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令和２年度 社会福祉法人十日町市社会福祉協議会事業計画
～地域で支え合いみんなが安心して心豊かに暮らせるまちづくりを目指して～

１ 基本方針
十日町市社会福祉協議会は、市民一人ひとりが、自ら暮らす地域に積極的にかかわり、年齢、
性別、障がいの有無、社会的経済的な地位などにかかわらず、お互いが尊重しあい、生きがいと
充実感を得ながら生活できるまちを目指します。そのため十日町市地域福祉活動計画の基本理
念「地域で支え合いみんなが安心して心豊かに暮らせるまちづくりを目指して」をスローガンに、基
本目標である「心をつなぐ地域づくり」「楽しく暮らせる地域づくり」「安心して暮らせる地域づくり」を
推進します。

２ 重点
「地域共生社会への取り組み」と「経営健全化に向けた取り組み」
高齢化や人口減少が進み、暮らしにおける人と人とのつながりが薄れていく中、地域住民や関
係機関と協力し、きめ細かく地域課題を探ります。そこから誰もが役割を持ち、支え合うことでその
人らしい生活を送ることができるような地域を共に創っていくことを目指します。
また、経営強化に向けた計画の初年度であり、職員一人ひとりが役割と責任を持ち一体となっ
て健全経営に務め、業務効率の適正化と人材育成に取り組みます。

取り組み

支え合いの仕組みづくり

内

容

行政区や隣組単位で小地域の課題を地域住民と話し合い、その課題を見
える化して自分のこととして捉え、解決に向けた取り組みや仕組みづくりに
努めます。また、生活支援体制整備事業と連動しながら第２層協議体設置
につながる取り組みを地域の理解と役割を明確にしながら進めます。

生活困窮や権利擁護、ひきこもりなど多様な生活課題に対応するため、十
相談・支援体制の強化

日町市医療福祉総合センターを核とした総合相談体制の構築を、関係する
機関と協力して進めます。

経営の健全化に向けて、経営強化プロジェクトの実施、進行管理や各種基
経営強化プロジェクトの推進

金の適正な管理を行います。また、それに伴い組織変更を行いますが、サ
ービスが低下をしないよう組織連携に努めます。
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３ 部門別の取り組み
(１) 福祉部門 「地域住民との協働と支え合いの体制づくり」
身近な生活地域において、住民が世代や背景を越えてつながり、さらに「支え手」「受け手」とい
う関係も越えて支えあい、共に生きる地域づくり活動に取り組みます。
また、相談支援の充実を図り、十日町市医療福祉総合センターを核とした総合相談体制の構築
を進めます。
目標（所属）

助け合いの仕組みづくり
（地域福祉・企画係）

内

容

令和元年度は支え合いの仕組みづくり、方法を理解するため、支え合い
マップ作成の講座や研修会を行いました。次のステップとして、支え合い
マップづくりを小地域（町内単位）で取り組み、地域課題の整理と共有を
地域住民、関係機関と図りながら、支え合い、助け合いの仕組みづくり
に取り組みます。

医療福祉総合センターへの移転に伴い、広報誌掲載やチラシの作成、
相談窓口の周知及び関係機
関係機関への訪問や民生委員児童委員協議会での事業紹介など積極
関との連携強化
的に事業周知します。また、専門機関と共に、ワンストップの相談窓口と
（生活支援係）
して迅速かつ適切に対応できる体制づくりに努めます。
開設日以外の相談対応やボランティア活動のつなぎなど支援の充実を
ひきこもり支援の充実に向け 引き続き図るとともに、訪問や外出の同行、送迎など新規希望者に対し
て「ふらっと」に来てもらえるまでの環境づくりを整えます。
た環境づくり
（川西支所）
また、ニーズの掘り起こしや個別の課題に対して、法人内や関係機関と
仕組みを模索していく中で連携して支援に取り組んでいきます。
民生委員児童委員や保健師等の関係機関と連携、情報交換を行い、高
高齢者等の見守り体制の整備
齢者世帯や地域の状況を共有し、見守り・支えあいの仕組みづくりに向
（中里支所）
けた理解と課題共有を進めます。

