
 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は、地域福祉活動計画の計画期間のスタートにあたる年として、計画の理念である「地域

の絆で ともに育み支えあい 安心して暮らせるまち 長浜」の実現を目指し、地域福祉の推進に取り

組んでまいりました。 

市内１５地域の地区社会福祉協議会（ふくしの会）と連携のもと、地域の実情に応じた地域単位

での計画策定に向けた取り組みをはじめ、住民主体の生活支援ボランティア組織等の設立・活動支

援の実施など、地域包括ケアシステムの実現のため住民主体の福祉活動の推進に向けた事業を展開

してきました。 

また、成年後見・権利擁護サポートセンターを新たに開設し、市民の暮しを支える相談機能の充

実に努めました。 

在宅介護事業に関しては、一昨年度の経営悪化を改善すべく取り組んでまいりました。特に通所

介護事業の経営悪化が大きかったことから、職員配置の適正化、さらに機能訓練の充実・年末開所

日の拡大などサービス向上を図り、また管理部門の強化などの取り組みを進めることで、下期以降、

徐々にではありますが収入の増加、人件費削減といった取り組みの効果もあらわれてきました。 

また、特別養護老人ホームの移管に関しては、利用者がおられる中で不安なく事業を引き継ぐた

め、有能な人材の確保に取り組み、伊香地域の中核施設として、この地域の訪問介護事業の拠点と

しても位置付け、順調に事業運営を行うことができました。 

昨年同様、経営状況はかなり厳しい結果ではありますが、新たなサービスの実施など積極的に進

め、経営の安定につながる取り組みに力を入れてまいりました。 

 

平成２６年度 

社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業報告書 



 

 

１．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推進】       事業費実績額 ３６５，０１６円（事業人件費除く） 

 地域福祉活動計画の進捗管理を行うため、地域住民、福祉関係機関、行政等との連携により長浜

市地域福祉活動計画推進委員会を設置し、地域福祉活動計画に基づく地域福祉事業の推進を図りま

した。また、地域住民や関係団体、社協、行政等が連携・協働し、各地区の地域福祉推進に向けた

支援と取り組みの方向性を話し合う場として福祉懇談会（地域ケア会議）を開催し、地域に応じた

地域福祉を推進するための地区別地域福祉活動計画の策定に努めました。 

〇福祉懇談会（地域ケア会議）の開催   ３２回 

〇地区別地域福祉活動計画の策定支援   ８地区 

〇長浜市地域福祉活動計画推進委員会の開催 ２回 

  ■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 

  ■長浜市との協議 

 

【地区社協支援事業】        事業費実績額 ８，２８１，３５０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31,641世帯×150円 

 ○地区社協強化支援事業     西黒田地区社会福祉協議会（命のバトン） 

 ○会議・研修会の実施 ■H26.08.07(木) 地区社協会長・事務局合同会議 

                   ■H26.09.13(土) 第８回全国校区・小地域福祉活動サミット at関西学院大学 

開催日 内   容 

H26.07.25(金) 計画概要説明・委員会設置要綱審議・正副委員長選任・計画進行管理、評

価について 

H27.02.09(月) 計画進行管理（Ｈ26年度中間報告）について・今後の地域福祉活動の推進

について・地区別計画の進捗状況報告 

開催日 内容 

H26.07.04（金） 第１回地域福祉活動計画推進委員会について 

H26.08.26（火） 地域福祉活動計画の進行管理方法、評価について 

H26.11.21（金） 第２回地域福祉活動計画推進委員会の資料協議 

H26.12.18（木） 第２回地域福祉活動計画推進委員会の資料協議 

H27.02.04（水） 第２回地域福祉活動計画推進委員会、地区別福祉活動計画推進状況について 

H27.03.14（土） 第３回地域福祉活動計画推進委員会資料作成・地区別福祉活動計画推進状況について 

開催日 内容 

H26.06.16（月） 東近江市社協地区別福祉活動計画策定概要について視察 

開催日 内容 

H26.06.17（火） 地域包括支援課と地区別福祉活動計画住民懇談会についての協議 

H26.06.24（火） 健康福祉部各課に地域福祉活動計画の説明、地域福祉活動事業への連携協力について協議 



 

 

          ■H26.11.28(金) 地区社協会長会議 先進地視察研修 

                  ～2014地域福祉活動フォーラム inしが（草津市）～ 

          ■H27. 3.24(火) 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 １４４，４５５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。 

 また、市内の福祉委員活動事例の紹介や、福祉委員活動に関わる情報提供の冊子を作製し、活動

の拡充に務めました。 

 ○福祉委員活動や支援に関わる出前講座 

 開催回数：２回（自治会２）  参加者数：６４名 

 ○福祉委員研修会の開催・支援 

    開催回数：９回（自治会１、団体２、地区６）  参加者数：４４０名 

  ○福祉委員活動に関する相談・支援 

    開催回数：５回（自治会３、団体１、地区１）  参加者数：１３６名 

 ○「福祉委員活動事例集」の作製 

 

【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 ３１３，０２７円（事業人件費除く） 

 日ごろの支えあいの積み重ねによる、いざという時の迅速な対応や、安心して暮らせる地域づく

りを目指し、地域の支えあいを基本とした見守りや声かけをはじめとするふれあい活動に加え、市

の災害時要援護者支援対策と連携を図った、防災・減災活動、避難支援体制整備（防災福祉マップ

作製など）を推進しました。 

 また、「見守り活動啓発資材」を作製し、自治会や地区での見守り活動の啓発と充実を図りました。 

 ○取り組み支援自治会数 

 ７自治会 

○啓発活動・研修会等の開催 

 実施回数：３３回（自治会９、団体１３、地区１０、市域１） 

 参加者数：１，８７７名 

 ○見守り活動啓発資材の配布：１地区 

 

【災害支援活動ネットワーク事業】      事業費実績額 ９，１４０円（事業人件費除く） 

 地域内のさまざまな組織や団体、福祉施設、企業等との協働による防災・減災活動をテーマとし

た活動をすすめ、継続した地域団体間の連携・協働体制のネットワークを構築することで、災害時

だけでなく日ごろから地域の福祉課題やニーズに対応した地域ぐるみの福祉活動を推進する基盤づ

くりを推進しました。 

 ○勉強会 

  第１回 ■開 催 日  平成２６年１０月２０日（月） 

      ■テ ー マ 「クロスロード体験」～防災のジレンマを考える～ 

      ■講  師  長浜市社会福祉協議会職員 

      ■参加者数  ６団体９名 

  第２回 ■開 催 日  平成２６年１２月８日（月） 

      ■テ ー マ 「災害・防災についての情報交換会」 



 

 

