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平成 30年度 

 社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 事業報告書 

 

基本方針 

少子・高齢社会の一層の進展による人口減少や、地域のつながりの希薄化を起

因とした地域からの孤立など様々な生活課題が深刻化しており、地域全体が我

がごととして課題を直視する考えが求められています。 

 ニッポン一億総活躍プランでは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」｢受

け手｣という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参

画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて｢丸ごと｣つながることで、住民一

人ひとりの暮らしと生きがい、地域を越えてともに創っていく地域共生社会の

実現が望まれています。 

 この実現に向けて、改正社会福祉法により、地域福祉の推進主体は地域住民で

あることが位置づけられ、地域の生活課題の解決に資する関係機関と連携し、解

決を図る理念が明確化されています。 

 社会福祉協議会は人々の抱える課題に対応し、誰もが安心して暮らせる福祉

のまちづくりを進めるため、使命と経営理念に基づき、平成 30年度は、以下の

事業に重点的に取り組みました。 

 

Ⅰ 重点的に取り組んだ事業 

１ 地域福祉の仕組みづくり 

 地域福祉コーディネーターを配置して、地域ごとの様々な生活課題を中長期

に捉え、地域の福祉力が高まることを目的に、地区ごとの地域福祉活動計画が作

成していけるよう支援しました。 

 各地域での生活課題を地域住民の見守り・助け合い活動により解決すること

ができるよう、岐阜市とともにサービスの構築に必要な経費の補助を行いまし

た。 

 また、改正社会福祉法により、それぞれの社会福祉法人が｢地域における公益

的な取組｣を進めていくことが課せられているため、社会福祉法人間の連携、協

働を図ることができるよう基盤づくりを行いました。 

 

２ 生活相談・支援体制の充実 

 岐阜市から生活困窮者自立相談支援・家計相談支援事業を受託したことによ

り、従来からの生活福祉資金貸付事業も併せて対応することで、スムーズな相談

体制を図り、支援対象者が安定的な自立生活を営めるよう支援しました。 

 

３ 在宅福祉サービス事業の資質向上 

 高齢者や障がい者が継続した在宅生活を営むことができるようサービスの質

の向上に努めるとともに、介護保険の制度改正に対応し、利用者がスムーズにサ

ービスを受けられるよう支援しました。 
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Ⅱ 事業実施報告 

【地域福祉推進事業】 

１ 市内全域の地域福祉の仕組みづくり 

 

事業名 １ 地域支え合い活動コーディネート事業【補助・自主】 

事業実績  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

と協働しながら「岐阜市地域福祉推進計画」の重点施策の実施に努め、社

協支部等での地域福祉活動の推進・支援を図るため、地域福祉コーディネ

ーターを配置しました。 

(1)岐阜市地域福祉推進委員会  

第 1回 7月 12日 

  内容・岐阜市地域福祉推進計画の中間整理について 

・今後のスケジュールについて 

第 2回 1月 30日 

内容・岐阜市地域福祉推進計画の進行管理について 

・取り組み事例（報告） 社協早田支部、社協芥見支部 

・基礎調査について 

(2)支え合い活動コーディネート事業              

 ①日常・災害時あんしん個別支援体制整備支援事業 10地区 

 ②地域助け合い活動創出支援協議連絡票整備事業  15地区 

 ③地域福祉活動関係者連携促進事業        35地区 

 ④地区地域福祉活動計画の策定事業        11地区 

事業名 ２ 岐阜市支え合いの仕組みづくり推進事業【受託・自主】 

事業実績 支え合いの仕組みづくり推進員を配置し、生活支援・介護予防サービス

の充実を図るとともに、地域における支え合い体制づくりの推進を目的と

した、高齢者の生活支援体制の整備を実施しました。 

(1)地域ニーズ及び地域資源のマッチング 

(2)新たな地域資源の開発 

 ①買い物支援の創出  新規 1地区  継続・拡充 2地区 

 ②つながりの場の創出 新規 7地区  継続・拡充 3地区 

 

成果  支え合いの仕組みづくり推進員を 6人配置し、地域の実情に即した日頃

からの活動に加え、地域住民や地域包括支援センター等の関係機関とネッ

トワークを築きながら、各地区の課題解決に向けた協議の場を持ち、新た

な活動を創出することができました。また、これにより、地域福祉推進計

画の重点施策の推進につながりました。 

 

２ 社協支部活動の支援 
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事業名 １ 活動推進事業【自主】 

