平成２８年度

社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事業報告

今年度も第４期米沢市地域福祉活動計画に基づき、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進していく
ため、支部社協や町内会、福祉部・福祉協力員、民生委員・児童委員等地域の方々と協力し、住民参加に
よる見守り、声がけ運動を展開しました。また、困窮者支援として自立の促進を図るための相談窓口「米
沢市生活自立支援センター」の運営や、意思決定が困難な人の判断能力を補い権利を擁護するため法人後
見事業を行いました。
また、ボランティアセンター事業、給食配送サービス事業、移送サービス事業などに加え、市指定管理
施設の管理・経営、市受託事業、障がい者の自立に向けた事業などの充実に努めるとともに東日本大震災
により避難されている方々への支援に継続して取り組むなど、各種事業を展開する上で市や民間団体との
情報共有を図り、地域全体で支援するためのネットワークの構築も行いました。
さらに、介護保険事業所としてサービスの向上に努め、地域包括支援センターについては西部圏域と南
部圏域を担当し、米沢市における高齢者の総合相談窓口として関係機関等との連携・調整に努めました。
事業の詳細は以下のとおりでありますが、各種事業を展開するに当たり、市民各位・関係者の物心両面
にわたるご理解とご協力に対し深く感謝申し上げます。

Ⅰ

主な事業の成果

１．みんなで関心を高めよう
（１）米沢市・市民福祉大会の開催
第２６回米沢市・市民福祉大会を開催し、福祉に貢献した方々を顕彰するとともに、講演等を行い
福祉に関する意識の高揚と啓発を実施した。
開催日 平成２８年１１月１２日（土）
場 所 伝国の杜 置賜文化ホール
参加者 ３５０名
第１部 表 彰 地域福祉・在宅福祉功労者
７団体
社会福祉事業協力者・奉仕者 ２団体・２名
社会福祉施設等従事者
８名
第２部 講演会 演 題「人に優しい地域づくり・街づくり」
～パラリンピックが私にくれたもの～
講 師 人権擁護講師 鈴木 ひとみ 氏
（２）広報紙「ほのぼの」を年４回発行（７月、１０月、１２月、３月）による社協の概要、事業計画、
事業報告、予算・決算、福祉サービスに関する情報提供
（３）福祉部だよりの発行
６月・１１月・３月の年３回発行し、町内福祉部長に郵送し情報提供
（４）子育てサロンネットワーク通信の発行
子育てサロンや子育てに役立つ情報等を掲載した「子育てサロンネットワーク通信」を随時発行
（５）福祉教育の推進
ア．福祉指定校を指定し、福祉活動を支援
平成２８年度指定校（２３校）
興譲小学校、東部小学校、西部小学校、南部小学校、北部小学校、愛宕小学校、関根小学校、
南原小学校、関小学校、三沢東部小学校、三沢西部小学校、広幡小学校、六郷小学校、塩井小学
校、窪田小学校、第一中学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校、第六中学校、第七中学校、
米沢興譲館高等学校、九里学園高等学校（前年度２３校指定）
イ．福祉指定校担当者会議 福祉指定校担当教諭との情報交換会

第１回 実施日
場 所
内 容

平成２８年７月２０日（水）
すこやかセンター 団体室
福祉指定校事業実施状況と情報交換
補助金交付
第２回 実施日
平成２９年３月７日（火）
場 所
すこやかセンター 団体室
内 容
平成２８年度取組状況報告と情報交換
平成２９年度福祉指定校事業について
ウ．福祉体験学習の推進
高齢者疑似体験、車いす体験、アイマスク体験
第二中学校、万世小学校、西部小学校、上郷小学校、窪田小学校
手話学習
敬師児童センター、米沢警察署、万世小学校、上郷小学校、窪田小学校
（６）ホームページでの啓発
ホームページにより、社協の概要、事業計画、事業報告、各種研修会の案内、ボランティアセンタ
ーのＰＲ等、情報提供
マスコットキャラクター（ハートくん こころちゃん）を使用した啓発