      ■講  師  長浜市社会福祉協議会職員 

      ■参加者数  ５団体１５名 

  第３回 ■開 催 日  平成２７年２月９日（月） 

      ■テ ー マ 「もし原子力災害が起こったら」 

      ■講  師  長浜市防災危機管理課 山岡芳治さん 

      ■参加者数  ８団体１４名  

 

【ふれあい電話事業】          事業費実績額 ２０４，００５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９３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  １０９名（H27.3.31現在） 

 ○通話件数  延べ２，３５７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 ４２件 

 ○研 修 会  ■開催日：平成２６年１０月 ７日（火） 

             講演：「私も あなたも 大切にするコミュニケ―ション」 

             講師：中邨 満由美さん（あすぱる甲賀） 

        ■開催日：平成２６年１２月１６日（火） 

             内容：スタンプを使った年賀状作りと交流会 

             年賀状作り講師：小林孝子さん（絵手紙講師） 

 

【ふれあいサロン支援事業】     事業費実績額 ２，４７７，０００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             １６５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          １２団体 

 ○開催回数             ２，２６０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 

H27.3.3(火) 
長浜市民交流センター 

サロンで使えるレクリエーション講座 

「コミニュケーションマージャン」 
４８名 

湖北デイサービスセンター 〃 ５６名 

H27.3.4(水) 
高月福祉ステーション 〃 ４５名 

木之本福祉ステーション 〃 ４３名 



 

 

【広報紙の発行】          事業費実績額 ２，００２，２３１円（事業人件費除く） 

 地域の福祉活動や本会の取り組み、福祉関係の情報を提供する広報誌、ボランティア活動者向け

の情報誌の発行とホームページの運営を行い、情報提供や福祉活動の取組紹介などによる福祉に対

する意識向上、地域福祉活動への参加促進や活動者や当事者の交流のきっかけづくりを行うととも

に、本会活動に対する理解と協力を推進しました。 
 ○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：４２，０００部 

  ■ボランティア情報誌「えくすてんど」 

    発行回数：毎月１回 

    配布方法：自治会回覧(各公民館配布) 

    発行部数：５２，０００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 

 

【福祉活動団体の支援】       事業費実績額 １，０２５，０００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  ６団体 

 ○支援事業数 １１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（５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） 

 

【歳末たすけあい運動】       事業費実績額 ５，７６５，４５３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 260名 

要保護世帯図書カード支援事業 要保護世帯児童生徒 90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  238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 1,147件 

歳末行事支援事業 市内の福祉施設・福祉団体 36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56名 

http://www.nagahama-shakyo.or.jp/


 

 

【しょうがい者等交流事業】       事業費実績額 ７４４，８４３円（事業人件費除く） 

 ○しょうがい者等交流事業（療育レクリエーション） ※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、しょうがい児者世帯の日常生活の充実と地域で孤立することを予防し、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 

H26.07.13(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 
110名 

 

 ○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 

  ■登録者数  １６名（H27.03.31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 １１回 １２２名 ３９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、夏休みの楽しい思い出づくりを実施しました。 

■サマーハウス(夏休み余暇支援) 

開催日 開催場所 内容 参加者数 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ数 

H26.07.26(土) 湖北デイサービスセンター 
バーベキュー 

映画会 
４４名 １５名 

H26.07.30(水) 浅井福祉ステーション 
紙粘土で遊ぼう 

買い物へ行こう 
３２名 １２名 

H26.08.06(金) 木之本福祉ステーション 
おにぎりを作ろう 

シャボン玉遊び 
３７名 １５名 

H26.08.11(月) 高月福祉ステーション 
ピザを作ろう 

レクリエーション・勉強会 
４２名 １６名 

H26.08.21(木) 六角館 
お弁当を作ろう 

人形劇・茶話会 
３２名 １５名 

 

■ほのぼのかけはし 

開催日 内容 講師 参加者数 

H26.11.17(月) 先輩ママを囲んで 

○中野 弘美さん 

○びわこ成蹊スポーツ大学講師 

佐藤 明子さん 

１６名 



 

 

H27.01.16(金) 発達しょうがいの特性について 

○びわこ成蹊スポーツ大学講師 

    佐藤 明子さん 

○滋賀県発達障害者支援ｾﾝﾀｰ 

 山田 宗寛さん 

１５名 

H27.01.29(木) 
自閉症児者の持てる力を最大限発

揮できるために 

○びわこ成蹊スポーツ大学講師 

    佐藤 明子さん 

○滋賀県発達障害者支援ｾﾝﾀｰ 

 小野 陵太さん 

１８名 

H27.02.03(火) 成人期の生活について 

○びわこ成蹊スポーツ大学講師 

    佐藤 明子さん 

○滋賀県発達障害者支援ｾﾝﾀｰ 

 小野 陵太さん 

２１名 

H27.02.19(木) 先輩ママを囲んで 

○中野 弘美さん 

○びわこ成蹊スポーツ大学講師 

    佐藤明子さん 

１６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た交流事業を湖北

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 １９６名 

外出・社会見学 

（ローザンベリー、カラオケ、アクアウォーク、ゆるキャラ祭り、映画鑑賞等） 
６回 ２４４名 

スポーツ 
（ボーリング、ドッジボール等） 

５回 １３０名 

調理実習 １回 ２０名 

  ※湖北地域しょうがい者支援センター共催 

 

【在宅介護者のつどい事業】       事業費実績額 ５５３，６５７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 

H26.05.30(金) 高月福祉ステーション 手打ちそば体験 ７名 

H26.06.25(水) 長浜北部福祉ステーション等 つや肌ケア＆ランチ  ９名 

H26.07.22(火) マキノ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ狩り・ﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞ ２０名 



 

 

H26.08.25(月) びわ高齢者福祉センター 沖縄民謡＆カフェ １１名 

H26.09.30(火) 北近江リゾート アロマクラフトとランチ交流会  １７名 

H26.10.29(水) 木之本福祉ステーション 笑いヨガとストレッチ １３名 

H26.11.27(木) 永源寺等 永源寺紅葉見学とランチ交流会 ２５名 

H26.12.19(金) 浅井福祉ステーション クリスマスキャンドルづくり  １４名 

H27.01.29(木) 生きがいセンター ヨガ＆クリスタルボールの演奏 １４名 

H27.02.25(水) 彦根ビバシティ 映画鑑賞とランチ交流会 １６名 

H27.03.25(水) 湖北デイサービスセンター 
～笑いあり涙ありの介護体験談～ 

わたしの介護体験談 
２０名 

 

【ふれあい備品助成事業】      事業費実績額 １，０５３，２８６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  ２２自治会 

         （エアコン、テント、アンプセット、自治会掲示板、座椅子等の購入助成） 

 

【ふれあい用具貸出事業】        事業費実績額 １０７，５９７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 １１５件 綿菓子機 １２０件 