事業実績  支部活動の充実を図るため、以下の事業について支援しました。 

(1)支部活動強化事業（統一事業） 

・ふれあい・いきいきサロン事業 

  新規箇所数  11か所    開催場所数    267か所 

  開催回数   2,922回    延べ参加者数  74,572人 

(2)支部活動強化事業（メニュー選択事業） 

・子育て支援サロン事業           39支部 

・福祉委員活動支援事業           18支部 

・支え合いマップづくり推進事業       20支部 

・緊急医療情報キット(命のバトン)普及事業  21支部 

(3)地域福祉推進計画重点事業 

・支部福祉委員役割リーフレット作成の支援     1支部 

・地域助け合い活動創出支援協議連絡票整備事業   15支部 

・地区地域福祉活動計画策定支援事業【重点事業】  9支部 

(4)助成金・補助金の交付 

・支部事業助成金  

・支部活動育成補助金 

・社協支部運営費交付金 

・支部活動強化事業への助成 

・地域福祉・生活支援拠点運営費助成事業       2支部 

（合渡支部、芥見東支部） 

・生活支援サービス(助け合い活動)運営費助成事業   2支部 

                 （藍川支部、芥見東支部） 

・岐阜市地域福祉見守り・助け合い体制づくり支援事業【重点事業】 

  見守り活動   4支部 

（市橋支部、藍川支部、芥見東支部、柳津支部） 

  助け合い活動  2支部  

（早田支部、芥見支部） 

事業名 ２ 研修・連絡会の開催【自主】 

事業実績  支部役員を支援するため、研修会、連絡会を次のとおり行いました。 

(1)支部長・主事合同連絡会     

第 1回 7月 6日（悪天候により中止） 

 第 2回 2月 14日 

内容・社協支部活動の取り組みについて 

 ・地域福祉推進計画の進捗状況について 

  ・社協会費について 

(2)新任支部長・主事合同研修会 
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5月 17日 

内容・社協事業の概要について 

     ・社協支部活動について 

(3)ブロック別主事連絡会 

第 1回 3ブロック（中央、北部、南部） 6月 1日、11日、14日  

内容・支部事業推進について 

・支え合いの仕組みづくり推進員の役割について 

第 2回 3ブロック（中央、北部、南部） 10月 2日、4日、10日 

内容・地域福祉活動計画模擬作成 

・支え合いの仕組みづくりについて 

(4)支部会計実務研修会 

7月 6日 （悪天候により中止） 

事業名 ３ その他【自主】 

事業実績 

 

 

 

 支部活動の充実を図るため、備品の貸出等を行いました。 

・ふれあい・いきいきサロン備品の整備・貸出  504件 

・ふれあいサロン・社協行事傷害補償保険への加入 

・福祉機器（車いす）配備  10台（支部） 

・車いす貸出事業      334件   

・金婚祝いの贈呈      839組 

 

成果  支え合いの仕組みづくり推進員が、地域の実情に即した日頃からの活動

を通して、社協支部や地域住民等からの相談をいただくことにより、ふれ

あい・いきいきサロンの立ち上げや研修の実施など、より一層の支部活動

の推進を図ることができました。 

 

３ 地域における人材育成、参加推進事業 

 

事業名 １ ふれあいサロン研修会【自主】 

事業実績 

 

 

 

 ふれあい・いきいきサロンの運営に関わる人を対象に、サロンですぐに

活かせるレクリエーション等の内容を学んでもらうとともに、各地域のサ

ロンの情報交換を行いました。 

 6月 22日、25日、29日 157名参加 

  内容・サロン活動に活かせるレクリエーションの技法 

    ・サロン活動に活かせる備品の紹介 

事業名 ２ 地域参加促進事業（出会いと学びの講座）【自主】 

事業実績 

 

 

 

地域おいて新たな担い手や若年層の地域福祉活動への参加を図るため、

勤労者やシニアが、地域での「居場所づくり・生きがいづくり・仲間づく

り」を通して地域福祉活動へ関わることができるよう、出会いと学びの講

座を開催しました。 
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 9月 2日 社協早田支部 53名参加 

  講演「つながる支え合い活動 無理なく、楽しく、いきいきと 

ボランティア！」 

  講師 mottoひょうご 事務局長 栗木 剛 氏 

事業名 ３ 地域福祉推進研修会【自主】 

事業実績 

 

 

 

