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令和元年度 

社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会 事業報告 

 

Ⅰ．生活支援係 

１．総務班 

①理事会・評議員会・監査並びに評議員選任・解任委員会、支部及び地区福祉員会議の開催 

 役職員が一体となり、事業の企画立案、実施のため次のとおり開催しました。 

（１）理事会 

第1回 
期日 令和元年6月5日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

出席理事 

（10名） 

欠席理事 

（3名） 

出席監事 

（3名） 

議案 

・職務執行状況の報告について 

・平成30年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会事業報告について 

・平成30年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業会計決算 

 及び公益事業会計決算について 

・監事による監査報告 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦について 

・令和元年度第1回評議員会の開催について 

原案 

可決 

第2回 
期日 令和元年6月21日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

出席理事 

（10名） 

欠席者 

（3名） 

出席監事 

（3名） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会会長の選任について 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会副会長の選任について 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会常務理事の選任について 原案 

可決 

第3回 
期日 令和元年8月22日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター団体活動室 

出席理事 

（12名） 

欠席者 

（1名） 

出席監事 

（3名） 

議案 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業第1次資金

収支補正予算について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会公益事業第1次資金収支

補正予算について 

・令和元年度第2回評議員会の開催について 

原案 

可決 

第4回 
期日 令和元年9月5日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター団体活動室 

出席理事 

（12名） 

欠席者 

（1名） 

出席監事 

（3名） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会福祉拠点施設整備事業用地の取得に

ついて 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会福祉拠点施設整備事業に関する設

計・監理業務委託について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業第2次資金 

収支補正予算について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会公益事業第2次資金収支 

補正予算について 

原案 

可決 
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・令和元年度第3回評議員会の開催について 

第5回 
期日 令和元年10月21日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

出席理事 

（12名） 

欠席者 

（1名） 

出席監事 

（3名） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会福祉拠点施設整備事業に関する工事

請負契約について 

原案 

可決 

第6回 
期日 令和元年12月26日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

出席理事 

（12名） 

欠席者 

（1名） 

出席監事 

（3名） 

議案 

・職務執行状況の報告について 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会評議員候補者の推薦について 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業第3次資金

収支補正予算について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会公益事業第3次資金収支

補正予算について 

・令和元年度第4回評議員会の開催について 

原案 

可決 

第7回 
期日 令和2年2月19日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター団体活動室 

出席理事 

（13名） 

出席監事 

（2名） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会副会長の選任について 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会事務局規程の一部改正について 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業第4次資金

収支補正予算について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会公益事業第4次資金収支

補正予算について 

・令和元年度第5回評議員会の開催について 

原案 

可決 

第8回 
期日 令和2年3月19日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

出席理事 

（13名） 

出席監事 

（3名） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について 

・令和2年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会事業計画について 

・令和2年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算について 

・令和元年度第6回評議員会の開催について 

原案 

可決 
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（２）評議員会 

第１回 
期日 令和元年6月20日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター研修室 

出席評議員 

（24名） 

欠席者 

（3名） 

出席理事 

（3名） 

出席監事 

（3名） 

議案 

・平成30年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会事業報告について 

・平成30年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業会計決算 

 及び公益事業会計決算について 

・監事による監査報告 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会理事の選任について 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会監事の選任について 

原案 

可決 

第2回 
期日 令和元年8月30日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター研修室 

出席評議員 

（20名） 

欠席者 

（7名） 

出席理事 

（3名） 

議案 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業第1次資金

収支補正予算ついて 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会公益事業第1次資金収支

補正予算について 

原案 

可決 

第3回 
期日 令和元年9月12日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター研修室 

出席評議員 

（20名） 

欠席者 

（7名） 

出席理事 

（3名） 

議案 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業第2次資  

金収支補正予算について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会公益事業第2次資金収 

 支補正予算について 
原案 

可決 

第4回 
期日 令和2年1月20日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター研修室 

出席評議員 

（25名） 

欠席者 

（2名） 

出席理事 

（3名） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会理事の選任について 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会監事の選任について 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会定款施行細則の一部改正について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業第3次資金 

収支補正予算について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会公益事業第3次資金収支 

補正予算について 

原案 

可決 

第5回 
期日 令和2年2月27日 議決 

状況 場所 鹿角市文化の杜交流館コモッセ研修室 

出席評議員 

（20名） 

欠席者 

（7名） 

出席理事 

（3名） 

議案 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会社会福祉事業第4次資金 

収支補正予算について 

・令和元年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会公益事業第4次資金収支 

補正予算について 
原案 

可決 

第6回 期日 令和2年3月30日 議決 
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場所  状況 

出席評議員 

（27名） 

※書面決議 

議案 

・令和2年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会事業計画について 

・令和2年度社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算について 
原案 

可決 

 

（３）監査 

決算監査 

期日 令和元年5月28日 

場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

平成30年度事業報告書・平成30年度計算関係書類及び注記・平成30年度附属明細書 

中間監査 

期日 令和元年10月31日 

場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

令和元年度 中間事業報告書 

財務諸表 ・資金収支計算書 ・事業活動計算書 ・貸借対照表 ・事業未収金 ・事業未払金 

・職員預り金内訳表 ・預金・定期預金等残高一覧表 

 

（４）評議員選任・解任委員会 

第１回 
期日 令和元年6月12日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

出席委員 

（3名） 

出席理事 

（1名） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会評議員の選任について 

原案 

可決 

第2回 
期日 令和2年1月8日 議決 

状況 場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

出席委員 

（3名） 

出席理事 

（1名） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会評議員の選任について 

原案 

可決 

 

（５）支部長会議 

第1回 
期日 令和元年5月28日 

場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

 議案 ・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入計画について 

第2回 
期日 令和元年9月10日 

場所 鹿角市福祉保健センター会議室 

 議案 
・令和元年度共同募金運動実施計画について 

・令和元年度共同募金運動法人募金活動の進め方について 

 

（６）支部福祉協力員会議 

第1回 
期日 令和元年6月11日 

場所 鹿角市福祉保健センター団体活動室（花輪支部） 
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議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会花輪支部支部長・副支部長の選任について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入計画について 

・法人特別会員の会費徴収の実施について 

期日 令和元年6月11日 

場所 尾去沢市民センター講堂（尾去沢支部） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会尾去沢支部支部長・副支部長の選任について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入計画について 

・法人特別会員の会費徴収の実施について 

期日 令和元年6月12日 

場所 十和田市民センターホール（十和田支部） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会十和田支部支部長・副支部長の選任について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入計画について 