鉄板 ５７件 かき氷機 ９３件 

たこ焼き機 １８件 串焼き機 １５件 

焼き鳥機 ５件 クレープ焼き機 ４件 

網焼き機 ４件 着ぐるみ ７０件 

サンタクロース衣装 ２件 プロジェクター １０８件 

スクリーン ９５件 教材ビデオ ３件 

テント ８３件 長机 ５６件 

パイプ椅子 １０５件 布絵本 ９件 

車いす（学習用等） ８２件 カラオケセット ２件 

ビンゴゲーム機 ２４件 その他 ３８件 

マイク・アンプ ３１件 輪投げ ７７件 

鍋等調理器具 ４４件 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ用各種ゲーム ２２３件 

ガス炊飯器 １４件 合計 １，４９７件 

 



 

 

【福祉用具・介護用車両貸出事業】    事業費実績額 ５０１，５７６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（車いす）の貸出回数    ２２１回 

 ○車いす移送用車両の貸出回数     １１４回 

 

【第５回社会福祉大会】         事業費実績額 ４５６，２１３円（事業人件費除く） 

 市民の福祉に対する意識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２６年１１月２３日（日・祝）午前９時００分～正午 

 ○開催場所  虎姫文化ホール(宮部町3445) 

 ○参加者数  約３６２名 

 ○内  容 

        ■社会福祉功績者表彰式 

         ◇会長表彰 【個人】： １１名 【団体】：３団体 

         ◇感謝 状 ○善意銀行の部 

               【個人】： １３名 【団体】：５団体 

        ■福祉標語表彰式 

         ◇小学４年生の部 ３名 

         ◇小学５年生の部 ３名 

         ◇小学６年生の部 ３名 

■福祉ポスター表彰式 

◇小学６年生の部 ７名 

        ■基調講演 

          講 師：幸重 忠孝さん 

          テーマ：「ひとりぼっちのないまちに」 

        ■県立伊吹高等学校書道部 書道機動展示 

        ■その他 

         ◇介護相談 

         ◇成年後見・権利擁護相談会 

         ◇市内小学生の福祉標語とポスター展示 

         ◇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 

 

【ワークキャンプ支援事業】      事業費実績額 ５９４，６４３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 

H26.09.08（月）～ 

H26.09.11（木） 

余呉町 

摺墨・中河内・菅並地区 

側溝の土砂あげ、水路の土砂

あげ、アスファルト補修 
１８名 

H27.02.08（日）～ 

H27.02.11（水） 

余呉町 

摺墨・中河内・菅並地区 
除雪作業 ３４名 

 

【福祉出前講座】                 事業費実績額 ０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。 

   ○福祉出前講座の開催（職員の派遣） 

   派遣件数：９１件（地域福祉課７０件、介護事業課２１件） 

      受講者数：２，９８５人 

内容 件数 内容 件数 

ＨＵＧ～避難所運営ゲーム～ ６件 ここが知りたい「介護保険制度」 ２件 

防災ゲーム「クロスロード」 １件 介護を学ぼう！ １件 

災害にも強いまちづくり研修会 ２０件 
お口の健康、元気でいきいき生

活！ 
４件 

地域福祉サポーター養成 ４件 
レクリエーションで日常の楽し

みを 
１件 

地域福祉権利擁護事業とは ４件 
介護予防講座 

～健康は足もとから～ 
４件 

回想法講座 ７件 介護予防講座～脳活のすすめ ７件 

高齢者疑似体験 ６件 地域でサロンをしよう！ ３件 

アイマスク体験 ２件 ボランティア入門講座 １２件 

車いす体験 １件 リクエスト講座 ６件 

 

【冒険遊び場づくり活動支援事業】     事業費実績額 ４９，１０１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２６年６月２１日（土） 

   開催場所：長浜市鍛冶屋町 

 ○活動中冒険遊び場 

   ながはま冒険遊び場 開催回数 ９回 

   賤ヶ岳冒険遊び場  開催回数 ８回 

 ○冒険遊び場活動助成 

   助成件数：１件 （1団体上限40,000円） 

 ○湖北地区冒険遊び場フォーラムの開催 

   開 催 日：平成２７年３月１日（土） 

   開催場所：湖北デイサービスセンター 

   内  容：基調講演   「子どもが生きる力を育む遊び！～冒険遊び場～」 

        講  師    滋賀冒険遊び場ネットワーク 代表 中祖厚志さん 

        シンポジウム  冒険遊び場活動紹介 4か所 



 

 

        グループディスカッション 

   参 加 者：17名 

 

【子育て支援事業】（おもちゃ図書館）  事業費実績額 １２８，３４９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 

 ○木之本会場  毎週火曜日     午前９時３０分～１１時３０分 

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 

生きがいセンター ３２回 ５７９名 ６１名 

木之本福祉ステーション ４８回 ２３９名 ５６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 ４１，７２８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 開催内容 受講者 

生きがいセンター Ｈ２６．１１．１９（水） 爪先のおしゃれ 

～セルフネイルアート～ 

２３名 

木之本福祉ステーション Ｈ２６．１１．２５（火） １９名 

 

【日常生活支えあい促進事業】      事業費実績額 ２２６，４１４円（事業人件費除く） 

高齢化の進行、核家族化やライフスタイルの多様化、中山間地の過疎化など、地域に住む高齢者

やしょうがい者、子育て世代など、日常生活を送るうえで様々な生活課題や日常生活の不便さを感

じる方に対し、地域住民が主体的に地域の様々な生活課題の解決に向けて取り組めること目指して、

地域支援組織（生活支援ボランティア組織等）の設立・活動支援を行いました。 

○住民参加型の生活支援ボランティア組織等の設立・活動支援 

■支援団体：神田サポート会（神田地区）、げんき会（余呉地区） 

■支援内容：活動従事者研修会の開催、活動費の助成、活動用具の貸与、 

送迎用車両の貸出、活動周知支援、活動保険加入支援等 

   

【シニアいきいき活動事業】        事業費実績額 ８９，０６８円（事業人件費除く） 

シニア世代の地域での活動のきっかけづくりを行い、趣味活動や地域活動をとおした身近な居場

所づくり、仲間づくりを目指し、シニア世代が元気にいきいきと活動できることを目指して講座を

開催しました。 

講座名 主な内容 講座回数 延べ受講者数 

パソコン教室 パソコンの基本操作 ６回 ９７名 

カメラ講座 カメラの基本操作・撮影会 ５回 ９１名 

 

【地域除雪支援事業】           事業費実績額 ７５，１４０円（事業人件費除く） 

高齢者世帯およびしょうがい世帯等の要援護者世帯等の除雪活動に対して、活動保険の加入およ

び除雪支援用の小型除雪機の貸出を実施することで要援護者宅の除排雪活動を支援し、地域の見守

り支えあいの活動による雪対策の推進を図り要援護者の冬期生活環境向上を推進しました。 



 

