令和元年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事業報告
今年度は第４期米沢市地域福祉活動計画の最終年に当たり、関係機関との情報共有とネットワークの構築を
図り、要支援者を地域全体で支えるため支部社協や、町内会長、福祉部・福祉協力員、民生委員・児童委員等
地域の方々と協力のもと、誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進し住民参加による見守り、声かけ運動を
展開しました。
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、またボランティアセンターの運営や給食
配送サービス事業、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、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みました。
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） 第５期米沢市地域福祉活動計画の策定
第５期米沢市地域福祉活動計画を策定するため策定委員会を６回、６つの分野のワーキンググループ
（高齢、障がい、子育て、自立支援、地域づくり、基盤強化）計１７回開催した。
委員構成 策定委員２０名、ワーキンググループ４６名、事務局１１名
（２）米沢市・市民福祉大会の開催
第２９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 令和元年１１月 ６日（水）
場 所 伝国の杜 置賜文化ホール
参加者 ３３０名
第１部 表 彰 社会福祉事業協力者・奉仕者 ３団体
地域福祉・在宅福祉功労者 ３個人・２団体
社会福祉施設等従事者 ７名
心身障がい者等で自立に努め他の模範である者 １名
第２部 講演会 演 題「笑いは健康・長寿のもと」
講 師 タレント・落語家 山田 たかお 氏
（３）広報紙「ほのぼの」を年５回発行（６月、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
（４）福祉部だよりの発行
８月・１２月・３月の年３回発行し、町内福祉部長に郵送し情報提供
（５）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」７月・１０月・
３月に発行した。
（６）福祉教育の推進
ア 福祉指定校を指定し、福祉活動を支援
令和元年度指定校（２２校）
興譲小学校、東部小学校、南部小学校、北部小学校、愛宕小学校、万世小学校、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２２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
令和元年 ８月２３日（金）
場 所
米沢市すこやかセンター ２階 第２会議室
内 容
グループに分かれての意見交換会
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
第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校、三沢西部小学校、広幡小学校、
西部小学校、南原小学校、北部小学校、南部小学校
市立米沢図書館ナセＢＡ
手話体験
三沢西部小学校
（７）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
令和 元年 ６月 ５日（水） 六郷支部、広幡支部、塩井支部
令和 元年 ６月２１日（金） 南原支部
令和 元年 ６月２８日（金） 山上支部
令和 元年 ６月３０日（日） 東部支部
令和 元年 ８月 ６日（火） 窪田支部
令和 元年 ９月 ４日（水） 上郷支部
令和 元年 ９月１４日（土） 西部支部
令和 元年１０月２４日（木） 松川支部
令和 ２年 ２月 ８日（土） 窪田支部
（２）おしょうしな福祉座談会
平成３１年 ４月２１日（日） 長町下通り
（北部支部）
令和 元年 ８月２１日（水） 大字竹井、木和田、長手（上郷支部）
令和 元年 ９月１５日（日） 玉ノ木町
（東部支部）
令和 元年１０月２８日（月） 関根中・関根下
（山上支部）
令和 元年１１月１０日（日） 花渓組合
（東部支部）
令和 元年１１月１５日（金） 赤崩地区
（山上支部）
令和 元年１２月 ９日（月） 堤地区
（山上支部）
令和 ２年 １月２６日（日） 上野町
（東部支部）
以上、４支部８箇所で開催 （前年度１１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 ５６箇所（前年度５７箇所）
子育てサロン
３箇所（前年度 ３箇所）
サロン保険加入の支援
ア 子育てサロン情報交換会
第１回 実施日 令和元年 ７月１０日（水）
場 所 米沢市すこやかセンター ２階 相談委員室
内 容 今年度の活動について、子育てサロン交流会について、ネットワーク通信について、
情報交換
参加者 ３名
第２回 実施日 令和２年 ３月 ４日（水）
