
 

 

令和２年度社会福祉法人米沢市社会福祉協議会事業報告 

 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大が生活様式・働き方に大きく影響し、地域社会における貧困、孤立化や

日常生活上の様々な問題など生活課題、福祉課題の顕在化に一層拍車をかけた１年となり、また社会福祉協議会の活

動にも大きな制約を受けざるをえない年となりました。 

困難な状況の年ではありましたが、第５期地域福祉活動計画の初年度に当たり、地域福祉の推進を使命とする本会

では、地域でのたすけあい活動を主眼に置き、生活課題を抱える地域住民一人ひとりに、関係機関と連携し継続的な

支援の提供に努め「地域共生社会」の実現に向け、地域への関わりを引き続き進めてきました。 

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

人のための法人後見事業、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も

継続して取り組むとともに、コロナ禍で大きな影響を受けた方々への食糧支援や総合支援資金、緊急小口資金の貸付

相談窓口としても取り組んできました。 

また引き続き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との連携・調整に努めてきました。 

 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、支部社協、市民各位、民生委員・児童委員、町

内福祉部長・福祉協力員、ボランティア等関係者の皆さん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 

基本計画１ つたえる（広報・啓発） 

   地域住民の福祉活動を推進していくため、見やすくわかりやすい広報紙を作成するとともに、ＳＮＳの活用やマ

スコミの協力を得ながら情報発信に努めてきました。また、福祉教育事業や福祉活動に対する気運を高めてもらう

よう取り組みました。 

１ 福祉情報の発信 

（１）広報紙「ほのぼの」を年５回発行（６月、７月、１０月、１２月、３月）による情報提供を行った。 

（２）社協ホームページ・フェイスブックでの情報発信 

（３）福祉部だよりを年３回（８月・１２月・３月）発行した。 

（４）第５期米沢市地域福祉活動計画ダイジェスト版を作成し、研修会等で配布し啓発に努めた。 

（５）広報検討会を開催し、広報作成に関する意見交換を行った。 

２ 福祉教育・福祉学習（福祉共育）をすすめる 

（１）福祉教育・福祉学習プログラムの作成のため福祉指定校関係者と情報収集を行った。 

（２）福祉指定校事業２１校を指定した。 

   興譲小、東部小、南部小、北部小、万世小、関根小、南原小、関小、三沢東部小、三沢西部小、広幡小、六郷

小、塩井小、窪田小、一中、四中、五中、六中、七中、米沢興譲館高、九里学園高 

（３）福祉体験学習の推進 

   米沢市社会福祉法人連絡協議会の協力により万世小、北部小で体験学習を実施した。 

３ 福祉イベントを開催する 

（１）第３０回米沢市・市民福祉大会  

新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止 

（２）第２６回米沢市生涯学習フェスティバル参加 

新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止 

 

