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 平成 26年度 

社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 事業計画 

 

基本方針 

  少子・高齢社会の一層の進展や人口減少並びに核家族化等に伴い、ひとり暮らし高

齢者や高齢夫婦のみの世帯が増加し、家族内の見守りや介護機能の低下、地域連帯感

の希薄化によるコミュニティの脆弱化が叫ばれる中で、地域においては生活困窮、虐

待、ひきこもり、孤独死や自殺、災害時支援、消費者被害など、地域からの孤立を起

因とする様々な生活課題が深刻化しています。 

 また、地震大国であるわが国の災害時支援のあり方や、生活困窮者自立支援法の成

立による、今後の社会的孤立の防止に向けた取り組みなど、社会福祉協議会の役割の

重要性が今まで以上に問われています。 

 このような状況のもと、平成 22 年度から始まり５ヶ年計画の最終年となる「第２

次岐阜市地域福祉活動計画」に基づき、社協支部を中心とした住民参加、協働による

地域での支え合いや災害時・緊急時の支援に係る事業を中心に推進しながら、福祉コ

ミュニティの形成を図っていくとともに、市と一体的に策定する次期(第３次)計画の

協議を重ねてまいります。 

福祉サービス利用者への対応としては、サービスの利用を支援する立場から、日常

生活自立支援事業や法人後見事業による要支援者の自立支援と権利擁護を推進する

とともに、地域包括支援センターにおける総合相談と介護予防事業、生活支援事業を

実施し、要支援者ができる限り地域で自立した生活をおくることができるように支援

します。 

また、低所得者への貸付等の相談に対する相談窓口機能については、引き続き充実

を図ります。 

介護サービス事業においては、独立採算の経営理念のもと効率的かつ効果的で適切

な事業運営に努め、利用者本位で信頼される質の高い福祉サービスを実施します。ま

た、社協らしさのある制度外サービスの充実や障害福祉サービスが適切に利用できる

よう支援を図ってまいります。 

こうした事業を積極的に行うことにより、誰もが住み慣れた地域で家族や友人、地

域住民とともに、心豊かで健康的ないきいきとした生活ができる福祉社会の実現に向

けて努力いたします。 

 

Ⅰ  重点目標 

１ 第２次岐阜市地域福祉活動計画の推進 
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   平成 22 年度から始まった第２次岐阜市地域福祉活動計画に基づき、重点事業

を中心として地域福祉活動を推進していきます。 

 

  【重点事業】 

① 福祉委員の設置・活動の検討 

   福祉委員を設置し、地域の実情に応じた福祉委員の活動を検討します。 

また、地域の福祉問題の発見や福祉情報の伝達を推進するために、民生委

員等との連携や協力体制づくりを進めていきます。 

   平成 25 年度までに 25 支部において設置や設置に向けた検討を進めていま

す。平成 26年度は、新たに 7支部での取り組みを目標とします。 

 

② 牛乳ビン等を利用した個人情報の自己管理の推進 

   牛乳ビン等を利用した個人情報の自己管理を推進します。このような取り

組みを通じて、災害時や日常の緊急時に強い地域づくりを目指していきます。 

   平成 25年度までに 30支部で取り組みを進めています。平成 26年度は、新

たに 7支部での実施を目標とします。 

 

③ 「支え合いマップづくり」による地域の話し合いの場づくり 

   支え合いマップづくりは、その作成過程に様々な人が参画することによっ

て、自分たちの地域を知る有効な手段になります。地域の問題・課題の共有

化、問題解決のための方策の検討、実践のためのネットワークやしくみづく

り等を行っていくことを通して、地域の話し合いの場づくりを進めていきま

す。 

   平成 25年度までに 34支部で取り組みを進めています。平成 26年度は、新

たに 16支部での取り組みを目指し、全支部での実施を目標とします。 

 