２．みんなで参加しよう
（１）町内新任福祉部長研修会の開催
平成２８年 ５月２９日（日） 広井郷地区
平成２８年 ６月１７日（金） 南原支部
平成２８円 ６月２６日（日） 東部支部
平成２８年 ７月１５日（金） 南部支部
平成２８年 ８月 ５日（金） 窪田支部
平成２８年 ９月１７日（土） 西部支部
平成２８年 ９月２１日（水） 万世支部
平成２８年１０月 ５日（水） 松川支部
平成２８年１０月２０日（木） 上郷支部
平成２８年１１月２７日（日） 山上支部
（２）おしょうしな福祉座談会の開催
「福祉課題について」
「活動指針福祉８策の進捗状況」等について意見交換、地域での福祉力の向上
を目指した。
平成２８年 ４月 ３日（日） 花沢アイケン団地町内会（東部支部）
平成２８年 ６月２４日（金） 関根上地区
（山上支部）
平成２８年 ７月２３日（土） 花沢大橋町内会
（東部支部）
平成２８年 ８月２４日（水） 上郷地区
（上郷支部）
平成２８年 ９月１７日（土） 万世町町内会
（東部支部）
平成２８年 ９月１８日（日） 玉ノ木町町内会
（東部支部）
平成２８年１０月 ５日（水） 松川地区
（松川支部）
平成２８年１０月１６日（日） 旭町町内会
（東部支部）
平成２８年１０月１７日（月） 松原地区
（山上支部）
平成２８年１０月２３日（日） 弓町親和会
（東部支部）
平成２８年１１月 ６日（日） 杉の目地区
（南部支部）
平成２８年１１月１３日（日） 表町町内会
（北部支部）
平成２８年１１月２１日（月） 赤崩地区
（山上支部）
平成２８年１２月１０日（土） 花仲組町内会
（東部支部）
平成２９年 ３月１１日（土） 掛上がり町内会
（東部支部）

平成２９年 ３月１２日（日） 台坂２町内会
（東部支部）
以上、６支部１６箇所で開催 （前年度１３箇所）
（３）ふれあい・いきいきサロンの活動支援
ふれあい・いきいきサロン ５９箇所（前年度６６箇所）
子育てサロン
４箇所（前年度 ５箇所）
サロン保険加入の支援
ア．ふれあい・いきいきサロンスタッフ研修（健康課とタイアップ）
第１回 実施日 平成２８年９月９日（金）
場 所 すこやかセンター 体力測定室、研修室
内 容 健康体操、ストレッチポール運動、情報交換
参加者 １８名
第２回 実施日 平成２８年１２月９日（金）
場 所 すこやかセンター 体力測定室、研修室
内 容 健康体操、ストレッチポール運動、情報交換、活動報告
参加者 ２５名
イ．ふれあい・いきいきサロン交流会
第１回 実施日 平成２８年１０月１４日（金）
場 所 老人福祉センター寿山荘
内 容 健康体操、ゲーム交流、ボランティアによる出し物
参加者 ２３名
第２回 実施日 平成２８年１１月２日（水）
場 所 老人福祉センター寿山荘
内 容 健康体操、ゲーム交流、サロンからの出し物
参加者 ４２名
第３回 実施日 平成２８年１１月１５日（火）
場 所 老人福祉センター寿山荘
内 容 健康体操、ゲーム交流、サロンからの出し物
参加者 ７１名
ウ．子育てサロン情報交換会
第１回 実施日 平成２８年７月１５日（金）
場 所 すこやかセンター 社会参加促進室２
内 容 情報交換、子育てサロン交流会、今年度の活動について
参加者 ８名
第２回 実施日 平成２９年３月２日（木）
場 所 すこやかセンター 社会参加促進室２
内 容 今年度の反省、来年度の活動について、情報交換
参加者 ６名
エ．子育てサロン交流会
実施日 平成２８年６月２４日（金）
場 所 アクティー米沢体育室
内 容 親子でリトミック体操
参加者 ２９組
（４）ふれあい会食会の支援
実施支部 ８支部 延べ１９２名 （昨年度 ９支部 延べ２２５名）
（５）地域福祉に関する研修会の支援
平成２８年 ４月２３日（土） 日の出町町内会（東部支部）
平成２８年 ４月２７日（水） 北町共和会
（北部支部）
平成２８年 ５月１４日（土） 下中田町町内会（窪田支部）