 

■取り組み自治会数：６１自治会 

■要援護者登録世帯数：１，０２８世帯（活動支援世帯数：延べ５４７世帯） 

■除雪支援活動登録者数：１，０８７名 （活動者数：延べ３５２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 

 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 

(H27.03.31現在) 
９６名 ７５名 ４０名  ０名 ２１１名 

新規利用者数  ２９名  ４名  ５名  ０名  ３８名 

利用終了者数  １５名  ４名  ２名  ０名  ２１名 

相談援助回数 ３，０５４回 ３，６５０回 １，２６１回  ９回 ７，９７４回 

 

【成年後見事業】          事業費実績額 １，５５４，０１０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、市の委託を受けて長浜市成年後見・権利擁護センターを開設し、成年後見制度や利用手続

き支援、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。 

 

○法人後見事業】 

  ・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 

■法人後見受任 

   
受任件数 

（H27.03.31現在） 
備考 

後見 １件 新規 1件 

補助 １件 
 

 

 



 

 

○成年後見サポートセンター事業  

・広報・啓発事業 

出前啓発活動 関係団体：４４団体 受講者：７９４名 

啓発講座の開催 

 

講座名等 内容等 受講者数 

福祉事業者講座 7/15 成年後見度等の概要 ４７名 

市民講座 8/3 成年後見シンポジウム ６１名 

市民講座 12/9 消費生活問題と成年後見制度 １５名 

福祉事業者講座 2/10 成年後見制度利用のポイント ２８名 

啓発資料の作成 
制度パンフ:6,000部  センター概要パンフ:3,000部 

制度手続き説明パンフ:2,000部  カレンダー・年齢早見表:1,500部 

  ・相談支援件数 １６７件 

事項(対象)                   

相談者 
本人 親族 福祉 医療 司法 行政 合計 

成年後見制度に関する相談 

認知症高齢者 31  37  24  5  2 20 119 

知的しょうがい 3  9  9  1 1 6 29 

精神しょうかい 8  1  3  1 0 1 14 

市長申立手続きに係る相談 

認知症高齢者   3 3 

知的しょうがい   0 0 

精神しょうかい   2 0 

         合    計 42 47 36 7 3 32 167 

  ・成年後見受任者支援 

成年後見人受任者懇談会 H26.11.19 死後事務の概要 ２２名 

・成年後見定期相談会 

開催日 相談場所 相談人数 内容 

H26.07.25(金) つつじ作業所   １名 

成年後見相談 

H26.09.26(金) 湖北地域障害者生活支援センターあ-と ４名 

H26.11.28(金) 特別養護老人ホーム まんてん塩津   ２名 

H27.01.23(金) 障害者支援センター そら ２名 

H27.03.27(金) 特別養護老人ホーム 伊香の里 ２名 

・運営委員会の開催 

第１回 平成２６年７月２９日（火）午後２時～午後４時 

第２回 平成２６年１２月８日（月）午前１０時～正午 

第３回 平成２７年３月２３日（月）午後１時３０分～午後３時３０分 

 

 

【よろず相談事業】         事業費実績額 ２，１９４，９６１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 

１１０日 

１９２日 

５６件 

１９０件 

２．法律相談 ２４日 １３２件 

合    計 ３２６日 ３７８件 

 ○相談員研修会の開催 

  ■開催日時  平成２６年９月７日（日）午前１０時～正午 

  ■開催場所  湖北デイサービスセンター 

  ■内  容  相談員全体研修会『「対話調停」の活用について』 

          講師：滋賀県司法書士会調停センター和 副事務長 山田栄一郎さん 

 

【生活福祉資金】          事業費実績額 １，４７９，３２０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   ７２件 

  ■総合支援資金             ２０件 

  ■福祉資金・教育支援資金        ５２件 

 ○年度末貸付件数  １，００３件 

  ■総合支援資金（離職者支援資金含む） ４２６件 

  ■福祉資金・教育支援資金       ５６９件 

  ■長期生活支援資金            １件 

  ■臨時特例つなぎ資金           ７件 

 

【たすけあい資金貸付事業】       事業費実績額 ５２０，２８２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          ６９件 

 ○新 規 貸 付 額   ２，６９２，０００円 

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～正午 

浅井福祉センター 毎月第１金曜日 午前９時～正午 

生きがいセンター 毎月第１月曜日 午前９時～正午 

湖北デイサービスセンター 毎月第４水曜日 午前９時～正午 

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～正午 

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 



 

 

 ○年度末貸付件数         １９２件 

 ○年度末貸付額   ４，４５６，１００円（平成２７年３月３１日現在） 

 

【緊急食料給付事業】           事業費実績額 ５７，６６６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  ４１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 ５，０１３，９３１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      ２３７団体（H27.03.31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      ２９６件 

  ■ボランティア派遣回数       ９９回 

 ○ボランティア団体の活動支援  

■助成団体数：９２団体（1団体上限40,000円） 

■活動相談等 

 ○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 

（身体しょうがい体験） 

○車いす体験・誕生日ありがとう運動本部 

(買い物体験・体験) 
３回 ７０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） 
１７５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 

２回 

（１会場） 
５５名 

◆傾聴ボランティア

講座 
○「聴く」ことへの理解を深める ３回 １２５名 

◆災害ボランティア

講座 

○災害ボランティアセンターの運営等を理

解してもらう 
３回 ２３名 

◆サロンで使えるレ

クリエーション講座 
○コミュケーションマージャン ４回 １９２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(初級) １３回 １５８名 

○音による情報支援者の養成(中級) ２回 ３０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 

  ■各センター窓口に登録用紙(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 

 ○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 ３，５０３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２６年８月１１日（月） 

   ・平成２７年３月 ６日（金） 

  ■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（H26.11.23） 

   ※第5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 ４５９，２８９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    市内小中学校    ３３校 

           養護学校       １校 

           市外小中学校     ２校 

 ○学習プログラム支援   ２５６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 ６２，７３１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 六荘地区 

  ■長浜市総合防災訓練 

    開催日：平成２６年１０月１９日（日）7:30～12:00 

    開催地：西浅井中学校 

    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 

  ■災害ボランティアセンター中核支援運営支援者研修 



 

 

    開催日：平成２７年２月５日（木）13:30～17:00 

    内 容：災害ボランティアセンター中核支援の資質について 

 

 

■ 災害ボランティアセンター運営をサポートする地域住民リーダー研修 

    開催日：平成２７年３月１０日（火）10:30～16:00 

    内 容：災害ボランティアセンターの役割について 

    参加者：７名 

 