場 所 米沢市すこやかセンター ３階 ボランティアルーム

内 容 今年度の活動状況について、来年度の活動について、子育てサロン交流会、について
情報交換
参加者 ６名
イ 子育てサロン交流会
実施日 令和元年 ６月 ７日（金）
場 所 アクティー米沢体育室
内 容 親子で３Ｂ体操
参加者 ９組
（４）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 令和元年 ５月２５日（土）
場 所 米沢市すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者 ６名
第２回 実施日 令和元年 ６月２２日（土）
場 所 米沢市すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者 ７名
第３回 実施日 令和元年 ７月２０日（土）
場 所 米沢市すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者 ４名
第４回 実施日 令和元年 ８月２４日（土）
場 所 米沢市すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者 ４名
第５回 実施日 令和元年 ９月２１日（土）
場 所 米沢市すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者 ３名
第６回 実施日 令和元年１１月２３日（土）
場 所 米沢市すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者 ７名
第７回 実施日 令和元年１２月１４日（土）
場 所 米沢市すこやかセンター 社会復帰訓練室
参加者 １０名
（５）障がい者とのふれあいのつどいの開催
実施日 令和元年１０月２７日（日）
場 所 松川コミュニティセンター
内 容 芋煮会
参加者 ２７名
※ 新型コロナ感染拡大防止のため３月の開催を中止
（６）ふれあい会食会の支援
実施支部 ９支部 延べ２６８名（昨年度 ８支部 延べ２６７名）
（７）地域福祉に関する研修会の支援
令和元年 ５月１７日（金） 下中田町内会
令和元年 ５月２８日（火） 北町町内会
令和元年 ８月 ４日（日） 花沢地区連合会
（８）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
２団体（前年度 ２４個人
４団体）
ボランティア登録総数 ８８個人 ６３団体（前年度 ８８個人 ６３団体）
ボランティア斡旋件数 ８５５件（前年度１，２７６件）
ボランティア保険の加入の推進
活動保険 基本タイプ ２，１３５名（前年度２，００５名）

天災タイプ
２０名（前年度
９名）
行事保険
１，５８０名（前年度１，７５２名）
イ ボランティア講座
【お話し相手ボランティア講座 入門編】
（場所 米沢市すこやかセンター相談委員室 参加者１０名）
第１回 実施日 令和元年 ９月１８日（水）
内 容 オリエンテーション、ボランティアとは？
第２回 実施日 令和元年 ９月２５日（水）
内 容 高齢者との聴き方・話し方、認知症について
第３回 実施日 令和元年１０月 ２日（水）
内 容 ロールプレイ体験
第４回 実施日 令和元年１０月１０日（木）
内 容 前回の振り返り、高齢者の方と話すときのポイント！、実習
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 令和元年１１月１６日（土）
場 所 米沢市すこやかセンター
内 容 置賜ボランティアの輪研修会
参加者 米沢市より５０名
（９）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 令和元年 ９月２０日（金）
場 所 米沢市すこやかセンター 促進室２
内 容 情報交換（防災に関する平時の取組等について）
災害ボランティアセンター設置訓練について
参加者 １５名
イ 防災の日 米沢版！！地域福祉力向上の集い
実施日 令和元年 ９月 １日（日）
場 所 米沢市すこやかセンター 大会議室
内 容 パネルディスカッション
災害ボランティアセンターについて
参加者 ５２名
ウ 米沢発 被災地支援ボランティアバス
実施日 令和元年１１月 ３日（日）
令和元年１１月 ７日（木）
令和元年１１月１０日（日）
令和元年１１月２４日（日）
令和元年１１月２７日（水）
場 所 宮城県丸森町
参加者 延べ１４０名
（１０）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
０件（前年度 ４件）
個人・企業ボランティアによる除雪支援の実施
０件（前年度１２件）
（１１）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 令和元年 ７月 ６日（土）

場 所 米沢市営体育館
参加者 ５００名
イ 米沢市老人クラブ連合会「きららクラブ米沢」各種事業・活動への協力
（１２）高齢者いきいきデイサービス（市受託事業）の運営（隔週 各コミュニティセンター）
湯ったりコース（Ａ・Ｂ・Ｃコース） 登録者２１６名
実施回数 Ａコース１０７回 Ｂコース１０９回 Ｃコース１０９回