・法人特別会員の会費徴収の実施について 

期日 令和元年6月27日 

場所 八幡平市民センター研修室（八幡平支部） 

議案 

・社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会八幡平支部支部長・副支部長の選任について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入計画について 

・法人特別会員の会費徴収の実施について 

第2回 
期日 令和元年9月19日 

場所 八幡平市民センター多目的室（八幡平支部） 

 

議案 
・令和元年度共同募金運動実施計画について 

・法人募金活動の進め方について 

期日 令和元年9月25日 

場所 尾去沢市民センター多目的室（尾去沢支部） 

議案 
・令和元年度共同募金運動実施計画について 

・法人募金活動の進め方について 

期日 令和元年9月25日 

場所 鹿角市福祉保健センター団体活動室（花輪支部） 

議案 
・令和元年度共同募金運動実施計画について 

・法人募金活動の進め方について 

期日 令和元年9月26日 

場所 十和田市民センター小会議室（十和田支部） 

議案 
・令和元年度共同募金運動実施計画について 

・法人募金活動の進め方について 

 

②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り、そのためには自主財源で

ある会費が最も重要であることから、社協支部の協力を得て、一般会員の加入促進と賛助・個人特別・法人特別会

員の増強に努めております。 

（１）社協会員加入状況 

      年度 

 

会員 

平成30年度 令和元年度 前 年 比 

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

一 般 会 員 8,376 4,185,350 8,239 4,114,000 ▲137 ▲ 71,350 

賛 助 会 員 412 418,500 359 363,500 ▲ 53 ▲ 55,000 
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個人特別会員 91 293,000 88 284,000 ▲  3 ▲  9,000 

法人特別会員 345 1,479,000 335 1,445,000 ▲ 10 ▲ 34,000 

合  計 9,224 6,375,850 9,021 6,206,500 ▲203 ▲169,350 

 

（２）寄付状況 

         年度 

 

会員 

平成30年度 令和元年度 前 年 比 

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

一 般 寄 付（香典返し） 207 5,191,587 183 4,548,000 ▲24 ▲643,587 

その他の寄附（篤志・車椅子） 31 955,378 29 1,166,661 ▲ 2 211,283 

合  計 238 6,146,965 212 5,714,661 ▲26 ▲432,304 

 

③事務局体制の整備と資質向上 

 人材育成の一環として職員個人及び職場の目標を設定し業務遂行に努めております。 

（１）職員研修・会議活動 

 職員の資質向上を目的として計画的に研修会を実施しています。 

（法人部門職員） 

研修会・大会・視察等 期  日 開催場所等 

令和元年度市町村社会福祉協議会連絡協議会総会 5/16 秋田市 

第64回日本身体障害者福祉大会あきた大会 5/23 秋田市 

(一財)秋田県遺族連合会主催市町村遺族会会長・事務担当者合同研修会 5/23 秋田市 

令和元年度秋田県遺族連合会第7回評議委員会 6/4 秋田市 

令和元年度災害ボランティアコーディネーター養成研修「基礎編」 6/5～6/6 秋田市 

令和元年度配偶者暴力相談支援ネットワーク会議 6/13 大館市 

令和元年度市町村共同募金委員会担当職員会議 6/17 秋田市 

2019年度認知症地域支援推進員研修 6/25～6/26 宮城県 

第1回権利擁護センター設置検討委員会  7/4 秋田市 

令和元年度災害ボランティアコーディネーター養成研修「応用編」 7/4～7/5 秋田市 

(一財)秋田県遺族連合会主催市町村遺族会担当者研修会 7/18 秋田市 

居場所連絡会議 7/19 大館市 

第2回権利擁護センター設置検討委員会 8/6 秋田市 

令和元年度市町村社会福祉協議会会長・事務局長合同会議 8/20～8/21 秋田市 

令和元年度共同募金運動推進会議 8/22 秋田市 

能代・山本地域成年後見制度利用促進連携ネットワーク会議 8/27 能代市 

第3回権利擁護センター設置検討委員会 9/3 秋田市 

令和元年度ひきこもり支援者スキルアップ研修会 
9/6・10/29 

11/12・12/10 
秋田市 

令和元年度秋田県ひきこもり相談支援連絡協議会 9/13 大館市 

第17回秋田県障害者スポーツ大会 9/14 秋田市 

第4回権利擁護センター設置検討委員会 9/26 秋田市 
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令和元年度秋田県日常生活自立支援事業 生活支援員研修会 10/2 北秋田市 

令和元年度秋田県戦没者追悼式・平和記念式典 10/18 秋田市 

秋田県遺族連合会女性部60周年記念大会 10/29 秋田市 

令和元年度生活困窮者自立支援制度担当者会議 10/30 秋田市 

岩手県における生活支援・外出支援のあり方を考えるシンポジウム 11/7 盛岡市 

平成31年度福祉保健施設・事業所等職員新任研修 11/12～11/13 秋田市 

令和元年度東北ブロック地域包括・在宅介護支援センター職員研修会 11/14 青森市 

令和元年度生活困窮者自立支援制度担当者研修会 11/25 秋田市 

令和元年度成年後見制度利用促進実務研修会(第1回) 11/26 秋田市 

令和元年度自殺予防ネットワーク研修会(県北ブロック) 12/10 北秋田市 

令和元年度成年後見制度利用促進実務研修会(第2回) 12/13 秋田市 

令和元年度成年後見制度利用促進実務研修会(応用編) 12/25 秋田市 

北秋田市若者の生きる支援研修会 1/27 北秋田市 

令和元年度共同募金担当職員研修 1/31 秋田市 

第1回生活困窮者自立支援制度に係る社協連絡会 2/12 秋田市 

 

（介護事業部門職員） 

研修会・大会・視察等 期  日 開催場所等 

精神小委員会 4/1 福祉保健センター 

運営委員会議 4/4 福祉保健センター 

鹿角市介護保険事業所顔合わせ 4/15 福祉保健センター 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 4/18 福祉保健センター 

認知症キャラバンメイト連絡会 4/19 福祉保健センター 

認定調査員新任者研修会 4/24 秋田市 

運営委員会議 5/7 福祉保健センター 

精神小委員会 5/13 福祉保健センター 

訪問介護事業所連絡会 5/14 福祉保健センター 

訪問介護事業所研修会「ヤクルト目指そう健腸寿命」 5/14 福祉保健センター 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 5/16 福祉保健センター 