【多文化交流サロン支援事業】       事業費実績額 ５９，０６９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 

  ■開催日時   毎月第３日曜日 11:00～17:00 

  ■開催回数   １２回  

  ■参加者数   延べ２０３人（大人１２８人・子ども７５人) 

  ■内  容   調理実習を中心とした交流活動 

 



 

 

２．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）  受託金総額  16,812,932円    

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

加者自身が積極的に生活機能を向上できるよう、個別支援計画に基づいて、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〕 

会場 開催日 会場 開催日 

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 
湖北デイサービスセンター 

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 西浅井デイサービスセンター 
第1・3金曜日 

9月～第1･3月曜日 

 ○開催回数        ５４０回   ○利用者数          １６９名 

 ○延べ利用者数    ３，３８５名   ○グループ数       １７グループ 

  

【転倒予防教室】(長浜市受託事業)】            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回の教室を開催し、自主グルー

プの立ち上げ支援に取り組みました。 

  〔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 

法楽寺（浅井） H26.11.11～H27.03.03 １６名 １４０名 

新居（びわ） H26.08.26～H26.12.02 １７名 ２０４名 

御館（びわ） H26.09.12～H26.12.12 ２６名 ２５４名 

河毛（湖北） H26.09.17～H26.12.17 ４０名 ２７２名 

高月（高月） H26.08.28～H26.11.27 ４４名 ３７０名 

杉本（木之本） H26.05.21～H26.08.27 ２０名 ２０７名 

菅並（余呉） H26.05.23～H26.08.29 ２２名 ２０４名 

下丹生（余呉） H26.05.23～H26.08.29 １６名 １３８名 

集福寺（西浅井） H26.09.17～H26.12.17 １６名 １３９名 

菅浦（西浅井） H26.09.11～H26.12.18 ２４名 １４８名 

 

 



 

 

【家族介護教室】(長浜市受託事業)】             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・精神的負担の軽減に努めました。また、地域での介護者

に対する理解と支援者の増加を図り、地域で安心して介護が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 内     容 参加者数 場    所 

浅井 

H26.11.13 (木) 
おしっこ・うんちの介護・・・困ってい

ませんか？～明日から安心生活～編 
１５ 

浅井福祉センター 

H26.12.04 (木) 
おいしく、楽しく食べる楽しみを 

～食べやすい食事の工夫～編 
７ 

びわ 

H26.11.11 (火) 
訪問看護の利用～地域で安心して介護を

するにあたって～編 
８ 

びわ高齢者福祉センター 

H26.12.18 (火) 
おいしく、楽しく食べる楽しみを 

～食べやすい食事の工夫～編 
１３ 

虎姫 

H26.11.27 (木) 
おしっこ・うんちの介護・・・困ってい

ませんか？～明日から安心生活～編 
５ 

長浜市保健センター 

虎姫分室 
H26.12.11 (水) 

訪問看護の利用～地域で安心して介護を

するにあたって～編 
５ 

湖北 

H26.11.27 (木) 
おしっこ・うんちの介護・・・困ってい

ませんか？～明日から安心生活～編 
４ 

湖北デイサービスセンター 

H26.12.12 (金) 
健康的な生活を送ろう 

～手軽な体操で健康生活～編 
１０ 

高月 

H26.11.05 (水) 
健康的な生活を送ろう 

～手軽な体操で健康生活～編 
１０ 

高月福祉ステーション 

H26.11.07 (金) 
おいしく、楽しく食べる楽しみを 

～食べやすい食事の工夫～編 
９ 

木之本 

H26.11.20 (木) 
訪問看護の利用～地域で安心して介護を

するにあたって～編 
２２ 

木之本福祉ステーション 

H26.12.05 (金) 
健康的な生活を送ろう 

～手軽な体操で健康生活～編 
９ 

余呉 

H26.11.13 (木) 
おしっこ・うんちの介護・・・困ってい

ませんか？～明日から安心生活～編 
１２ 

余呉高齢者福祉センター 

H26.11.21 (金) 
健康的な生活を送ろう 

～手軽な体操で健康生活～編 
１７ 

西浅井 

H26.11.06 (木) 
健康的な生活を送ろう 

～手軽な体操で健康生活～編 
１５ 

長浜市保健センター 

西浅井分室 
H26.11.07 (金) 

おいしく、楽しく食べる楽しみを 

～食べやすい食事の工夫～編 
８ 

 

 

 

 

 

 



 

 

【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   12,418,018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おいて、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。また、お困り

の内容にあったサービスを紹介し関係機関と連絡をとりました。 

 

 ○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 ３７７回 ４５９回 

外出支援事業協力 １２回 １０回 

出前講座 ８回 ７回 

住宅改修プラン作成 １７回 １０回 

介護予防アセスメント ２件 ２０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 １５回 ４６回 

あんしん窓口だより １２回 １２回 

相談実績 
相談延人数 ５２１人 ６２２人 

相談実人数 ３７７人 ４５９人 

 



 

 

３．在宅介護サービス                          

 業務管理態勢の標準化、効率化のもと、安心してサービスを受けていただくために、職員の意識

改革と資質向上に向けた取組みを継続して進めると共に、介護保険事業間の連携強化と協議の場の

確立により、事業の充実とサービス強化に努めました。 

また、地域で在宅生活が継続できるよう生活機能の維持・向上に資する効果的な支援を行うため

に理学療法士・作業療法士・歯科衛生士など専門職の配置強化により、個別機能訓練加算や口腔機

能訓練加算事業所の拡大を図り、個別ニ－ズに沿った質の高い専門的なサービス提供に努めると共

に、利用者数に応じた適正な人員配置により、介護保険関連事業の安定的な事業運営に努めました。 

 

【居宅介護支援事業】                  事業活動収入計 127,490,256円   

                    （前年度対比  107.04％ ※伊香の里事業所除く） 

○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に必要となるケアプラン（居宅サービス計画書・介

護予防サービス支援計画書）の作成を、利用者・家族の意向に基づき行いました。 

・要介護状態になられた場合に、可能な限り住み慣れた自宅において、その心身の状況や環境等に

応じて自立した生活が送れるように、介護者の方も安心して在宅介護が継続していけるように、

介護保険サービス全般に関する相談に応じながら、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者等との連絡、調整を行い、チームケアによる支援を行いました。 

・職員の適正配置と計画的研修の実施、サービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的と

した会議の定期的な開催、緊急相談対応のための 24 時間連絡体制整備等を図ることにより、特

定事業所加算（Ⅱ）の算定を5事業所で実施しました。 

・H27年1月に、ほのぼのケアプランセンター伊香の里を新たに開所しました。 

 

