時に避難が必要な人の避難および避難生活・福祉避難所

を考えるフォーラム 

H26.03.21（金） 旧東浅井郡域 啓発研修会：できる範囲で 無理のない 見守り活動のススメ 

H26.03.21（金） 旧伊香郡域 啓発研修会：できる範囲で 無理のない 見守り活動のススメ 

H26.03.23（日） 六荘地区 啓発研修会：できる範囲で 無理のない 見守り活動のススメ 

H26.03.23（日） びわ地区 啓発研修会：できる範囲で 無理のない 見守り活動のススメ 
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 ○自治会での取り組み支援 

開催日 開催地域 対象・内容 

H25.05.08(水) 余呉地区 坂口自治会：防災・福祉マップについて説明 

H25.06.15(土) 西浅井地区 祝山自治会：防災・福祉マップについて説明 

H25.07.01（月） 長浜地区 殿町自治会：避難支援制度、他地区事例紹介 

H25.09.14(土) 西浅井地区 集福寺自治会：防災・福祉マップ更新 

H25.10.31（木） 虎姫地区 大井自治会：防災・福祉マップ作成 

H25.12.04(水) 西浅井地区 山門自治会：防災・福祉マップ更新 

H26.03.10(月) 六荘地区 平方自治会：防災・福祉マップ説明 

 

 

【災害支援活動ネットワーク事業】         事業費実績額54,220円（事業人件費除く） 

 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。 

 ○勉強会 

  第１回 ■開 催 日  平成２６年２月１３日（木） 

      ■テ ー マ 「ゲーム形式で避難所運営を考える」～避難所運営机上訓練～ 

      ■講  師  長浜市社会福祉協議会 

      ■参加者数  ７団体１２名 

  第２回 ■開 催 日  平成２６年２月２６日（水） 

      ■テー マ 「いざという時の避難所生活について」～過去の災害より～ 

      ■講  師  長浜赤十字病院 社会課課長 金澤豊氏 

      ■参加者数  １１団体１８名 

  第３回 ■開催 日  平成２６年 ３月１０日（月） 

      ■テー マ 「避難所でも栄養のある食事を」～心身の健康は食べ物から～ 

      ■講  師  長浜市社会福祉協議会 

      ■参加者数  １１団体１８名 

  ○調査協力 全国の福祉団体（社協、福祉施設など）と地域住民が協力して防災の取り組みを 

        実施している事例集の調査協力を行いました。※平成25年度 厚生労働省社会福祉推進事業 

 

 

【ふれあい電話事業】              事業費実績額276,463円（事業人件費除く） 

 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福祉ニーズの把握（悩み、不安、健康状態、福祉サービス等） 

 ○実施日時  毎週水・木曜日  午前１０時～午前１１時５０分 計９１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１６団体 

 ○対 象 者  １１９名 

 ○通話件数  延べ２，３６６件 

 ○別途対応  利用者からの相談に対し、専門相談または関係機関への連絡 

        延べ ５８件 
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 ○研 修 会  ■開催日：平成２５年１０月 ７日（月） 

             講演：「十人十色 ～みんな違って当たり前！～」 

             講師：扇田宗親さん（社会福祉法人 琵琶湖愛輪会） 

        ■開催日：平成２５年１２月１７日（火） 

             内容：年賀状作りと交流会 

             年賀状作り講師：小林孝子さん（絵手紙ボランティア） 

 

 

【ふれあいサロン支援事業】          事業費実績額2,344,510円（事業人件費除く） 

 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とおして、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            １４７団体 

                  （実施期間 1年～3年：30,000円 3年以降：10,000円） 

 ○新規取り組み団体数          ３団体 

 ○開催回数           １，７９４回 

 ○サロン交流・研修会の開催 

開催日 開催場所 主な内容等 参加者数 

H25.12.11(水) 湖北ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ サロンで使えるレクリエーション講座 ５０名 

H25.12.13(金) 木之本福祉ｽﾃｰｼｮﾝ 〃 ７０名 

H25.12.17(火) 市民交流ｾﾝﾀｰ 〃 ６８名 

 

 

【広報紙の発行】               事業費実績額1,694,098円（事業人件費除く） 

 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） 

    配布方法：自治会回覧  

    発行部数：５７，０００部（延べ） 

    ※５月・７月・１０月・２月号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：２３０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 

 

 

http://www.nagahama-shakyo.or.jp/
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【福祉活動団体の支援】            事業費実績額1,076,574円（事業人件費除く） 

 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  ８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 

  ■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２９回滋賀県聴覚障害者福祉大会 

 

 

【歳末たすけあい運動】            事業費実績額8,514,175円（事業人件費除く） 

 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 

緊急食料給付事業 生活困難者向け食料品の購入および給付 

特別支援学級等学用品助成事業 特別支援学級生徒等 435名 

要保護世帯図書カード支援事業 要保護世帯児童生徒 95名 

一人暮らし高齢者等歳末掃除支援事業 80歳以上の一人暮らし高齢者世帯等 215件 

歳末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 1,083件 

歳末行事支援事業 市内の福祉施設・福祉団体 39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） 長浜市内小児病棟入院患者 約50名 

 

 

【しょうがい者等交流事業】           事業費実績額917,202円（事業人件費除く） 

 

 ○しょうがい者等交流事業（療育縁日） ※長浜市手をつなぐ育成会と共催 

  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とお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、日ごろ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 

H25.09.01(日) 湖北デイサービスセンター 
アトラクション 模擬店  

レクリエーション 他 
143名 
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 ○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

