
 

        令和３年度 事業実施状況 

 

Ⅰ 基盤整備 (組織、財政等) 

１ 組織運営 

主要実施項目 実施内容・成果等 

(1) 理事会、評議員会

監査会の開催 

①監査会 (5月26日) 

・令和２年度一般会計、業務執行状況及び財産状況の監査 

②第１回理事会 (6月14日) 

・評議員選任解任委員会へ評議員候補者の提案について 

・令和２年度駒ヶ根市社会福祉協議会事業報告について 

・令和２年度駒ヶ根市社会福祉協議会決算報告について 

③評議員選任・解任委員会（6月14日） 

・評議員選任・解任審議 

④第２回理事会（6月25日） 

・任期満了に伴う会長の選出について 

・任期満了に伴う副会長、常務理事の選出について 

・評議員選任解任委員会の解任及び選出について 

・社会福祉協議会の経営改善について 

・認知症グループホームほほえみの家の運営について 

⑤第1回評議員会（6月25日） 

・理事及び監事の選任について 

・令和２年度駒ヶ根市社会福祉協議会事業報告について 

・令和２年度駒ヶ根市社会福祉協議会資金収支決算について 

⑥監査会 (10月27日) 

・上半期事業の中間監査 

⑦第３回理事会（12月16日） 

・令和３年度中間監査報告について 

・市長との懇談について 

・令和３年度駒ヶ根市社会福祉協議会資金収支補正予算について 

⑧第２回評議員会（12月24日） 

・令和３年度中間監査報告について 

・市長との懇談について 

・令和３年度駒ヶ根市社会福祉協議会資金収支補正予算について 

 

⑨第４回理事会（3月17日） 

・令和３年度駒ヶ根市社会福祉協議会資金収支補正予算について 

・令和４年度駒ヶ根市社会福祉協議会事業計画（案）について 

・令和４年度駒ヶ根市社会福祉協議会一般会計予算（案）について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会生活貸付資金不能欠損について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会再任用職員雇用規程について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会給与規定の一部改正について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規定廃止について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会正規職員退職手当支給規程について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会準正規職員退職手当支給規程について 

・評議員選任解任委員の選任について 



⑩第３回評議員会（3月24日） 

・令和３年度駒ヶ根市社会福祉協議会資金収支補正予算について 

・令和４年度駒ヶ根市社会福祉協議会事業計画（案）について 

・令和４年度駒ヶ根市社会福祉協議会一般会計予算（案）について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会生活貸付資金不能欠損について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会再任用職員雇用規程について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会給与規定の一部改正について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規定廃止について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会正規職員退職手当支給規程について 

・駒ヶ根市社会福祉協議会準正規職員退職手当支給規程について 

(2)社協会費 

≪納入状況≫ 

・一般会員会費  （1,000 円） 6,111 世帯（6,220 世帯） 

・特別会員会費  （2,000 円）   147 世帯 (    163 世帯) 

・加入率      70.6％(72.1％) 計 6,411,900 円（6,545,000） 

・賛助法人会員会費（3,000 円）312 法人送付  255 法人納入  

計 801,000 円 （789,000） 

・新規法人なし          

・集金       一般・特別会員会費 7 月：文章配付で依頼  

(区・自治組合により集金)  

・法人会員会費   6 月依頼（理事・評議員･職員訪問集金中止） 

≪会費の用途≫ 

・法人運営（役員費）              863,000 円 

・地域福祉（福祉教育・サロン等）    3,563,330 円 

・地区社協活動費            1,923,570 円 

・ふれあいまちづくり事業・相談等         863,000 円 

                計   7,212,900 円 

 

(3)長野県 

社会福祉大会 

11.13信州ふっころフェスティバルとしてオンライン配信 

・ふれあいセンター食堂にて表彰状授与 

表彰者 永年勤続表彰     ２名 

        個人ボランティア表彰 ３名 

 

２ 指定管理者の指定 

市の指定管理者制度により、次の施設の指定管理業務を実施した。 

指定期間：平成31年4月1日から令和6年3月31日まで5年間 
 

1 駒ヶ根市高齢者保健福祉施設ふれあいセンター 

2 駒ヶ根市障がい者就労支援センター 伊南桜木園 

3 駒ヶ根市障がい者自立支援センター たんぽぽの家 

4 駒ヶ根市障がい者センター高砂園 （H31.4/1開始） 

 