基本計画２ つながる（連携・協働） 

身近な地域でお互いにゆるやかな見守りや声かけを行い、気にかけ合う関係性ができるよう行政やコミュニティセ

ンター、支部社協、民児協、関係機関等と連携し、研修会や座談会等を開催しました。 

１ 住民同士のつながりを強化する 



（１）お互いさまの関係づくりを推進するため啓発に努めた。 

（２）ゆるやかな見守り、声かけの推進するため町内福祉部を中心に働きかけた。 

（３）町内福祉部長３４１名へ町内福祉部だよりを発行し、活動を支援した。 

（４）民生委員・児童委員の活動周知として、民生委員・児童委員手作りのチラシを作成した。 

（５）東日本大震災避難者支援  

訪問対象世帯数 １１１世帯 ３４４名 （前年度１２２世帯 ３８９名） 

山形県避難者相談支援事業（県社協受託事業）を実施し、生活支援相談員による避難者宅の訪問、関係機関と

連携し見守りや相談、情報提供を行い避難者の不安解消に努めた。 

避難者同士の交流を図るため次のイベントを実施した。  

①ほっこり温泉  

令和２年１０月２３日（金） 小野川温泉河鹿荘 参加者 １３名 

内 容 『笹野一刀彫』絵付け体験、入浴休憩   

②スマイル 

令和３年３月２６日（金）普門院・羽黒神社 参加者 １１名  

内 容 米沢浄水管理センターの見学  

③サロン 

第１回 令和２年 ７月２１日（火） 参加者１２名 ひょうたんランプ作り  

第２回 令和２年 ９月１５日（火） 参加者１３名 ハーバリュウム作り＆芋煮会  

第３回 令和２年１１月１７日（火） 参加者１４名 ストレッチポール体験  

第４回 令和３年 ２月１６日（火） 参加者１３名 ポーセラーツ体験  

 （６）防災研修会の開催 

新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止 

 （７）町内見守り（防災）マップの作成 

新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止 

 （８）外国籍の方の支援に向けた連携 

新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止 

２ 支部社協活動を支援する 

（１）支部社協福祉活動指針（福祉８策）の推進 

（２）町内新任福祉部長研修会 

   令和２年 ６月２１日（日）東部支部  令和２年 ７月１５日（水）万世支部   

令和２年 ７月２９日（水）窪田支部  令和２年 ９月１３日（日）西部支部  

令和２年１０月１４日（水）愛宕支部  令和２年１０月１５日（木）松川支部 

 （３）福祉ネットワーク懇談会の開催支援 

新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止   

（４）おしょうしな福祉座談会 

   令和２年１０月１５日（木） 松川支部  

内 容 松川支部福祉８策の取組状況について 

３ 社会福祉法人の公益的な取組を推進する 

（１）米沢市社会福祉法人連絡協議会との協働事業 

市内の社会福祉法人が相互に情報交換を行い、福祉課題の共有と連携・協働を図った。 

①幹事会 

     第１回 令和２年７月２９日（水） 参加６法人 

     第２回 令和３年３月 ９日（火） 参加６法人 

②定期総会 

     令和２年８月２５日（火）参加１５法人 

     内 容 令和元年度事業報告及び決算の承認、監査報告 

令和２年度事業計画及び予算  

    ③福祉体験学習指導 

     万世小学校（指導：米沢栄光の里） 北部小学校（指導：米沢弘和会） 



④フードドライブ 

     米沢栄光の里より３２９品の食料品寄附   

４ コミュニティセンターとの連携を強化する 

コミュニティセンターを訪問し、誰もが参加できる事業の協働に向けて情報収集を行った。 

 