とおし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。 

  ■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  １８名（H26.03.31現在） 

開催場所 開催回数 延べ参加者数 延べボランティア数 

木之本福祉ステーション １０回 １１２名 ３４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合わ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 

H25.06.01(土) 

長浜市社会福祉センター 

陶芸・交流会 ９名 

H25.07.06(土) 陶芸 １０名 

H25.08.03(土) 陶芸  ９名 

H25.10.05(土) 陶芸 １１名 

H25.11.02(土) 陶芸 １１名 

H25.12.07(土) 陶芸・交流会 １２名 

 

  ■陶芸教室フォローアップ 料理教室の実施 

   自ら制作した作品に、調理した料理を盛り付け味わうことで、制作意欲の向上と充実感を参

加者に感じていただき、趣味活動の意欲向上につなげました。 

開催日 開催場所 内容 参加者数 

H25.08.24(土) 六荘公民館 料理教室  ９名 

H26.02.01(土) 六荘公民館 料理教室 １０名 

 

 

 ○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） 

  長浜養護学校および市内小中学校特別支援学級、療育支援センターに通学（級）するしょうが

い児童・生徒の保護者等を対象に、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）づくりを目的に勉強会“ほのぼのかけはし～みん

なひとりじゃないんだよ～”を開催しました。 

  また夏休み余暇支援として “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。 
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  ■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 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数 

H25.07.25(木) 浅井福祉センター 
おにぎりを作ろう 

パネルシアター、紙芝居鑑賞 
２８名 ４名 

H25.07.31(水) 高月福祉ステーション 
ピザ作りに挑戦 

人形劇鑑賞 
２１名 ６名 

H25.08.06(火) 木之本福祉ステーション 
お弁当を作ろう 

親子で工作 
１６名 １０名 

H25.08.11(日) 湖北デイサービスセンター 
バーベキュー 

映画会 
４２名 ２２名 

H25.08.20(火) 臨湖 
レクリエーション 

勉強会・茶話会 
２４名 １７名 

 

  ■ほのぼのかけはし 

開催日 内容 講師 参加者数 

H25.12.02(月) 発達しょうがいについて 
びわこ成蹊スポーツ大学講師 

佐藤明子さん 

１８名 

H25.12.12(木) 「自閉症」について １９名 

H26.01.23(木) 「ADHD」「LD」「高機能自閉症」について ２０名 

H26.02.22(土) 女の子のからだについて 
ワコールツボミスクール 

   弓戸貴子さん 
１３名 

H26.03.14(金) 就労について知っておきたいこと 
しょうがい者相談支援ｾﾝﾀｰ  

   阿藤誠介さん 
１９名 

  ※開催場所：高月福祉ステーション 

 

 

 ○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 １７７名 

外出・社会見学 
（ブルーメの丘・海遊館・ヤンマーミュージアム 等） 

７回 ２１４名 

スポーツ 

（長浜ツーデーマーチ・グラウンドゴルフ・卓球・ボーリング・ドッジボール等） 
７回 １７６名 

調理実習 １回 ２５名 

奉仕作業 １回 １０名 

  ※湖北地域しょうがい者支援センター共催 
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【在宅介護者のつどい事業】           事業費実績額429,078円（事業人件費除く） 

 在宅で介護している方を対象に、日ごろ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 開催場所等 内容 参加者数 

H25.06.06(木) 近江八幡市街 八幡堀周辺散策と昼食会 １７名 

H25.07.12(金) びわ高齢者福祉センター等 
介護あんしん学習とランチ交
流会 

 ８名 

H25.09.24(火) 高島市安曇川周辺 おでかけと昼食会 １２名 

H25.10.29(火) 敦賀市街 ランチと日本海さかな街散策  ８名 

H25.11.12(火) 北部福祉ステーション 
ヨガ・介護予防体操＆ランチ
でリフレッシュ 

 ８名 

H25.11.19(火) 己高庵と鶏足寺 昼食・休憩・紅葉散策 １０名 

H25.12.10(火) 美濃加茂市街 日本昭和村散策・昭和銭湯 ２０名 

H26.02.10(月) 北部福祉ステーション バレンタインチョコづくり  ５名 

H26.02.18(火) 長浜市街 盆梅展見学と黒壁散策 １３名 

H26.03.05(水) 彦根ビバシティ 映画鑑賞とランチ交流会 １６名 

H26.03.26(水) 湖北デイサービスセンター 
～介護でつなぐ援と縁～ 
旅立ちデザインノートで自分
を見つめよう 

２０名 

 

 

【ふれあい備品助成事業】           事業費実績額1,628,278円（事業人件費除く） 

 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  ２６自治会 
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【ふれあい用具貸出事業】            事業費実績額279,100円（事業人件費除く） 

 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、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 １２５件 綿菓子機 １３１件 

鉄板 ７６件 かき氷機 ９６件 

たこ焼き機 １１件 串焼き機 １２件 

焼き鳥機 ５件 クレープ焼き機 ０件 

網焼き機 ７件 着ぐるみ ４３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 ３４件 教材ビデオ ０件 

テント ６３件 長机 １５６件 

パイプ椅子 １１９件 布絵本 ２２件 

車いす（学習用等） ４件 カラオケセット ３件 

ビンゴゲーム機 １８件 その他 ９３件 

マイク・アンプ ２３件 輪投げ ７４件 

鍋等調理器具 １２件 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用各種ゲーム １５８件 

ガス炊飯器 ２件 合計 １，３２７件 

 

 

【福祉用具・介護用車両貸出事業】        事業費実績額371,921円（事業人件費除く） 

 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 ３台 

車 い す ２１８台 

 ○車いす移送用車両の貸出回数     １３８回 

 