アクティブコース 登録者 ８１名
実施回数 １０７回
（１３）地域活動支援センター（市受託事業）の運営
登録者数
１５名（前年度１４名）
実施回数
２３６回（前年度２３８回）
３ みんなで地域づくりをすすめよう
（１）米沢市生活支援体制整備事業（市受託事業）
高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図るため、
生活支援コーディネーター３名を配置した。
①地域での支え合い「地域のお宝」探し
訪問先 コミュニティセンター、ふれあい・いきいきサロン、通いの場、サークル活動、地域のお茶の
み会
通いの場事例集を３２０部作成し、コミュニティセンターや福祉関係事業所等に配布した。
②なせば成る！支え合い・助け合いの地域づくり研修会（小地域ネットワーク活動推進研修会）
実施日 令和元年 ７月３０日（火）
場 所 米沢市すこやかセンター 大会議室
内 容 講演会
演題「つながりを基盤とした支え合いの地域づくり」
講 師 特定非営利活動法人 全国コミュニティライフサポートセンター
理事長 池田 昌弘 氏
参加者 １２２名
③制度の周知
小地域ネットワーク活動推進研修会、町内新任福祉部長研修会、おしょうしな福祉座談会、介護支援
専門員連絡協議会総会、ケアマネジャー連絡協議会研修会、生涯学習フェスティバル等で生活支援コー
ディネーター（地域支え合い推進員）の役割を説明した。
④居場所づくり ちょっと“いっぷく”サロン
ウエルシア米沢中央５丁目店を会場に近隣住民の憩いの場を毎月第４木曜日実施した。
⑤担い手の養成 地域のおしゃべりの場
実施日 令和元年１０月 ９日（水）
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
内 容 情報交換（集いの場をやってみての感想・これからの活動について）
参加者 ８名
⑥生活支援コーディネーター定例会
市高齢福祉課担当者と毎月１回定例会を行い情報交換をした。
（２）米沢市社会福祉法人連絡協議会
市内の社会福祉法人が相互に情報交換を行い、地域全体の社会福祉法人のネットワークを構築し、連携・
協働を図るため幹事会や定期総会及び情報交換会を開催した。
ア 分野別幹事会（場所 米沢市すこやかセンター 相談委員室）
児童福祉分野
実施日 令和元年５月 ７日（火） 参加者 ４名
高齢福祉分野
実施日 令和元年５月 ８日（水） 参加者 ４名
障がい福祉分野 実施日 令和元年５月１０日（金） 参加者 ４名
イ 幹事会（場所 米沢市すこやかセンター 応接室）
第１回 実施日 令和元年 ６月１３日（木）

参加者 １０名
第２回 実施日 令和元年 ７月 ９日（火）
参加者 １０名
第３回 実施日 令和元年 ９月１１日（水）
参加者 １０名
ウ 定期総会（場所 招湯苑）
実施日 令和元年 ７月１８日（木）
内 容 事業報告及び決算の承認、副会長の選任、令和２年度事業計画（案）予算（案）
、
共催・後援の承認に関する要綱
参加者 ２２名
エ 公益的な取組紹介及び情報交換会（会場 米沢市すこやかセンター 大会議室）
実施日
令和元年１０月２８日（月）
発表法人 緑成会、米沢栄光の里、米沢仏教興道会
参加者
５２名
（３）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 南原支部（場所 南原コミュニティセンター）
第１回 実施日 令和元年 ８月２２日（木）
内 容 地域の課題を挙げる
参加者 ５４名
第２回 実施日 令和元年１０月２４日（木）
内 容 解決策を検討する
参加者 ３７名
第３回 実施日 令和２年 ２月 ６日（木）
内 容 活動指針を作成する
参加者
５名（役員のみ）
モデル支部 塩井支部（場所 塩井コミュニティセンター）
第１回 実施日 令和元年１１月 ９日（土）
内 容 地域の課題を挙げる
参加者 １８名
第２回 実施日 令和元年１１月１７日（日）
内 容 解決策を検討する
参加者 １３名
第３回 実施日 令和２年 ２月１５日（土）
内 容 活動指針を作成する
参加者
３名（役員のみ）
（４）防災福祉マップ作成研修会の開催
モデル支部 万世支部（場所 万世コミュニティセンター）
第１回 実施日 令和元年 ６月 ５日（水）
内 容 講演会「減災 明日は我が身」
参加者 ２９名
第２回 実施日 令和元年 ７月 ３日（水）
内 容 防災福祉マップの必要性について
参加者 ２４名
モデル支部 松川支部（場所 松川コミュニティセンター）
第１回 実施日 令和元年 ６月１２日（水）
内 容 防災福祉マップの必要性について
参加者 ２９名
第２回 実施日 令和元年 ９月３０日（月）
内 容 まち歩き

参加者 １８名
第３回 実施日 令和元年１１月２６日（火）
内 容 防災福祉マップ作成
参加者 ２３名
モデル支部 広幡支部（場所 広幡コミュニティセンター）
第１回 実施日 令和元年 ７月３１日（水）
内 容 防災福祉マップの必要性について
参加者 ２７名
第２回 実施日 令和元年１０月３０日（水）
内 容 講演会「減災 明日は我が身」
参加者 ２４名
モデル支部 南部支部（場所 南部コミュニティセンター）
第１回 実施日 令和元年 ９月１３日（金）