平成２８年 ８月 ７日（日） 花沢地区連合会（東部支部）
平成２８年１０月１６日（日） 泉町上町内会 （南部支部）
（６）ボランティアセンターの運営
ア．ボランティア登録・斡旋
ボランティア新規登録 １４個人
８団体（前年度 ２０個人
５団体）
ボランティア登録総数 ６６個人 ６９団体（前年度１１５個人 ６２団体）
ボランティア斡旋件数 ７３３件（前年度６３０件）
ボランティア保険の加入の推進
活動保険 基本タイプ １，４２５名（前年度１，６０７名）
天災タイプ
１４名（前年度
１３１名）
行事保険
２，３８２名（前年度２，０８７名）
イ．ボランティア講座
【お話し相手ボランティア講座】
（参加者１０名）
講師 野口臨床心理室 臨床心理士 野口 敏信 氏
第１回 実施日 平成２８年８月２２日（月）
内 容 講座の目的、もみじメンバーによる体験報告、参加者自己紹介
相手の心に寄り添って･･･ ～耳と目と心を通して「聴く」～ その１
第２回 実施日 平成２８年８月２９日（月）
内 容 相手の心に寄り添って･･･ ～耳と目と心を通して「聴く」～ その２
第３回 実施日 平成２８年９月５日（月）
内 容 相手の心に寄り添って･･･ ～耳と目と心を通して「聴く」～ その３
第４回 実施日 平成２８年９月１２日（月）
内 容 相手の心に寄り添って･･･ ～耳と目と心を通して「聴く」～ その４
施設見学・実習（社会福祉法人弘和会 サンプラザ米沢）
第５回 実施日 平成２８年９月２６日（月）
内 容 相手の心に寄り添って･･･ ～耳と目と心を通して「聴く」～ その５
修了証書授与式
ウ．ゆうゆうスクラム促進事業（置賜３市５町ボランティアの輪連絡会議）
実施日 平成２８年１１月１１日（金）
場 所 東北公益文化大学酒田キャンパス
内 容 置賜ボランティア講座 in 東北公益文科大学
参加者 米沢市より１１名
（７）災害ボランティアセンターの運営準備
ア．米沢市災害ボランティアセンター連絡会議
実施日 平成２８年１０月５日（水）
場 所 すこやかセンター 相談委員室
内 容 情報交換（防災に関する取組）
総合防災訓練（災害ボランティアセンター設置・運営訓練の概要説明及び協力依頼）
イ．山形県・米沢市合同総合防災訓練
実施日 平成２８年１０月２３日（日）
場 所 米沢総合公園
内 容 災害ボランティアセンター設置・運営訓練
ウ．災害時相互応援協定
１）
「米沢市災害ボランティアセンターの運営等に関する協定書」調印式
実施日 平成２９年１月１３日（金）
場 所 すこやかセンター 応接室
協定団体 米沢青年会議所
２）
「災害時における相互応援及び地域交流に関する協定」調印式

実施日 平成２９年２月１１日（土）
場 所 すこやかセンター 応接室
協定団体 愛知県東海市社会福祉協議会
（８）除雪ボランティアセンター設置・運営
除雪ボランティアセンターの機能強化のため各種事業に取り組んだ。
ア．除雪支援体制の整備
１）除雪ボランティア雪かき隊登録依頼
２）おしょうしな福祉座談会や各研修会で除雪支援協力依頼
イ．除雪ボランティア「雪かき隊」顔合わせ会（開所式）の開催
実施日 平成２８年１２月１０日（土）
場 所 すこやかセンター 団体室
内 容 除雪ボランティアセンターの概要説明
除雪ボランティア活動上の注意点
参加者同士の情報交換
除雪ボランティア活動の事例発表
発表者 山形大学大学院理工学研究科１年 大森 拓磨 氏
ウ．除雪支援
市内の中学校や高等学校の生徒による除雪支援の実施 １２件（前年度０件）
個人・企業ボランティアによる除雪支援の実施
８件（前年度１件）
エ．除雪ボランティア「雪かき隊」集中活動日の実施
実施日 平成２９年２月５日（日）
場 所 田沢地区（６世帯）
内 容 日頃の除雪で溜まった雪の撤去、屋根から落ちた雪の撤去
参加者 ６７名
（９）障がい者とのふれあいのつどいの開催
第１回 実施日 平成２８年７月１６日（土）
場 所 仙台うみの杜水族館
内 容 水族館見学
参加者 ３５名
第２回 実施日 平成２９年３月１８日（土）
場 所 イオンモール天童、霞城セントラル
内 容 買物、見学
参加者 ３３名
（１０）障がい者や米沢市生活自立支援センター利用者のふれあいの場「にこ・かふぇ」の実施
第１回 実施日 平成２８年９月１７日（土）
場 所 すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者
７名
第２回 実施日 平成２８年１０月１５日（土）
場 所 すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者
２名
第３回 実施日 平成２８年１１月１９日（土）
場 所 すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者
８名
第４回 実施日 平成２８年１２月１０日（土）
場 所 すこやかセンター 調理実習室
参加者 １５名
（１１）地域子育て支援拠点事業「敬師なかよしるーむ」の実施