 

【第４回社会福祉大会】             事業費実績額543,918円（事業人件費除く） 

 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、福祉標語の表彰お

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２５年１１月２３日（土・祝）午前９時００分～午後１２時００分 

 ○開催場所  びわ文化学習センター（リュートプラザ） 

 ○参加者数  約３００名 
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 ○内  容 

        ■ウエルカムコンサート 現代琴筝曲 三品聡子さん 

        ■社会福祉功績者表彰式 

         ◇会長表彰 【個人】：８８名 【団体】：２団体 

         ◇感謝 状 ○善意銀行の部 

               【個人】： ８名 【団体】：８団体 

        ■福祉標語表彰式 

         ◇小学４年生の部 ５名 

         ◇小学５年生の部 ６名 

         ◇小学６年生の部 ５名 

        ■基調講演 

          講 師：山下憲昭さん（大谷大学文学部社会学科教授） 

          テーマ：「これからの地域福祉と活動計画」 

        ■地域福祉シンポジウム 

          コーディネーター：山下憲昭さん 

          事 例 発 表 者：田邉太美雄さん（虎姫福祉の会） 

                  ：丸岡勢子さん（延勝寺自治会） 

                  ：松島三兒さん（長浜バイオ大学） 

        ■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 

         ◇市内デイサービス作品展 

         ◇ボランティア連絡協議会によるまめぶ汁販売 

         ◇高島市災害支援活動報告 

         ◇ワークキャンプ活動紹介 

 

 

【ワークキャンプ支援事業】           事業費実績額373,107円（事業人件費除く） 

 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（大学生）、一般ボランティアによ

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 

H25.09.07（土）～ 

H25.09.10（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、丹生地区獣害対策への

協力（予定） 

中止 

H26.02.09（日）～ 

H26.02.12（火） 

余呉町 

摺墨・中河内・菅並地区 

除雪作業、田んぼ水路、側溝

の泥上げ 
２３名 

 

 

【福祉出前講座】                 事業費実績額16,430円（事業人件費除く） 

 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おこな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。 

 平成２５年度は、各課および各グループと連携し、介護職員が地域へ出向くよう新たな講座メニ

ューを企画し、講座案内パンフレットを作成しました。 
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 ○福祉出前講座パンフレットの作成 

   地域福祉課：１５講座  介護事業課：１１講座 全２６講座 

    ※２６講座以外にリクエスト講座を設け地域からの要望に対応。 

 ○福祉出前講座の開催（職員の派遣） 

   派遣件数：３６件 

 

開催日 実施内容 実施対象（派遣先） 

H25.04.17（水） 回想法 サロン参加者 

H25.04.20（土） 日頃の見守り活動について 木之本赤十字奉仕団 

H25.05.08（水） 防災・福祉マップについて 余呉地区坂口自治会 

H25.06.04（火） ブックスタートボランティアについて ブックスタートボランティア講座受講生 

H25.06.07（金） 高齢者疑似体験 稲枝小学校（親子体験） 

H25.06.15（土） 防災・福祉マップについて 西浅井地区祝山自治会 

H25.06.17（月） 日頃の見守り活動について 長浜赤十字奉仕団 

H25.06.21（金） 回想法 南郷里福祉委員会 

H25.07.09（火） 高齢者疑似体験 人権尊重都市推進会議啓発委員 

H25.07.12（金） 介護基礎技術講座 在宅介護者（介護者のつどい参加者） 

H25.07.14（日） 防災・福祉マップのススメ 第７連合自治会 

H25.07.31（水） HUG（避難所運営机上訓練） 高月地区社会福祉協議会 

H25.08.06（火） ボランティアについて 長浜バイオ大学 

H25.08.07（水） 福祉体験 長浜バイオ大学 

H25.09.07（土） 車いす体験 六荘防災フェア 

H25.09.13（金） HUG（避難所運営机上訓練） 長浜市しょうがい福祉課 

H25.09.18（水） 防災・福祉マップのススメ 余呉地区民児協 

H25.09.19（木） ボランティアについて ジーバーぽこぽこ養成講座 

H25.09.24（火） ボランティアについて（まとめ） 長浜バイオ大学 

H25.10.05（土） 人と人のつながりを大切にした防災 彦根市地域婦人団体 

H25.10.11（金） 防災と福祉について シルバー人材センター 

H25.10.13（日） 車いす体験 高月地区馬上自治会 

H25.10.28（月） HUG（避難所運営机上訓練） 長浜市地域包括支援課 

H25.11.06（水） HUG（避難所運営机上訓練） 長浜市高齢介護福祉課 

H25.11.14（木） ボランティアについて 赤十字奉仕団 

H25.12.05（木） 車いす・高齢者疑似体験 大和リゾートホテル 

H25.12.19（木） HUG（避難所運営机上訓練） 長浜市健康推進課 

H25.12.24（火） 高齢者疑似体験 介護初任者研修 

H26.02.15（土） 高齢者疑似体験 六荘地区役員 

H26.03.03（月） 介護予防講座 はればれ会 

H26.03.10（月） 防災・福祉マップについて 平方町自治会 

H26.03.13（木） 集団感染の予防と対策 びわデイサービスボランティア会 

H26.03.14（金） アイマスク体験 伊吹山中学校 

H26.03.17（月） 車いす体験 シルバー人材センター福祉講座 

H26.03.20（木） サロンについて 西黒田地区社会福祉協議会 

H26.03.27（木） 家庭での介護について 県退職公務員連盟東浅井支部 
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【冒険遊び場づくり活動支援事業】         事業費実績額87,726円（事業人件費除く） 