【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 

（％） 
伊香の里 

常勤換算 

（名） 
6.8 5.07 4.17 2.8 2.8 25.64 131.5％ 4.0 

要介護数 

（名） 
2,122 1,646 1,781 1,173 1,120 8,197 104.5％ 355 

要支援数 

（名） 
442 229 383 198 242 1,547 128.7％ 53 

※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 

 

【デイサービス事業】（地域密着型介護事業含む）    事業活動収入計 606,254,659円    

                    （前年度対比  99.52％）※伊香の里事業所除く）  

○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。 



 

 

・全事業所に理学療法士・作業療法士・歯科衛生士等、専門的な知識を有する職員を配置し、個別

機能訓練や口腔機能向上を実施し、より専門的な立場から利用者の持てる力を引き出すことで生

活機能の維持向上に努め、利用者のニーズに応える取り組みを強化しました。 

・自宅で入浴できない利用者、認知症および重度の利用者の家族からの要望により、年末の休業を

短縮し、営業日を増やしたことで、家族の介護の負担軽減を図り、地域の利用者、家族のニーズ

に応えることができました。 

・各事業所から利用者・家族へ発行する「ほのぼのだより」では日頃の様子を知って頂くことによ

り安心して利用でき、信頼されるデイサービスになるよう情報発信し家族交流の機会がもてるよ 

う事業推進に努めました。 

・利用者の地域での暮らしを支えるため、医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動と連携し利

用者を支える地域連携の拠点としての機能の充実を図りました。 

 ・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ために研修を実施し職員

個々の質の向上を図りました。 

 ・H27年1月に、ほのぼのデイサービスセンター伊香の里を新たに開所しました 

 

【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 

（％） 
伊香の里 

定 員 

（名） 
30 30 30 25 20 30 30 30 35   30 

開所日数 

（日） 
309 309 309 309 309 309 308 308 308   74 

延

利

用

者

数 

介護 

サー 

ビス 

(名) 

5,603 5,678 6,232 4,330 3,220 5,326 5,385 6,172 5,812 47,758 100％ 

 

 

1,538 

 

 

介護 

予防 

サー 

ビス 

(名) 

697 841 540 507 767 396 631 187 843 5,409 97％ 

 

 

160 

 

 

○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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。また、家族交流会・

家族への個別介護技術指導を実施しました。 

    【あじかまの里実績】 

区 分 平成２６年度実績 前年比（％） 

定  員 １２名  

開所日数 ３０８日  

延
利
用
者
数 

介護サービス １，８４４名 ９０.８％ 

介護予防サービス ２６名 １１８％ 

 

※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 240,033,373円（前年度対比 101.77％） 

○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たサービスを提

供しました。また、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ました。 

区 分 平成２６年度実績 前年比（％） 

登録者平均数 １４．６名 ９１％ 

延利用者数 ２，７０４名 １０１％ 

利
用
サ
ー
ビ
ス 

訪問延利用者数 ４２９名 １３８％ 

デイ開所日数 ３５０日 １０７％ 

宿泊日数 ７９日 ２８％ 



 

 

○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。 

○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

護認定者およ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。 

 

 【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 4,015回 5,907回 7,360回 2,129回 4,445回 23,856回 107％ 

生活援助 3,151回 4,270回 6,654回 1,199回 1,449回 16,723回 89％ 

身体・生活 1,169回 983回 2,681回 269回 58回 5,160回 103％ 

延訪問 

回 数 
8,335回 11,160回 16,695回 3,597回 5,952回 45,739回 99％ 

介護予防サービス

（延訪問回数） 
1,565回 2,409回 1,152回 333回 178回 5,637回 100％ 

延訪問回数 

合 計 
9,900回 13,569回 17,847回 3,930回 6,130回 51,376回 100％ 

し
ょ
う
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

身体介護 2,699回 2,336回 2,731回 301回 174回 8,241回 102％ 

家事援助 1,965回 874回 1,229回 181回 130回 4,379回 104％ 

通院介助 74回 79回 314回 17回 ― 484回 100％ 

重度訪問介護 42回 226回 428回 ― ― 696回 104％ 

同行援護 ― ― 131回 ― 23回 154回 121％ 

延訪問回数 4,780回 3,515回 4,833回 499回 327回 13,954回 103％ 

長
浜
市
受
託
事
業 

生
活
管
理
指
導
員 

派 

遣 

事 

業 

延利用 

者 数 
― 2名 ― ― ― 2名 17％ 

延訪問 

回 数 
― 17回 ― ― ― 17回 17％ 

移
動
支
援 

サ
ー
ビ
ス 

延利用 

者 数 
19名 ― 16名 ― ― 35名 72％ 

延訪問 

回 数 
52回 ― 22回 ― ― 74回 75％ 

日
中
一
時 

支
援
事
業 

延利用 

者 数 
12名 ― ― ― ― 12名 133% 

延利用 

回 数 
95回 ― ― ― ― 95回 238% 



 

 

養
育
支
援 

訪
問
事
業 

延利用

者 数 
― ― ― ― ― ― ― 

延利用 

回 数 
― ― ― ― ― ― ― 

特
定
旅
客 

自
動
車
運
送 

事 
 

業 

延利用 

者 数 
― ― 769名 ― ― 769名 101％ 

延利用 

回 数 
― ― 3,430回 ― ― 3,430回 107％ 

 

 

【訪問入浴介護事業】        事業活動収入計  29,141,819円（前年度対比 119.67％） 

○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 258名 121％ 96名 104％ 

延訪問回数 1,193回 120％ 460回 109％ 

長浜市受託事業 

延利用者数 36名 100％ 24名 100％ 

延訪問回数 176回 101％ 293回 102％ 

 

【介護職員初任者研修】             事業費実績額 560,794円（事業人件費除く）         

  在宅サービス事業を幅広く実施し多数の有資格者を有する本会では、そのノウハウを活かし、

介護の現場で必要となる基礎的な知識と技術を身につけることができる「介護職員初任者研修」

（旧２級ヘルパー養成講座）を実施し、人材の育成・確保に努めました。 

  また、開催にあたって、本会職員が講師を務めることで、職員のスキルアップを図ることがで

き、本会サービスの資質向上につなげられました。 

○開催期間 平成２６年９月３日～平成２７年２月４日の２２日間 

○開催場所 湖北センター 

○受講者  １０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【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 H26.06.03～H26.06.21 

彦根総合高等学校 訪問介護  ４名 H26.07.29～H26.08.23 

滋賀県立長浜高等学校 通所介護 １５名 H26.08.21～H26.08.30 

京都教育大学 通所介護 １名 H26.11.18～H26.11.22 

京都女子大学 通所介護  １名 H26.05.20～H26.05.24 

京都橘大学 通所介護  １名 H26.11.18～H26.11.22 

滋賀大学 通所介護 １名 H26.09.02～H26.09.06 

社会福祉法人 

湖北真幸会 介護職員養成 
訪問介護  ８名 H26.09.01～H26.09.06 

介護支援専門員実務者研修実習 居宅介護支援  ２名 H27.01.20～H27.01.30 

 