登録数
９５組（前年度１０１組）
利用者数 延べ
大人
１，３４３名（前年度
９８７名）
子ども １，６４９名（前年度１，１６５名）
（１２）高齢者生きがい事業
ア．老人体育レクリエーション大会の共催
実施日 平成２８年７月２日（土）
場 所 米沢市営体育館
参加者 ７００名
イ．市老人クラブ連合会各種事業・活動への協力
（１３）高齢者いきいきデイサービス（市受託事業）の運営（週１回/各コミュニティセンター）
コミセンコース１（六郷/万世/南部/すこやか/愛宕）登録者１２２名
コミセンコース２（東部/三沢/中部/北部/西部）
登録者１２１名
待機者対策事業（１１月～２月まで月２回実施）
松川コミュニティセンター 登録者１８名
東部コミュニティセンター 登録者１５名
（１４）地域活動支援センター（市受託事業）の運営
登録者数
１６名（前年度１８名）
実施回数
２３８日（前年度２３９日）
延べ利用者数 １，４０６名（前年度１，５３１名）
３．みんなで地域づくりをすすめよう
（１）小地域福祉ネットワーク推進会議の開催
実施日 平成２８年７月２６日（火）
場 所 すこやかセンター 大会議室
内 容 災害時の対応のあり方について
講 師 東部地区自主防災会連絡協議会 会長 平山 博志 氏
参加者 １４１名
（２）支部社協活動指針（福祉８策）の策定を目的とした仲良し町内づくり実践研修会の開催
モデル支部 三沢支部（場所 三沢コミュニティセンター）
第１回 実施日 平成２８年１１月９日（水）
内 容 地域の課題を挙げる
参加者 ６名
第２回 実施日 平成２８年１２月７日（水）
内 容 解決策を検討する
参加者 ８名
第３回 実施日 平成２９年１月２５日（水）
内 容 活動指針を作成する
参加者 ６名
モデル支部 愛宕支部（場所 愛宕コミュニティセンター）
第１回 実施日 平成２８年１２月２０日（火）
内 容 地域の課題を挙げる
参加者 ２３名
第２回 実施日 平成２９年１月２０日（金）
内 容 解決策を検討する
参加者 ２１名
第３回 実施日 平成２９年２月２１日（火）
内 容 活動指針を作成する
参加者 ２１名

（３）緊急時に対応できる体制の整備
緊急福祉連絡カードの作成を民生委員・児童委員に依頼し、緊急時に対応できる体制の整備を図っ
た。
（４）地域福祉関係者合同会議の開催
各支部社協ごとに開催し、職員が参加した。
（５）防災福祉マップ勉強会の開催
モデル支部 中部支部
第１回 実施日 平成２８年１０月１日（土）
内 容 防災福祉マップの説明
参加者 ３５名
第２回 実施日 平成２８年１１月５日（土）
内 容 まち歩き
参加者 ４名
第３回 実施日 平成２８年１１月２６日（土）
内 容 防災福祉マップ作成
参加者 ２９名
モデル支部 西部支部
第１回 実施日 平成２８年１０月１０日（月）
内 容 防災福祉マップの説明
参加者 １７名
第２回 実施日 平成２８年１１月１３日（日）
内 容 まち歩き
参加者 ２０名
第３回 実施日 平成２８年１２月３日（土）
内 容 防災福祉マップ作成
参加者 ２３名
（６）当事者組織の支援
ア．ひなたぼっこの会（一人暮らし高齢者の会）の活動支援
第１回 実施日 平成２８年７月２０日（水）
場 所 老人福祉センター寿山荘
内 容 健康教室
参加者 ３０名
第２回 実施日 平成２８年９月２０日（火）
場 所 大江町 テルメ柏陵健康温泉館
内 容 日帰り旅行
参加者 ３４名
第３回 実施日 平成２８年１２月１５日（木）
場 所 飯豊町 しらさぎ荘
内 容 忘年会
参加者 ３１名
第４回 実施日 平成２９年３月８日（水）
、９日（木）
場 所 鶴岡市 由良温泉ホテル八乙女
内 容 １泊旅行
参加者 ２６名
イ．ひとり親家庭ふれあい交流会
実施日 平成２８年８月７日（日）
場 所 北塩原村 ラビスパ裏磐梯
内 容 交流会