 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２５年１０月１２日（土） 

   開催場所：長浜市常喜町 

 ○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１０回 [平成２４年１２月立ち上げ] 

 ○冒険遊び場活動助成 

   助成件数：2件 （1団体上限40,000円） 

 

【子育て支援事業】（おもちゃ図書館）       事業費実績額52,591円（事業人件費除く） 

 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。虎姫会場では福祉の会「はーとらンド」との共催事業も展開しました。 

 ○虎姫会場  毎月第２・３水曜日 午前９時３０分～１１時３０分まで 

 ○木之本会場  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） 延べﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動者数 

保健センター虎姫分室 ２４回 ３６７名 ６９名 

木之本福祉ステーション ４３回 ９８名 ４５名 

 

【子育て支援事業】（子育てリフレッシュ講座）    事業費実績額7,108円（事業人件費除く） 

 子育て中の保護者を対象に、子育てから解放されリラックスの時間をつくることで、日々の子育

ての悩みや不安、楽しみなどを語り合う交流会を実施しました。 

開催場所 開催日時 開催内容 参加者 

保健センター虎姫分室 Ｈ２６年３月１２日（水） きれいになってリフレッシュ ２２名 

木之本福祉ステーション Ｈ２６年３月１７日（月） きれいになってリフレッシュ １８名 

 

 

（２）生活相談支援                              

【地域福祉権利擁護事業】            事業費実績額200,000円（事業人件費除く） 

 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 
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 認知症 

高齢者 

知的 

しょうがい者 

精神 

しょうがい者 
その他 合 計 

利用者数 

(H26.03.31現在) 
８２名 ７５名 ３７名  ０名 １９４名 

新規利用件数  ９名 １２名  ６名  ０名  ２７名 

利用終了件数  ６名  ３名  １名  ０名  １０名 

相談援助回数 ２，３７９回 ３，２１３回 １，２９９回    ２回 ６，８９３回 

 

 

【成年後見事業】                事業費実績額222,272円（事業人件費除く） 

 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等を受任し利用者本人の権利擁護に努めました。 

 また、地域住民の成年後見制度の周知と理解、意識向上を深め、地域の中で権利擁護体制の基盤

を作るために、啓発講座等を実施しました。 

 【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 

（H26.03.31現在） 
終了件数 

成年後見 １件 １件(H25.07終了) 

補助 １件 ０件 

   ■成年後見啓発講座 

開催日 開催場所 参加人数 内容 

H25. 9.30(月) 長浜市社会福祉ｾﾝﾀｰ 23名 
成年後見制度についての 

基礎・概要研修 

H25.10.17(木) 木之本福祉ｽﾃｰｼｮﾝ 13名 任意後見制度についての研修 

   ■成年後見定期相談会 

開催日 相談場所 相談人数 内容 

H25.07.26(金) 湖北ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ   3名 成年後見定期相談 

H25.09.27(金) あそしあ 4名 成年後見定期相談 

H25.11.22(金) 伊香の里   3名 成年後見定期相談 

H26.01.24(金) 湖北ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 3名 成年後見定期相談 

H26.03.28(金) 湖北ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 3名 成年後見定期相談 
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【よろず相談事業】              事業費実績額1,767,037円（事業人件費除く） 

 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 

 ○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 

１３３日 

１９１日 

６５件 

２７２件 

２．法律相談 １２日 ７２件 

合    計 ３３６日 ４０９件 

 ○相談員研修会の開催 

     ■開催日時  平成２６年３月２３日（日）午前９時～正午 

     ■開催場所  湖北デイサービスセンター 

     ■内  容  新任相談員研修会『相談員としての人とのかかわり方』 

            相談員全体研修会『相談員としての心がまえ』 

             講師：福井県立大学 看護福祉学部 准教授 芳弘淳一さん 

 

 

【生活福祉資金】               事業費実績額1,307,000円（事業人件費除く） 

 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

ことで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実施しました。 

 ○新規貸付件数   ９１件 

     ■総合支援資金             ３３件 

     ■福祉資金・教育支援資金        ５８件 

 ○年度末貸付件数  ９２６件 

     ■総合支援資金（離職者支援資金含む） ４０８件 

     ■福祉資金・教育支援資金       ５１０件 

     ■長期生活支援資金            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３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】           事業費実績額300,030円（事業人件費除く） 

 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          ７５件 

 ○新規貸付 額    ２，９２７，０００円 

 ○年度末貸付件数         １８７件 

 ○年度末貸付額   ５，２２４，１００円（平成２６年３月３１日現在） 

 

【緊急食料給付事業】              事業費実績額103,441円（事業人件費除く） 

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

援を行いました。 

 ○給付件数  ７５世帯 

 

（３）ボランティア支援                            

【ボランティアセンター事業】         事業費実績額5,194,335円（事業人件費除く） 

 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        ２３３団体（H26.03.31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      ２８７件 

  ■ボランティア派遣回数      ２２０回 

 ○ボランティア助成団体数      １６５団体（1団体上限30,000円） 

 ○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 

◆子どもボランティ

アきっかけ講座 

（視覚しょうがい体験） 

○アイマスク体験 

(買い物体験・水族館での体験) 
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） 
１１２名 

◆ボランティアきっ

かけ講座 

○ハンドマサージ・ボランティア紹介を行

いボランティア活動へのきっかけを作る 

３回 

（１会場） 
７１名 

◆傾聴ボランティア

講座 
○「聴く」ことへの理解を深める ２回 １４４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 １０８名 