２ 福祉サービス利用支援事業の充実 

日常生活自立支援事業、法人後見事業及び地域包括支援センター中央北事業を

引き続き推進して、関係機関と連携を取り多様な社会資源の活用や情報提供、連

絡調整を行い、住民が地域で自立した生活を送ることができるよう支援します。 

   平成26年度からは、急増する日常生活自立支援事業の利用者に対応するため、

専門員を増員し相談支援体制の充実を図ります。 

 

３ 在宅福祉サービスの安定運営 

   効率的、効果的かつ適切で安定した事業運営に努めるとともに、利用者本位で

信頼される質の高いサービスを提供します。また、社協の独自事業として、制度

の谷間などにある福祉ニーズに対して制度外サービスを実施します。 

   平成 26 年度からは、新たに特定相談支援事業を行うことにより、障害福祉サ
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ービスを適切に利用することができるよう支援します。 

 

Ⅱ  事業実施計画 

【法人運営事業】 

１ 理事会・監事会・評議員会並びに部会・委員会の開催 

役員主導による事業の企画立案、実施のため次のとおり開催します。 

（1）理事会、監事会及び評議員会 

（2）支部長会 

（3）総務財政、地域福祉事業、調査広報、在宅福祉サービス事業各部会 

（4）積立資産管理運営委員会 

 

 ２ 活動基盤の確立 

本部事務所、柳津支所並びに中央センター、南部センター、北部センター、柳

津センターを拠点として、社協活動の基盤である支部活動を中心とした地域福祉

活動の活性化を図るとともに、介護保険事業等の在宅福祉サービスの効率的、効

果的な運営に努めます。 

（1）本部事務所及び柳津支所並びに岐阜市ボランティアセンター、岐阜地区福祉 

サービス利用支援センターの充実 

(2) 岐阜市地域包括支援センター中央北の充実 

（3）中央センター、南部センター、北部センター及び柳津センターの充実 

    

３ 財政基盤の確立 

社協体制基盤の確立と事業の充実を図るには、財政基盤の確立が不可欠の要件

であるため、最も重要な自主財源である会費について、社協支部の協力を得て、

普通会員の加入促進と特別会員（個人・法人・賛助・施設団体）の増強を図りま

す。また、各種積立資産の効率的運用により安定した財源確保を図ります。 

介護保険事業等の介護サービス事業については、独立採算の経営理念のもと効

率的、効果的かつ適切で安定した事業運営に努めます。 

（1）普通会員の加入促進と特別会員の増強による自主財源確保 

（2）福祉ボランティア基金積立資産・社会福祉推進基金積立資産・福祉サービス 

利用支援基金積立資産の安定運用 

（3）財政調整資金積立資産、介護サービス事業運営積立資産等の運用 

 （4）介護サービス事業の効率的、効果的で適切な運営 

 

４ 広報啓発活動 

社協事業に対する理解と認識を高め、市民の福祉活動の参加を促進するため次
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の事業を実施します。 

（1）社協だよりの発行（4月 15日・7月 1日・9月 15日・1月 15日、年４回発行） 

（2）社協ホームページによる広報 

○ホームページによる福祉情報の提供 

        ｱﾄﾞﾚｽ  http://www.gifushi-shakyo.or.jp 

（3）岐阜市民福祉大会の開催（岐阜市と共催） 

岐阜市と共催により、市民の社会福祉に対する理解を深め、市民参加によ

る福祉のまちづくりを推進するため、社会福祉功労者の表彰等を実施します。 

 

５ 岐阜市民福祉活動センターの経営（指定管理者制度による受託事業） 

岐阜市から指定管理の委託を受け、岐阜市民福祉活動センターの管理運営を行

うとともに、福祉活動の場としての会議室の貸し出しや福祉活動に関する相談業

務等を行うことによって、福祉活動の推進を図ります。 

 

６ 募金運動等の協力 

（1）共同募金 

助け合いの精神と福祉への参加を呼び掛け、共同募金運動に積極的に協力

します。 

(2) 赤十字事業 

赤十字社員の増強と赤十字事業に協力します。 

 