内 容 防災福祉マップの必要性について
参加者 ４６名
第２回 実施日 令和元年１１月１４日（木）
内 容 講演会「減災 明日は我が身」
参加者 ４１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 令和元年 ９月２６日（木）
内 容 防災福祉マップの必要性について
参加者 ３１名
第２回 実施日 令和元年１０月２３日（水）
内 容 まち歩き
参加者 ３０名
第３回 実施日 令和元年１１月１２日（火）
内 容 防災福祉マップ作成
参加者 ３０名
（５）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。
（６）地域福祉関係者合同会議の開催
支部社協ごとに開催し、職員が参加した。
（７）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 令和元年 ７月１１日（木）
場 所 川西町 浴浴センターまどか
内 容 日帰り旅行
参加者 ２５名
第２回 実施日 令和元年 ９月１３日（金）
場 所 村山市 クアハウス碁点
内 容 日帰り旅行
参加者 ２５名
第３回 実施日 令和元年１２月１２日（木）
場 所 長井市 卯ノ花温泉はぎ乃湯
内 容 忘年会
参加者 ３３名
イ ひとり親家庭ふれあい交流会
実施日 令和元年 ７月２８日（日）
場 所 福島県郡山市 アルパカ牧場

内 容 交流会
参加者 ４家族 １５名
（８）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。
訪問対象世帯数
１２２世帯 ３８９名
１）ほっこり温泉
第１回 実施日 令和元年 ５月２１日（火）
内 容 山形県庁見学
場 所 天童最上川温泉ゆぴあ入浴・休憩
参加者 １６名
第２回 実施日 令和元年 ９月２７日（金）
内 容 ㈱天童木工見学、入浴休憩
場 所 ひまわり温泉ゆらら入浴・休憩
参加者 １６名
２）スマイル
第１回 実施日 令和元年１１月 ８日（金）
内 容 絶景・三淵渓谷通り抜け参拝の船旅
場 所 野川まなび館、アトリエ・パッションにて昼食
参加者 １１名
３）サロン
第１回 実施日 令和元年 ６月１４日（金）
内 容 笹巻作り体験
場 所 置賜総合文化センター
参加者 １４名
第２回 実施日 令和元年 ８月 ６日（火）
内 容 手作り虫よけスプレー講習・交流会
場 所 米沢市すこやかセンター
参加者 １９名
第３回 実施日 令和元年１０月２５日（金）
内 容 洋菓子作り体験
場 所 置賜総合文化センター
参加者 ９名
第４回 実施日 令和元年１２月１７日（火）
内 容 薬膳体験
場 所 置賜総合文化センター
参加者 ８名
第５回 実施日 令和２年 ２月１８日（火）
内 容 ポーセラーツ体験・交流会
場 所 置賜総合文化センター
参加者 １１名
（９）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。
（１０）給食配送サービス事業
ふれあい型 配食 ３支部（前年度３支部）６１２食（前年度
７２１食）
生活支援型
３，１５５食（前年度３，５２７食）
（１１）ホームヘルプサービス事業（令和元年度をもって事業終了）
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
１３３名 （前年度１５３名）
年間訪問時間数
５１０．５時間（前年度４９１時間）
イ 高齢者ホームヘルプサービス事業（市受託事業、令和２年度まで実施）
月毎利用者数合計
１２９名 （前年度１４６名）
年間訪問時間数
３８１．５時間（前年度４７２．５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０名）
年間訪問時間数
０時間（前年度０時間）
エ 訪問介護事業（予防含む）
月別利用者数合計
１８７名 （前年度２６６名）
年間訪問時間数
２，６１１時間（前年度４，０４０．６時間）
オ 障害福祉サービス
障害者自立支援事業 月別利用者数合計
１１６名 （前年度１５３名）
年間訪問時間数 １，５７２．５時間（前年度２，０３１時間）
障害者移動支援
月別利用者数合計
１５名 （前年度２３名）
年間訪問時間数
７５時間 （前年度７９．５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 ８６日（前年度１０２日）利用者数 ２，１７５名（前年度２，７７２名）
２号車 運行日数 ８５日（前年度１０４日）利用者数 １，２７６名（前年度１，６０４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
２９６，３４６円
玄米
３６０kg
非常食
２００食
食料品
８３１点
商品券
３，０００円
払出し
現金
２２，７３８円
玄米
４６０kg
非常食
２００食
食料品
８３０点
作業着 上下
８着
商品券
３，０００円
（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、声かけ見守り
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