介護支援専門員事業所連絡会 5/16 福祉保健センター 

認知症キャラバンメイト連絡会 5/22 福祉保健センター 

地域密着型サービス「多機能サービスかみはなわ」運営推進会議 5/22 多世代交流まちっこ 

精神小委員会 6/3 福祉保健センター 

運営委員会議 6/6 福祉保健センター 

訪問介護事業所研修会「介護記録の理解」 6/11 訪問介護事業所内 

令和元年度配偶者暴力相談支援ネットワーク会議 6/13 大館市 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 6/14 福祉保健センター 

介護支援専門員事業所連絡会 6/18 福祉保健センター 

訪問介護事業所連絡会 6/19 福祉保健センター 

鹿角地区認知症セミナー 6/19 パークホテル 

認知症キャラバンメイト勉強会 6/19 福祉保健センター 
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鹿角市介護保険運営会議・包括センター密着型サービス運営会議 6/19 福祉保健センター 

認知症地域支援推進員研修（新任者・現任者） 6/25～26 宮城県仙台市 

精神小委員会 7/1 福祉保健センター 

運営委員会議 7/3 福祉保健センター 

相談支援事業所連絡会 7/10 鹿角市福祉プラザ 

かづの多職種連携研修会 7/11 福祉保健センター 

訪問介護事業所連絡会、研修会「健康体操」 7/17 福祉保健センター 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 7/17 福祉保健センター 

介護支援専門員事業所連絡会 7/18 福祉保健センター 

家族者介護交流会 7/18 コモッセ 

市民公開講座・認知症サポーター養成講座 7/26 コモッセ 

精神小委員会 8/5 福祉保健センター 

認知症キャラバンメイト連絡会 8/6 福祉保健センター 

運営委員会議 8/8 福祉保健センター 

介護支援専門員再研修① 8/7～9 秋田市 

介護支援専門員再研修② 8/21～23 秋田市 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 8/21 福祉保健センター 

訪問介護事業所連絡会 8/22 福祉保健センター 

介護支援専門員事業所連絡会 研修会「レッツダンス」 8/22 コモッセ 

介護支援専門員更新研修 8/27～30 秋田市 

精神小委員会 9/2 福祉保健センター 

介護支援専門員再研修③ 9/3～6 秋田市 

認知症施策担当研修会 9/6 コモッセ 

運営委員会議 9/4 福祉保健センター 

相談支援事業所連絡会 9/11 鹿角市福祉プラザ 

訪問介護事業所連絡会 9/18 福祉保健センター 

介護支援専門員事業所連絡会 9/19 福祉保健センター 

家族者介護交流会 9/19 コモッセ 

認知症キャラバンメイト連絡会 9/20 福祉保健センター 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 9/25 福祉保健センター 

地域密着型サービス「多機能サービスかみはなわ」運営推進会議 9/25 多世代交流まちっこ 

訪問介護事業所研修会「認知症の理解」 9/27 訪問介護事業所 

生活保護現任研修（面接） 9/27 福祉保健センター 

運営委員会議 10/3 福祉保健センター 

精神小委員会 10/7 福祉保健センター 

柴平ふれあい安全パトロール 10/15 柴平地区 

訪問介護事業所研修会「感染症の理解」 10/15 訪問介護事業所内 

訪問介護事業所連絡会 10/16 福祉保健センター 

介護支援専門員事業所連絡会 10/16 福祉保健センター 

家族者介護交流会 10/16 かづの厚生病院 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 10/24 福祉保健センター 

介護サービス苦情相談担当者研修会 10/25 秋田市 
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認知症キャラバンメイト連絡会 11/1 福祉保健センター 

運営委員会議 11/6 福祉保健センター 

相談支援事業所連絡会 11/13 鹿角市福祉プラザ 

東北ブロック地域包括・在宅介護支援センター職員研修会 11/14～15 青森市 

訪問介護事業所研修会「接遇について」 11/19 訪問介護事業所内 

訪問介護事業所連絡会 11/20 福祉保健センター 

介護支援専門員事業所連絡会 11/21 福祉保健センター 

認知症・ユニバーサルカフェ 11/22 湯都里 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 11/27 福祉保健センター 

精神小委員会 12/2 福祉保健センター 

運営委員会議 12/5 福祉保健センター 

訪問介護事業所研修会「介護事故・ヒヤリハット」 12/17 訪問介護事業所内 

訪問介護事業所連絡会 12/18 福祉保健センター 

介護支援専門員事業所連絡会 12/19 福祉保健センター 

かづの厚生病院研修会（医療連携・退院調整） 12/19 かづの厚生病院 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 12/20 福祉保健センター 

精神小委員会 1/6 福祉保健センター 

相談支援事業所連絡会 1/8 鹿角市福祉プラザ 

運営委員会議 1/9 福祉保健センター 

介護保険事業所合同研修会「ドキュメント映画鑑賞」 1/14 コモッセ 

花輪地区民協定例会（包括職員紹介・事業内容・情報交換） 1/17 福祉保健センター 

訪問介護事業所研修会「緊急時の対応・応急処置について」 1/21 訪問介護事業所内 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 1/22 福祉保健センター 

地域密着型サービス「多機能サービスかみはなわ」運営推進会議 1/22 多世代交流まちっこ 

尾去沢民協定例会（包括職員紹介・事業内容・情報交換） 1/24 尾去沢市民センター 

精神小委員会 2/3 福祉保健センター 

運営委員会議 2/7 福祉保健センター 

認知症初期集中支援チーム検討会 2/12 福祉保健センター 

認知症キャラバンメイト連絡会 2/14 福祉保健センター 

介護支援専門員事業所連絡会（薬剤師会合同研修会） 2/15 ガーデンかわむら 

訪問介護事業所研修会「ケース検討会」 2/18 訪問介護事業所内 

訪問介護事業所連絡会 2/19 福祉保健センター 

4包括打ち合わせ・認知症推進員会議 2/26 福祉保健センター 

精神小委員会 3/2 福祉保健センター 

相談支援事業所連絡会 3/11 鹿角市福祉プラザ 

訪問介護事業所研修会「ケース検討・ふりかえり」 3/17 訪問介護事業所内 

 

（２）実習生の受け入れ 

所    属 期間 内   容 

秋田看護福祉大学 看護福祉学部福祉学科  

3年生 1名 
2/10～3/13 社会福祉士ソーシャルワーク実習 
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２．地域福祉推進班 