ひきこもり支援の体制整備
（松代支所）

地域のひきこもりの方や家族の相談窓口、社会生活への支援を行う場と
して、支所相談室を月２回開放し、当事者や家族が気軽に来所できる居
場所を開設します。また、相談内容に応じ職員や関係機関と連携した支
援をしていきます。定例日以外にも気軽に来所できる環境を作ります。

“みんなの食堂”の継続開催と 学校の長期休暇時期の日中開催や介護施設の利用者招待、遠方地域
事業拡充
の送迎など、事業を実施していく中で挙げられた新たな課題やアイデア
（松之山支所）
について、事業協力者や関係機関と検討し内容の拡充を図ります。
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(２)

介護部門 「在宅介護事業の適性かつ健全経営の実施と検討」

経営強化の重要策として「居宅介護支援事業所の統合（案）」が示されましたが、一つの事業所だ
けでなく社会福祉協議会が実施する介護事業全体に目を向けながら検討し、適正で安定した事業
運営に取り組みます。また、第 8 期介護保険計画に向けた十日町市全体の介護事業の動きや人口
動態にも着目しながら、先を見据えた事業の在り方の検討を進めます。
目標（所属）

内

容

経営強化プロジェクトで示された統合案に向けて、毎月定期的な会議
を設け、稼働状況の把握や業務の進捗状況、効率化などについて研
へ向けた研究と検証
究し、利用者・家族への影響が出ないよう多面的に検証を進めます。
（十日町居宅介護支援事業所）
また、地域包括支援センター単位で行う事例検討会に参加し、地域の
（松之山居宅介護支援事業所） 理解とスキルアップに繋げます。
居宅介護支援事業所統合案

計画的な必要書類の整備
（十日町訪問介護事業所）

ケース会議や必要書類の整備を計画的に行うため、職員の勤務体制の
見直しを行い、事務時間を確保するため、作業の効率化を進める体制を
整えます。
また、常勤職員の会議で必要書類の整備状況を確認するとともに、利用
者の実態と課題の把握を行います。

市民に事業を周知するため、ふれあいいきいきサロンや老人クラブな
安定した事業経営と終末期の ど地域の集いの場に出向き、事業紹介を行います。また、終末期の利
利用者への対応
用者へスピード感のある対応を行うため空き情報を定期的に居宅介護
（十日町訪問入浴介護事業所） 支援事業所へお知らせし、初回相談時から２日以内にはサービス提供
できる体制を整えます。

個別ケアサービスの提供と
資質向上
（松之山訪問介護事業所）

職員会議において支援計画や手順書などを再確認し、個別ケアサービ
スを提供するための情報共有を図ります。また、接遇・虐待等についての
内部研修を行い、自己の課題を明らかにして、実践後の自己評価と職員
相互での確認を行います。

統一したサービスの提供と

個々の利用者に応じた介助方法が、どのスタッフでも同様に提供でき
資質向上
るよう、十日町訪問入浴介護事業所と連携し、基本的な介護技術、手
（松之山訪問入浴介護事業所） 順を見直し、留意点の共有やサービスの向上を図ります。

地域課題の早期発見と顔の
見える関係づくり
（十日町西地域包括支援センター）

ふれあいいきいきサロンや運動教室、民生委員児童委員協議会の定
例会に参加し、顔の見える関係づくりに努め、意見交換を行いながら
住民の声をすぐに拾い上げます。また、多問題を抱えるケースでは、
個別支援だけでなく、家族全体への支援ができるよう、行政や多職種
と連携して対応する体制を整えます。
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(３) 総務部門 「適正な組織経営と財務管理」
適正な組織経営や財務管理に努めます。また、現状の業務を見直し、人員配置の研究や業務
の効率化、経費削減を目指すとともに、昨年度から進めている業務マニュアルについても見直し
や追加を行います。
目標（所属）