 

 

４．施設介護事業                            

 人材の確保と育成を行い、事前に職員を派遣することで前管理法人からの引き継ぎをスムーズに

行い、平成２７年１月１日に移管を受けて運営を開始しました。 

 職員の半数が入れ替わったことによる利用者、家族の不安感を取り除き、サービスの質の向上に

努めるため、フロア職員を増員し、近年実施されていなかったホールでの歌や体操等の取り組みを

開始しました。また、社協である強みを活かし、地域の学校やボランティアサークル等とも連携し 

交流を図ることで、地域に開かれた施設で運営を行いました。 

 

 ○事業引き継ぎのための職員出向（通所介護事業２名含む） 

    ９月  ３名 

   １０月  ３名 

   １１月 １０名             

   １２月  １名     出向職員人件費、ネットワーク整備 等  32,346,000円  

 

【特別養護老人ホーム】                 事業活動収入計 73,055,950円                        

○特別養護老人ホーム入所事業（介護保険事業）５０床 

○短期入所生活介護事業・介護予防短期入所生活介護事業（介護保険事業）２０床 

 要介護認定を受け、在宅での生活が困難な方が施設に入所し、施設において日常生活全般の介護

を提供しました。 また、在宅で介護を受けて要支援および要介護認定を受けている方に短期間入

所していただき、施設において日常生活全般の介護を提供することで、家族の介護負担の軽減にも

役立っています。 

 入所者の平均要介護度は前年度と変わらず３．８６となっており、要介護４、５の入所者が増加

傾向にあります。平均年齢は８６．２才で、女性４０名、男性１０名が入所されています。 

短期入所では介護者の体調不良や冠婚葬祭時の緊急利用を積極的に受け入れており、安心して在

宅生活が継続できるよう支援しました。 

 事業運営においては、職員が委員会を組織し自主的に運営する仕組みを作っています。職員が活

発に意見を出し合い、業務改善や勉強会等が行われています。また、職員の育成に関しては、毎月

計画的に研修を行うとともに、経験別、職種別や資格取得に向けた研修など必要に応じて臨時の研

修会を実施し、職員全体の資質と意欲の向上を図りました。 

 

【特別養護老人ホーム入所事業実績】 

 １月 ２月 ３月 平均 前年度平均 

稼働率 95.94% 96.86% 93.03% 95.28% 95.7% 

 

【短期入所生活介護事業・介護予防短期入所生活介護事業実績】 

 １月 ２月 ３月 平均 前年度平均 

稼働率 83.55% 90.54% 91.45% 88.51% 89.27% 

 

 

 

 

 

 



 

 

【委員会活動実績】 

１月２２日、２月２０日、３月２０日 
安全衛生委員会、事故防止・身体拘束廃止委員会、 

入所検討委員会 

１月５日、２月３日、３月２日 研修委員会 

１月２０日、２月１７日、３月１７日 給食委員会 

１月１４日、２月１０日、３月１０日 排泄委員会 

１月１５日、２月１２日、３月１２日 入浴委員会 

１月２３日、２月２３日、３月２４日 生活支援ケア会議 

１月１３日、２月９日、３月９日 サービス向上企画委員会 

 

 

【軽費老人ホーム ケアハウス伊香】            事業活動収入計  9,254,096円 

 自炊ができない程度の身体機能の低下があり、独立して生活するには不安がある方で、家族等に

よる援助を受けることが困難な方が入居し、食事や入浴等、日常生活上必要な便宜を提供するとと

もに、毎月、外出やレクリエーションの機会等を持ち、地域の中で可能な限り自立した生活を営ん

でいけるように支援しました。 

【実績】 

  １月 ２月 ３月 稼働率 

入居者数 １２名 １２名 １２名 80％ 

 ※夫婦部屋（２人部屋）への入居希望者がなく、現在は３部屋とも単身での入居となっています。 

 

 



 

 

５．施設管理等                               

（１）指定管理施設の管理                          

福祉ステーションの管理運営を受託し、福祉ステーションのもつ様々な機能を充実させ、地

域住民の福祉活動の拠点となるように努めした。 

また、今年度は湖北福祉ステーションの管理期間の最終年度にあたり、次期平成２７年度か

らの新たな管理者の募集に応募し、引き続き指定管理者として選定されました。 

 

指定管理施設（８施設） 

  ・長浜東部福祉ステーション ・長浜北部福祉ステーション ・浅井福祉ステーション 

  ・びわ福祉ステーション   ・湖北福祉ステーション   ・高月福祉ステーション 

  ・木之本福祉ステーション  ・西浅井福祉ステーション 

 

【高齢者福祉センター事業】（東部・北部・高月・木之本）   受託金総額   27,771,000円 

                                  ※センター管理費含む 

 ○外出支援事業（東部・北部） 

      高齢者等の閉じこもり予防を目的として、地域住民の利用促進を図るため車両の運行で福祉

ステーションをより身近な憩いの場所として活用するとともに、買い物支援等を実施すること

で要援護者等の生活向上を目指しました。また健康増進を図るため、こころやからだの病気、

生活習慣改善等についての健康相談を行いました。 

       実施回数 参加者数（延べ） 

東部高齢者福祉センター １２回 １９８人 

北部高齢者福祉センター １２回 ４０１人 

 

 ○生きがいづくり講座の開催とサークル活動支援（東部・北部・高月） 

       高齢者等および地域住民の生きがいづくりを促進するため、各種趣味活動への導入講座を開

催し、高齢者の活動的で豊かな余暇を応援しました。また、講座参加者が中心となるサークル

活動を支援することで地域のつながりを深めました。 

       内容 実施回数 参加者数（延べ） 

東部高齢者福祉センター シニアパソコン教室 ３回 ６５人 

北部高齢者福祉センター シニアパソコン教室 ３回 ５１人 

高月高齢者福祉センター 

ヨガ教室 １７回 ２８３人 

ほのぼのカラオケ教室 ２１回 ３２０人 

シルバー体操 ２１回 １８５人 

手工芸教室 １７回 ９５人 

囲碁・将棋教室 ３９回 １８０人 

男の料理教室 ８回 １２６人 

 

 ○福祉講演会の開催（東部・北部） 

      地域住民を対象に福祉課題に対する研修や講演会を開催し、地域住民への福祉意識の啓発と

福祉の担い手の発掘・育成を図りました。また地区社会福祉協議会や公民館事業と連携し開催

することで、地域・施設間の連携の強化に努めました。 



 

 