７ 人材育成・研修 

「人事考課制度」の実施により、職員の職務遂行能力や役割の重要度、能力の

把握、適材適所等を適正に行い、組織の活性化、人材育成、公正処遇の実現をめ

ざします。また、役職員等の更なる資質向上を図るため、研修会、大会等に積極

的に参加するとともに、職員間の内部研修を実施します。 

 

【地域福祉推進事業】 

少子・高齢化が進展し人口が減少する中で、ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦の

みの世帯が増加し、家族内の見守りや介護機能の低下、地域連帯感の希薄化など

が問題となり、様々な生活課題が深刻化しています。本会では、「第２次岐阜市地

域福祉活動計画」の重点事業のひとつである「支え合いマップづくり」の普及に

より、地域住民が気軽に話し合いができる場づくりを展開するために、市内全域

での実施を目指します。 

ひとりでも多くの人が地域活動に参加し、住民一人ひとりが住み慣れた地域で

いきいきと暮らすことができる「ふれあいのまちづくり」を目指し、各種事業を

実施します。 

http://www.gifushi-shakyo.or.jp/
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１ ふれあい福祉センター相談事業（ふれあいのまちづくり事業） 

常設・電話等による心配ごと相談・福祉専門相談等の相談事業を行い、福祉 

問題の解決や福祉ニーズの把握に努めます。 

（1）心配ごと相談 

（2）認知症相談 

（3）事務局電話相談 

（4）ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問事業 

（5）岐阜市ふれあい福祉センター相談事業運営委員会の開催 

 

２ ふれあいネットワーク事業（ふれあいのまちづくり事業） 

小地域でのネットワークづくり事業として、関係機関・団体と連携を取り、社 

協支部を中心とした「ふれあい・いきいきサロン」事業など住民活動の普及、拡 

大を支援し、地域における保健福祉支援ネットワークの構築を進めます。 

（1）地域活動コーディネート事業 

      社協支部等での地域福祉活動の推進・支援を目的に、地域活動コーディネ 

    ーターを中央・南部・北部の地域別に配置します。地域活動コーディネータ 

ーは、地域住民が地域福祉活動を推進していくうえでの調整や助言を行い、 

市民健康センター、地域包括支援センター等の関係機関と連携を取りながら、 

社協支部を中心とした「福祉委員活動」、「支え合いマップづくり」事業など 

の普及、拡大に努めます。 

   ① 支部活動強化事業（統一事業） 

   ア ふれあい・いきいきサロン事業 

② 支部活動強化事業（メニュー事業） 

      ア ひとり暮らし高齢者のつどい事業 

      イ 児童と高齢者のふれあい事業 

      ウ 支部広報紙の発行事業 

      エ 高齢者介護予防教室事業 

      オ ふれあいメール事業 

      カ 支部特色化事業 

      キ 子育て支援サロン事業 

      ク 福祉委員研修（活動検討）事業  

      ケ 支え合いマップづくり継続推進事業 

      コ 「日常緊急時」の連携体制継続推進事業 

   ③ 地域福祉活動計画関連推進事業 

      ア 福祉委員制度の設置事業 

      イ ｢日常緊急時」の連携体制推進事業  

      ウ 支え合いマップづくり推進事業  
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④ 生活・介護支援サポーター養成事業（受託事業） 