Ⅱ 独自事業 

1 各種福祉サービス                       （ ）前年度  

(1)高齢者ひとり暮らし 

の集い 

（中止） 

・生活応援番組（CEK）を放映（10/26～11/2） 

上伊那調理師会の「自宅でできるカンタンレシピ」 

経塚保育園児の歌 



(2)生活資金事業  

(市社協)  

〔貸付金の状況〕  

・貸付先件数         11件 （前年度5件）    

・貸付金額      356,000円 （前年度93,000円） 

・償還回収先件数       16件 （前年度8件） 

・償還金額       236,000円 （前年度74,000円） 

(3)心配ごと相談  

①民生児童委員（4人が交代で）：毎月開催           3件 

弁護士   （3人が交代で）：3ヶ月に1回（年4回）   13件 

②司法書士会による相談（毎月第4木曜日年12回）利用者数45件 

(4)ふれあいよろず相談 
(ふれあいのまちづくり事業) 

・相談利用者数328人（前年度241） 

【相談内容内訳】 

・生活資金貸付22・生活福祉資金貸付163（特例貸付含む） 

日自30・独自金銭管理、財産保全7・食糧支援95 

あんしん創造ねっと4 

(5）移送サービス 

(障がい者等生活圏拡大事業) 

延べ利用回数   1,642回 (1,057) 

・ボランティア       6回    (15) 

・有償運送       685回   (676) 

・訪問介護運送     870回   (212) 

・訪問介護登録者数  10人     (9) 

・車両貸出          81回   (154) 

・登録利用者数        74人   (57) 

・協力ボランティア    11人    (14) 

（主な利用）   

通院、通所、施設等入退所、買物、行楽等 

(6)生活圏拡大事業 

（マイクロバス29人乗) 

※地域への貸出しは原則土日祝祭日のみです。平日は伊南桜木園送迎用です。 

・使用数6件 前年度（17件） 

（利用者内訳） 
地区社協3件、サロン1件、市社協1件、学校関係1件  

 

２ 住民福祉活動、ボランティア活動の振興 

 ＜一般啓発＞ 

（１） 社協報「社協こまがね」全戸配布5回(4・7・10・1・2)  

                       

（２） 第37回ふれあい広場開催  

中止（企画運営委員会へのアンケート実施。意見集約したうえで中止とした） 

 

（３） 第58回駒ヶ根市社会福祉大会  

令和4.3/5 ふれあいセンターで参集しての開催予定でしたが中止 

   ・駒ヶ根ケーブルテレビ（行政チャンネル）にて被表彰者の表彰（永年勤続者9名、社会福祉 

活動に優れた善意がある者、団体9名、高額寄付者2団体、県共同募金会長表彰2団体）と 

大会宣言を行う。 

   ・長野日報、社協報、社協ホームページにて広報  

  

（４） 視察受け入れ及び交流 

なし 

 

 



＜ボランティア活動支援＞ 

(1) 福祉を考える企業の会 事務・協力会員数119社（前年度117社） 

・R3 6/22 総会と講演会の夕べ（赤穂公民館）60名参加 

・R4 3/23 企業とボランティアとの交流会   44名参加 

・R4 3/15 看護大学への食料寄付112,250円相当（レトルトカレー・ツナ缶他） 

・ボランティア団体助成金（2団体×10万円） 駒ヶ根市権利擁護ネットワーク懇談会 

                      アルパカフェ（つなぐ♡ HUB） 

(2）ボランティア保険  助成760人 前年度（881） 

(3）ボランティア連絡調整、育成支援 

・登録団体22・個人0人 助成団体19グループ    

・第37回上伊那ブロックボランティア交流研究集会（中止） 

(4）ボランティア連絡協議会開催 

・理事会4回 

・ボランティア餅つき交流会〔ふれあいセンター〕（中止） 

(5）外国人支援活動（地球人ネットワーク㏌こまがね・日本語教室との協力） 

(6) 当事者(障がい者)支援 

・虹の会(視覚障がい者)総会他行1回  会員数3名 

・サウンドテーブルテニス  年1回  

      