①ネットワーク推進事業・高齢者等への支援活動の推進 

 小地域でのネットワークづくり事業として、関係機関・団体と連携を図り、地域福祉活動を推進し、支え合う地

域ネットワークの形成のため、次の事業を実施しました。 

（１）地域で支え合う住民組織（小地域ネットワーク推進事業）づくり 

 高齢者や障がい者等の要援護者をはじめ、誰もが地域の中で孤立した生活を送ることのないよう、お互いに支え

合う地域福祉ネットワーク活動を支援します。 

◆小地域ネットワーク事業年度別実践地域指定自治会 

年度 花輪 十和田 尾去沢 八幡平 計 

平成 

（1～3） 

東町 久保田団地 陣場 湯ノ岱 新堀 下モ平 湯瀬  
11 

沢口二区 旭町二区 毛馬内中町  水晶山    

平成4年 
組丁 下タ町 萱町  西道口 山方 小豆沢 谷内 

8 
    市街地    

平成5年 
小坂二区 小坂三区 川原ノ湯 下小路（下） 上山    

7 
舟場三区  古川      

平成6年 
寺坂 新田町三区 南 館 瓜畑  三ヶ田  

8 
東山住宅  中岱      

平成7年 狐平 大川添団地 中田 毛馬内上町 蟹沢  荒町  6 

平成9年 乳牛二区      大里  2 

平成10年 新斗米 菩提野 上ノ湯      3 

平成11年 

文化 小坂一区 三ノ丸      

6 坂ノ上 小枝指       

西町        

平成12年 

館盆坂 沢小路 下町 根市戸 松子沢 軽井沢   

14 乳牛一区 横丁 丁内 神田 山神社    

上旭町  中滝 錦丁     

平成13年 

案内 大曲 土深井 箒畑 中央通  長内 長牛 

10       永田 桃枝 

      玉内  

平成14年 

上野  風張 四ノ岱住宅 三ツ矢沢(上中) 三ツ矢沢（下） 長嶺 林崎 

10       夏井 大久保 

      小割沢  

平成15年 高屋 茜町 下ノ湯 横丁   石鳥谷  5 

平成16年 沢口一区        1 

平成17年 福士川  石野    川部 松館 4 

平成18年 鶴田  松山  新山    3 

平成20年 舟場町 館   尾去 下タ町 熊沢  5 

平成21年 久保田  腰廻      2 

平成22年 鏡田      水沢  2 

平成23年 小平  関上 大欠     3 

平成24年   甚兵エ川原      1 

平成25年 高市 花輪駅西 宮野平      3 

平成26年   長者久保      1 

平成27年   一本木 中草木     2 

平成28年   沢尻      1 
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平成29年   浜田 堀内     2 

平成30年         0 

令和元年         0 

合 計 42 39 18 21 120 

 

（２）地域福祉実践研究セミナー 

 小地域ネットワーク活動の充実をめざして、自治会関係者・行政・各機関関係者を交えて研修会を開催しました。 

開催日 内   容 場所・参加人数 

12月5日 

①事例紹介「地域のげんげん元気なひと物語」  

金澤 文好 氏（夏井自治会会長） 

木村 智子 氏（長者久保自治会 民生児童委員） 

中澤 義勝 氏（沢口一区自治会 福祉員） 

②先進的実践の紹介「地域で取り組む総合事業（訪問型サービスＢ）」 

  ～自動車による通院・買い物等の付き添い支援～ 

熊谷 哲周 氏（花巻市・ふるさと高松げんき村 事務局長） 

③講演「ほっとけない気持ちをカタチにしませんか」 

鳥居 一頼 氏（地域福祉推進アドバイザー） 

文化の杜交流館

コモッセ 

参加者82名 

 

（３）福祉のまちづくり推進会議（旧：福祉員・福祉協力員合同会議） 

 社協と地域のかけ橋となる福祉員の配置をお願いし、自治会の中での地域福祉活動の推進を図りました。 

 
期日 令和元年6月25日 

場所 文化の杜交流館コモッセ講堂 出席者 65名 

花輪地区 議案 

・平成30年度鹿角市社会福祉協議会事業報告並びに決算の概要について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会の主な事業並びに予算の概要について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入について 

・情報交換  

テーマ①「地域の中で関りを拒む人への対応」について 

   ②「歳末たすけあい募金」について 

 
期日 令和元年6月26日 

場所 十和田市民センターホール 出席者 27名 

十和田地区 議案 

・平成30年度鹿角市社会福祉協議会事業報告並びに決算の概要について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会の主な事業並びに予算の概要について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入について 

・情報交換  

テーマ①「地域の中で関りを拒む人への対応」について 

  ②「歳末たすけあい募金」について 

 
期日 令和元年6月24日 

場所 尾去沢市民センター講堂 出席者 22名 

尾去沢地区 議案 

・平成30年度鹿角市社会福祉協議会事業報告並びに決算の概要について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会の主な事業並びに予算の概要について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入について 

・情報交換  

テーマ①「地域の中で関りを拒む人への対応」について 

  ②「歳末たすけあい募金」について 

 
期日 令和元年6月27日 

場所 八幡平市民センター研修室 出席者 26名 

八幡平地区 議案 ・平成30年度鹿角市社会福祉協議会事業報告並びに決算の概要について 
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・令和元年度鹿角市社会福祉協議会の主な事業並びに予算の概要について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入について 

・情報交換  

テーマ①「地域の中で関りを拒む人への対応」について 

  ②「歳末たすけあい募金」について 

 
期日 令和元年6月28日 

場所 大湯地区市民センター体育場 出席者 20名 

大湯地区 議案 

・平成30年度鹿角市社会福祉協議会事業報告並びに決算の概要について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会の主な事業並びに予算の概要について 

・令和元年度鹿角市社会福祉協議会会員募集並びに会費納入について 

・情報交換  

テーマ①「地域の中で関りを拒む人への対応」について 

  ②「歳末たすけあい募金」について 

 

（４）福祉座談会・地域巡回型介護予防事業「生き活き元気塾」（受託事業）の実施 

 地域住民の皆さんと「福祉」をテーマに情報交換や勉強会への講師として出向いたほか、自立生活の助長及び介

護が必要な状態にならないことを目的に、地域の自主性や主体性を重視した介護予防事業を行いました。 

福祉座談会・介護予防事業 期 日 開催場所等 

福祉座談会「介護予防教室」 4月9日 長者久保自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 4月10日 大湯婦人会 

福祉座談会「介護予防教室」 4月25日 陣場ひだまりの会 

福祉座談会「介護予防教室」 5月15日 宮野平自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 5月25日 南自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 6月5日 一本木自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 6月12日 陣場ひだまりの会 