内

容

平成 30 年度「文書の取り扱い方法マニュアル」を完成させましたが、組
織変更やメールの取り扱いなどの課題からマニュアルに沿って実施する
ことができませんでした。新たな課題の改善、マニュアルの見直しと職員
間での共有を図り、令和 3 年 4 月から実施できるよう準備を進めます。

文書取り扱いマニュアルの
見直しと実施準備
（庶務係）

経理業務マニュアルの完成

令和元年度から作成に取り組んだが、完成に至らなかったため、マニュ
アル作成時間を週間スケジュールで確保し、完成を目指します。

（経理係）

４ 社会福祉事業
(1) 法人運営事業拠点区分
№

事業名

内

1

組織体制に関する
こと

適正な法人経営や、地域の声を反映するために理事会、評議員会及び監査
会を開催します。また、ホームページを活用して、幅広い情報の提供を行い
ます。

2

職員に関すること

職員の人事や福利厚生に関わる業務を行うとともに、「働き方改革」に沿って
健康増進や働きやすい環境づくりを行います。また、研修による職員の資質
向上に向けた取り組みを行います。

3

財源に関すること

会費は貴重な財源となっているため、地域住民や事業所等からご理解をい
ただけるように丁寧な説明を心がけます。特に、特別会員や広告料を増額さ
せるため、個別の訪問を強化します。また、無駄な経費執行がないか職員間
で意識を共有し、経費削減に努めます。

4

経理規程に従い、日々の会計処理を適正に行います。会計事務所からの毎
会計・経理に関する
月の巡回指導を受けて事業と資金の状況を把握し、指導内容を職員全体で
こと
見直すことで会計事務に対する理解を深めます。

令和 2 年度 法人運営事業拠点区分合計
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容

１１９，７７４千円

(2) 地域福祉事業拠点区分
①地域福祉事業サービス区分
№

事業名

内

容

5

ボランティアセンタ
ー運営事業

市民のボランティア活動に対する情報発信や団体同
士の交流を図る機会の創出、活動紹介、ボランティア
の発掘・育成、ボランティア保険の受付などを行いま
す。また、地域の防災・減災に努め、必要に応じて災
害ボランティアセンターを確実かつ適切に設置するた
めに設立した「越後妻有防災ネットワーク協議会」との
連携を図ります。

6

福祉団体助成事業

助成金を交付し地域福祉活動の推進を図ります。 (①
児童遊園地整備②ゲートボール場整備③身体障がい
者団体④精神障がい者家族会⑤手をつなぐ育成会)

7

川西高齢者等給食
サービス事業

単身高齢者、高齢者世帯、高齢者と子ども世帯など支
援が必要な世帯への食の提供と安否確認を行いま
す。
【毎週月曜日・木曜日、年間 96 回】 （利用者 35 人、
献立ボランティア２人、調理ボランティア「山ゆりの会」
68 人配達ボランティア「福寿草」26 人）

8

中里高齢者等給食
サービス事業

№7 と同じ
【毎週火曜日、年間 46 回】 （利用者 18 人、調理ボラ
ンティア 87 人、配達ボランティア 20 人）

9

地域福祉活動計画
進捗管理

計画の進捗状況を確認し、各種事業の取組内容を検
証し、中間評価及び次期計画策定に向けた取り組み
を進めます。

10

24 時間テレビチャリ
ティ募金協力

24 時間テレビ募金活動への協力とボランティア活動の
啓発を行います。【８月下旬】

11

生活福祉資金貸付
事業

新潟県社会福祉協議会が実施する、低所得者、高齢
者、障がい者に対して経済的自立と生活意欲の助長
を図る資金貸付事業の受付相談を行います。

12

法外援護金貸与事
業

不測の事態による緊急援護を必要とする人に援護金
を貸し付けし、自立を図ります。

13

法人後見事業

認知症等により、判断能力が十分ではない方に、身の
回りに配慮した財産管理や介護サービス等の契約、本
人の権利を擁護した生活を支援します。
また、制度普及のための研修会を実施します。