＜福祉教育活動支援＞ 

(1）福祉教育推進校指定  市内9校への助成・推進校会議1回（5月）・R4.3書面にて実施 

(2）ボランティアスクール 小学校3校（11月～実施） 

(3）福祉教育支援     5小学校2中学校2高等学校 ※助成金50,000円 

                         （総合の時間・福祉学習支援・クラブ活動支援） 

３ ふれあいのまちづくり事業 

（１）ふれあいよろず相談の開設と専門員の設置         

・金銭管理サービス    利用件数8件 前年 （9） 

・財産保全サービス    利用件数5件 前年 （6） 

・日常生活自立支援事業   契約43件 前年（42） 

 

（２）成年後見事業 

・受任件数        6件（後見3、保佐3） 

・運営委員会開催     1回（5/31） 

・受任審査会       5回（6事例審査） 

 

（３）住民参加による地域福祉事業 

・いきいきサロン 

（運営支援） 

 

 

・出前サロン 

 

 

・地区社協が自治会ごとに開催 100ヵ所（前年度90ヶ所） 

・職員訪問数（レク支援・運営助言他）32回（前年36回） 

※音楽療法士を希望するサロン多く、音楽療法士へつなげている。 

 

コロナ禍の中でサロンが開催できないことから、特に一人暮らし高齢者 

の方を中心に、戸別訪問して健康状態の確認や自宅でできる体操やレク 

を紹介、実演しました。また、地域のサロンの担い手の皆さんへノウハ 



 

 

ウを伝授し、住民主体で実施しました。 

・サロン訪問グッズ390部を地域の方々が訪問して配布 

・職員訪問33件（63） 

・こまちゃん宅福便        

 

 

・登録者125人（協力会員45人・利用会員 80人） 

※前年度122人（協力会員41人・利用会員 81人） 

・利用件数    延べ2,485件（前年度2,225件） 

・利用状況 ①買い物付添い496件 ②通院付添い373件 ③買物代行254件  

（多い順）  ④同行付添い211件 ⑤話し相手（見守り190件 ⑥掃除148件  

⑦ゴミ出し114件 ⑧調理111件 他  

・宅福便交流会（R4.3.16） 

〔内容〕実績報告、会費徴収他 ※コロナ禍により規模縮小 

・地域支え合いサポーター 

養成講座 

 

 

・地域支えあいサポーター 

フォローアップ講座 

 

 

 

・ふれセン手作りの会 

 

・サロンお助け隊意見 

交換会 

 

・サロン交流会 

・今年度の養成講座はコロナ感染症の為、少人数で分散しての開催 

（3日開催、午前中：30人参加） 

全日程修了者 21人 

  

・10/21開催 講師：レクレーションインストラクター竹中先生 

演題「コロナ禍でのレクリエーション実践講座」40名参加 

アンケートより：コロナ禍でのサロン運営に役立つ講座だった。サロン 

に帰って参考にしたい。 

 

・コロナ禍により中止（感染状況をみて再回予定） 

 

・コロナ禍により中止 

 

 

・12/21「コロナに負けるな！サロン頑張ろう会」ハンドベルの活用方法 

講師 音楽療法士 十倉千香子先生 27名参加（午前 14名、午後 13名） 

 

（４）地区社会福祉協議会推進支援 

  ・地区社会福祉連絡協議会連絡会（年4回開催）5/20・8/6・11/19・R4.2（まん延防止期間のため書面で 

実施） 

※各区の活動報告と情報交換、市社協からの連絡 

  ・担当地区の会議出席（総会、定期会議・支え合い推進会議他） 

・支え合いのまちづくり研修会（7/5） 人数制限をして実施（28人参加） 

 （内容）①支え合いの地域づくり体制について 

     ②地区社協の役割について 

     ③町2区住民支え合いマップ事例報告 

  ・助成金配布（社協会の地区ごとの納入金額から30％還元） 

  ・ふれあい花壇（80ヵ所）町3区は中止、育苗は地域のボランティア2名にご協力いただく。 

総数10,000本（昨年13,000本） 

 