 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、研修会を開催しました。 

11月 6日、9日、15日、17日、29日開催 

延べ 790名参加 

内容・生活困窮者自立支援制度の概要について 

   講師 岐阜市生活・就労サポートセンター 

      主任相談支援員 淺野 芳治 氏 

  ・生活福祉資金貸付事業について 

事業名 ４ 支えあい活動実践者養成事業【受託】 

事業実績 

 

 

 

 高齢者の個別の生活ニーズに応える仕組みを安定的・継続的に構築する

ため、地域住民の主体性に基づき運営される新たな住民参加サービス等の

担い手として、支え合い活動に携わる活動者を養成しました。 

・基礎編  32名受講（修了者 32名） 

内容・支え合い活動実践者について 

   ・高齢者の困りごとについて 

   ・レクリエーション技法について 

   ・コミュニケーションのとり方 

   ・ふれあい・いきいきサロン現状と見学について 

   ・福祉体験 

・ふれあい・いきいきサロン見学 

・ステップアップ編  29名受講（修了者 29名） 

  内容・レクリエーション技法について 

    ・「小さな手助け あいかわ 支え藍」活動について 

    ・岐阜市流のこれからの支え合い活動を考える 

事業名 ５ 介護予防事業・家族介護教室事業【受託】 

事業実績 

 

１ 介護予防事業 

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

しました。 

(1) 転倒予防教室の開催(ねたきり防止)  

100回開催 延べ 2,806名参加 

(2) 認知症予防、介護教室の開催 

  100回開催 延べ 2,910名参加 

(3) ＩＡＤＬ(日常生活関連動作)訓練事業 
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  100回開催 延べ 2,633名参加 

２ 家族介護教室事業 

 要介護者の介護にあたっている家族及び近隣の援助者等に対し、介護の

方法、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した。 

25回開催 延べ 618名参加 

 

成果 既に地域福祉活動に携わっている方やこれから携わる方を対象に、福祉

に関する知識や技術を身につけ、実践者同士の情報交換や交流、各地区の

取り組みや福祉への理解を深める場とすることができました。 

 

４ ボランティアセンターの運営 

 

事業名 １ 普及・啓発、活動整備【自主】 

事業実績 

 

 

 

 ボランティアセンターの機能充実を図るため普及、啓発活動の推進に努

めました。 

 ボランティア相談数 249件  コーディネート 198件 

(1)ボランティア情報紙「にじ」の発行 年 4回 600部発行 

(2)ボランティア交流会  43人参加 

8月 4日 

内容 講演「人と人をつなぐボランティア 

        ～コミュニケーションのコツを学ぼう～」  

(3)ボランティア窓口連絡会 

6月 8日 

 内容 平成 30年度 各センターの事業について 

(4)ボランティア活動保険等の普及  加入者数 12,701人 

(5)ボランティア・市民活動フェスティバルへの参加 

 5月 13日  メディコスまつり     34人参加 

 1月 27日  ハートフルフェスタ 2019  85人参加 

(6)ボランティアセンター運営委員会 

 第 1回 11月 7日  

内容・平成 30年度岐阜市ボランティアセンター事業実施状況（上半 

期）について 

 第 2回 2月 5日  

内容・平成 30年度岐阜市ボランティアセンター事業報告について 

    ・平成 31年度岐阜市ボランティアセンター事業計画・予算（案） 

について 

事業名 ２ 養成・研修【自主】 

事業実績 ボランティア活動に参加できるような養成研修や福祉教育を推進しま
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した。 

(1)ボランティア入門講座（福祉体験サポーター養成講座） 

 5月 23日  8人参加 

内容・福祉出前講座について 

・アイマスク体験 

・高齢者疑似体験      

9月 21日  23人参加 

内容・福祉出前講座について 

・車イス体験 

・高齢者疑似体験 

(2)福祉出前講座 

39件依頼   

内訳 車イス体験   21件   アイマスク体験 11件 

     高齢者擬似体験 25件   講話      12件 

  依頼先内訳 小学校 20校（29回）、中学校 5校（5回） 

        一般  5か所（5回） 

(3)ボランティア塾 

 7月 24日  23人参加 

内容 聴覚障がい者の方との交流～手話を学んで手話ソングを 

歌おう～ 

7月 25日  31人参加 

内容 視覚障がい者の方との交流～点字を学んで名刺を作ろう～ 

(4)青少年ボランティアスクール 

8月 1日 内容・災害に備えて、身近な防災から始めよう  9名参加 

事業名 ３ 災害ボランティアセンターの充実【自主】 

事業実績 

 