福祉座談会「介護予防教室」 6月13日 長者久保自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 6月15日 三ツ矢沢自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 6月17日 沢尻自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 6月25日 風張自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 7月4日 一本木自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 7月6日 腰廻自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 7月16日 長者久保自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 7月17日 沢尻自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 8月26日 長者久保自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 9月2日 一本木自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 9月8日 腰廻自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 9月11日 下モ平自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 9月19日 下モ平自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 9月24日 風張自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 10月2日 高市自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 10月15日 宮野平自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 10月17日 上野自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 10月20日 南自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 10月20日 六日町自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 10月23日 尾去自治会 
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福祉座談会「介護予防教室」 10月25日 陣馬ひだまりの会 

福祉座談会「介護予防教室」 10月28日 松山自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 11月11日 沢尻自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 11月12日 下モ平自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 11月12日 上野自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 11月15日 宮野平自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 11月16日 下モ平自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 11月25日 風張自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 12月4日 一本木自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 12月9日 松山自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 12月12日 下モ平自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 12月19日 長牛自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 1月23日 長牛自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 2月16日 中草木自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 2月20日 沢口一区自治会 

福祉座談会「介護予防教室」 2月28日 大湯婦人会 

 

②市民活動・ボランティア活動への協力支援 

 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と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した。 

（１）養成・研修事業 

①ボランティア研修会（旧：ボランティア交流・研修のつどい） 

開催日 内   容 場所・参加人数 

2月1日 

テーマ「共生社会の実現に向けて、わたしたちができること 

～障がい者スポーツを通して～」 

①講演 

講師 佐藤 慶子 氏（秋田県障害者スポーツ協会スポーツ推進員） 

櫻庭  知 氏（秋田県車椅子バスケットボールクラブ） 

②質疑応答 

文化の杜交流館 

コモッセ 

参加者56名 

 

（２）啓発・普及活動推進事業 

◆サロン活動など精神障がい者への支援活動とボランティアの育成を行いました。 

事業名 活動内容 

①精神保健ボランティア育成事業 

○さわやかサロンの運営  延べ48回  約538名 

○精神保健福祉ボランティア研修会   

2月17日 文化の杜交流館コモッセ 75名 

①講義「共に暮らす私たちの関わりと支援 

― ひきこもりの支援を例に学ぶ精神障がい ―」 

講師 櫻 庭  泰 氏 

（ＪＡ秋田厚生連かづの厚生病院 精神科医） 

②意見交換 

〇きりたんぽ会、カラオケ・ゲームの日 10月26日 29名 

 内容：カラオケ・ゲーム等の余暇活動、会員手作りのきりたんぽ鍋 

○通信・お知らせ  9回 

〇地域生活支援を考える会小委員会の開催 
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 毎月第1月曜日  福祉保健センター 12回 

②依存症への支援活動 

〇鹿角アディクション問題を考える会定例研修会  

毎月第3水曜日開催  福祉保健センター 12回 

〇アルコール学習会（秋田県秋北断酒会鹿角支部例会） 

毎月第2水曜日開催  福祉保健センター 12回 

 

◆除雪に難儀する高齢者世帯や障がい者世帯に対し、市民ボランティアによる除雪支援を行いました。 

事業名 活動内容 

①除雪ボランティア活動 

○11月～3月 除雪対象者調査・ボランティア募集・除雪ボランティア活動 

○活動実績 

活動日数 ＝延べ0日 

   除雪対象者＝延べ0名 

○ボランティア登録  15団体・8個人 

○ボランティア活動保険加入者数  448名 

〇除雪機稼働状況 

   稼働日数 ＝0日  利用団体 ＝0団体 

 

（３）活動基盤整備事業 

事業名 内  容 

①ボランティア団体等支援事業 

○ボランティア連絡協議会活動支援  

 役員会（2回） 5月11日・9月28日 

○ボランティア活動保険加入   169名 

②ボランティア相談援助活動 ○ボランティア活動の相談・紹介・斡旋  14件 

③災害ボランティア支援活動 
○ボランティア活動保険加入   3名 

○災害ボランティア活動相談   2件 

 

（４）福祉教育推進事業 

事業名 内  容 

①ボランティア初心者講習会 

○中学生対象の体験学習 

 7月23日 尾去沢中学校 （炊き出し訓練）19名 

 7月24日 八幡平中学校 （炊き出し訓練）36名 

7月27日 花輪第二中学校（認知症学習・福祉用具体験）20名 

  7月30日 十和田中学校 （炊き出し訓練）10名 

※花輪第一中学校は校舎改修工事のため、11月21日に実施 17名 

計 102名 

②夏休みボランティア・福祉体験 

チャレンジ学習2019 

○中高生対象のボランティア・福祉体験（7/26～8/10） 

  7月25日 オリエンテーション（車椅子講座）   17名 

  東恵園デイサービス                6名 

特別養護老人ホーム東恵園             2名 

グループホームくおん               4名 

鹿角中央病院デイサービスセンター         5名 

障害者センター ちくたく             2名 

特別養護老人ホームケアホームおおゆ        1名 

地域密着型特別養護老人ホーム はなわあいの    3名 

大湯温泉保養センター湯都里            1名 



 

- 15 - 

養護老人ホーム和光園               1名 

福祉型障害児入所施設東山学園           7名 

介護老人保健施設けいあい             1名 

介護老人保健施設いこいの里           12名 

環境美化活動をしよう               6名 

比内支援学校かづの校               2名 

精神保健ボランティアの会「でねがー」       3名 

こやっこさおでてくだい              2名 

                 計 参加者26名 延べ58名 

③学校での福祉体験学習 

○相談活動 9件（体験学習等の相談ほか） 

○市内小中高への福祉体験学習 

10月8日  花輪小学校４年生（点字体験） 

11月11日 花輪北小学校４年生（高齢者疑似体験） 

11月14日 花輪北小学校４年生（点字体験） 

11月22日 花輪北小学校４年生（手話体験） 

1月30日  比内支援学校かづの校（車椅子体験） 

2月21日  八幡平小学校４年生（車椅子体験） 

2月25日  八幡平小学校４年生（高齢者との交流） 

〇学校での福祉授業（講師：鳥居 一頼 氏） 

 10月12日 十和田小学校 

        5年生 テーマ「ドラえもんはボランティア？」 

        6年生 テーマ「私は不完全な人間です」 

12月4日  八幡平中学校 

2年生 テーマ「生きる力を引き出す」 

      花輪北小学校 

4年生 テーマ「うさぎとかめの真実」 

12月5日  十和田小学校 

4年生 テーマ「ことばの力」 

       6年生 テーマ「うさぎとかめの真実」 

12月6日  尾去沢小学校 

1～3年生 テーマ「まごころってなあに？」 

       4～6年生 テーマ「ことばの力」 

      十和田中学校 

  1年生 テーマ「メダカのめぐ」 

  2年生 テーマ「こぶとりじいさんの真相」 

 