（５）第二層コーディネーター連絡会（4/6・5/27・9/3・12/2）※R4.3.3中止 

  ・各地区のサロン運営支援調整 

  ・担い手づくり支援 

  ・地域支えあいサポーター養成研修修了者との顔合わせ、連携促進 

  ・新規サロンの立上げ支援 

 

（６）小地域ネットワークづくり事業 

・小町屋区・町２区（支え合いマップ発表会）・上穂町区実施 

【状況】これから取り組む地区もあるが、コロナ禍で延期している。 

 



（７）地域ケア推進会議（毎月1回定例会開催） 

  ・つながる通信（機関紙）発行 

  ・地域課題の共有、いきいきサロン、支え合い推進会議の実施状況の情報交換 

  ・地域づくり推進の連携 

             

Ⅲ 共同募金配分金事業 

１ 福祉活動援助育成 

地区社協育成、福祉団体・ボランティア育成補助、ふれあい花壇助成、地域見守り支え合い 

助成等 

 

２ 児童福祉 

（１）砂場の砂補充           2地区 

   児童遊園遊具補修       1地区 

（２）特別支援学級教材教具助成   7校 

 

３ 高齢者福祉 

（１）高齢者クラブ補助 

（２）ひとり暮らし高齢者の集い（中止） 

  769世帯へ通知：市内保育園児のメーセージカードと 

コロナの影響による生活不安に関するアンケート同封（320通返信有） 

心配ごとがある高齢者宅訪問：12件 

（３）高齢者祝品 287人（米寿・99歳以上の方） 

   今治タオルを贈る。たんぽぽの家の就労活動として配布 

４ 特別配分金事業（ＮＨＫ歳末）1事業所につき１０万円 

 ・高砂園：温水洗浄便座２台 

 ・障がい者グループホームいなほ：ポータブル電源、ポータブルソーラーパネル 

Ⅳ 善意銀行関係事業  

１ 預託の状況  (R3.4/1からR4.3/31) 

(１)現金の部 

 

 一般預託件数  37件（1,052,486）     

 指定預託件数   4件 （310,000）   

(２)物品の部 ・白米、玄米、食料品、防災食、タオル、マスク 等 

２ 払出の状況 

(１)現金の部  

 

①ドライブレコーダー設置 

・訪問介護1台（20,680円） 伊南桜木園1台（22,880円） 

②サロン支援車 

ガソリン代45,714円 任意保険28,110円 軽自動車税5,000円 

車検86,549円 合計165,373円 

③援護費  

・精米代600円（看護大学支援米） 

・10月の食糧支援「つながる食堂おいでなんしょ」（10/10実施） 

1,362,486円 



 レトルトカレー、パスタソース、インスタントラーメン等 

98,026円分の食糧を購入し提供 

④サンタプロジェクト 10万円 

⑤令和4年3月食糧支援（3/13実施） 

・レトルトカレー、パスタソース、インスタントラーメン等 

73,296円分の食糧を購入し提供  

※現金の部 合計480,855円 

 

Ⅴ 受託事業  

１ 高齢者世帯等家庭援助員ヘルパー派遣 

高齢者家庭援助世帯 1世帯/年 利用回数1回/年（週3時間以内月～金） 

 

２ 高齢者世帯等生活支援員派遣事業 
  利用者2人 延べ派遣件数61件 61時間 支援員2名 

 

３ 障がい者就労支援センター 伊南桜木園 

（１）利用実績                  

 就労継続支援Ｂ型事業 行事・自治会・ゆとりの時間 

実利用者数 32人（定員25人） 誕生日会、昼食会、少人数でのお花見 

暑気払い、少人数でのオータムピクニック 
（新型コロナ感染拡大防止のため、行事ほぼ 

すべてが中止） 

開所日数 242日 

延べ利用者数 6,490人（1日平均27人） 

（２）事業及び工賃等の状況 

 総売上げ収益額 6,288,619円（6,574,423）  

内訳 

 

 

受託事業 

2,525,634円（2,361,126） 

有賀製作所、アド・プランニング、シンセイ、日精技研、

ケイティケイ・アグリコ・赤須城址公衆トイレ掃除 

自主製品 920,071円（1,608,645） 
EMぼかし・さしみこんにゃく・リンゴジュース 

切干大根 

 