 

 

災害ボランティアセンター設置運営マニュアルの再整備と関係機関と

の連絡調整を行うとともに、災害ボランティアセンター運営の体制づくり

をすすめました。 

(1)災害ボランティア交流会 

12月 8日 

内容 

第 1部 56名参加 

・災害時の岐阜市社協の役割について 

・平成 30年 7月豪雨災害「呉市災害ボランティアセンター」の支 

援活動について 

・平成 30年 7月豪雨災害「下呂市災害ボランティアセンター」の 

活動について 

 第 2部 36名参加 

・各セクションの役割と運営訓練について 
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   ・災害ボランティアセンター運営訓練について 

(2)災害備蓄品の整備 

 リヤカー 2台、投光器 1台、ブルーシート 10枚、 

 ボランティア用シール 5,000枚 他 

 

成果 ボランティアセンターの機能充実を図るため、ボランティア登録者・団

体やボランティア情報を必要とする方への情報提供について検討し、コー

ディネート事業への基盤づくりを図ることができました。 

 

５ 社会福祉施設・団体への支援・連携事業 

 

事業名 １ 介護相談員派遣事業【受託】 

事業実績 

 

 

 

 介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の利用者に対し、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した。 

(1)派遣状況  32施設  相談員 21名  延べ 315回 

(2)介護相談員連絡会議  11回開催 

(3)介護相談員養成研修   4名参加 

事業名 ２ 岐阜市福祉の店運営事業【受託】 

事業実績 

 

 

 

 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した。 

売上点数 13,700点  売上金額 3,830,215円 

(1)運営協議会  8月 24日 

(2)棚卸し     年 2回 

(3)出張販売    年 6日 

事業名 ３ 社会福祉法人連携・協働の基盤づくり事業【重点事業】 

【自主】【新規】 

事業実績 

 

 

 

 社会福祉法人の連携による公益的な事業を推進するため、基盤づくりを

行いました。 

(1)「地域における公益的な取り組み」アンケート調査 

 期間：9月～10月  対象：市内社会福祉法人 

(2)社会福祉法人のつどいの開催 

12月 18日  13法人参加 

内容・地域における公益的な取組について 

  ・様々な取り組み事例について 

事業名 ４ 岐阜市地域協議会運営事業【受託】 

事業実績 社会福祉法人が社会福祉充実残額を活用して地域公益事業を行う場合
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 は、地域の福祉ニーズを反映する必要があることから、住民その他の関係

者の意見を聴く「岐阜市地域協議会」を設置しました。 

事業名 ５ 子どもの居場所づくり事業【自主】【新規】 

事業実績 

 

 

 

 ひとり親家庭等の子ども（小・中学生）に対し、福祉施設等と連携して

学習支援、食事の提供等を行うことで、生活の向上を図りました。 

実施頻度 毎週火曜日 36回開催 

実施場所 社会福祉法人岐阜老人ホーム 喫茶室他 

協力団体 社会福祉法人岐阜老人ホーム 

      岐阜市母子寡婦福祉連合会 

事業名 ６ 福祉団体等への支援・連携【自主】 

事業実績 

 

 

 

 福祉団体・施設が高齢・障がい者等の自立支援や社会参加を目的とした

事業等に対する支援・連携を行いました。 

(1)福祉団体活動助成金  10団体 1,115,000円 

岐阜市民生委員児童委員協議会、岐阜市老人クラブ連合会、岐阜市身体

障害者福祉協会、岐阜地区知的障がい者育成会、岐阜市ボランティア連絡

協議会、岐阜市赤十字奉仕団、岐阜市母子寡婦福祉連合会、岐阜市聴覚障

害者協会、岐阜市視覚障害者福祉協会、認知症の人と家族の会岐阜県支部 

(2)歳末たすけあい援助事業  28団体 2,899,000円 

・歳末たすけあい運動配分委員会     10月 25日 

・歳末たすけあい事業助成金贈呈式    12月 14日 

(3)オレンジカフェぎふ（認知症カフェ）  12回開催 

 