     岐阜市から委託を受け、高齢者等の個別の生活ニーズに応えるために、地 

   域住民の主体性に基づき運営される、安定的・継続的住民参加サービス等の 

仕組みをつくるため、新たな担い手を養成して関係機関と協働し、地域にお 

ける見守り、支援活動の体制を構築します。 

（2）地域福祉推進事業 

      地域福祉の推進のためには、地域住民が地域の福祉課題を共有し、その解 

決に向けて自らが考え取り組むことが必要になります。そこで、地域福祉の 

推進役として社協が中心となり、平成 22年度に策定した「第 2次岐阜市地域 

福祉活動計画」を指針として、各種地域福祉活動を推進していきます。 

   ① 地域福祉推進研修会の開催 

     地域住民がお互いに支え合うとともに、関係機関・団体と協働し合えるネ 

ットワークづくりを推進するための研修会を開催します。 

   ② 地域福祉推進フォーラムの開催 

     地域住民の視点から、住民参加による地域福祉活動事業について考える場 

としてフォーラムを開催します。 

③ 相談セミナーの開催 

     地域住民の身近な相談、支援者として活動している市内の相談機関等を対 

象に、福祉ニーズの複雑多様化に対応するための専門的知識を習得するセミ 

ナーを開催します。 

   ④ ふれあい・いきいきサロン活動支援者研修会の開催 

     ふれあい・いきいきサロン事業をさらに普及していくために、地域でのサ 

ロン活動者の支援を目的とした研修会を開催します。 

  ⑤ ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会の開催並びに参加【新規】 

    岐阜県において全国ボランティアフェスティバルが開催されるにあたり、 

分科会の位置づけとしてふれあい・いきいきサロン全国研究交流会を併せて 

開催することで、先進地の取組みを全国に発信し、サロン活動者の交流を深 

めます。また、研修の一環として支部役員等が参加します。 

⑥ 岐阜市地域福祉推進委員会の開催 

岐阜市地域福祉推進委員会を開催し、次期(第３次)計画の策定を行うとと

もに、事業の遂行と計画の進捗状況の管理を行います。 

  ⑦ 支部長会の開催（再掲） 

  ⑧ 主事連絡会の開催 

   ⑨ 新任支部長・主事合同研修会の開催 

⑩ 社協支部活動への支援 

ア 支部事業助成金の交付  

    イ 支部活動育成補助金の交付 

     ウ 支部事務局費の交付 
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      エ 支部事業費交付金の交付 

      オ 支部活動強化事業への助成 

          カ ふれあい・いきいきサロン備品の貸出 

      キ ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険への加入促進 

      ク 福祉機器（車いす）配備事業 

       高齢者等の利用増加に伴い、軽量タイプの車いすを配備します。 

      ケ 福祉コミュニティ構築推進支援事業（支え合いの活動づくり支援事業） 

⑪ 金婚祝いの贈呈 

   

３ 地域参加促進事業 

(1) 勤労者地域デビュー作戦 

「仲間づくり」や「仕事以外の新たなライフスタイル」を求める方々を対象 

    とした講座を開催します。 

また、個人宅の生活支援活動(制度外サービス)等を行うボランティアグルー     

プ｢で愛 ふれ愛 街の幸せ隊｣と協力して、ひとり暮らし高齢者等の困りごと 

の相談に対応し、ニーズ解決につなげていきます。 

(2) 社会福祉施設の地域交流事業への助成 

社会福祉施設(入所施設)が開催する、夏祭りなど地域との交流を図る事業

に助成します。 

 

４ ボランティアセンター事業 

ボランティアセンターとしての機能の充実と強化を図るため、啓発、普及活動

を推進するほか、市民が積極的にボランティア活動に参加できるような養成研修

事業の開催、並びにボランティア活動の活性化に向け情報提供や福祉教育の推進、

ボランティア団体への活動支援等の事業を実施します。 

（1）啓発・普及活動推進事業 

① ボランティア情報紙「にじ」の発行 

   ② ボランティア活動推進イベントへの参加 

 (2) 養成・研修事業 

 ① ボランティア入門講座の開催 

これからボランティア活動を始めようとする人を対象としたボランティア 

講座を開催します。 

② ボランティアステップアップ講座の開催 

災害時のボランティア受け入れを行う、災害ボランティアセンターの機能を 

理解し、協力できる人材の育成を目的とした災害ボランティア講座を開催しま 

す。 

(3) 福祉教育推進事業 

① 福祉出前講座の実施 



 8 

② ボランティア塾の開催 

 (4) ボランティア活動推進事業 

① ボランティアコーディネート事業 

    ボランティア活動者・団体の活動状況を踏まえ、施設と活動者との橋渡しを 

円滑に行います。 

   ② ボランティア窓口連絡会 

 (5) 活動基盤整備事業 

① ボランティアルームの活用促進 

② 岐阜市ボランティアセンター運営委員会の開催 

③ ボランティア活動保険の普及 

(6) 育成・組織化活動支援事業 

ボランティア団体への支援 

 