１３０名（前年度１２３名）
毎月１回定例会を開催。参加者：市高齢福祉課担当職員、地域包括支援センター職員、見守り訪問員、
社協担当者
（１５）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
２１２名（前年度
１８９名）
学童
１６２名（前年度
１９８名）
集団指導実績
延べ
５，２３１名（前年度 ５，２５８名）
イ 上郷児童センター
自由来館実績
幼児
１６４名（前年度
２１３名）
学童
１０３名（前年度
２０３名）

集団指導実績
延べ
３，７１３名（前年度 ６，０９１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 ２，１２２名（前年度 ２，９９４名）
窪田児童センター学童クラブ
延べ ８，２３２名（前年度 ８，６４９名）
上郷児童センター学童クラブ
延べ ６，７９７名（前年度 ５，７５０名）
（１６）ひまわり学園の管理、運営
ア 児童発達支援事業
開園日数
２４７日（前年度
２５１日）
延べ利用者数
９５０名（前年度１，１８４名）
一日当たり平均利用児童数 ３．８名 （前年度４．７名）
イ 幼児ことばの相談・指導訓練事業
開園日数
１５９日（前年度１６１日）
延べ利用者数 ３４７名（前年度３６４名）
一日当たり平均利用児童数 ２．１８名 （前年度２.２６名）
相談件数
３１件（前年度３２件）
（１７）米沢市発達障がい児等支援事業（市受託事業）
ア 相談支援の実施
来所相談 ３３件（前年度 １８件）
電話相談 ４３件（前年度
９件）
イ 小集団活動支援
まめっこくらぶ（３歳未満児）利用延べ人数５０名 開設回数２３回（前年度６４名、３３回）
とまとくらぶ（年少児）
利用延べ人数３９名 開設回数１３回（前年度２０名、１０回）
じょいなすくらぶⅠ（年中児）利用延べ人数１４名 開設回数 ６回（前年度３２名、１２回）
じょいなすくらぶⅡ（年長児）利用延べ人数４８名 開設回数１３回（前年度３６名、１２回）
ウ 発達支援連絡会の開催 ２回
エ 研修会の開催
保護者対象研修会 令和元年 ５月２３日（木） 就学説明会 （教育委員会）
令和元年 ９月１０日（火） 勉強会（講師 卒園児保護者）
令和元年 ９月２７日（金） 勉強会（講師 卒園児保護者）
随時 サポートファイル説明会
支援者対象研修会 令和元年 ７月２３日（火）講師 佐藤 佑貴 氏
令和元年１０月２４日（木）講師 國井 奈穂 氏
（１８）意思疎通支援事業（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）
４７２回（前年度５９９回）
派遣による通訳・緊急時通訳
２６６回（前年度３８１回）
計 ７３８回（前年度９８０回）
手話奉仕員派遣
１８回（前年度２５回）
イ 手話ボランティア講座
実施日 令和元年５月から令和元年１２月までの毎週木曜日 計３２回
交流会 ３回
場 所 米沢市すこやかセンター 団体室 促進室Ⅱ
修了者 ５名
ウ 手話通訳勉強会（社協独自事業）
実施日 令和元年５月～１１月まで
全６回開催
場 所 米沢市すこやかセンター 団体室 促進室Ⅱ
参加者 延べ２７名
エ 手話学習会（社協独自事業）

実施日 令和元年５月～１１月まで
全９回開催
場 所 米沢市すこやかセンター 団体室 促進室Ⅱ
参加者 延べ４９名
（１９）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 ２３回 生涯学習フェスティバルに参加
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
４，４１５，０００円
内訳 寝たきり老人介護者世帯
３４０，０００円
認知症老人介護者世帯
３９５，０００円
支援を必要とする世帯
３，０８０，０００円
認可外保育所
１８０，０００円
地域活動支援センター
６０，０００円
就労移行支援・就労継続支援事業所 ３６０，０００円
（２０）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「きららクラブ米沢」
、米沢市母子寡婦福
祉連合会、山形県共同募金会・米沢市共同募金委員会、米沢市ボランティア連絡協議会
（２１）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」
（２２）会の運営
ア 理事会の開催
第１回
日 時 令和元年 ５月３０日（木）午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター相談委員室
案 件 報第１号 職務執行状況の報告について
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２号 平成３０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３号 平成３０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４号 令和元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（第１回）につ
いて