参加者 ２０名
（７）東日本大震災避難者支援
ア．山形県避難者相談支援事業（県社協受託事業）
生活支援相談員が避難者宅を訪問し、関係機関と連携を取りながら見守りや相談、情報提供を行い
避難者の不安解消に努め、避難者同士の交流を図るため次のイベントを実施した。
訪問世帯数
２０６世帯
第１回 実施日 平成２８年６月１４日（火）
内 容 温泉でほっこりゆっくりしませんか？
場 所 天童最上川温泉ゆぴあ
参加者 ２６名
第２回 実施日 平成２８年７月２６日（火）
内 容 ヨガ・花笠体験
場 所 すこやかセンター 体力測定室・調理実習室
参加者 １７名
第３回 実施日 平成２８年１０月２５日（火）
内 容 温泉でほっこりゆっくりしませんか？
場 所 大江町 テルメ柏陵健康温泉館
参加者 ２８名
第４回 実施日 平成２９年１月２４日（火）
内 容 わいわい焼肉ランチしませんか？
場 所 （株）シルキーリビング工場、べこや
参加者 １９名
第５回 実施日 平成２９年３月１４日（火）
内 容 一足早く春を感じませんか？
場 所 飯豊町 道の駅いいでめざみの里他
参加者 ３５名
（８）担い手づくり
ＮＰＯ法人や各団体と話し合い・必要な担い手について検討した。
（９）給食配送サービス事業
ふれあい型 配食 ５支部 １，６８２食（前年度１，８４２食）
生活支援型
３，８５３食（前年度４，８９７食）
（１０）移送サービス事業
ほのぼの号 利用登録者数
９名（前年度
８名）
稼動日数
７１日（前年度 ６５日）
稼動回数
７１回（前年度 ６８回）
おひさま号 利用登録者数
１５名（前年度 １５名）
稼働日数
１２４日（前年度１４９日）
稼動回数
１３７回（前年度１８８回）
送迎ボランティア 個人 ７名 （前年度８名）
（１１）ホームヘルプサービス事業
ア．法令外ホームヘルプサービスの実施
月毎利用者数合計
１９２名 （前年度２２８名）
年間訪問時間数
８９７時間（前年度１，０５２時間）
イ．高齢者ホームヘルプサービス事業（市受託事業）
月毎利用者数合計
１７７名 （前年度１９５名）
年間訪問時間数
６３４時間（前年度７０６時間）
ウ．エンゼルヘルプサービス事業
月毎利用者数合計
０名 （前年度１名）

年間訪問時間数
０時間（前年度９５時間）
エ．訪問介護事業（予防含む。
）
月別利用者数合計
４１５名 （前年度５２９名）
年間訪問時間数７，１０４．５時間（前年度９，４１２時間）
オ．障がい福祉サービス
障がい者自立支援事業 月別利用者数合計
１７５名 （前年度１５９名）
年間訪問時間数 ２，２６１.５時間（前年度２，４２１．５時間）
障がい者移動支援
月別利用者数合計
１７名 （前年度２０名）
年間訪問時間数
９５時間（前年度１０１．５時間）
（１２）福祉バス運営管理事業（市受託事業）
ツバメタクシーに運行委託し、事業を実施した。
１号車 運行日数 １３３日（前年度１１８日）利用者数 ３，８３７名（前年度３，４８８名）
２号車 運行日数 １０２日（前年度１０２日）利用者数 １，７８７名（前年度１，７８８名）
（１３）米沢善意銀行
個人、団体から寄附された金品を市内の必要としている人や施設に払出し、善意の橋渡しを行った。
寄 付
現金
８０，０００円
玄米
１５０kg
食料品
９箱
食器
１２４個
冷蔵庫
１台
紙おむつ・尿とりパット
１２枚
払出し
現金
６５，０００円
玄米
１００kg
食料品
４箱
食器
１２４個
冷蔵庫
１台
紙おむつ・尿とりパット
１２枚
（１４）米沢市高齢者見守り支援事業（市受託事業）
見守り訪問員が一人暮らし高齢者や日中独居の高齢者宅を週１回程度定期的に訪問して、声がけ見
守りを行い日中ひとりになる高齢者の不安解消に努めた。
登録人数
１０７名
（１５）老人福祉センター寿山荘の管理、経営
利用実績
老人 ２，６６９名 成人 ３４名 小学生 ２名
計 ２，７０５名
（前年度実績）老人 ２，７５３名 成人 ３７名 小学生 １名
計 ２，７９１名
（１６）児童センターの管理、運営
ア．窪田児童センター
自由来館実績
幼児
７０名（前年度
１２５名）
学童
１８０名（前年度
２４９名）
集団指導実績
延べ
９，４４０名（前年度１０，７５６名）
イ．上郷児童センター
自由来館実績
幼児
１６０名（前年度
９４名）
学童
８７名（前年度
１５２名）
集団指導実績
延べ
８，２１２名（前年度 ７，８８２名）
ウ．学童保育所の運営
敬師児童センター学童クラブ
延べ １，８８０名（前年度 １，３６０名）
窪田児童センター学童クラブ
延べ ６，９３７名（前年度 ７，４４９名）