（５）各種福祉団体育成活動 

区 分 団  体  名 

事務局支援 市身体障がい者協会・郡市遺族連合会 

 

③災害時に対応できる地域づくり 

 研修会を開催し、災害ボランティアの人材育成を行うとともに、災害に強い地域づくりについて学びました。 

◆災害ボランティア養成研修会 

開催日 内   容 場所・参加人数 
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3月1日 

テーマ「災害への備えと地域支援について」 

― 互いに支え合う地域づくりを考える ― 

①実践紹介「平成２９年秋田県豪雨災害時の活動」 

佐藤  司 氏 

（横手市社会福祉協議会本部地域福祉課地域福祉係長） 

②講義・演習「災害ボランティアセンターの役割と支援活動 

～私たちにできる被災者支援～」 

千川原 公 彦 氏（ウェザーハート災害福祉事務所 代表） 

※新型コロナウイ

ルス感染症拡大の

ため中止 

 

④市民に分かりやすいふくし情報の提供 

 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）広報「社会福祉かづの」の発行   

毎月（12回）発行  市内全世帯配布 

 

（２）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://kazunoshishakyo.or.jp/ 

   E-mail    info@kazunoshishakyo.or.jp 

 

（３）第11回かづの元気フェスタ 

 鹿角市の福祉と産業が一体となり、子どもからお年寄りまで、ともに生きる福祉のまちづくりをめざして開催し

ました。 

◆開催日 9月15日  市役所周辺  11,000名来場  

◆内容  体験広場、暮らしの応援広場、ちびっこ広場、人・もの交流広場、健康広場、食の広場、環境広場、 

催し物広場 

 ◆会議 ・運営委員会       6月19日   

・参加希望団体打合せ会  7月10日 

      ・第1回実行委員会    8月 5日  ・第2回実行委員会   9月 5日 

      ・第3回実行委員会    9月30日 

 

（４）第38回鹿角市社会福祉大会 

 社会福祉事業活動において功績顕著な個人・団体等への表彰の他、実践発表、記念講演を行いました。 

  ◆開催日 11月20日  鹿角市文化の杜交流館コモッセ  256名参加 

  ◆表彰 ・市長表彰（民生委員･児童委員功労者5名） 

・社会福祉協議会会長表彰（社会福祉功労団体 4 団体・社会福祉功労者 2 名･在宅介護功労者 1 名） 

・社会福祉協議会感謝状贈呈（2名） 

  ◆実践発表 「民生児童委員の活動と地域の役割」 

          発表者 村木 定七 氏（十和田地区民生児童委員） 

◆記念講演 「身体に届けよう 心の“こえ”」 

          講師 高畑 キヤ子 氏（本郷さいとうクリニック専任心理療法相談員 八幡平・熊沢出身） 

 

⑤法外援護活動 

 火災・天災などによる家屋の破損被害に応じて災害見舞金を支給しました。 

災害の種類 件数 見舞金額 

火災（全焼） 2件 40,000円 

http://kazunoshishakyo.or.jp/
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強風（半壊） 1件 10,000円 

 

⑥安心して暮らせるための生活支援サービス 

 介護保険等の制度だけでは補えない部分へのサービス提供を行い、在宅生活を応援しました。 

（１）移送サービス事業（受託事業） 

 車イス等で公共機関の利用が困難な高齢者や障がい者に対して、病院への送迎サービスを実施しました。 

 平成30年度 令和元年度 

稼働日数（日） 236日 231日 

実利用者数（人） 93人 98人 

延べ利用数（人） 750人 748人 

 

（２）食事サービス事業（受託事業） 

◆会食型食事サービス（わいわいランチ） 

  小地域ネットワーク活動の一環とした集まりや会食会などへ弁当をお届けしました。 

 平成30年度 令和元年度 

実施地域（地域） 264地域 255地域 

延べ利用者数（人） 4,340人 3,992人 

 

（３）まごころ訪問サービス事業 

 介護保険法や障害者総合支援法など公的な制度の狭間でサービス利用が困難な高齢者や障がい者へ、家事援助

等のサービスを提供しました。 

 平成30年度 令和元年度 

実利用者数（人） 39人 34人 

延べ活動日数（日） 445日 281日 

延べ活動時間（時間） 832：30時間 481：30時間 

 

（４）介護機器の無料貸出 

 車イスや介護機器などの無料貸出を行いました。 

 平成30年度 令和元年度 

車イス（件） 56件 79件 

ポータブルトイレ（件） 16件 19件 

歩行器（件） 6件 7件 

歩行補助器（件） 4件 2件 

シャワーベンチ（件） 4件 2件 

   

（５）鹿角市介護支援ボランティア制度 

 65 歳以上の方が福祉施設等の受入期間でのボランティア活動を通して、地域貢献や社会参加をすることで、自

身の介護予防の推進と、生き活きとした地域社会づくりを目的に事業を実施しました。 

①広報活動 

5月１日付け市広報でチラシを全戸配布、市内関係機関チラシ配置、各種会議等でPR 
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②受入施設、ボランティア登録 

 平成30年度 令和元年度 

受入施設数 36施設 36施設 

ボランティア登録者数 52人 55人 

 

③ボランティア活動実績 

月 延べ人数（人） 活動施設数（件） 実活動者数（人） 

4月 90 13 32 

5月 75 12 28 

6月 76 13 30 

7月 79 14 30 

8月 59 10 27 

9月 82 14 30 

10月 74 13 32 

11月 67 12 28 

12月 72 13 27 

1月 58 9 24 

2月 60 10 25 

3月 35 6 12 

合計 827人 18 37人 

 

（６）鹿角市生活援助ボランティア事業 

 高齢者が要介護・要支援状態になることを予防するとともに、要支援状態となった場合でも、可能な限り自立し

た在宅生活を営むことができるよう住民同士が協力し合い、住民の福祉力をもって支援することを目的に事業を

実施しました。 

①ボランティア講習会（受講者・登録者数） 

 

 

 

 

※5月１日付け市広報でチラシを全戸配布、各種会議等でPR 

 

②生活援助ボランティア研修会の開催  ※コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

ボランティアの資質向上と情報共有を目的に研修会を開催しました。 

◆開催日 3月14日  鹿角市文化の杜交流館コモッセ 

 ◆内容  ①事業の進捗状況について 

      ②研修Ⅰ「認知症について」 

講師 田中 千賀子（鹿角市社会福祉協議会） 

       ③研修Ⅱ「限られた食材で簡単に出来るメニュー～調理実習～」 

        講師 成田 チギ（鹿角市社会福祉協議会） 

       ④情報交換 

 