施設外就労 

 

2,842,914円（2,604,652） 

ケイティケイ、中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋 

柚木農園・野溝農園・小林農園・天の中川千竜農園・伊南 

資源等） 

材料費 117,873円（148,806） 

  利用料(工賃の5％) 0円 

 市町村請求金額 0円 

利用者工賃  利用者支給総額 6,170,746円（6,426,694） 18,337円/月 

イベント・販売会 イベント・販売ほぼすべて中止 

（３）施設外就労 

施設外就労先 作業内容 期間 

（株）ケイティケイ駒ヶ根工場 トナーカートリッジ再生ラインの周辺作業 通年 

（株）中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋 ゴミの分別作業・花苗植え替え作業  

 柚木農園 除草作業など  

 小林農園 除草作業など  

 天の中川千竜農園 栗の収穫作業・いが拾い作業  

 野溝農園 麦わら片付け作業、種まき  

（有）伊南資源 資源物の回収  



４ シルバーハウジング生活援助員派遣        

（1）入居対象者  19世帯 

（2）稼働日     月曜日～金曜日（祝日は除く） 

（3）主な事業内容 

  ・生活相談 ・一時的な家事援助 ・緊急時の対応 

・安否確認（住居訪問）１日2回（9時と15時） 

・その他日常生活に必要な援助 

 

 血圧測定・相談 684件  

家事援助  2件 

身体介護  25件 

生活指導           179件 

緊急通報  12件 

 

〇団らん室利用状況（10時～12時・13時30分～16時30分利用可 ※12時～13時30分まで休憩） 

相談 191件 

レクリエーション・運動 133件 

お話 495件 

 

〇緊急通報 

鍵入れ忘れ  0件 

   水センサー作動  4件 

その他  3件 

誤報  6件 

〇緊急システム点検   年2回 10月、2月実施予定（愛知時計） 

〇利用者お楽しみ会   コロナ禍により実施できず（通年5回/年実施） 

 

５ 障がい者自立支援センターたんぽぽの家  

（１）利用実績 

 就労支援Ｂ型事業 地域活動支援センター 

実利用者数 25人（登録者数27人） 6人（登録者数8人） 

実施日数 241日 241日 

延べ利用者数 4,981人（1日平均 20.6人） 337人（1日平均1.3人） 

（２）事業及び工賃等の状況 

総売上収益額            3,389,325円（2,852,159円） 

内訳 

       

・受託事業      2,541,216円（1,702,231円） 

(企業製品糸切、月刊広告配布、印刷機器パーツの洗浄・組立) 

・自主製品        848,109円（ 954,881円） 

(牛乳パックイス、手芸品、菓子、名刺、カレー販売、自販機補充) 

・喫茶たんぽぽ    営業なし 

・材料費             449,710円（10,930円）自販機ジュース仕入れ、カレー材料費 

・利用者支給総額     3,340,677円（11,520円/月）  

・各種イベント参加     参加なし 

（３）喫茶たんぽぽ運営 

場  所 こころの医療センター駒ヶ根内 

運 営 日 月～金（週5日） 

開店日数 営業なし 

利用者数  



 

６ 指定特定相談支援事業所たんぽぽ 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R4.1 2 3 合計 
件数 7 6 5 15 10 4 22 22 11 29 20 14 165 
金額 109,34

0 

93,08

0 

79,48

0 

235,44

0 

157,96

0 

59,640 257,68

0 

316,70

0 

138,28

0 

406,06

0 

276,90

0 

210,90

0 

2,341,46

0 

 

７ 障がい者センター高砂園 

種別/月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R4.1 2 3 合計 

ボランティア団体等 

延べ利用団体数 44 28 22 40 34 26 51 45 47 31 29 52 449 

サークル等 

延べ利用団体数 37 23 28 35 12 20 33 29 31 14 7 25 294 

貸館等 

延べ利用団体数 4 3 5 4 4 2 7 4 6 5 1 7 52 

相談対応 

延べ利用団体数 63 61 87 58 55 56 69 102 83 92 95 130 951 

 