基本計画３ つくる（活動・拠点） 

誰もが元気に活躍できる地域や気軽に交流できる集いの場を推進しました。また、ボランティア活動について身近 

で気軽に参加していただける活動を中心にＰＲを行いました。 

１ 誰もが元気に活躍できる地域をつくる 

学び合う研修会開催に向けた情報収集について、新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

２ 集いの場づくりを広める 

（１）ふれあい・いきいきサロン、ふれあい子育てサロン活動支援 

ふれあい・いきいきサロン ５７箇所（前年度５６箇所） 

ふれあい子育てサロン    ３箇所（前年度３箇所） 

①子育てサロン情報交換会 

第１回 令和２年７月１０日（金）参加者６名 

        内 容 今年度の活動、子育てサロン交流会について、情報交換、助成金交付        

第２回 令和３年３月５日（金）参加者４名 

        内 容 今年度の活動状況、来年度の活動、子育てサロン交流会について、情報交換        

②子育てサロン交流会 

    令和２年１０月７日（水）参加者７組 

    内 容 ふれあい体操     

（２）カフェや食堂などとの連携 

カフェや食堂などへ福祉協力店について啓発、協力依頼のためステッカーを３００枚作成した。 

（３）地域食堂（こども食堂・みんなの食堂）支援 

地域の居場所づくりや多世代交流、孤食防止となる地域食堂の立ち上げを支援した。 

   「はなみずきの会」（みんなの広場）開催に関する話合いに参加 

     第１回 令和２年９月２５日（金）参加者 ５名 

         内 容 次年度の活動について、助成金の申請について          

第２回 令和３年２月１９日（土）参加者 ４名 

         内 容 次年度の活動について          

（４）障がい者とのふれあいのつどいの実施 

 令和２年１０月１０日（土）参加者１９名 南陽市（熊野神社、スカイパーク） 

車いすでは行くことが難しい神社の参拝とパラグライダー飛行を見学し、非日常を味わった。     

（５）障がい者の集いの場「にこ・かふぇ」の実施 

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 令和２年 ６月２７日（土）参加者４名 

    第２回 令和２年 ７月１８日（土）参加者４名 

第３回 令和２年 ８月２２日（土）参加者２名 

第４回 令和２年 ９月１９日（土）参加者４名 

第５回 令和２年１１月２８日（土）参加者３名 

第６回 令和２年１２月１２日（土）参加者５名 

（６）ひとり親家庭ふれあい交流会 

   令和２年７月２６日（日）参加者６名、１１家族 山形県飯豊少年自然の家 

   内 容 交流会     

（７）ふれあい会食会の支援 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

（８）高齢者いきがい事業 

   ①老人体育レクリエーション大会の共催 



    新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止 

   ②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 

（９）高齢者いきいきデイサービス（市委託事業）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１９５名   

実施回数 Ａコース７３回 Ｂコース５３回 Ｃコース３８回 

アクティブコース 登録者 ６７名   

実施回数 ６８回 

（１０）地域活動支援センター（市委託事業） 

    登録者数 １６名（前年度１５名） 

    実施回数 ２１２回（前年度２３６回） 

３ ボランティア活動をすすめる 

（１）ボランティアセンターの運営 

   ①ボランティア登録・斡旋 

    新規登録 ７個人 ３団体（前年度１４個人 ２団体） 

    登録総数 ８３個人 ５９団体（前年度８８個人 ６３団体） 

   斡旋件数 １１６件（前年度８５５件） 

  保険の加入の推進  活動保険 基本タイプ １，５１５名（前年度２，１３５名）  

天災タイプ ２８名（前年度２０名） 

              行事保険    ５１３名（前年度１，５８０名） 

②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） 

令和２年１１月１１日（水）白鷹町中央公民館２階 大会議室 米沢市より８名参加 

内 容 置賜ボランティアの輪研修会  

    講演 「コロナ禍におけるボランティア活動の進め方について」 

    講師 特定非営利活動法人全国コミュニティサポートセンター理事長 池田昌弘氏 

（２）除雪ボランティアセンター設置・運営 

①除雪支援体制の整備 

除雪ボランティア雪かき隊登録数 １７個人、５団体、６学校 

②除雪支援 

    活動件数 ２０件 活動延べ人数８７名 （前年度０件）    

③「雪かき隊」集中活動の実施 

    令和３年１月２４日（日） 参加者３９名 

場 所 板谷地区 ８世帯        

（３）災害ボランティアセンターの運営準備 

①米沢市災害ボランティアセンター連絡会議 

令和２年１２月２日（水）参加者 ９名 

内 容 県内で立ち上がったコロナ禍での災害ボランティアセンターの活動状況について 

情報交換（防災に関する平時の取組等について） 

②米沢発山形県豪雨被災地支援ボランティアバス 

令和２年８月２２日（土）参加者 １１名 

内 容 山形県村山市における災害ボランティア活動  

（４）ボランティア活動検討委員会の開催 

  新型コロナウイルス感染症の影響で中止 

４ 外出支援の実施に向けての検討 

（１）関係機関との情報交換  

民生委員・児童委員各地区協議会長研修会、市長及び教育長との懇談会 

    開催日 令和２年７月３１日（金） 

    内 容 交通弱者の移動について 

（２）住民同士の助け合い・話合い 