５ 介護予防事業・家族介護教室事業（受託事業） 

(1) 介護予防事業 

岐阜市から委託を受け、高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく健 

康でいきいきとした生活をおくることができるよう、関係機関と連携し介護 

予防教室等を開催します。 

① 転倒予防教室の開催(ねたきり防止) 

② 認知症予防、介護教室の開催 

③ ＩＡＤＬ(日常生活関連動作)訓練事業 

④ 地域住民グループ支援事業 

⑤ 運動指導事業 

⑥ 栄養改善事業 

(2) 家族介護教室事業 

岐阜市から委託を受け、要介護者を介護している家族や近隣の援助者等に 

    対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくりについての講話、介護技術 

の習得、相談等の教室を開催します。 

 

６ 岐阜市福祉の店運営事業（受託事業） 

岐阜市から委託を受け、岐阜市内の授産施設及び小規模授産所を中心とした福

祉施設の自主生産品の販路を確保すると共に、心身障がい者及び母子寡婦の手作

り作品の展示即売の場として、マーサ 21の３階に「岐阜市福祉の店 友＆愛」を

常設し、福祉の増進を図ります。 

 

【福祉サービス利用支援事業】 

１ 貸付事業  
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   (1) 貸付事業相談体制の充実 

     岐阜県社会福祉協議会からの補助により、多くの貸付相談者に対応するた 

    めに、引き続き相談窓口機能の充実を図っていきます。 

(2) 生活福祉資金の貸付（受託事業） 

岐阜県社会福祉協議会から委託を受け、低所得世帯及び障がい者世帯等に

対し、総合支援・福祉・教育支援及び不動産担保型生活資金を無利子又は低

利で貸し付け、民生委員・児童委員の指導と協力を得て、その世帯の経済的

自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活が営めるよう援助します。 

(3) 臨時特例つなぎ資金の貸付（受託事業） 

    岐阜県社会福祉協議会から委託を受け、公的給付制度又は公的貸付制度を 

申請中の住居のない離職者に対し、交付を受けるまでの当面の生活費を無利子 

で貸付けることによりその自立を支援します。 

(4）生活つなぎ資金の貸付 

生活保護決定世帯へ保護費支給日までの生活つなぎ資金を貸し付け、生活

保護世帯の生活安定を図ります。 

 

２ 歳末たすけあい援助事業 

共同募金運動の一環として、新たな年を迎える時期に、福祉施設、団体が福祉

の向上を目的として実施する事業に対して助成します。 

 

３ 要支援世帯への支援事業 

(1) ひとり親家庭等中学卒業生激励事業 

  ひとり親家庭等の中学卒業生に、お祝いの図書カードを贈呈します。 

(2) 関係福祉団体への助成 

    

４ 介護相談員派遣事業（受託事業） 

岐阜市から委託を受け、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び通所介護施

設等の利用者に対し、介護相談員を派遣し相談に応じるとともに、介護サービス

事業者と介護サービス利用者との橋渡しとなって、介護サービスの質の向上を図

ります。 

(1) 介護相談員連絡会議の開催 

(2) 介護相談員研修会へ参加 

 

５ 日常生活自立支援事業（受託事業） 

岐阜県社会福祉協議会から委託を受け、岐阜地区福祉サービス利用支援センタ

ーを設置し、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が不十

分であるため、自らの判断で適切に福祉サービスを選択したり、契約をしたりす

ることができず、福祉サービスの提供が受けられない方々や、身の回りのことや
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金銭管理ができないような方々に対し利用契約を締結し、生活支援員を派遣して、