８ ハッピーママサポート事業 

・出産家庭ヘルパー派遣 7世帯（延べ利用回数46回） 

９ ふれあいセンター管理 

・室利用状況 37団体（コロナの影響で減少）   

１０ 県社協受託事業 

生活福祉資金融資斡旋  

・資金利用者（年度末現在） 18件（前年度12）  

・福祉資金（緊急小口資金） 13件（前年度8） 

・総合支援資金        2件（前年度1） 

・福祉資金          0件（前年度1） 

・教育支援資金        3件（前年度2） 

生活福祉資金特例貸付 

コロナ禍で生活に困窮した方への国の貸付です（R2.3/25開始） 

特例とは緊急小口資金、総合支援資金 

R3年実績    58件 19,330,000円 

（参考）総貸付額 270件 83,699,000円 

日常生活自立支援事業 

契約総件数 （年度末現在）43件（前年度42） 

・令和3年新規契約者     7件（前年度 5） 

・新規契約者内訳（精神障がい4・知的障がい1・認知症2） 

 

Ⅵ 介護保険事業 

１ ふれあい訪問介護事業所 

生活援助・身体介護 年中無休 24時間体制 

 要介護(1～5) 現行相当 訪問介護Ａ 

件  数(延べ) 
 

620件（622） 

 

102件（111） 

 

70件（108） 

回 数 
  9,243回（8,317） 
（通院乗降介助2世帯延べ581回） 

688回（628） 414回（625） 



 

２ 市社協居宅介護支援事業所 

   介護種別    延べ人数 月平均数 

介護 1,662（1,305） 138.50（108.7） 

現行（予防） 50 4.17 

総合事業 22 1.83 

合計    1,734 144.5 

 

３ 大原こだま園通所介護事業所 

地域密着型通所介護  利用定員    18名〔通所型A6 障がい（基準該当）含む〕 

 令和3年度利用実績   事業実施日数 306日（内、自主休業は12日含） 

 令和3年度延べ利用者数 4,791人 

 令和3年度平均介護度  2.4 

区  分 要 介 護 現行相当 総合サービスＡ 
障がい 

(基準該当) 
合計 

現在契約数（年間）  40人  4人 7人 4人  55人 

延べ利用者数 3,700人 260人 285人 556人  4,791人 

1日平均利用者数 12.1人  0.8人 0.9人 1.8人 15.6人 

一般入浴利用者数   2,089人   259人 183人          196人 2,727人 

特殊入浴利用者数 1,304人 0人 0人 129人 1,433人 

1日平均入浴者数 11人 0.8人 0.6人 1.1人 13.5人 

平均稼働率 延べ利用者数÷事業実施日数÷定員18名（87%） 

地域交流 

地域交流  (地域ボランティア 124名) 

（個人ボランティア 42回：5名) 

高齢者クラブ草取り     
地域支え合い推進会議（年2回） 

防災訓練（10月） 

サロン 中止 

体験・実習・研修 
中、高生職場体験（中止）大学生1名 

公衆衛生専門学校（6名×3日）、飯田女子短期大学（2名×5日） 

行 事 五平餅、おはぎ作り・音楽会・運動会・夏祭り 



施設整備 

・ 4月 コンパクトフォトプリンター購入 

・ 5月 ストレッチャー式シャワー入浴装置（特浴）充電器交換 

・ 5月 自動手洗い水栓設置 

・ 6月 調理用まな板購入 

・ 7月 特浴保守点検 

・12月  特浴ストレッチャー保守点検 

・ 3月 厨房冷蔵庫買い替え 

・随時 送迎車両：車検、定期点検、修理、夏タイヤ更新、車いす・歩行 

器等介護用品の点検、補修、更新日常設備点検、防災用品、感染症対策

用品の購入と更新 

 

４ 竜東やまびこ園通所介護事業所 

通常規模型通所介護  利用定員    39名(通所型A6/A7別) 

利用定員外   若干名 (自費利用通所介護) 

利用実績         事業実施日数  253日 (コロナによる時短営業・訪問サービスを含む) 