 ①令和２年度移動サービス事例報告会 



開催日 令和３年２月１７日（水） 

    内 容 先進地の事例報告 

②生活支援活動ステップアップ講座 移動支援講座 

    開催日 令和３年３月３日（水）   

   内 容 移動サービスの概要説明、先進地の事例報告等先進地の事例紹介 

民生委員・児童委員各地区協議会会長研修会、市長及び教育長との懇談会 

   開催日 令和２年７月３１日（金） 

   内 容 交通弱者の移動について 

５ 活動基盤を強化する 

（１）自主財源の確保 

①令和２年度賛助会員会費の状況 

個人    １０３名   ５５２，０００円 

企業・団体 １０６社  ４８６，０００円 

    計          １，０３８，００００円 

②令和２年度寄附金品の状況       

    寄附金 令和２年４月７日    匿名       ２５，０００円 

        令和２年１１月２４日  大久保邦正    ５０，０００円 

        令和３年１月１４日   株式会社夢グループ １，３２０円  

寄附金合計額                   ７６，３２０円 

物品  令和２年６月２日 米沢松川ライオンズクラブ  テント２張                 

（２）共同募金会の協力 

①赤い羽根街頭募金への協力  

街頭募金活動 （支部１４回、職員１回、民児協２回） 募金実績 １９２，８６５円 

法人募金（支部社協力）  １，０８５，９７８円 

  ②歳末たすけあい配分金総額       ４，７１３，０００円 

     内訳 支援を必要とする世帯     ３，６９３，０００円 

        認可外保育所           ２４０，０００円 

地域活動支援センター       １２０，０００円 

就労移行支援・就労継続支援事業所 ６６０，０００円 

（３）福祉団体事務局受託 

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 

（４）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」 

（５）会の運営 

①理事会の開催 

第１回 決議の省略 理事会の決議があったものとみなされた日 令和２年６月８日（月） 

案 件 報第１号 規程管理規程の一部改正について 

議第１号 就業規則の一部改正について   

議第２号 令和元年度事業報告について   

議第３号 令和元年度資金収支決算について   

           議第４号 令和２年度資金収支補正予算（第１回）について    

議第５号 理事候補者の選任について  

           議第６号 評議員選任・解任委員会委員の選任について    

議第７号 苦情解決第三者委員の選任について  



           議第８号 決議の省略による令和２年度第１回評議員会への提案について 

   第２回 日 時 令和２年７月３１日（金）午前１０時 

案 件 報第１号 職務執行状況の報告について 

第３回 日 時 令和２年９月１６日（水）午前１０時 

       案 件 議第１号 居宅介護支援事業所利用者に対する逸失利益の賠償について 

           議第２号 令和２年度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４回 日 時 令和２年１２月２５日（金）午前１０時 

       案 件 報第１号 職務執行状況の報告について 

報第２号 職員資格取得助成要綱の一部改正について 

報第３号 敬師学童クラブ運営規程等の一部改正について 

議第１号 令和２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２度資金収支補正予算（第２回）について 

議第３号 令和２年度米沢市社会福祉協議会第３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（金）午後１時３０分 

案 件 議第１号 就業規則の一部改正について 

           議第２号 嘱託職員及び臨時職員就業規則の一部改正について 

議第３号 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４号 一般職員の給与に関する規程の一部改正について 

           議第５号 経理規程の一部改正について 

           議第６号 役員等賠償責任保険契約の締結について 

           議第７号 令和２度資金収支補正予算（第３回）について 

           議第８号 令和３年度事業計画について 

           議第９号 令和３年度資金収支予算について 

           議第１０号  令和２年度米沢市社会福祉協議会第４回評議員会の招集について 

 第６回 日 時 令和２年３月２６日（金）午前１０時 

案 件 議第１号 事務局長の異動について 

②評議員会の開催 

第１回 決議の省略 評議員会の決議があったものとみなされた日  令和２年６月２２日（月） 

案 件 議第１号 令和元年度事業報告について 

          議第２号 令和元年度資金収支決算について 

                監査報告 

           議第３号 令和２年度資金収支補正予算（第１回）について    

議第４号 理事の選任について 

第２回 日 時 令和２年９月２８日（月）午前１０時 

案 件 議第１号 居宅介護支援事業所利用者に対する逸失利益の賠償について 

 第３回 日 時 令和３年１月１４日（木）午後１時３０分 

案 件 報第１号 令和２年度歳末たすけあい募金の配分について 

議第１号 令和２年度資金収支補正予算（第２回）について 

   第４回 日 時 令和３年３月２９日（月）午前１０時 

案 件 議第１号 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２号 令和２年度資金収支補正予算（第３回）について 