議第５号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会理事候補者の選任について
議第６号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会監事候補者の選任について
議第７号 令和元年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会第１回評議員会の招集について
第２回
日 時 令和元年 ６月１７日（月）午後３時３０分
場 所 米沢市すこやかセンター 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の選定について
議第２号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会副会長の選定について
議第３号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会常務理事の選定について
第３回
日 時 令和元年１１月１５日（金）午前１０時５分
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
案 件 議第１号 ホームヘルパーステーション事業の廃止について
第４回

日 時 令和元年１２月２５日（水）午後１時３０分
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
案 件 報第１号 職務執行状況の報告について
議第１号 令和元年度歳末たすけあい募金の配分計画について
議第２号 令和元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（第２回）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候補者の選任について
議第４号 令和元年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会第１回評議員選任・解任委員会の
招集について
議第５号 令和元年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会第２回評議員会の招集について
第５回
日 時 令和２年 ３月１９日（木）午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
案 件 報第１号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会窪田児童センター学童クラブ運営規程及び社
会福祉法人米沢市社会福祉協議会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
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事務局規程の一部改正について
議第３号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会就業規則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非常勤ヘルパー就業規則の廃止について
議第５号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会ハラスメント防止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一般職員の給与に関する規程の一部改正につ
いて
議第７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８号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会介護職員処遇改善に関する規程の廃止につい
て
議第９号 令和元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（第３回）につ
いて
議第１０号 令和２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１１号 令和２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１２号 令和元年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会第３回評議員会の招集について
イ 評議員会の開催
第１回
日 時 令和元年 ６月１７日（月）午後１時３０分
場 所 米沢市すこやかセンター 第２会議室
案 件 議第１号 平成３０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３０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 令和元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（第１回）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 令和２年 １月２４日（金）午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 第３会議室