成果 重点事業である、社会福祉法人連携・協働の基盤づくりの第一歩として、

法人の意識調査において、公益的な取り組みへの意識も高く、法人同士の

つながりや各分野での協力への意欲を把握することができました。 

それに伴い、本会と一法人が、課題として挙がっている経済的課題を抱

える家庭の子どもへの学習支援を実施することにより、学習する空間や支

援者との関係が、子どもにとって安心できる居場所となったことや、イン

フォーマルな支援ネットワークへ参画し、要支援世帯の支援関係者間にお

ける情報共有を図ることができました。 

 

６ 生活相談・支援事業 

 

事業名 １ 生活困窮者自立相談支援・家計相談支援事業 

【受託】【新規】【重点事業】 

事業実績 生活上の困りごとや悩みを抱えた方の相談にのり、その方の抱える問題

を整理し、一緒になって解決していくことで、生活を立て直していけるよ

う支援しました。 

団体名 岐阜市社会福祉協議会・ぎふ NPOセンター共同事業体 
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相談件数  5,098件 

事業名 ２ 日常生活自立支援事業【受託】 

事業実績 

 

 

 

 認知症高齢者など、判断能力が不十分であるため、福祉サービスなどの

契約や、金銭管理ができないような方々に対し、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を行いました。 

 相談件数    39件 

 生活支援員数  36人  サービス利用回数  6,300回 

 契約件数    235件 

事業名 ３ 生活福祉資金の貸付等【受託・自主】 

事業実績 

 

 

 

 岐阜県社会福祉協議会から委託を受け、民生委員・児童委員の協力を得

て、低所得者世帯等に生活福祉資金を次のとおり貸付け、世帯の経済的自

立と生活意欲の助長を図りました。 

(1)相談件数          790件 

(2)生活困窮者緊急食料の提供  92件 

(3)生活つなぎ資金の貸付    62件  1,240,168円 

(4)生活福祉資金調査委員会    4回 

事業名 ４ 法人後見事業【自主・受託】 

事業実績 

 

 

 

 認知症高齢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、社協が成年後見人となることにより、本人の財産管理、

身上監護を行うことにより安心して日常生活を送ることができるように

支援を行いました。 

(1)法人後見事業運営委員会  2回 

(2)利用者数         3人 

事業名 ５ ふれあい福祉センター【自主】 

事業実績 

 

 

 

ふれあい福祉センターを設置し、常設・電話等による心配ごと相談、福

祉専門相談等の各種相談事業を行い、福祉問題の解決や福祉ニーズを把握

するため、次の事業を実施しました。 

(1)心配ごと相談 毎週水曜日（13：00～16：00） 市役所市民相談室 

相談件数 93件 

(2)事務局電話相談 月曜日～金曜日 (9：00～17：00)  社協事務局  

相談件数 27件 

(3)ひとり暮らし高齢者愛の電話訪問事業 

  利用者数 94人  電話訪問回数 3,969回 

(4)ふれあい福祉センター相談事業運営委員会  2回 

事業名 ６ 岐阜市地域包括支援センター事業【受託・自主】 

事業実績 

 

 

 

 「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、ワンストップサービスの拠点

として、公正・中立に業務を実施しました。 

(1) 岐阜市地域包括支援センター中央北 
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ア 地域ケア会議の開催（個別ケース） 4回開催 

イ 介護支援専門員研修会の開催 1回開催 

ウ 地域における介護支援専門員のネットワークの活用 

・事例検討会議 3回開催 

エ 支援困難事例などへの助言等 

・処遇改善会議等への参加 39回 

(2)岐阜市日常生活圏域協議体設置事業 地域ケア会議 5回開催 

(3)介護予防支援事業並びに岐阜市介護予防・日常生活支援総合事業での

介護予防ケアマネジメント事業 

 介護予防ケアマネジメント作成数  1,640件 

 予防プラン作成数         3,390件 

 

成果  ぎふ NPO センターと共同で担った自立相談と家計相談の両支援の一体

的な実施により、統一的で即時的な支援のみならず、総合的に相談者の支

援を行うことができました。 

 また、生活福祉資金の貸付や日常生活自立支援のほか、福祉専門相談等

により、利用者に合った多様で良質なサービスを提供することができまし

た。 

 

【在宅福祉サービス事業】 

１ 訪問サービスの提供 

 

事業名 １ 訪問介護等事業【自主】 

事業実績 

 

 

 

 在宅の要介護・要支援、身体・知的・精神障がい者に身体介護、生活援

助、並びに外出時の介助を行いました。 

(1)訪問介護(介護保険) 

 利用者 1,572人  提供時間 15,228時間 

(2)訪問介護相当サービス(介護予防・生活支援サービス事業) 