議第３号 令和３年度事業計画について 

議第４号 令和３年度資金収支予算について 

③内部監査  

日  時 令和２年５月２６日（火）午前９時 

監査事項 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 

令和元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 

④正副会長会 



第１回  令和２年４月１日（水）午前１０時 

第２回  令和２年５月１日（金）午前１０時 

第３回  令和２年 ５月２８日（木）午前１０時 

第４回  令和２年 ６月３０日（火）午前１０時 

第５回  令和２年 ７月２１日（火）午前１０時 

第６回  令和２年 ７月３１日（金）午前１０時 

      第７回  令和２年 ９月 ３日（木）午後３時 

第８回  令和２年 ９月１６日（水）午前１０時 

第９回  令和２年 ９月２８日（月）午前１０時３０分 

第１０回 令和２年１１月 ２日（月）午前１０時 

      第１１回 令和２年１２月 ３日（木）午前１０時 

第１２回 令和２年１２月１６日（水）午前１０時  

第１３回 令和３年 ２月 １日（月）午前１０時 

第１４回 令和３年 ３年 １日（月）午前１０時 

第１５回 令和３年 ３月１０日（水）午前１０時 

⑤支部長会 

第１回 新型コロナ感染拡大のため書面通知 

（１）令和２年度事務局体制について 

（２）令和２年度事業計画についいて 

（３）令和元年度支部活動補助金実績報告及び決算書の提出について 

（４）令和２年度支部活動補助金交付申請書及び予算書の提出について 

（５）生活支援体制整備事業について 

（６）町内福祉部長研修会について 

（７）福祉部長に関する名簿の提出について 

（８）おしょうしな福祉座談会について 

（９）米沢市生活自立支援センターについて 

第２回 日  時 令和２年９月３日（木）午後１時３０分 

協議事項（１）令和２年度共同募金について 

           （２）第５期米沢市地域福祉活動計画について 

           （３）令和２年度地域福祉事業について 

（４）生活支援体制整備事業について  

（５）その他 

 ①米沢市・市民福祉大会の中止について 

     ②生活困窮者応援米給付事業について 

     ③令和２年度支部社協補助金について 

   第３回 日  時 令和３年２月１５日（月）午後２時 

       協議事項 令和３年６月改選期の理事候補及び評議員候補者の社協支部関係の選出について 

⑥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３年２月１５日（月）午後３時 

協議事項（１）令和３年６月改選期の評議員候補者の選出について  

    （２）令和２年度共同募金実績報告について 

（３）生活支援体制整備事業について   

（４）高齢者見守り支援事業について 

（５）除雪ボランティアセンターについて 

（６）給食配送サービス事業について 

（７）福祉協力店について 

（８）米沢市生活自立支援センターについて 

       （９）その他 

 