14

広報誌発行事業

市民に社協活動の理解を深めてもらうために、事業案
内や活動報告を行います。
「社協とおかまち」の全戸配布【年６回】

15

福祉有償運送運転
者養成講習事業

福祉有償運送事業所の運転者確保に向け、運転者
講習会を開催します。（年２回） また、新規事業所の
設置について、相談支援を行います。
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予算
（前年度予算）

１３５千円
（1,102 千円）

４９０千円
（1,374 千円）

１，６５２千円
（2,069 千円）

５７５千円
(660 千円)

０千円
（0 千円）

１１千円
（32 千円）

１，９５５千円
（1,417 千円）

６０千円
（60 千円）

３，２８０千円
（1,265 千円）

１，７３７千円
（1,786 千円）

１８０千円
（116 千円）

16

身近なボランティア活動として、使用済み切手やペット
収 集 ボ ラ ン テ ィ ア ボトルキャップ、アルミプルタブなどの活用方法及び回
事業
収事業者を紹介し、市民から気軽に参加してもらえるよ
う PR を行います。

17

高齢者や認知症等により世帯人員だけでは生活に不
松代見守り活動事 安がある方に対し、身近な方か訪問や声かけを行いま
業
す。また、ボランティア活動振興事業で行っていた子ど
も見守り活動事業を移行し実施します。

18

松之山シニア世代 高齢者世帯と地域のふれあいいきいきサロンへボラン
ボランティア活動支 ティアによる手作り弁当のお届けと見守り活動を行いま
援事業
す。【年７回】

松之山産業祭にて「子どもの遊び場」を開催し、運営ス
松 之 山学 生ボ ラ ン
19
タッフとして市内高校生に初めてのボランティア体験の
ティア体験事業
場を提供します。
令和 2 年度 地域福祉事業サービス区分合計

３６千円
（36 千円）

４５千円
（53 千円）

１８６千円
（231 千円）

３千円
（1１千円）

１０，３４５千円

②共同募金配分金事業サービス区分
№

事業名

20

寝 具洗 濯・乾 燥 事
業

心身のリフレッシュを目的に、在宅寝たきり高齢者や
重度障がい者の寝具洗濯と乾燥費用を助成します。
(上限 4,000 円）

21

地域福祉活動助成
事業

地域での支え合い、福祉ニーズの早期発見を目指し
て、地域福祉活動の拠点として活動を展開できるよう
な助成、活動支援を行います。（5 福祉会 + 2 振興
会）

22

高齢者や障がい者、子ども等の閉じこもりや孤立感の
ふ れ あ い い き い き 解消を図ることを目的に各地域で住民が自主運営す
サロン助成事業
る「ふれあいいきいきサロン」に助成金を交付し、サロ
ン傷害保険加入の手続きを行います。

23

小地域での支え合いマップ作りを通じて、抽出した
地域課題を我がことの課題、さらには地域全体の課
支え合いマップづく 題として捉え、課題解決に向けた取り組みや仕組み
り事業
づくりを地域住民と話し合いながら進めます。
【川西地域】選定したモデル集落とともに見守りマップ
を作成し、活動を実施します。

24

十日町高齢者等給
食サービス事業

№7 と同じ
【第 1・3 週は調理ボランティアの弁当、年間 23 回】【第
2.4.5 週は業者の弁当】 (火曜日：新座・美佐島・川
治・下条、水曜日：中条・水沢、木曜日：十日町・吉田)

松之山みんなの食
堂

子どもを中心として誰でも参加できる地域の拠点をつ
くります。幅広い世代の方々が一堂に会し、夕食を楽
しむことで、多世代交流や新たなボランティアの発掘
を行います。【年 5 回】