       内容 参加者数（延べ） 

東部高齢者福祉センター 
「健康で生きがいに満ちたシニア

ライフを送るために」 
６９人 

北部高齢者福祉センター 「人権と福祉のつどい」 ４０人 

 

 ○高齢者福祉センター利用状況 

地域の福祉事業の拠点として運営を行い各地域福祉事業の展開、地域住民・福祉団体活動に

活用いただきました。 

・東部高齢者福祉センター  ・北部高齢者福祉センター 

  件数 利用者数（名）    件数 利用者数（名） 

保健事業 48 426  保健事業 129 944 

研修・視察・学習会 20 116  研修・視察・学習会 16 110 

交流会 71 251  交流会 281 767 

会議 6 47  会議 33 357 

講演会 1 69  講演会 1 40 

施設貸出 78 999  施設貸出 54 473 

外出支援 12 271  外出支援 12 401 

施設管理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 7 115  施設管理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 19 19 

電子浴サービス 64 64  電子浴サービス 127 127 

その他 5 127  その他   

合  計 312 2,485  合  計 672 3,238 

 

・高月高齢者福祉センター  ・木之本高齢者福祉センター 

  件数 利用者数（名）    件数 利用者数（名） 

自主事業 204 2,316  自主事業 119 1,275 

団体利用 351 5,335  団体利用 362 3,800 

合  計 555 7,651  合  計 481 5,075 

 

・湖北福祉ステーション 

  件数 利用者数（名） 

自主事業 671 10,895 

団体利用 342 4,713 

合  計 1,013 15,608 

 

【その他介護事業】                                     

    ○介護あんしん窓口（東部・北部） 

○通所介護事業  （東部・北部・浅井・びわ・湖北・高月・木之本・西浅井） 

    ○訪問介護事業  （北部・高月・西浅井） 

    ○訪問入浴介護事業（北部） 

    ○居宅介護支援事業（北部・高月・西浅井） 

 



 

 

（２）その他センターの利用状況                       

長浜市社会福祉センター（利用状況）                                

  

月 相 談 団 体 行 政 その他 合 計 

４月 ２１ ２３ ０ ６ ５０ 

５月 ２０ ２４ ２ １１ ５７ 

６月 ２１ ３５ ０ ７ ６３ 

７月 ２２ ３０ ２ ８ ６２ 

８月 １９ ３４ １ １１ ６５ 

９月 ２０ ４２ １ ８ ７１ 

１０月 ２２ ４４ ０ １０ ７６ 

１１月 １８ ４１ １ ９ ６９ 

１２月 １９ ３３ ０ １４ ６６ 

１月 １９ ２５ ０ ６ ５０ 

２月 １９ ３７ ３ ８ ６７ 

３月 ２２ ３４ ０ ２ ５８ 

合  計 ２４２ ４０２ １０ １００ ７５４ 

 

○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 169 1,602  自主事業 42 536 

団体利用 343 2,960  団体利用 232 3,156 

合  計 512 4,562  合  計 274 3,692 

 

６．その他事業                            

【善意銀行】                                    

 ○金銭口座 

        １１６件  ５，２３６，３９９円 

 ○物品口座  ５０９件 

古切手等 ４１１ 

・古切手 ・ペットボトルキャップ ・プルタブ 

・ベルマーク ・割り箸 ・テレホンカード 

・書き損じはがき ・インクカートリッジ 

食料品   １６ ・お米  等 

介護用品  ２８ ・紙おむつ ・車椅子  等 

日常生活用品  ４２ ・タオル類 ・肌着類 ・石鹸  ・洗剤  ・シーツ  等 

その他  １２ ・点訳絵本 ・健康器具  等 

【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 ９，８６７，５０５ 

法人社資 ９４６，０００ 

合    計 １０，８１３，５０５ 

 

 

【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 ８，０８７，４３０ 

街頭募金 ８８４，９１４ 

法人募金 ７８３，４８９ 

学校募金 ２６６，１９９ 

職域募金 ３９０，９５１ 

その他の募金 ３０４，０８５ 

合    計 １０，７１７，０６８ 

 

  ○歳末たすけあい運動の推進 

 募 金 額（円） 

歳末たすけあい募金 ５，２９４，９５６ 

 

 



 

 

 

７．法人運営等                            

【理事会開催】                                      

  ○平成２６年 ５月３０日（金） （第２回） 

   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業報告について 

   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計収支決算報告について 

   ・平成２５年度 社会福祉法人 滋賀県共同募金会 長浜市共同募金委員会会計収支決算報

告について 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 評議員の同意について 

   ・（報告）長浜市地域福祉活動計画の進行管理ついて 

   ・（報告）長浜市成年後見・権利擁護センターの事業概要について 

    

  ○平成２６年 １０月６日（月） （第３回） 

   ・平成２６年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計第１号補正予算（案）に

ついて 

   ・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）長浜市役所本庁跡地整備に係る地域福祉推進拠点の整備について（要望） 

 

  ○平成２６年１１月２７日（木） （第４回） 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 定款の一部改正について 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 給与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 経理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 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 

   ・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第２号補正予算について 

 

  ○平成２７年 ３月２７日（金） （第１回） 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 定款の一部改正について 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 経理規程の全部改正について 

   ・平成２７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２７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２７年度 長浜市共同募金委員会予算（案）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 

   

【評議員会開催】                                     

  ○平成２６年 ５月３０日（金） （第２回） 

   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業報告について 

   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計収支決算報告について 

   ・平成２５年度 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 

   ・（報告）長浜市地域福祉活動計画の進行管理ついて 

   ・（報告）長浜市成年後見・権利擁護センターの事業概要について 



 

 

  ○平成２６年１０月６日（月） （第３回） 

   ・平成２６年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計第１号補正予算（案）に

ついて 

 

  ○平成２６年１１月２７日（木） （第４回） 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 定款の一部改正について 

   ・平成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 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会一般会計第２号補正予算について 

   ・（報告）長浜市役所本庁跡地整備に係る地域福祉推進拠点の整備について（要望） 

 

  ○平成２７年 ３月２７日（金） （第１回） 

   ・社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 定款の一部改正について 

   ・平成２７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２７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２７年度 長浜市共同募金委員会予算（案）について 

 

 

【監事会開催】                                      

  ○平成２６年 ５月２１日（水） （第１回） 

   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 事業報告について 

   ・平成２５年度 社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 一般会計収支決算について 

   ・平成２５年度 長浜市共同募金委員会 会計収支決算について 

 

  ○平成２６年１２月１０日（水） （第２回） 

   ・平成２６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２６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 

 

【会費実績】                                       

  ○一般会費：  ４１４自治会他  １１，８９９，３０６円 

  ○特別会費：  ２３５件      １，０５５，０００円 

 