基本計画４ ささえる（相談・支援） 

地域共生社会の実現に向けて、様々な福祉相談を一体的に受付する福祉総合相談を設置し、行政や関係機関と連携

してきました。また、誰もが住み慣れた地域でいきいきと生活ができるよう、地域包括ケアシステムを推進しました。 

１ 福祉の総合相談窓口を設置する 

（１）福祉相談を一体的に対応する「福祉総合相談窓口」での対応 

米沢市生活自立支援センターと権利擁護センターの窓口を一つにして職員が相談に応じた。コロナ禍によっ

て生活が困窮する世帯の相談や引きこもりに困惑する世帯の相談に応じた。 

（２）米沢市生活自立支援センター（市受託事業） 

   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、来所での相談アウ

トリーチによる支援を実施した。 

相談件数 ４，１８２件（前年度３，０３４件） 

    内訳 電話によるもの  ２，６４８件（前年度１，８０８件） 

       来所によるもの  １，２５０件（前年度 ７０６件） 

       アウトリーチによるもの  ２８４件（前年度 ５２０件） 

プラン作成件数（再プラン含む）   ５３件（前年度 ４１件） 

 （３）山形県生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）・米沢市社会福祉資金貸付事業 

   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。  

①生活福祉資金（県社協受託事業） 

貸付け  ３７６件 １５０，０２４，０００円 （前年度１８件 １３，８３８，０００円） 

②社会福祉資金 

貸付け  ３０件  ８７２，０００円 （前年度２８件 ７７０，０００円） 

（４）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        ２３４，９４７円 

玄米          １，５３０kg 

非常食           ２９５食 

     食料品         １，２９２点 

     衛生用品他         ４０３点 

払出し 

     現金         ９２，７００円 

玄米          １，１３５kg 

非常食           ２９５食 

食料品         １，２９２点 

衛生用品他         ４０２点 

車いす             １台 

（５）福祉制度の狭間にある方への支援 

   母子家庭や障害者世帯などの相談に応じ、毎週フードバンクから支援を行った。 

（６）関係機関との情報交換 

   生活困窮者自立支援調整会議等の場で関係機関と情報交換を行った。 

２ 権利擁護センターを設置する 

（１）成年後見制度の利用促進 

  制度に関する問合わせや利用相談に応じた。 

（２）福祉サービス利用援助事業（県社協受託事業） 

 相談件数 ７１１件（前年度５２９件） 

   契約締結件数 １４件（前年度１９件） 

   解約件数   １６件（前年度５件） 

   援助契約件数 ４６件（前年度４８件） 

（３）法人後見事業 



   新規 ６件  辞任１件 終了１件   

   受任件数 １６件 （後見７件、保佐６件、補助３件） 

３ 地域包括ケアシステムの推進に協力する 

（１）地域包括支援センター（西部圏域・南部圏域）の運営（市受託事業） 

①総合相談支援業務 

    相談件数   ３，３５２件（前年度３，２６４件） 

    内訳 介護保険に関すること １，１５７件（前年度８９３件） 

       住宅改修に関すること   １９０件（前年度２０６件） 

       施設入所に関すること   １３７件（前年度１８０件） 

       経済・生活・環境・在宅福祉サービスに関すること ６８８件（前年度７１１件） 

       認知症・精神保健・医療に関すること ７９１件（前年度７９７件） 

       権利擁護・その他  ３８９件（前年度４７７件） 

②ケアマネジメント支援業務   相談件数 ４０７件（前年度５１７件） 

    内訳 関係機関との連携等 ８３件（前年度１００件） 

      介護支援専門員に対する個別支援等 ５８件（前年度４７件） 

      ケアプラン作成指導・その他 ２６６件（前年度３７０件） 

   ③介護予防ケアマネジメント 

    介護予防ケアプラン作成 ２，４８７件（内委託１，７７９件） 

 前年度 ２，６５０件（内委託２，０１５件） 

（２）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、老人クラブ、町内

会、地域のお茶のみ会 

   ②啓発活動  

通いの場事例集を４００部、生活お助けガイドブックを２５０部、支えあい活動を紹介した。 

「地域のお宝」チラシを作成し、ホームページやフェイスブックに掲載した。 

③制度の周知 

   町内会長・町内福祉部長等研修会、おしょうしな福祉座談会、米沢市民生委員児童委員連合協議会高齢福祉

部研修会、民生委員児童委員地区定例会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２、第４木曜日実施した。 

⑤担い手の養成 みんなのしゃべりＢａ 

    第１回 実施日 令和２年１２月１８日（金） 

        内 容 地域のお宝についての説明と事例紹介、情報交換（身近にある支え合いについて） 

        参加者 ２０名 

    第２回 実施日 令和３年３月９日（火） 

        内 容 座談会（現在の活動状況とこれから取り組んでみたいこと等） 

        参加者 １１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。 

   ⑦ 研修会の参加 

    関係機関主催の研修会に参加した。 

（３）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高齢者のみの世帯、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高齢者の不安解消に努めた。 

    登録人数 １３３名（前年度１３０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 

（４）米沢市高齢者ホームヘルプサービス事業（市受託事業、令和２年度終了） 

   月毎利用者数合計 １２０名（前年度１２９名） 

年間訪問時間数  ３０８時間（前年度３８１．５時間） 

（５）給食配送サービス事業（ふれあい型・生活支援型） 

   ふれあい型 ３支部（前年度３支部）６１８食（前年度６１２食） 

   生活支援型 ２，３５９食（前年度３，１５５食） 

（６）居宅介護支援事業 

   ケアプラン作成件数 介護保険  ８８６件（前年度７７３件） 

             介護予防  １８２件（前年度２８９件） 

               計 １，０６２件（前年度１，０６２件） 

   認定調査受託件数 ３４件（前年度４７件） 

 