福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの日常生活自立支援事業を行い

ます。 

(1) 岐阜地区社協担当者連絡会の開催 

(2) 岐阜地区生活支援員研修会の開催 

(3) 岐阜地区社協及び関係機関との連絡・調整 

(4) 事業の広報・啓発 

(5) 市・県民税非課税世帯に対する利用料の助成 

 

６ 地域包括支援センター中央北事業（受託事業） 

岐阜市から委託を受け、「岐阜市地域包括支援センター中央北」を設置し、高齢

者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、介護保険サービスの

みならず、地域の保健・医療・福祉サービスやボランティア活動、支え合いなど

の多様な社会資源を有機的に結び付け、また高齢者の心身の状態の変化に応じて、

生活の質の確保をめざし総合的に支援し、ワンストップサービスの拠点として事

業を実施します。 

(1) 包括的支援事業 

① 総合相談支援業務 

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続してい

くことができるようにするため、どのような支援が必要かを把握し、地域にお

ける適切なサービス、関係機関および制度の利用につなげるなどの支援を行い

ます。 

ア 総合相談 

イ 地域包括支援ネットワーク構築 

ウ 実態把握 

 ② 権利擁護業務 

    権利侵害を受けている、または受ける可能性が高いと考えられる高齢者が、

地域で安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、権利侵害の予防や対

応を専門的に行います。 

ア 高齢者虐待の防止および対応 

    イ 消費者被害の防止および対応 

ウ 判断能力を欠く状況にある人への支援 

エ 成年後見制度の活用の支援 

③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを介護支援

専門員が実践することができるように、個々の介護支援専門員へのサポートを

行います。 

ア 地域ケア会議の開催（個別ケース） 
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イ 介護支援専門員研修会などの開催 

ウ 地域における介護支援専門員のネットワークの活用 

エ 日常的個別支援・相談 

オ 支援困難事例などへの助言など 

④ 介護予防ケアマネジメント業務（介護予防・日常生活支援総合事業） 

要支援、二次予防事業の対象者（主として要介護状態などになるおそれの高

い状態にあると認められる 65 歳以上の者）が要介護状態などになることを予

防するため、その心身の状況などに応じて、対象者自らの選択に基づき、予防

サービス、介護予防事業、生活支援サービスの事業が包括的かつ効率的に実施

されるよう必要な援助を行います。 

(2) 多職種協働による地域ケア会議の開催 

    地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマルサー

ビスなどのさまざまな社会資源が連携することができるよう地域包括支援ネ

ットワークの構築を図る地域ケア会議を開催します。 

(3) 指定介護予防支援事業 

・要支援者の介護予防プランの作成 

・委託先（居宅介護支援事業所）など関係機関との連絡調整 

(4) 訪問型介護予防事業 

要支援状態等となるおそれの高い高齢者等の居宅を訪問し、生活機能に関す

る問題を総合的に把握・評価し、必要な相談、指導等を実施します。 

 

７ 法人後見事業 

認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者など判断能力が不十分なために、

意思決定が困難な者の判断能力を補うため、社協が成年後見人、保佐人若しくは

補助人となることにより、本人の財産管理、身上監護を行い、高齢者、障がい者

等が安心して日常生活を送ることができるように支援を行います。 

(1) 法人後見事業運営委員会の開催 

(2) 法人後見支援員研修会の開催 

 

【在宅福祉サービス事業】 

１ 老人居宅介護事業（ヘルパーの派遣） 

(1) 訪問介護・介護予防訪問介護事業（介護保険事業） 

在宅の要介護者に対し、ホームヘルパーを派遣し、入浴、排泄、食事等の介護

や調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他要介護者等

に必要な日常生活上の世話を行います。 

また、在宅の要支援者に対し、本人の能力を生かし、自立度を上げる予防訪問

介護を行います。 
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(2) ホームヘルプ事業（岐阜市介護予防・日常生活支援総合事業） 