           機能訓練実施日数238日 

             延べ利用者数 8,788人  平均介護度 2.3 

区  分 要 介 護 現行相当 A6 通所型 A7 自費利用 合計 

現在契約数  57人  2人 4人 0人 63人 

延べ利用者数 8,427人 247人 114人      0人 8,788人 

1日平均利用者数 33.3人  0.97人 0.4人 0人 34.67人 

延べ入浴者数   8,261人    163人 50人 0人  8,474人 

一般入浴利用者数 7,025人  163人 50人 0人  7,238人 

特殊入浴利用者数 1,236人 0人 0人 0人 1,236人 

1日平均入浴者数 32.6人 0.6人 0.19人 0人 33.9人 

機能訓練延べ人数 7,104人 239人 113人 0人 7,456人 

1日平均訓練者数 29.8人 1人 0.47人 0人 31.27人 

平均稼働率 
年間延べ利用者数÷事業実施日数÷定員39名 89.06％(認定中・自費定員

外含まず) 

地域貢献 

中沢支え合い推進会議 地域サロン等参加協力 物品貸出 周辺草刈り 

ゴミ拾い 地域内独居高齢者見守り支援等の活動 自費昼食提供 市・区

総合防災訓練参加 災害対応自動販売機設置 豪雨災害時一時避難所指定 

市指定福祉避難所 福祉避難所開設訓練（12月）他 

やまびこ茶屋 11月20日（土）軽体操、上伸流日本舞踊（40名参加） 

地域交流 
延べ195日・延べ602人（3.08人/日） 
利用者家族・保育園児・小、中高生・青年海外協力隊・地域個人、団体ボラン

ティア等 

体験・実習 

研修受け入れ 

コロナウイルスの影響もあり受入れなし 

中、高生職場体験実習・福祉の職場体験・小、中学校教諭免状取得希望者 



施設整備 

 

・4月 事務室給湯設備交換 

・6月 ふれあい花壇整備・周辺道路草刈り作業・環境整備 

・7月 ウッドデッキ全面改装・不用品一斉廃棄・密閉膨張タンク、減圧弁 

交換・ボイラー破損交換（メーカー保証） 

・8月 周辺草刈り・除草作業 

・9月 介護用品（歩行器・車いす・ベッド他）総点検修理 

・10月 吸引機更新・敷地内樹木剪定、 

・11月 敷地内樹木剪定、伐採 

・2月 ホール内いす20脚更新 

・3月  防災倉庫設置 

随時 送迎車両 車検、定期点検、修理 夏・冬タイヤ更新 車イス、 

     歩行器等介護用品の点検、補修、更新 日常設備点検、環境整備 

防災用品、感染症対策用品の購入、更新 

 

Ⅶ 障がい者自立支援事業 

１ 障がい者居宅介護等事業 

（１）身体障がい者世帯 月平均  4世帯  延べ利用者回数 1,209回 

（２）知的障がい者世帯 月平均 10世帯  延べ利用者回数   948回 

（３）精神障がい者世帯 月平均 20世帯  延べ利用者回数 1,643回 

（４）移動支援（通院介助） 月平均  6世帯   延べ利用者回数  300回 

２ 同行援護事業 

  ・視覚障害者世帯 月平均2世帯 延利用者回数79回 

 

３ 行動援護事業 
  ・１世帯（25回） 

 

４ 地域支援事業（障がい者の移動支援） 

  ・月平均0世帯 延べ利用者回数0回（移動支援0件） 

 
５ グループホームいなほ  

利用者実数 5人 （見学2人・体験1人）延べ利用者数1,825人 

年間行事の状況 
食事会（いなほにて）・防災訓練（2回）・買い物外出・季節のドライブ 

月1回入居者と職員合同ミーティング・誕生日会 

地域交流 
市場割、放下小平の例年の行事はコロナのため中止） 

地域の方による環境整備（草刈り等）  

防災訓練 年2回実施（6月・10月） 

施設整備 
下水道の詰まり調節、雨水が玄関内に入り地域より土嚢の寄付あり 

畑、環境整備 

※入居希望見学者2名 

 

６ グループホームほほえみの家  

利用者実数 7人（見学12人・体験9人）延べ利用者数1,608人 

年間行事の状況 
入居者、職合同ミーティング（月1回） 

福岡区高齢者クラブ福寿会の方々による草刈り（9/20） 

地域交流 コロナのため中止 

防災訓練 年2回実施（9月 R4.3月） 



施設整備 畑、環境整備 

 