 地域における利用者本位の福祉サービスをめざし、住み慣れた地域で暮らし続けることを支えるため地域福祉活動

と連携した事業を実施した。 

１ 指定管理事業 

（１）窪田児童センター、上郷児童センター、ひまわり学園の管理、経営を新型コロナ感染症対策を実施しながら

行った。 

①窪田児童センター 

自由来館実績  幼児 ４９名（前年度２１２名）学童 ７名（前年度１６２名） 

集団指導実績  延べ ４，３６４名（前年度５，２３１名） 

②上郷児童センター 

自由来館実績  幼児 ３１名（前年度１６４名）学童 ３名（前年度１０３名） 

集団指導実績  延べ ２，８４２名（前年度３，７１３名） 

 ③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２４７日）  

延べ利用者数 １，０３８名（前年度  ９５０名） 

    一日当たり平均利用児童数 ４．２名 （前年度３．８名） 

イ 幼児ことばの相談・指導訓練事業 

    開園日数 １８７日（前年度１５９日）  

延べ利用者数 ４３２名（前年度３４７名）  

一日当たり平均利用児童数  ２．３１名 （前年度２.１８名）  

相談件数 ４８件（前年度３１件） 

ウ 米沢市発達障がい児等支援事業（市受託事業） 

  相談支援の実施 来所相談 ４１件（前年度３３件）  

電話相談 ６０件（前年度 ４３件） 

  小集団活動支援（のびのびひろば）  

まめっこくらぶ（３歳未満児） 

利用延べ人数１１３名 開設回数３２回（前年度５０名 ２３回） 

     とまとくらぶ（年少児）    

利用延べ人数  ０名 開設回数 ０回（前年度３９名 １３回） 

     じょいなすくらぶⅠ（年中児） 

利用延べ人数 ５２名 開設回数１２回（前年度１４名 ６回） 

     じょいなすくらぶⅡ（年長児） 

利用延べ人数  ５名 開設回数 ４回（前年度４８名  １３回）  

エ 研修会の開催  

    保護者対象研修会 令和２年 ６月１２日（金） 就学説明会 （教育委員会） 



             令和２年１０月１５日（木） 勉強会（講師 DVD視聴）  

サポートファイル説明会 随時 

支援者対象研修会 令和２年 ７月３１日（金）講師 色摩 和幸 氏 

             令和２年１０月２９日（木）講師 色摩 和幸 氏 

２ 受託事業 

（１）意思疎通支援事業（市受託事業） 

①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） ３５０回（前年度４７２回） 

          派遣による通訳・緊急時通訳   ２９９回（前年度２６６回） 

                        計 ６４９回（前年度７３８回） 

    手話奉仕員派遣 ７回（前年度１８回） 

②手話体験教室 

    実施日 令和２年７月 ３日(木)  参加者６名 

令和２年８月 ６日(木)  参加者６名 

        令和２年８月２９日(木) 参加者１５名 

        令和２年９月 ４日(金)  参加者１０名 

内 容 手話であいさつや自己紹介、簡単な会話の体験 

場 所 米沢市すこやかセンター 第２会議室 

  ③要約筆記体験教室 

    実施日 令和２年９月６日（日） 参加者１７名 

    内 容 要約筆記の概要の講話と手書きによる要約筆記体験 

場 所 米沢市すこやかセンター 第２会議室 

（２）福祉バス運営管理事業 

１号車をツバメタクシー、２号車を吾妻観光タクシーに運行委託し、事業を実施した。 

    １号車 運行日数 ２５日（前年度８６日）利用者数 ３３３名（前年度２，１７５名） 

    ２号車 運行日数  ８日（前年度８５日）利用者数  ６３名（前年度１，２７６名） 

（３）学童保育所の運営 

  新型コロナ感染症対策を実施しながら運営した。 

敬師学童クラブ        延べ   ９４３名（前年度 ２，１２２名） 

窪田児童センター学童クラブ  延べ ６，３９３名（前年度 ８，２３２名） 

   上郷児童センター学童クラブ  延べ ３，８８５名（前年度 ６，７９７名） 

 

 