25

内

容
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予算
（前年度予算）

１６０千円
（160 千円）

２，０６８千円
（2,144 千円）

４，０３６千円
（2,541 千円）

３３０千円
（240 千円）

２，０８７千円
（3,614 千円）

１９６千円
（186 千円）

26

十日町福祉協力員
設置事業

地域の生活課題や住民目線での福祉ニーズを把握
するために、福祉協力員を設置し、助け合いの仕組
みづくりに向けた取り組みに協力してもらいます。

令和 2 年度 共同募金配分金事業サービス区分合計
令和２年度 地域福祉事業拠点区分合計

１３５千円
（104 千円）

９，０１２千円

１９，３５７千円

(3) 社福介護保険事業拠点区分
№

事業名

内

容

27

十日町訪問介護事
業

介護予防・日常生活支援総合事業及び要介護認定を
受けた高齢者等の自宅に訪問介護員が訪問して、身
体介護サービスや生活援助サービスを行います。 (介
護保険法第 8 条第 2 項に規定する訪問介護事業及
び第 8 条の 2 第 16 項に規定する特定介護予防・日常
生活支援総合事業)

28

松之山訪問介護事
業

№27 と同じ

予算
（前年度予算）

５２，６５９千円
（59,473 千円）

１６，８４４千円
（17,190 千円）

令和２年度 社福介護保険事業拠点区分合計

６９，５０３千円

(4) 障害者居宅介護事業拠点区分
№

事業名

内

容

29

十日町障害者居宅
介護事業

障がい者の自宅に訪問介護員が訪問して、身体介護
サービスや家事援助サービスの提供、入浴介護サー
ビスの提供及び外出時の移動を支援します。
・居宅介護（障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律第 123 号に規定する障害福
祉サービス）
・訪問入浴、移動支援（障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律第 123 号に規定
する地域生活支援事業で市からの受託事業）

30

松之山障害者居宅
介護事業

№29 と同じ

十日町障害者同行
援護事業

視覚障がい者の外出時において、同行援護従業者養
成研修修了者が同行し、移動に必要な情報提供や援
助を行います。(障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第 123 号に規定する障害
福祉サービス)

31

予算
（前年度予算）

１３，０８０千円
（14,210 千円）

３７千円
（37 千円）

令和２年度 障害者居宅介護事業拠点区分合計
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９７千円
（277 千円）

１３，２１４千円

(５) 社福受託事業拠点区分
№

32

33

事業名

内

容

羽根川荘管理運営

高齢者同士の交流を通じて、生きがい活動及び健康
づくりを推進し、介護を必要とする状態になることを予
防します。
【火曜日～金曜日】
・施設の利用受付、利用料徴収
・市内巡回バス運行による利用者の送迎
・センター利用者交流事業
・けんこう体操教室(月 2 回）
・季節行事の計画と実施
・地域団体等事業協力

日常生活自立支援
事業

自分ひとりの判断で生活することに不安がある認知症
高齢者、知的障がい者、精神障がい者が住み慣れた
地域で安心して暮らせるように、福祉サービス利用援
助を中心とした日常的金銭管理や書類等の預かり支
援を行います。

令和２年度 社福受託事業拠点区分合計

予算
（前年度予算）

１０，１００千円
（10,487 千円）

７，４３９千円
（14,860 千円）

１７，５３９千円

５ 公益事業
(1) 公益受託事業拠点区分
①施設管理運営事業サービス区分
№

事業名

34

はあとふる川西管
理運営

「はあとふる川西」が、住民の健康と福祉の増進を図ら
れるように管理運営を行います。
施設の維持管理と利用の受付、利用料徴収

松代ゆうあいセンタ
ー管理運営

高齢者の介護予防の拠点施設として、利用者に対し、
安全で快適な場を提供し、活発な交流や仲間づくりの
活動が行われるように施設の適正な管理を行います。
施設の維持管理と利用の受付、利用料徴収

35

内

容

令和２年度 施設管理運営事業サービス区分合計
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予算
（前年度予算）

２，８６７千円
（2,847 千円）

１，８８３千円
（1,314 千円）

４，７５０千円

②生きがい活動支援通所事業サービス区分
№

事業名

内

容

36

茶ぼっこ

概ね 65 歳以上の高齢者を対象に、茶話会、レクリエ
ーション、体操、季節行事などを通じて、仲間づくり
や健康維 持など介護予防を行う 場を提供します 。
（はあとふる川西） 【毎週火・水・金曜日】