上郷児童センター学童クラブ
延べ ４，９５５名（前年度 ３，７６４名）
（１７）ひまわり学園の管理、運営
ア．児童発達支援事業
開園日数
２５４日（前年度
２５６日）
延べ利用者数 １，２７０名（前年度１，５２８名）
一日当たり平均利用児童数 ５名 （前年度５．９６名）
イ．幼児ことばの相談・指導訓練事業
開園日数
１９２日（前年度１９０日）
延べ利用者数 ５１２名（前年度５２９名）
一日当たり平均利用児童数 ２．６７名 （前年度２.７名）
相談件数
３７件（前年度５６件）
（１８）山形県早期からの親子サポート事業（県受託事業：１２月から実施）
訪問支援の実施
１箇所（窪田児童センター）
発達支援連絡会の開催
実施日 平成２９年２月１０日(金)
内 容 事例検討
やまがたサポートファイルの普及
ペアレントメンターによる家族支援
（１９）手話通訳者設置等事業（市受託事業）
ア．手話通訳者、奉仕員の派遣
専任通訳者 来所による通訳（市役所・社協）
４７５回（前年度５０４回）
派遣による通訳・緊急時通訳
３２０回（前年度２８０回）
計 ７９５回（前年度７８４回）
手話奉仕員派遣
３９回（前年度３０回）
イ．手話奉仕員養成講座（基礎編）
実施日 平成２８年４月から平成２８年１２月までの毎週木曜日 計２６回
講義（６月～１０月）３回
フォロー講座（１２月～３月）６回
場 所 すこやかセンター 団体室
参加者 ６名
ウ．手話勉強会
実施日 平成２８年６月～１２月まで
全１２回開催
場 所 すこやかセンター 団体室
参加者 ８名
（２０）共同募金会への協力
ア．赤い羽根街頭募金への協力 街頭募金活動２０回
イ．歳末たすけあい募金活動に協力
歳末たすけあい配分金総額
５，１０５，０００円
内訳 寝たきり老人介護者世帯
３８５，０００円
認知症老人介護者世帯
３９０，０００円
支援を必要とする世帯
２，７０５，０００円
学童保育所
７７５，０００円
認可外保育所
２５０，０００円
地域活動支援センター
５０，０００円
就労移行支援・就労継続支援事業所 ５５０，０００円
（２１）団体の自立に向けた事務局を受託し、活動の支援と連携強化
事務局を受託し、次の団体の育成を支援した。
米沢市民生委員児童委員連合協議会、米沢市老人クラブ連合会、米沢市母子寡婦福祉連合会、山形

県共同募金会米沢市支会、米沢市ボランティア連絡協議会
（２２）福祉団体への助成
米沢市ボランティア連絡協議会、米沢地区保護司会、米沢市遺族連合会、米沢鍼灸按マッサージ師
会、米沢市更生保護女性会、米沢市民生委員児童委員連合協議会、米沢手話サークル「年輪」、手
話サークル「つみ木」
（２３）会の運営
ア．理事会の開催
第１回
日 時 平成２８年５月２４日（火）午前１０時
場 所 すこやかセンター 団体室
案 件 議第１号 平成２７年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事業報告について
議第２号 平成２７年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支決算について
監査報告
議第３号 平成２８年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支補正予算について
議第４号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会評議員の選任について
第２回
日 時 平成２８年６月１日（水）午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
案 件 議第１号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会会長及び副会長の選任について
議第２号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会常務理事の指名について
議第３号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会会長に事故あるときの職務代理者の順序
について
議第４号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会会長及び副会長に事故あるとき、又は欠
けたときの職務代理者の順序について
議第５号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会評議員の選任について
第３回
日 時 平成２８年１２月２６日（月）午前１０時
場 所 すこやかセンター 団体室
案 件 議第１号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会定款の変更について
議第２号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会評議員・役員選任規程の制定について
議第３号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の制定
について
議第４号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任について
議第５号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会一般職員の給与に関する規程の一部改正
について
議第６号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会育児休業、介護休業等育児又は家族介護
を行う職員の福祉に関する規程の一部改正について
議第７号 平成２８年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支補正予算について
議第８号 平成２８年度歳末助け合い募金の配分について
議第９号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会評議員の選任について
第４回
日 時 平成２８年１２月２７日（火）午前１０時
場 所 すこやかセンター 団体室
案 件 議第１号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会副会長の選任について
議第２号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会会長に事故あるときの職務代理者の順序
について
第５回
日 時 平成２９年３月１日（水）午前１０時