 利用者 2,116人  提供時間 11,753時間 

(3)居宅介護、重度訪問介護(障害福祉サービス事業) 

 利用者 919人   提供時間 9,874時間 

(4)同行援護(障害福祉サービス事業)（外出時の援助） 

 利用者 143人   提供時間 1,947時間 

(5)移動支援（地域生活支援事業）（外出時の援助） 

 利用者 141人   提供時間 710時間 

(6)訪問介護事業等における独自サービス 

 利用者 199人   提供時間 704時間 

事業名 ２ 訪問入浴サービス事業【自主】 

事業実績 在宅の要介護者及び要支援者、重度障がい(児)者に、浴槽を積んだ移動



12 

 

 入浴車で訪問し入浴サービスの提供を行いました。 

(1)訪問入浴介護(介護保険) 

 利用者 255人   提供回数 1,417回 

(2)訪問入浴サービス(地域生活支援事業) 

利用者 275人   提供回数 1,879回 

 

２ サービスの調整・支援 

 

事業名 １ 居宅介護支援事業【自主】 

事業実績 

 

 

 

 介護保険法に基づき、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した。また、地域包括支援センター

から介護予防プランを受託しました。 

        （ケアプラン） （予防プラン） 

(1)中央センター  2,288件    2,047件 

(2)南部センター  2,694件     245件 

(3)北部センター  2,274件     621件 

  合計      7,256件    2,913件 

事業名 ２ 特定相談支援事業【自主】 

事業実績 

 

 

 

 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し

た。 

 利用者 1,133件  請求者 217件 

 

３ 認定調査事業 

 

事業名 １ 指定市町村事務受託法人事業【受託】 

事業実績 

 

 初めて介護認定を受けられる方の訪問調査を行いました。 

(1)要介護認定調査センター  岐阜市  4,471件 

事業名 ２ 要介護認定訪問調査事業【受託】 

事業実績 

 

 

 介護認定更新時の訪問調査を行いました。 

(1) 居宅介護支援事業所扱い 2,726件 

内訳 岐阜市       2,596件 

岐阜市以外      130件 

 

成果  在宅福祉サービス事業の各事業の定期的な内部研修の実施により、質の

高いサービス提供に努めるとともに、利用者がスムーズなサービスを受け

られるよう支援しました。しかしながら、人材不足により、サービスの調

整に支障をきたしました。 
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【法人運営事業】 

 

事業名 １ 経営組織の充実【補助・自主】 

事業実績 

 

 

 

 社会福祉法に基づき、経営組織の強化を図り社会福祉法人としての責任

を果たし、事業の企画立案、適切な事業遂行を図るため次のとおり部会を

開催しました。 

(1) 理事会 

第 1回 6月 5日 

内容・平成 29年度岐阜市社会福祉協議会事業報告について 

・平成 29年度岐阜市社会福祉協議会決算報告について 

・定時評議員会の招集について 

第 2回 3月 18日 

内容・平成 30年度岐阜市社会福祉協議会資金収支補正予算（案）に 

ついて 

・平成 31年度岐阜市社会福祉協議会事業計画（案）について 

・平成 31年度岐阜市社会福祉協議会資金収支予算（案）につい 

 て 

・岐阜市社会福祉協議会諸規程の一部改正について 

・評議員候補者の推薦について 

・評議員会の招集について 

(2)監事会 

第 1回 5月 29日 

内容・平成 29年度岐阜市社会福祉協議会事業報告について 

  ・平成 29年度岐阜市社会福祉協議会決算報告について 

(3)評議員会 

第 1回 6月 20日 

 内容・平成 29年度岐阜市社会福祉協議会事業報告について 

・平成 29年度岐阜市社会福祉協議会決算報告について 

 第 2回 3月 26日 

 内容・平成 30年度岐阜市社会福祉協議会資金収支補正予算（案）に 

ついて 

・平成 31年度岐阜市社会福祉協議会事業計画（案）について 

・平成 31年度岐阜市社会福祉協議会資金収支予算（案）につい 

 て 

(4)総務財政部会 

第 1回 3月 7日 

内容・平成 31年度事業計画・予算など 

(5)地域福祉事業部会 

第 1回 2月 7日 
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 内容・平成 30年度事業経過報告、平成 31年度事業計画など 