 開催数 受講者数 登録者数 

合計 6回 6人 
3人 

（登録者合計42人） 
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③利用契約者数 

 

 

 

 

④活動実績 

月 利用者 
ボランティア 

活動者数 
活動時間 

4月 18 13 66.5 

5月 19 14 80.5 

6月 21 16 74 

7月 20 15 80.5 

8月 21 15 81.5 

9月 21 16 80.5 

10月 24 16 100.5 

11月 23 15 74 

12月 20 14 77 

1月 21 16 78 

2月 22 17 76 

3月 21 17 80 

  

⑦鹿角市民生児童委員協議会受託活動 

（１）鹿角市民生児童委員協議会  

区 分 内        容 

会 議 ○監査  5月20日    ○理事会  5月20日 

研修等 
○民生児童委員ステップアップ研修会 6月25日 大館市 24名 

〇新任民生委員・児童委員研修     １月8日 大館市 31名 

 

（２）地区民生児童委員協議会 

地 区 定例会 研    修    等 

花輪地区 11回 先進地視察研修・福祉施設ボランティア・野外研修ほか 

十和田地区 11回 福祉施設訪問・野外研修ほか 

尾去沢地区 11回 野外研修・尾去沢地区小･中学校研修会ほか 

八幡平地区 11回 先進地視察研修・施設ボランティア・定例会ほか 

 

⑧鹿角市共同募金委員会活動 

（１）会議 

会議等 内    容 

 契約者数 相談者数 

合計 12人 25人 
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監   査 ・監査  5月9日 

運営委員会 

・第1回運営委員会  6月5日 

・第2回運営委員会  9月10日 

・第3回運営委員会  11月12日 

・第4回運営委員会  12月20日 

・第5回運営委員会   3月20日 

県共同募金会 

・令和元年度 市町村共同募金委員会担当職員会議（秋田市） 6月17日 

・共同募金運動推進会議（秋田市） 8月22日 

・共同募金担当職員研修会（秋田市） 1月31日 

 

（２）赤い羽根共同募金運動（期間：令和元年10月1日～12月31日） 

■目標額 6,350,000円  実績額 6,065,242円  達成率 95.5％ 

      年度 

募金別 

平成30年度 令和元年度 前 年 比 

件数 金   額 件数 金   額 件数 金   額 

戸 別 募 金 8,581 4,265,500 8,427 4,144,450 ▲154 ▲121,050 

個 人 大 口 募 金 207 235,000 192 219,500 ▲ 15 ▲ 15,500 

法 人 募 金 343 1,415,135 339 1,407,266 ▲  4 ▲  7,869 

街 頭 募 金 8 52,302 7 58,347 ▲  1 6,045 

職 域 募 金 58 90,277 51 74,789 ▲  7 ▲ 15,488 

学 校 募 金 16 143,698 14 128,746 ▲  2 ▲ 14,952 

イ ベ ン ト 募 金 1 945 2 10,424 1 9,479 

個 人 募 金 5 16,544 1 10,000 ▲  4 ▲  6,544 

通 年 募 金 2 4,280 2 4,003 0 ▲    277 

そ の 他 0 0 3 7,703 3 7,703 

預 金 利 子 1 13 1 14 0 1 

合    計 9,222 6,223,694 9,039 6,065,242 ▲183 ▲158,452 

 

（３）歳末たすけあい募金運動・歳末たすけあい配分事業（期間：令和元年12月1日～12月31日） 

 ■ 募金実績額  2,132,402円 

年度 

募金別 

平成30年度 令和元年度 前 年 比 

件数 件数 件数 金   額 件数 金   額 

戸 別 募 金 9,089 2,052,300 8,965 2,052,400 ▲124 ▲  100 

そ  の  他 3 81,058 2 80,000 ▲  1 ▲ 1,058 

預 金 利 子 1 1 1 2 0 1 

合    計 9,093 2,133,359 8,968 2,132,402 ▲125 ▲  957 

 

■ 配分合計額（見舞金贈呈額） 1,090,000円 

年度 

配分内訳 

平成30年度  年度 

配分内訳 

令和元年度 

件数 金 額  件数 金 額 

①生活困難世帯 24 240,000  ①被災世帯 2 20,000 
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②生活困難なひとり暮らし

高齢者 
70 490,000  

②病気や怪我等で世帯の状

況が変わり、たすけあいが必

要な世帯 

8 80,000 

③在宅介護者 4 28,000  ③ひとり親世帯 8 80,000 

④在宅重度心身障害児・者 8 56,000  ④高齢者世帯 55 550,000 

   

 ⑤在宅介護者 7 70,000 

 ⑥在宅重度心身障害児・者 8 80,000 

 ⑦その他 21 210,000 

合    計 106 814,000  合    計 109 1,090,000 

 

年度 

配分内訳 

平成30年度 令和元年度 前 年 比 

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

配 分 合 計 106 814,000 109 1,090,000 3 276,000 

県 共 同 募 金 会 へ 送 金   1,319,359  1,042,402  ▲ 276,957 

合    計  2,133,359  2,132,402  ▲     957 

 

（４）罹災世帯支援活動（災害緊急見舞金交付） 

火災・天災などにより家屋が被災された世帯に災害見舞金を支給しました。 

災害の種類 件数 見舞金額 

火災（全焼） 2件 40,000円 

強風（半壊） 1件 10,000円 

 

（５）各種福祉団体育成活動 

区 分 団  体  名 

活動費助成 
身体障がい者協会・遺族連合会・老人クラブ連合会・手をつなぐ親の会・保護司会・あん

ずの会・ボランティア連絡協議会・ＮＰＯ法人子どもコンシェルジュ 

 

⑨日本赤十字社鹿角市地区活動 

（１）日本赤十字社活動資金増強運動（期間：令和元年5月1日～5月31日） 

①地区日赤奉仕団説明会 

開催日 奉仕団 開催日 奉仕団 

4月12日 八幡平地区 5月10日 大湯地区 

 

②鹿角市地区活動資金実績 

        年度 

金額別 

平成30年度 令和元年度 前 年 比 

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 

500円以上 7,881 3,941,100 7,756 3,878,000 ▲125 ▲ 63,100 

700円以上 186 130,200 174 121,800 ▲ 12 ▲ 8,400 
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1,000円以上 494 501,100 462 467,600 ▲ 32 ▲ 33,500 