場 所 すこやかセンター 団体室
案 件 議第１号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会の招集について
議第２号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会評議員候補者の推薦について
第６回
日 時 平成２９年３月２８日（火）午前１０時
場 所 すこやかセンター 団体室
案 件 議第１号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会定款の一部変更について
議第２号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会定款施行細則の全部改正について
議第３号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事務局規程の一部改正について
議第４号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会役員等の報酬、費用弁償及び慶弔に関す
る規程の一部改正について
議第５号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会専門職員の給与に関する規程の一部改正
について
議第６号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会経理規程の一部改正について
議第７号 平成２８年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支補正予算について
議第８号 平成２９年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事業計画について
議第９号 平成２９年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支予算について
議第１０号 事務局長の異動について
報第１号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会評議員の選任結果について
報第２号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会規程管理規程の一部改正について
報第３号 敬師児童センター学童クラブ運営規程の一部改正について
報第４号 上郷児童センター学童クラブ運営規程の一部改正について
イ．評議員会の開催
第１回
日 時 平成２８年５月２４日（火）午後３時３０分
場 所 ホテルサンルート米沢
案 件 報第１号 平成２８年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会第 1 回理事会の報告につい
て
議第１号 平成２７年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事業報告について
議第２号 平成２７年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支決算について
監査報告
議第３号 平成２８年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支補正予算について
議第４号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会理事の選任について
議第５号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会監事の選任について
第２回
日 時 平成２８年１２月２６日（月）午後１時３０分
場 所 すこやかセンター 第３会議室
案 件 報第１号 平成２８年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会第２回及び第３回理事会の
報告について
議第１号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会定款の変更について
議第２号 平成２８年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支補正予算について
議第３号 平成２８年度歳末たすけあい募金の配分について
議第４号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会理事の選任について
第３回
日 時 平成２９年３月２８日（火）午後１時３０分
場 所 すこやかセンター 第２会議室
案 件 報第１号 平成２８年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会第４回及び第５回並びに第
６回理事会の報告について

議第１号
議第２号
議第３号
議第４号

社会福祉法人米沢市社会福祉協議会定款の一部変更について
平成２８年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支補正予算について
平成２９年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事業計画について
平成２９年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会資金収支予算について

ウ．監査
平成２７年度米沢市社会福祉協議会内部監査
日
時 平成２８年５月１６日（月）午前９時
場
所 すこやかセンター 相談委員室
監査事項 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会業務執行関係書類
平成２７年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事業報告
平成２７年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会決算関係書類
エ．正副会長会
第１回
日 時 平成２８年４月１日（金） 午前１１時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第２回
日 時 平成２８年５月２日（月） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第３回
日 時 平成２８年６月１日（水） 午前１０時３０分
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第４回
日 時 平成２８年７月１日（金） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第５回
日 時 平成２８年８月１日（月） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第６回
日 時 平成２８年９月１日（木） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第７回
日 時 平成２８年１０月３日（月） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第８回
日 時 平成２８年１１月１日（月） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第９回
日 時 平成２８年１１月１６日（水） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第１０回
日 時 平成２８年１２月１日（木） 午後１時３０分
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第１１回
日 時 平成２８年１２月２０日（火） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第１２回
日 時 平成２９年２月１日（水） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室

第１３回
日 時 平成２９年３月１日（水） 午前９時３０分
場 所 すこやかセンター 相談委員室
第１４回
日 時 平成２９年３月２１日（水） 午前１０時
場 所 すこやかセンター 相談委員室
オ．支部長会
第１回
日
時 平成２８年４月２７日（水）午後１時３０分
場
所 すこやかセンター 相談委員室
報告事項 (１)平成２８年度事務局体制について
(２)平成２８年度事業計画について
協議事項 (１)米沢市社会福祉協議会理事及び山形県共同募金会米沢市支会理事改選に伴う理事
の推薦について
(２)平成２７年度支部活動補助金実績報告書及び決算書について
(３)平成２８年度支部活動補助金交付申請書及び予算書について
(４)町内福祉部長に関する名簿の提出について
(５)町内福祉部長研修会について
(６)「仲良し町内づくり実践研修会」の実施について
(７)防災福祉マップ作成研修会について
(８)「おしょうしな福祉座談会」の開催について
(９)その他
第２回
日
時 平成２８年９月８日（木）午後１時３０分
場
所 すこやかセンター 相談委員室
協議事項 (１)平成２８年度共同募金について
(２)第２６回米沢市・市民福祉大会について
(３)町内福祉部長研修会について
(４)仲よし町内づくり実践研修会について
(５)防災福祉マップ作成研修会について
(６)その他
米沢市社会福祉協議会支部長並びに米沢市民生委員児童委員連合協議会地区会長合同会議
日
時 平成２９年２月９日（木）午後３時３０分
場
所 ホテルモントビュー米沢
協議事項 (１)共同募金ご協力のお礼について
(２)米沢市社会福祉協議会定款改正に伴う評議員の推薦について
(３)第４期米沢市地域福祉活動計画２年次評価について
(４)給食配送サービス事業について
(５)除雪ボランティアセンターについて
(６)仲良し町内会づくり実践研修会について
(７)防災福祉マップ作成研修会について
(８)米沢市生活自立支援センターについて
(９)その他
（２４）自主財源の確保
ア．平成２８年度賛助会員会費の状況
個人
９１名
５０７，０００円
企業・団体 １０４社
４３９，０００円
計
９４６，０００円（前年度実績 １，０９９，０００円）