岐阜市から委託を受け、在宅の要支援者又は二次予防事業対象者に、ホームヘ

ルパーを派遣し、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができる

よう支援します。 

 

２ 障害福祉サービス事業 

 (1) 居宅介護事業（障がい者に対するヘルパーの派遣） 

障害福祉サービスの支給決定を受けた身体障がい者・知的障がい者、身体障

がい児・知的障がい児及び精神障がい者に対して、ホームヘルパーを派遣し、

排泄、食事、入浴等の身体介護や掃除、洗濯、調理等の家事援助等を行います。 

  (2) 同行援護事業（視覚障がい者に対するヘルパーの派遣） 

障害福祉サービスの支給決定を受けた、外出時の介助が必要な視覚障がい者

に対してホームヘルパーを派遣し、移動時及び外出先において必要な視覚的情

報の支援、移動の援護を行います。 

 

３ 移動支援事業（障がい者に対するガイドヘルパーの派遣） 

岐阜市が実施する地域生活支援事業の支給決定を受けた外出時の介助が必要な

障がい者に対して、ガイドヘルパーを派遣し社会参加を促進します。 

 

４ 訪問介護事業等における制度外サービスの実施 

   訪問介護等の利用者に、介護保険等の制度内においてサービスの提供が認められ

ない保険外のサービスを、本会の単独事業として補完的に提供することにより、

可能な限り自立した日常生活を継続し、安心して暮らすことができるよう支援し

ます。 

また、低所得者世帯への配慮として、市・県民税非課税世帯の利用料を半額と

します。 

 

５ 訪問入浴サービス事業 

(1) 訪問入浴介護事業 

       在宅の要介護者及び要支援者に対して、浴槽を積んだ移動入浴車により居宅

を訪問して入浴サービスを行います。 

 (2) 訪問入浴サービス事業（障がい者に対する訪問入浴サービス） 

岐阜市が単独事業として実施する地域生活支援事業の支給決定を受けた在

宅の重度障がい(児)者に対して、浴槽を積んだ移動入浴車により居宅を訪問し

て入浴サービスを行います。 

 

６ 居宅介護支援事業 

(1) 居宅介護支援事業（ケアプランの作成） 
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要介護者本人からの依頼を受け、居宅介護支援事業所として介護ケアプラン

を作成します。 

また、中央、南部、北部センターとも引き続き特定事業所の加算を受け、よ

り質の高いサービス提供事業所を目指します。 

 (2) 介護予防支援事業（予防プランの作成） 

        要支援者本人は、地域包括支援センターに依頼し、その地域包括支援センタ

ーからの委託を受け、予防プランを作成します。 

 

７ 特定相談支援事業（障がい者に対するケアプランの作成）【新規】 

障害者総合支援法に基づき、身体・知的・精神の障がい者から依頼を受け、生

活上の課題等の解決や適切なサービスの利用に向けた、サービス等利用計画を作

成し、障害福祉サービスがスムーズに受けられよう支援します。 

 

８ 要介護認定調査事業（訪問調査） 

(1) 指定市町村事務受託法人事業 

岐阜市内では本会のみが指定されており、岐阜市からの委託を受けて、岐阜

市民の新規申請者について介護認定の際の訪問調査を行います。 

 (2) 居宅介護支援事業所事業 

   ・市内の施設に入所している岐阜市民の更新時の訪問調査 

…岐阜市からの委託 

・金華、京町、長良東地区に在宅している岐阜市民の更新時の訪問調査 

                             …岐阜市からの委託 

    ・市内に居住している、他の市町村に住民登録のある者の新規または更新時の

訪問調査                    …他市町村からの委託 

 

９ ねたきり高齢者理容サービス事業 

    低所得の在宅のねたきり高齢者に対して、理容師組合の協力を得て理容師を派 

遣し、無料で理容サービスを行います。 