◆音訳ボランティア

養成講座 
○音による情報支援者の養成 １４回 １７０名 

 ○情報紙の発行 ※【広報紙の発行】参照 

 ○ボランティア登録の推進 

  ■各窓口に登録用紙(団体・個人)設置 

  ■ボランティア活動登録一覧（活動分野別）の作成 
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 ○ボランティア保険の加入促進と事務取扱  

  ■ボランティア保険取扱数 ４，１９０件 

 ○ボランティアグループへの相談支援 

  ■ボランティアグループ活動・運営等の相談 

  ■ボランティア活動グループの立ち上げ支援 

 ○ボランティア団体の活動費支援 

  助成団体数 ８５団体 

 ○ボランティア連絡協議会への支援：９団体（地区） 

  ■市内ボランティア連絡協議会代表者会の開催 

   ・平成２５年１０月１６日（水） 

   ・平成２５年１１月２０日（水） 

 ○東日本大震災関連ボランティア活動者の支援 

  ■相談・現地との調整  ２件 

 ○東日本災害支援活動 

  ■被災地でのボランティア活動支援 

   長浜市長浜ボランティア連絡協議会の同行支援（H25.9.5～9.8） 

  ■復興支援バザーの開催支援 

   市内ボランティア連絡協議会代表者会主催の復興支援バザーの開催支援（H25.11.23） 

   ※第4回長浜市社会福祉大会と同時開催 

 

【福祉教育支援事業】              事業費実績額280,269円（事業人件費除く） 

 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    市内小学校   ２６校 

           市内中学校    ８校 

           養護学校     １校 

 

           市外小中学校   ３校 

 ○学習プログラム支援   ２７５校時 

  ■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 

 

【災害ボランティアセンター体制整備事業】    事業費実績額441,960円（事業人件費除く） 

 災害ボランティアセンターの体制整備を図り万が一の災害時に対応して、円滑なセンターの設置

および運営が実施できるよう準備するとともに、併せて市民啓発を行うことで地域住民の災害に対

する関心を高め、災害に強いまちづくりを推進しました。 

 ○災害ボランティアセンターの体制整備 

  ■備品の整備 

 ○災害ボランティアセンターの啓発 

  ■災害ボランティア設置訓練内での啓発 

  ■出前講座の実施（中瀬地区） 
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 ○災害ボランティアセンター設置訓練の実施 

  ■長浜市総合防災訓練 

    開催日：平成２５年１０月２０日（日）7:30～12:00 

    開催地：松の岩公園 

    訓練内容：ボランティア受付、ニーズ調整、派遣送り出し訓練等 

  ■滋賀県総合防災訓練 

    開催日：平成２５年１０月２７日（日）6:00～9:30 

    開催地：おくのの運動公園(東近江市青山町７０) 

    訓 練：ボランティア受付、ニーズ調整、派遣送り出し、被災地現地確認訓練等 

 

【多文化交流サロン支援事業】           事業費実績額32,053円（事業人件費除く） 

 市内に在住の外国籍の方々とボランティアの交流・活動を支援し、地域とのつながりをサロン交

流の中で発展をさせていくことに努めました。 

 ○内容・開催回数等 

  ■毎月１回開催   毎月第３日曜日 11:00～17:00 

  ■開催回数     １２回  

  ■延べ参加者人数  大人８０人・子ども６４人（６３組） 

 

（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）                   

                    市内18か所＠984,000円 受託金総額 17,712,000円  

 運動・認知機能の低下等により、生活機能低下が心配される高齢者等に対し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・口腔機能の向上、栄養管理、認知

症予防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1・3 

木・金曜日 
びわ高齢者福祉ｾﾝﾀｰ 

概ね第1・2・3 

月・水曜日 

浅井福祉センター 
概ね第1・2・3 

火・木曜日 
上草野公民館 

概ね第1・2・3 

木曜日 

保健センター虎姫分室 
概ね第1・2・3 

木・金曜日 
湖北ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

概ね第1・2・3 

火・木・金曜日 

高月福祉ステーション 
概ね第1・2・3 

火曜日 
木之本福祉ｽﾃｰｼｮﾝ 

概ね第1・2・3 

木曜日 

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        ５７６回 

 ○利用者数        １７１名 

 ○延べ利用者数    ３，８４６名 

 ○グループ数        １８グループ 
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【転倒予防教室】（長浜市受託事業）    市内 10教室＠434,600円 受託金総額 4,346,000円  

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

一緒に介護予防の学習、運動器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 

内保（浅井） Ｈ２６.０１.１０～Ｈ２６.０３.２８ ３２名 ３１７名 

上八木（びわ） Ｈ２５.０９.０３～Ｈ２６.０３.１１ １５名 １７３名 

大寺（虎姫） Ｈ２５.１１.２８～Ｈ２６.０３.２７ ３２名 ２９２名 

小谷上山田（湖北） Ｈ２５.０７.０３～Ｈ２６.０２.１９ ２５名 ２１５名 

森本（高月） Ｈ２５.０９.０５～Ｈ２６.０３.１３ １８名 １５７名 

大音（木之本） Ｈ２５.１０.２５～Ｈ２６.０３.１４ ２３名 ２３６名 

池原（余呉） Ｈ２５.０５.２８～Ｈ２６.０３.１１ ２０名 １６３名 

今市（余呉） Ｈ２５.０５.２８～Ｈ２６.０３.１１ ２９名 ３３４名 

中（西浅井） Ｈ２５.０７.１１～Ｈ２６.０３.１８ ２０名 １９８名 

八田部（西浅井） Ｈ２５.０９.１８～Ｈ２６.０３.０６ ２６名 ２２４名 

 