案 件 報第１号 ホームヘルパーステーションの事業廃止について
報第２号 令和元年度歳末たすけあい募金の配分について
議第１号 令和元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（第２回）につ

いて
第３回
日 時 令和元年２年 ３月２７日（金）午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 第２会議室
案 件 報第１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
報第２号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会ハラスメント防止規程の一部改正について
報第２号 社会福祉法人米沢市社会福祉協議会専門職員の給与の関する規程の一部改正につ
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一部変更について
議第２号 令和元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（第３回）につ
いて
議第３号 令和２年度者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４号 令和２年度者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 内部監査
日
時 令和元年 ５月１６日（木）午前９時
場
所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
監査事項 平成３０年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事業報告
平成３０年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会決算関係書類
社会福祉法人米沢市社会福祉協議会業務執行関係書類
エ 正副会長会
第１回
日 時 平成３１年 ４月 １日（月） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第２回
日 時 令和 元年 ５月 ８日（水） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第３回
日 時 令和 元年 ５月２０日（月） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第４回
日 時 令和 元年 ６月 ３日（月） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第５回
日 時 令和 元年 ７月 １日（月） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第６回
日 時 令和 元年 ７月３１日（水） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第７回
日 時 令和 元年 ９月 ２日（月） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第８回
日 時 令和 元年１０月 １日（火） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第９回
日 時 令和 元年１０月３１日（木） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第１０回
日 時 令和 元年１２月 ２日（月） 午前１０時

場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第１１回
日 時 令和 元年１２月１６日（月） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第１２回
日 時 令和 ２年 ２月 ３日（月） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第１３回
日 時 令和 ２年 ３月 ２日（月） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
第１４回
日 時 令和 ２年 ３月１０日（火） 午前１０時
場 所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
オ 支部長会
第１回
日
時 令和元年 ５月１３日（月）午後１時３０分
場
所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
報告事項 (１)令和元年度事務局体制について
(２)令和元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候補者及び山形県共同募金会・米沢市共同募金委員会運営