37

あったかホーム

№36 と同じ(橘高齢者コミュニティセンター)
【毎週月曜日】

38

木の芽会

№36 と同じ(中里保健センター) 【毎週金曜日】

39

松代ゆうあいセンター

№36 と同じ(松代ゆうあいセンター) 【週３回】

40

ほのぼの教室

№36 と同じ(松之山保健センター) 【毎週水曜日】

令和２年度 生きがい活動支援通所事業サービス区分合計

予算
（前年度予算）

３，９７９千円
（4,053 千円）

１，６０１千円
（1,733 千円）

２，２３５千円
（2,068 千円）

５，０９０千円
（6,260 千円）

２，２１４千円
（2,316 千円）

１５，１１９千円

③介護予防事業サービス区分
№

事業名

内

容

介護予防ボランティ
ア育成事業

高齢者の介護予防活動に興味があり今後地域で活動
を希望する方及び現在活動をしていてその活動に生
かしたい方を対象に、介護予防の知識と理解を深める
講座を開催します。また、介護予防ボランティアを紹介
できる体制を整えます。【３回実施+過去に受講者した
ボランティアのフォロー研修】

生活支援体制整備
事業

各地域の生活課題や地域ごとの福祉ニーズを集約
し、同時に設置される第１層協議体と協議し、行政へ
の提言を行います。また当会ができることや関係する
団体、地域住民等が新たに担える役割を検討し、多様
なサービスが開発される環境づくりに取組みます。

43

生活支援サポータ
ー養成事業

介護予防・日常生活支援総合事業で行う緩和型の訪
問・通所サービスに従事するサポーターを養成する事
業です。介護の担い手が不足していく中、高齢者が地
域で暮らせるよう、生活支援の担い手を養成します。
（３会場予定）

44

訪問型サービスＢ
事務事業

総合事業の「訪問型サービスＢ」の事務局を担い、事
業のスムーズな進行を行います。
（サービスＢ ５事業所）

41

42

令和２年度 介護予防事業サービス区分合計
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予算
（前年度予算）

１，１６０千円
（1,762 千円）

５，７０５千円
（5,882 千円）

１，０１３千円
（1,052 千円）

２，４２５千円
（2,149 千円）

１０，３０３千円

④要援護者等支援事業サービス区分
№

事業名

45

要援護世帯除排雪
援助事業

高齢者、障がい者世帯等の除排雪が困難な世帯へ
除排雪経費の助成(除雪事業者等への支払い)を行
います。

高齢者安心サービ
ス事業

在宅生活上での困りごとのある高齢者に対し、市内に
住むボランティアによる軽易な作業が受けられることに
より、高齢者が住み慣れた自宅・地域で安全・安心し
て生活ができることを目的とします。また、サービスを
提供したボランティアにはポイントを付与することで地
域社会の相互扶助を基調に、住民相互の助け合いが
日常的に行われるようなまちづくりのへの動機づけを
図ります。

生活困窮者自立支
援事業

生活困窮者が抱える多様で複合的な問題に対して相
談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、
支援の種類及び内容等を記載した計画を作成し、生
活困窮者の自立の促進を図ります。また、生活困窮者
が自立するための社会資源の開発に努めます。

48

松代食の自立支援
事業

65 歳以上で食事による栄養確保・安否確認が必要
な住民に対し、昼食弁当を配達します。（利用登録
20 人、調理…2 業者、配達…2 団体「ひだまり」「しぶ
みの家」） 【毎週火曜日・金曜日】

49

松之山食の自立支
援事業

№48 と同じ
（利用登録 19 人、調理…地域内業者、配達…ボラン
ティア） 【毎週火曜日・金曜日】

46

47

内

容

50 食料支援事業

不測の事態による緊急援護を必要とする人に食料を
支給し、自立を図ります。

51 ひきこもり支援事業

・ひきこもり等の居場所（川西支所・松代支所）
ひきこもり者等が、家から一歩踏み出し、参加者同士
で交流を図ることにより、社会参加へのきっかけにする
ことを目的に居場所を開設します。【各会場月２回】
・ひきこもり家族交流会（中里支所）
同じ悩みを持つ家族が集い、体験を語り合い、情報交
換等を行うことにより、気持ちを分かち合い、不安や悩
みを軽減することを目的に行います。【月１回】
・ひきこもりサポーター派遣
本人の家庭等を訪問し、本人及びその家族を支援
するひきこもりサポーターを派遣します。