 

 

【家族介護教室】（長浜市受託事業）      市内8教室＠52,000円 受託金総額416,000円  

 介護をしている家族、関心がある人等を対象に、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・精神的負担の軽減と、地域での介護者に対する理解と支援者

の増加を図り、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 

H25.11.13(水) 

浅井福祉センター 

これで安心。上手なオムツの選び方、

あて方 
 ２０名 

H25.11.29(金) 歩く力を見直そう！  １３名 

びわ 

H25.11.07(木) 
びわ高齢者福祉セ

ンター 

これで安心。上手なオムツの選び方、

あて方 
１３名 

H25.11.21(木) 口から元気！やってみよう口腔ケア  ９名 

虎姫 

H25.11.01(金) 
長浜市保健センタ

ー虎姫分室 

食べる喜びは生きる喜び １４名 

H25.12.04(水) 知って安心。在宅介護のいろは  ８名 

湖北 

H25.11.20(水) 
湖北デイサービス

センター 

食べる喜びは生きる喜び  ７名 

H25.12.12(木) 歩く力を見直そう！ １３名 
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高月 

H25.11.15(金) 
高月福祉ステーシ

ョン 

知って安心。在宅介護のいろは １０名 

H25.12.19(木) 口から元気！やってみよう口腔ケア  ９名 

木之本 

H25.11.07(木) 
木之本福祉ステー

ション 

これで安心。上手なオムツの選び方、

あて方 
 ９名 

H25.12.18(水) 歩く力を見直そう！ １２名 

余呉 

H25.11.01(金) 
余呉高齢者福祉セ

ンター 

食べる喜びは生きる喜び １４名 

H25.11.18(月) 知って安心。在宅介護のいろは １７名 

西浅井 

H25.11.13(水) 
長浜市保健センタ

ー西浅井分室 

これで安心。上手なオムツの選び方、

あて方 
 ５名 

H25.12.05(木) 口から元気！やってみよう口腔ケア  ９名 

 

 

 

【介護あんしん窓口事業】（長浜市受託事業）     市内２か所 受託金総額 11,956,264円  

 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 （東部福祉ステーション） 

 ○介護あんしん窓口 ふれあい神照 （北部福祉ステーション） 

 郷里荘 ふれあい神照 

実態把握 ３２３回 ４０６回 

外出支援事業協力 １２回 １２回 

出前講座 １１回 １０回 

住宅改修プラン作成 １７回 １１回 

介護予防アセスメント ０件 １１件 

転倒予防教室 ２教室 各１４回 ２教室 各１４回 

家族介護教室 ２教室 各 １回 ２教室 各 １回 

生活機能評価チェックリスト ２７回 ７９回 

あんしん窓口だより ４回 １２回 

相談実績 
相談延人数 ４３０人 ５１１人 

相談実人数 ３４４人 ４２５人 
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３．在宅介護サービス                          

 

 前年度より経営改善会議で検討を進め、段階的に実施してきた事業所集約が終了し、新体制で業

務の標準化、効率化、職種別役割の明確化等一定の成果をあげることができました。その中で、広

域で取り組む職員意識の改革に向けての方策の検討を進めると共に、地域の方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、ケアマネジャーやヘルパーは事業所内でのスーパ

ーバイズ機能を高めて職員の資質向上に努め、デイサービスでは職員の職場交換研修を継続して実

施、職種別会議の開催などにより広くサービス向上への業務内容検討を行いました。また、歯科衛

生士と理学療法士の雇用を行い、一部の事業所では口腔器機能向上や個別機能訓練を行う体制が整

い、サービスの質の向上に努めることができました。 

 また、サービス事業所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に基づき、地域福

祉と共に在宅サービスを確実に復旧し、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ため、長浜市の防災計画・福祉非難所設置ガイドラインをふまえ、各職

員の組織としての使命と役割に照らし合わせて、マニュアルを作成し訓練を行いました。 

 

 

 

【居宅介護支援事業】          事業活動収入計114,192,622円（前年度対比92.7％） 

○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。また介護保険サービスの窓口ともいえる役割を担っていることから、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。 

 

【居宅介護支援事業実績】 

区 分 第１ 第２ 第３ 余呉 西浅井 合 計 
前年比 

（％） 

常勤換算 5.4名 3.7名 5.4名 2.8名 2.2名 19.5名 92.9％ 

要介護数 2,084名 1,425名 2,317名 1,151名 866名 7,843名 92.6％ 

要支援数 307名 162名 340名 140名 253名 1,202名 101.3％ 

※常勤換算→ 常勤で専従、常勤で兼務、常勤以外で専従、常勤以外で兼務といった勤務形態全職員の週平均の勤務時間 

       をすべて足し、常勤の従業者が週に勤務すべき時間で割った人数 
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【デイサービス事業】          事業活動収入計526,070,298円（前年度対比91.9％） 

○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、利用者を取り巻く家族や地域に目を向け家族の身

体的・精神的な負担軽減に心がけ事業を行いました。 

 全てのデイサービスに歯科衛生士を配置し口腔器機能向上の取り組みを行い 必要に応じて口腔

器機能訓練加算を実施しました。また、１２月より２カ所のデイサービスに於いて理学療法士を配

置し運動器機能の低下を予防し、維持・向上に努める取り組みを行い、必要に応じて個別機能訓練

加算Ⅱを実施しました。より専門的な職員を加え利用者のニーズに応える取り組みを強化しました。 

 