イ．平成２８年度寄附金の状況
平成２８年 ５月１１日
平成２８年 ５月１７日
平成２８年 ７月１０日
平成２８年 ８月２８日
平成２８年 ９月 ７日
平成２８年 ９月２３日
平成２８年１１月 ２日
平成２８年１１月２８日
平成２８年１２月 ７日
平成２８年１２月１８日
平成２８年１２月２６日
平成２９年 ２月１７日
寄附金合計額

匿名
３０，０００円
めん蔵米沢店 様
１，４００円
浅間新演舞踊会 様
５０，６２０円
日本舞踊鳳扇会 会長齋藤喜一 様
５０，０００円
めん蔵米沢店 様
１，２５０円
㈱ｽﾏｰﾄﾗｲﾌ代表取締役 酒井登 様
２０，０００円
米沢第一部会米沢松が岬郵便局長 芳賀竹男 様 ９９，５００円
表千家まこと会会長原田宗芳 様
６０，０００円
めん蔵米沢店 様
１，２５０円
愛の架け橋思い出づくりチャリティカラオケ発表会実行委員長情野昭博 様 ３０，０００円
林泉寺 様
７８，３４８円
匿名
３，０００円
４２５，３６８円
（前年度実績
１，５３５，８１６円）

４．いつでも相談しよう
（１）米沢市生活困窮者自立相談支援事業（市受託事業）
＜米沢市生活自立支援センター＞
相談件数
２，５２５件（前年度２，０００件）
プラン作成件数（再プラン含む。
）
４４件（前年度
３３件）
（２）ふれあい相談事業
生計に関する相談 ３１８件（前年度５５２件）
その他一般相談
７件（前年度 １３件）
各相談機関との連携
専門機関と密接な連携を図り、相談後の状況把握に努めた。
（３）福祉サービス利用援助事業（県社協受託事業）
相談件数
７０９件（前年度６９５件）
契約締結件数
１３件（前年度 １５件）
解約件数
１５件（前年度 １５件）
援助契約件数
３９件（前年度 ４１件）
（４）法人後見事業
受任件数 ５件 （後見人３件、保佐人１件、補助人１件）
（５）福祉資金貸付
低所得者世帯等に資金を貸付けし、安定した生活が送れるよう支援を行った。
ア．生活福祉資金（県社協受託事業）
貸付け
６０件 ２５，９９３，０００円
（前年度 １００件 ４１，５８６，８００円）
イ．社会福祉資金
貸付け
３９件
１，３２５，０００円
（前年度
５８件
１，９４０，０００円）
（６）居宅介護支援事業
ケアプラン作成件数 介護保険
７９６件（前年度
９０１件）
介護予防
７６件（前年度
８２件）
計
８７２件（前年度
９８３件）
認定調査受託件数
計
５４件（市外１件含む。）
（前年度 ７４件、市外１件含む。）
（７）地域包括支援センター（西部、南部圏域）の運営（市受託事業）
ア．総合相談支援業務
相談件数
２，４３２件（前年度２，８４３件）

内訳 介護保険に関すること
４４４件（前年度３６７件）
住宅改修に関すること
９９件（前年度１０１件）
施設入所に関すること
１６０件（前年度１７８件）
経済・生活・環境・在宅福祉サービスに関すること ４０６件（前年度７７５件）
認知症・精神保健・医療に関すること
４１６件（前年度５１５件）
権利擁護・その他
９０７件（前年度９０７件）
イ．ケアマネジメント支援業務
相談件数
３６９件（前年度４６９件）
内訳 関係機関との連携等
７１件（前年度 ８７件）
介護支援専門員に対する個別支援等
２９件（前年度 ３０件）
ケアプラン作成指導・その他
２６９件（前年度３５２件）
ウ．介護予防ケアマネジメント
介護予防ケアプラン作成
２，１９２件（内 委託１，７６６件）
前年度 ２，２３３件（内 委託１，７６０件）
エ．小地域ケア会議
【南部圏域】
≪松ケ岬３丁目≫
日 時 平成２８年７月２２日（金） 午後２時
場 所 すこやかセンター 団体室
参加者 １４名
≪関・綱木地区≫
日 時 平成２８年１１月３０日（水） 午後７時
場 所 南原コミュニティセンター 関分館
参加者 ２８名
≪太田町３丁目≫
日 時 平成２９年３月１５日（水） 午後２時
場 所 太田町公民館
参加者 １３名
【西部圏域】
≪古志田町≫
日 時 平成２８年７月２９日（金） 午後２時
場 所 愛宕コミュニティセンター
参加者 １１名
≪直江町≫
日 時 平成２９年２月２２日（水） 午後２時
場 所 西部コミュニティセンター
参加者 １２名