予算
（前年度予算）

１，６６２千円
（1,733 千円）

１，９６３千円
（1,954 千円）

１３，５９９千円
（12,349 千円）

１，２２４千円
（1,392 千円）

９３６千円
（864 千円）

２００千円
（300 千円）

７８７千円
（1,500 千円）

令和２年度 要援護者等支援事業サービス区分合計

２０，３７１千円

令和２年度 公益受託事業拠点区分合計

５０，５４３千円
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(2) 地域包括支援センター（受託）事業拠点区分
№

事業名

内

容

52

松代・松之山地域の高齢者が住み慣れた地域で、そ
の人らしい生活を継続することができるように心身の健
康の維持、保健・福祉・医療の向上及び安定した生活
を送るために必要な援助・支援を包括的に行います。
地域包括支援セン ・総合相談支援事業
・虐待の防止や早期発見、権利擁護事業
ター運営事業
・地域社会資源を活用し支援体制を構築する包括的
継続的ケアマネジメント事業
・地域ケア会議の開催
・認知症サポーター養成講座の小・中学校での開催

53

出前講座事業

高齢者が集まる場に出向き、介護予防の必要性（運
動・口腔・栄養・認知症予防）を促します。また、講師を
派遣し、主体的に介護予防に取り組めるように支援を
行います。（全 20 回）

介護予防支援事業

介護度「要支援１，２」の方に、自立を促せるように利
用者本人の心身の状況、本人や家族の意向を踏まえ
た介護予防プランを作成します。また、関係者と介護
保険等サービスの利用に向けた連絡調整を行いま
す。

介護予防日常生活
支援事業

「介護度要支援１，２の方」及び「基本チェックリスト該
当者」に、利用者本人の心身の状況、本人や家族の
意向を踏まえた適切な介護予防ケアマネジメントを行
い、総合事業等のサービスを利用していただき自立を
促します。

54

55

令和２年度 地域包括支援センター（受託）事業拠点区分合計

予算
（前年度予算）

１８，５７１千円
（20,401 千円）

４３９千円
（336 千円）

１，８４５千円
（2,780 千円）

１，３７８千円
（3,076 千円）

２２，２３３千円

(3) 公益介護保険事業拠点区分
№

事業名

内

容

56

十日町訪問入浴介
護事業

要介護認定を受けた高齢者等の自宅に浴槽を持ち込
み、看護師 1 人と介護員 2 人で入浴介護サービスを
行います。(介護保険法第 8 条第 3 項に規定する訪問
入浴介護事業及び第 8 条の 2 第 16 項に規定する予
防訪問入浴介護事業)

57

松之山訪問入浴介
護事業

№56 と同じ

予算
（前年度予算）

３０，８８５千円
（27,356 千円）

６，５１９千円
（5,968 千円）
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58

十日町居宅介護支
援事業

総合事業対象者・要支援者・要介護者が、地域で
個々の能力に応じて自立した日常生活を送られるよう
に、必要なサービスを利用するための介護サービスを
計画し、利用者・家族を支援します。(介護保険法に規
定する居宅サービス事業で、介護保険法第 79 条～第
85 条に定める指定居宅介護支援事業者)