(6)在宅サービス事業部会 

第 1回 2月 22日 

内容・平成 30年度事業実績、平成 31年度予算など 

事業名 ２ 活動基盤の管理・整備【受託・自主】 

事業実績 本会の活動基盤である下記の事務所等の管理、整備に努めました。 

(1)岐阜市民福祉活動センターの経営【指定管理】 

会議室開館日数 359日、大会議室利用 466回、中会議室利用 503回 

(2)本部事務所、柳津支所 

(3)中央・南部・北部センター 

(4)地域包括支援センター・訪問入浴サービス事務所 

事業名 ３ 財政の健全化【自主】 

事業実績 

 

 

 

 事業の充実を図るために、自主財源である会費や寄付金の募集に努めま

した。また、各種基金、積立金の効率的な運用による安定した財源確保に

努めました。 

(1)社協会費の募集  総額 28,438,800円 

・普通会費        22,301,000円 

 ・特別会費     個人  2,613,800円  法人 2,526,000 円 

 ・賛助会費             600,000円 

 ・施設・団体会費       398,000円 

(2)寄付金の募集  29件 2,896,000円 

(3)基金・積立金の安定運用 

・福祉ボランティア基金      

  原資 204,938,522円  運用益 2,140,344円 

・社会福祉推進基金           

  原資 400,000,000円  運用益 4,817,938円 

・福祉サービス利用支援基金   

  原資  16,979,526円  運用益  126,375円 

(4)広告の掲載  社協だより 6件 

事業名 ４ 広報啓発活動【自主】 

事業実績 

 

 

 

 社協事業に対する市民の理解と認識を高め、福祉活動への参加を促進す

るため広報啓発に努めました。 

(1)社協だよりの発行  年 4回  1回当たり 130,000部発行 

（4月 15日・7月 1日・9月 15日・1月 15日） 

(2)社協ホームページによる広報 

市民に福祉情報等を提供するため、毎月内容の更新を行いました。 

アドレス  http：//www.gifushi-shakyo.or.jp 

Ｅ-mail   office＠gifushi-shakyo.or.jp 

事業名 ５ 岐阜市民福祉大会【市との共催】 
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事業実績 岐阜市との共催により、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行い

ました。 

(1)内容   

10月 25日(木) 岐阜市民会館 

 表彰 62名、感謝 20名 

 記念講演 テーマ「天使がこの世に降り立てば」 

講  師 金澤 泰子 

席上揮毫 金澤 翔子 

(2)表彰選考委員会   8月 28日 

事業名 ６ 人材育成・研修【自主】 

事業実績 

 

 

 

(1)人事考課 

 人事考課シートの活用により、組織の活性化、人材の育成、公正な処遇

を図りました。 

(2)職員間内部研修 

第 1回  6月 27日 生活困窮者自立支援制度について 

第 2回 11月 7日 エクセルの使い方について 

第 3回  3月 15日 精神障がい者へのアプローチ、支援について 

(3)外部研修への参加 

 岐阜県社協など関係機関が実施する研修に積極的に参加しました。 

(4)働き方改革への取組 

 １ヶ月単位の変形労働時間制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ制度を

導入しました。 

事業名 ７ 団体事務への協力【自主】 

事業実績 

 

 

 赤い羽根共同募金運動と赤十字事業に協力しました。 

(1)共同募金会岐阜市支会 

(2)日本赤十字社岐阜市委員部 

事業名 ８ 社会福祉充実計画への取組【自主】 

事業実績 

 

 

 改正社会福祉法により、毎会計年度に再投下可能な財産を算定する「社

会福祉充実残額」によって、社会福祉事業等の充実などを目的とする「社

会福祉充実計画」に基づき、引き続き次の事業に取り組みました。 

(1)介護保険事業等サービス提供体制充実のための職員の処遇改善 

(2)会計システムの更新 

(3)公用車の購入等 

事業名 ９ 西日本豪雨災害に伴う職員の派遣【自主】 

事業実績 

 

 

(1)派遣先 岐阜県関市社協 

内 容 災害ボランティアセンターの運営支援 

期 間 7月 10日～7月 16日の 7日間 延べ 10名派遣 

(2)派遣先 広島県呉市社協 
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内 容 災害ボランティアセンターの運営支援 

期 間 8月 16日～8月 21日（5泊 6日間） 1名派遣 

 

成果  職員の働き方改革に関する制度の導入により、時間外労働の削減、休日

の確保により、ワーク・ライフバランスの確保に努めました。 

 