委員の推薦について
(２)平成３０年度支部活動補助金実績報告書及び決算書について
(３)令和元年度支部活動補助金交付申請書及び予算書について
(４)第５期米沢市地域福祉活動計画について
(５)生活支援体制整備事業について
(６)町内福祉部長に関する名簿の提出について
(７)地域福祉関連事業について
(８)その他
第２回
日
時 令和元年 ９月１１日（水）午後１時３０分
場
所 米沢市すこやかセンター 相談委員室
協議事項 (１)令和元年度共同募金について
(２)第２９回米沢市・市民福祉大会について
(３)生活支援体制整備事業について
(４)令和元年度支部社協重点事業について
(５)「福祉８策」策定後の住民への周知方法及び取組状況について
(６)令和元年度防災福祉マップ作製研修後の取組について
（７)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 令和２年 ２月１０日（月）午後４時
場
所 堀之内会館
協議事項 (１)ホームヘルパーステーション事業の廃止について
(２)令和元年度共同募金ご協力のお礼について
(３)第５期米沢市地域福祉活動計画について
(４)生活支援体制整備事業について
(５)高齢者見守り支援事業について
(６)除雪ボランティアセンターについて
(７)給食配送サービス事業について
(８)仲良し町内会づくり実践研修会について

(９)防災福祉マップ作成研修会について
(１０)米沢市生活自立支援センターについて
(１１)その他
（２３）自主財源の確保
ア 令和元年度賛助会員会費の状況
個人
８８名
４７８，０００円
企業・団体 １０２社
４６２，０００円
計
９４０，０００円
イ 令和元年度寄附金品の状況
令和元年 ５月１２日
愛の架け橋思い出づくりカラオケ発表会
２０，０００円
令和元年 ５月３０日
(株)髙橋自動車整備工場
１０，０００円
令和元年 ８月２０日
匿名
２０，０００円
令和元年 ８月２６日
日本舞踊鳳扇会
５０，０００円
令和元年 ９月 ２日
泉マーサロン
６，４６３円
令和元年１１月 １日
山口充夫
５，０００円
令和元年１２月１３日
明治大学校友会米沢地域支部
１００，０００円
寄附金合計額
２１１，４６３円
令和元年 ９月２０日 米沢松が岬ライオンズクラブ
車いす１０台
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
３，０３４件（前年度２，７６６件）
内訳 電話によるもの
１，８０８件（前年度１，５７６件）
来所によるもの
７０６件（前年度
７０７件）
アウトリーチによるもの
５２０件（前年度
４８３件）
プラン作成件数（再プラン含む）
４１件（前年度
３２件）
生活困窮者の多岐にわたる相談に幅広く対応し本人の自立に向けた支援を行った。
電話、来所での相談に限らずアウトリーチによる支援も実施した。
（２）ふれあい相談事業
生計に関する相談
１８７件（前年度２８８件）
その他一般相談
４４件（前年度 ４４件）
家族関係などに悩む相談が多く見られた。
（３）福祉サービス利用援助事業（県社協受託事業）
相談件数
５２９件（前年度３１３件）
契約締結件数
１９件（前年度 ８件）
解約件数
５件（前年度 ８件）
援助契約件数
４８件（前年度３４件）
（４）法人後見事業
受任件数 １２件 （後見６件、保佐４件、補助２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
１８件 １３，８３８，０００円 （前年度３１件 ２９，４５１，０００円）
イ．社会福祉資金
貸付け
２８件
７７０，０００円 （前年度２９件
８６０，０００円）
（６）居宅介護支援事業
ケアプラン作成件数 介護保険
７７３件（前年度
７８３件）

介護予防
２８９件（前年度
２３５件）
計
１，０６２件（前年度１，０１８件）
認定調査受託件数
４７件（前年度 ５０件、市外２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
３，２６４件（前年度３，６６０件）
内訳 介護保険に関すること
８９３件（前年度８９５件）
住宅改修に関すること
２０６件（前年度１０６件）
施設入所に関すること
１８０件（前年度３３３件）
経済・生活・環境・在宅福祉サービスに関すること ７１１件（前年度９５７件）
認知症・精神保健・医療に関すること
７９７件（前年度７２３件）
権利擁護・その他
４７７件（前年度６４６件）
イ．ケアマネジメント支援業務
相談件数
５１７件（前年度５１０件）
内訳 関係機関との連携等
１００件（前年度１０４件）
介護支援専門員に対する個別支援等
４７件（前年度１５９件）
ケアプラン作成指導・その他
３７０件（前年度２４７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
２，６５０件（内委託２，０１５件）
前年度 ２，１６６件（内委託１，７２４件）
エ．小地域ケア会議
【南部圏域】
≪ニュータウン南原≫
日 時 令和２年 １月３１日（金） 午後１時３０分から午後３時
場 所 ニュータウン南原公民館
参加者 １２名