59

松之山居宅介護支
援事業

№58 と同じ

１７，９０７千円
（18,414 千円）

３０，４９０千円
（29,254 千円）

８５，８０１千円

令和２年度 公益介護保険事業拠点区分合計

６ 外郭団体事務支援
№

事

業

名

1

十日町市共同募金委員会

内

容

地域福祉の推進のため、共同募金運動を行う団体
【内容】各種会議、募金運動、助成審査、災害見舞

2

日本赤十字社十日町市地区

「いのちを救う」、「せいかつを支える」、「ひとを育む」を目的
とした赤十字活動を地域へ普及するための団体
【内容】各種会議、奉仕団助成、救急法講習、災害見舞

3

赤十字安全奉仕団十日町市分団

初期救命における自己の技術を人々に奉仕し、あらゆる機
会に人命の尊重に寄与する団体
【内容】各種会議、団員研修、各種講習会の実施

4

十日町市身体障害者団体連絡協議会

5

十日町市母子福祉いつ美会

市内の身体障がい者福祉の推進を目的とした団体
【内容】各種会議、地域交流、上部団体主催事業の参加
市内の母子寡婦者福祉の推進を目的とした団体
【内容】各種会議、交流会(６月・９月予定)、上部団体主催事
業の参加

6

十日町市津南町連合遺族会

7

十日町市遺族会

8

十日町地区遺族会

9

越後妻有防災ネットワーク協議会

10

だんだん会

11

妻有地域包括ケア研究会

十日町市、津南町の戦没者遺族による団体
【内容】各種会議、合同慰霊祭、上部団体主催事業の参加
十日町地区の戦没者遺族による団体
【内容】各種会議、上部団体主催事業の参加
十日町中央地区の戦没者遺族による団体
【内容】各種会議、忠魂碑清掃、上部団体主催事業の参加
防災・減災の普及活動、災害時の復旧を目的とした団体
【内容】定例会(学習会)、イベントの開催(年 1 回)
官民協働して包括的にひきこもり支援を行う団体
【内容】定例会、研修会、後援会の企画開催、情報誌作成
十日町市、津南町の社会福祉法人、行政が一体となって包
括ケアシステムの構築を目指す団体
【内容】各種会議、研修会、講演会の企画と開催
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12

川西地区身体障害者互助会

13

川西連合遺族会

14

川西地区ボランティア連絡協議会

15

施設ボランティア「四葉の会」

16

スノーボランティア「夢雪隊」

17

川西地区赤十字奉仕団

18

中里身体障害者福祉団体協議会

19

中里地区遺族会

20

中里地区ボランティア友の会

21

松代地域身体障がい者福祉会

22

松代地域遺族会

23

松代地域手をつなぐ育成会

24

松之山地区心身障害者福祉会

25

松之山地区遺族会

川西地域の身体障がい者福祉の推進を目的とした団体
【内容】各種会議、研修旅行、上部団体主催事業の参加
川西地域の戦没者遺族による団体
【内容】各種会議、上部団体主催事業の参加
川西地域ボランティア団体間の連携を目的とした団体
【内容】各種会議、研修旅行、ポイント付与・管理
デイサービスセンター「ファミール川西」のボランティア
【内容】各種会議、施設ボランティア活動(シーツ交換等)
要援護世帯の屋根の雪下ろしボランティア
【内容】各種会議、屋根の雪下ろしボランティア活動
日常生活の中で地域に根ざした助け合い活動を行う団体
【内容】各種会議、炊き出し訓練、障がい者余暇支援ボラン
ティア活動、上部団体研修会の参加
中里地域の身体障がい者福祉の推進を目的とした団体
【内容】各種会議、地域交流、上部団体主催事業の参加
中里地域の戦没者遺族による団体
【内容】各種会議、上部団体主催事業の参加
中里地域ボランティア団体間の連携を目的とした団体
【内容】各種会議、研修会
松代地域の身体障がい者福祉の推進を目的とした団体
【内容】各種会議、親睦旅行、上部団体主催事業の参加
松代地域の戦没者遺族による団体
【内容】各種会議、慰霊祭、上部団体主催事業の参加
松代地域の知的障がい者福祉の推進を目的とした団体
【内容】各種会議、研修旅行、収益事業(そば販売)、上部団
体主催事業の参加
松之山地域の障がい者福祉の推進を目的とした団体
【内容】各種会議、親睦旅行、上部団体主催事業の参加
松之山地域の戦没者遺族による団体
【内容】各種会議、招魂祭・慰霊祭、上部団体主催事業の参
加
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