【デイサービス事業実績】 

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 30名 30名 30名 35名   

開所日数 

（日） 
307日 308日 307日 308日 307日 308日 308日 307日 307日   

延

利

用

者

数 

介護 

サー 

ビス 

(名) 

5,780 5,890 5,476 3,909 3,530 5,936 5,717 6,120 5,543 47,901 90.8％ 

介護 

予防 

サー 

ビス 

(名) 

767 722 634 619 650 439 459 302 982 5,574 80.6％ 

 

【地域密着型介護事業（経理区分：デイサービス事業）】事業活動収入計66,652,775円（前年度対比104.7％） 

○小規模多機能型居宅介護事業／介護予防小規模多機能型居宅介護事業 （介護保険事業） 

 デイサービス・ホームヘルプ・ショートステイの複合型サービスを、利用者のニーズに合わせて

提供し、住み慣れた自宅での生活が継続できるよう支援しました。 

    【ひなたぼっこ実績】     （登録者定員１８名・通所介護定員９名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 平成２５年度実績 前年比（％） 

登録者平均数 １６名 １００．６％ 

延利用者数 ２，６８９名 ８３．１％ 

利
用
サ
ー
ビ
ス 

訪問延利用者数 ３１０名 １０３．７％ 

デイ開所日数 ３４１日 ９９．７％ 

宿泊日数 ２８１日 １０１．１％ 
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○認知症対応型通所介護事業／介護予防認知症対応型通所介護事業 （介護保険事業） 

 認知機能が低下された高齢者に対し、地域の中でも不安なく生活できるよう、きめ細かなサービ

スと個別の相談に応じ、その人らしい暮らしが続けられるよう支援しました。 

    【あじかまの里実績】 

区 分 平成２５年度実績 前年比（％） 

定  員 １２名  

開所日数 ３０７日  

延
利
用
者
数 

介護サービス ２，０２９名 ８３．６％ 

介護予防サービス ２２名 ５７．９％ 

 

※小規模多機能型居宅介護：要介護や要支援状態となっても可能な限り住み慣れた自宅や地域での生活が維

持できることを目的としたデイ・ヘルプ・ショートを一体化させ、同じ施設でサービスを提供します。利用

者とスタッフがなじみの関係が築けるよう区域を限定した小規模な施設となります。 

※認知症対応型通所介護：認知症の人が日帰りでデイサービスセンターに通って、食事・入浴・機能訓練な

どの日常生活の介助を受けるサービスです。一般のデイサービスと異なり、認知症の人を対象としており、

利用者は12人以下の少人数でサービスを受けられます。 

 

【ホームヘルプサービス事業】      事業活動収入計235,869,390円（前年度対比95.4％） 

○訪問介護事業・予防訪問介護事業（介護保険事業） 

○居宅介護事業・重度訪問介護事業・同行援護事業（障害者総合支援法） 

 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。 

○養育支援訪問事業（長浜市受託事業）【新規事業】 

 児童の養育が困難な状況にある家庭にホームヘルパーが訪問し、育児や家庭援助を行いました。 

○しょうがい者等日中一時支援事業（長浜市受託事業）【新規事業】 

 家庭での入浴が困難なしょうがい児に入浴の場と支援を行い、家族の負担の軽減に努めました。 

○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介

護認定者及びしょうがいのある方に高月を拠点とした通院のための運送を行いました。 
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 【ホームヘルプサービス事業実績】 

区 分 第１ 第２ 第３ 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 3,644回 5,237回 6,849回 1,816回 4,731回 22,277回 75％ 

生活援助 3,342回 5,103回 7,682回 1,194回 1,386回 18,707回 108％ 

身体・生活 363回 1,454回 2,878回 144回 148回 4,987回 91％ 

延訪問 

回 数 
7,349回 11,794回 17,409回 3,154回 6,265回 45,971回 87％ 

介護予防サービス

（延訪問回数） 
1,606回 2,450回 944回 249回 389回 5,638回 89％ 

延訪問回数 

合 計 
8,955回 14,244回 18,353回 3,403回 6,654回 51,609回 87％ 

し
ょ
う
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

身体介護 2,862回 1,919回 2,556回 290回 453回 8,080回 117％ 

家事援助 2,104回 845回 1,028回 142回 98回 4,217回 98％ 

通院介助 128回 40回 310回 6回 ― 484回 71％ 

重度訪問介護 51 回 210回 410回 ― ― 671回 ― 

同行援護 3回 1回 111回 ― 12回 127回 ― 

延訪問回数 5,148回 3,015回 4,415回 438回 563回 13,579回 114％ 

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 ― ― ― 12名 67％ 

延訪問 

回 数 
― 103回 ― ― ― 103回 81％ 

移
動
支
援 

サ
ー
ビ
ス 

延利用 

者 数 
24 名 ― 21名 ― 3名 48名 72％ 

延訪問 

回 数 
26 回 ― 69回 ― 3回 98回 96％ 

日
中
一
時 

支
援
事
業 

延利用 

者 数 
9名 ― ― ― ― 9名 ― 

延利用 

回 数 
40 回 ― ― ― ― 40回 ― 

養
育
支
援 

訪
問
事
業 

延利用

者 数 
7名 ― ― ― ― 7名 ― 

延利用 

回 数 
136回 ― ― ― ― 136回 ― 

特
定
旅
客 

自
動
車
運
送 

事 
 

業 

延利用 

者 数 
― ― 760名 ― ― 760名 96％ 

延利用 

回 数 
― ― 3,208回 ― ― 3,208回 85％ 
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【訪問入浴介護事業】           事業活動収入計24,351,205円（前年度対比88.3％） 

○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 214名 83％ 92名 77％ 

延訪問回数 992回 76％ 422回 90％ 

長浜市受託事業 

延利用者数 36名 100％ 24名 100％ 

延訪問回数 174回 98％ 288回 99％ 

 

 

【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  ５名 H25.06.03～H25.06.21 

彦根総合高等学校 訪問介護  ４名 H25.07.29～H25.08.23 

滋賀県立長浜高等学校 通所介護 １５名 H25.08.21～H25.08.30 

京都教育大学 通所介護 １名 H25.11.18～H25.11.22 

京都女子大学 通所介護  １名 H25.05.20～H25.05.24 

京都橘大学 通所介護  １名 H25.11.18～H25.11.22 

滋賀大学 通所介護 １名 H25.09.02～H25.09.06 

社会福祉法人 

湖北真幸会 介護職員養成 
訪問介護  ８名 H25.09.01～H25.09.06 

介護支援専門員実務者研修実習 居宅介護支援  ２名 H26.01.20～H26.01.30 
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４．善意銀行事業                            

【善意銀行の運営】                                    

 ○金銭口座 

        １５３件  ６，７２７，６２２円 

 ○物品口座  ５４８件 

古切手 １０３ テレホンカード ８ ベルマーク ２０ 

ペットボトルキャップ ２０５ 割り箸 ９ プルタブ ３４ 

書き損じはがき ４ カートリッジ １ お米 ２２ 

食料品   ９（お茶・乾物・缶詰・果物・豆類・野菜・調味料・料理油他） 

介護用品 
 ４０（紙おむつ・紙パンツ・尿とりパット・おしりふき・シート 

  ・車椅子・老人車・吸引器・ﾘﾊﾋﾞﾘ靴・ｼｬﾜｰﾁｪｱ・簡易トイレ他） 

日常生活用品 
 ６４（衣料品・肌着類・衛生用品・キッチン用品・入浴用品・雑巾 

  ・タオル類・ハンカチ・石鹸、洗剤・毛布、シーツ等寝具類他） 

その他 
 １８（点訳絵本・手芸品・お手玉・手作りカバン・古布・ＣＤ 

  ・エプロン・カバン・カイロ・座布団・ゴルフボール他） 

備品等 
 １１（電動介護ベッド・電気カーペット・ガス炊飯器・物干し 

  ・ゲーム用品・滑り台・ベッド・マット・カーペット他） 

 

 

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 １３ ４８５  保健事業 ６９ ６８０ 

研修・視察・学習会 １２ １７０  研修・視察・学習会 ２５ ２２２ 

交流会 ５９ ３０４  交流会 ２５１ ５６７ 

会議 １ １００  会議 ４３ ４４４ 

講演会 １ ５０  講演会 １ ８５ 

施設貸出 ７１ １，３１７  施設貸出 ５１ ４０５ 

外出支援 １２ １９０  外出支援 １２ ３５２ 

施設管理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ５ ８６  施設管理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ２１ ２１ 

電子浴サービス － ６５  電子浴サービス － １４５ 

             

合  計 １７４ ２，７６７  合  計 ４７３ ２，９２１ 
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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 ２７６ １，８８５  自主事業 １５７ １，０９２ 

団体利用 ３１６ ５，１７１  団体利用 ２２２ ２，５７５ 

合  計 ５９２ ７，０５６  合  計 ３７９ ３，６６７ 

 

○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 ５６６ １０，５２１ 

団体利用 ３１３ ５，１８８ 

合  計 ８７９ １５，７０９ 

 

○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 １５１ １，６６５  自主事業 １１５ １，０２３ 

団体利用 ３６５ ３，４１８  団体利用 ２５８ ３，４９５ 

合  計 ５１６ ５，０８３  合  計 ３７３ ４，５１８ 

 

 

【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 ２３ ２３ ３ ８ ５７ 

５月 ２４ ２９ ０ １０ ６３ 

６月 ２１ ２５ ２ ８ ５６ 

７月 ２４ ３３ １ ９ ６７ 

８月 ２０ ３８ ０ ９ ６７ 

９月 ２４ ２７ ２ ８ ６１ 

１０月 ２４ ２６ ５ １０ ６５ 

１１月 ２１ ２３ ３ ８ ５５ 

１２月 ２０ ２０ ３ ８ ５１ 

１月 ２０ １５ ０ ８ ４３ 

２月 ２１ ２４ ０ ８ ５３ 

３月 ２１ ２７ １ ８ ５７ 

合  計 ２６３ ３１０ ２０ １０２ ６９５ 
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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 １２，０４０，７６４ 

法人社資 ８６４，０００ 

合    計 １２，９０４，７６４ 

 

 

【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 ８，６３８，７５２ 

街 頭 募 金 ９２７，７０８ 

法 人 募 金 ７７７，２５５ 

学 校 募 金 ３０９，３１４ 

職 域 募 金 ４２７，７１５ 

そ の 他 の 募 金 ２３１，１１１ 

合    計 １１，３１１，８５５ 

 

  ○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 ６，０４４，５６９ 

  

合    計 ６，０４４，５６９ 

 

 

【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 ： 社会福祉協議会本部・施設・センター 

受 付 額 ：１，２６８件  ２４５，５６８，４９０円（平成２５年３月３１日現在） 

          ４６件    １，３９２，８２９円（平成２５年度受付実績） 

       １，３１４件  ２４６，９６１，３１９円（平成２６年３月３１日現在） 

 