2,000円以上 10 20,500 7 14,500 ▲ 3 ▲ 6,000 

3,000円以上 3 9,000 2 6,000 ▲ 1 ▲ 3,000 

5,000円以上 1 5,000 1 5,000 0 0 

10,000円以上 0 0 0 0 0 0 

寄付金（500円未満） 14 3,400 23 4,700  1,300 

合  計 8,589 4,610,300 8,425 4,497,600 ▲164 ▲112,700 

 

（２）災害救援物資・災害見舞金贈呈 

 火災・天災などによる家屋の破損被害に応じて災害見舞金･救援物資を支給しました。 

災害の種類 件数 救援物資 見舞金額 

火災（全焼） 

強風（半壊） 

2件 

1件 
交付無し 

40,000円 

20,000円 

 

３．介護サービス班（高齢者・障がい者） 

①高齢者支援窓口の開設 

 介護保険サービス、障がい福祉サービスを利用する高齢者や障がい者の相談支援を行いました。 

（１）居宅介護支援事業所（介護保険事業） 

 介護支援専門員が在宅の要介護者の依頼を受け、その心身の状況や置かれている環境、要介護者及びその家族の

希望等を勘案して「居宅サービス計画」を作成し、利用者及びその家族の生活支援に努めました。 

 
平成30年度 令和元年度 

延べ利用者数（人） 1,693人 1,107人 

内 訳 

（延べ人数） 

要介護1 685人 467人 

要介護2 370人 343人 

要介護3 288人 132人 

要介護4 238人 128人 

要介護5 112人 37人 

 

（２）要介護認定訪問調査事業（受託事業） 

 鹿角市のほか他市町から委託を受け、施設入所者（新規・更新）、在宅の更新申請者について、介護保険におけ

る要介護認定の際の訪問調査を行いました。 

 平成30年度 令和元年度 

総件数（件） 6件 18件 

 

②障がい者支援窓口の開設 

（１）特定相談事業所（障害者総合支援法） 

相談支援専門員が在宅の障がいのある方の依頼を受け、必要なサービスをより安心して利用できるように、相談

や計画作成などの相談支援を行いました。 



 

- 23 - 

 平成30年度 令和元年度 

延べ利用者数（人） 36人 37人 

内訳 

（延べ人数） 

身体障がい者 12人 12人 

知的障がい者 8人 7人 

精神障がい者 13人 15人 

障がい児 3人 3人 

 

③安心して暮らせるための福祉サービス 

 介護保険サービス、障がい福祉サービスを提供して在宅生活を応援しました。 

（１）訪問介護事業所（介護保険事業） 

 在宅の要介護者に対して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の要介護者等に必要な日常生活上の世話を行いました。 

 平成30年度 令和元年度 

延べ利用者数（人） 3,037人 1,936人 

総提供時間（時間） 2,468：30時間 1,691：00時間 

内訳 

（提供時間） 

身体介護 745：00時間 306：00時間 

身体生活 776：45時間 579：30時間 

生活援助 946：45時間 805：30時間 

 

（２）総合事業（介護予防・生活支援サービス事業） 

 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、市町村の裁量に応じて新たに総合事業で多様なサービスの提

供を行いました。（訪問型サービスＡ） 

 平成30年度 令和元年度 

延べ利用者数（人） 1,479人 1,357人 

総提供時間（時間） 1,552：50時間 1,439：45時間 

内訳 

（提供時間） 

訪問型サービスⅠ（週1回） 764：10時間 802：00時間 

訪問型サービスⅡ（週2回） 788：40時間 637：45時間 

訪問型サービスⅢ（週3回） 0時間 0時間 

 

（３）居宅介護事業所（障害者総合支援法） 

 障害者総合支援の支給決定を受けた身体障がい者・知的障がい者・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重度訪問介護、掃除、洗濯、調理等の家事援助を行いました。 

 平成30年度 令和元年度 

延べ利用者数（人） 1,607人 1,608人 

総提供時間（時間） 2,472：50時間 2,374：40時間 

内訳 

（提供時間） 

身体介護 263：30時間 325：30時間 

家事援助 1,205：00時間 1,213：30時間 

通院介助 373：50時間 342：40時間 

重度訪問 630：30時間 493：00時間 
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（４）移動支援事業（地域生活支援事業） 

 鹿角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の促進を図りました。 

 平成30年度 令和元年度 

延べ利用者数（人） 63人 41人 

総提供時間（時間） 305：30時間 316：20時間 

 

Ⅱ．相談支援係 

１．相談支援班（生活困窮・権利擁護） 

①ふくし総合相談窓口の開設 

 職員が窓口や電話などで身近な相談窓口となるとともに、近年の福祉ニーズの多様化・高度化に対応するため、

各種専門資格保有者が専門的に相談対応を行い、必要な場合は関係機関に引き継いで支援しました。 

（１）ふくし総合相談窓口の開設 

相   談   別 
ふくし総合相談窓口 

開設日（平日） 

開設日 

 

 

相談内容 

平成30年度 令和元年度 

243日 240日 

●日常生活全般に関する相談 

（家族・家庭問題、近隣トラブル、権利擁護など） 
72件 90件 

●たすけあい資金に関する相談 

（各種資金制度説明・紹介、貸付手続など） 
70件 105件 

●地域福祉活動や介護に関する相談 

（ネットワーク、在宅サービスの紹介、介護認定申請手続など） 
154件 256件 

●ボランティアに関する相談 

（ボランティア活動紹介、ボランティアの利用） 
55件 81件 

合   計 351件 532件 

 

（２）生活困窮者自立支援法による自立相談支援事業ならびに家計相談支援事業の実施 

 生活困窮者自立支援法の施行に伴い、多様で複合的な課題を抱える日々の生活での困り事や不安に対し、包括的

で継続的な支援を行いながら、その方の自立の促進を図ることを目的に下記の事業を行いました。 

①自立相談支援事業相談対応（生活困窮者自立支援法） 

自立相談支援事業は、生活保護に至る前の段階から早期に支援し、「生活と就労」に関してワンストップ型の相

談支援を行います。その中で一人ひとりの状況に応じて、経済的な問題だけでなく、心身の問題、家族の問題な

どさまざまな問題を抱え生活に困っている方への対応を目的に相談および支援を行いました。 

年度別 

対応別 
平成30年度 令和元年度 

相談受付（窓口・電話・訪問） 470件 684件 

上記相談のうち支援対応ケース件数 123件 110件 
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（情報提供・相談対応のみで終了） （36件） （45件） 

（他制度・他機関へのつなぎ） （50件） （53件） 

（継続支援しプラン策定） （2件） （1件） 

（アセスメント中に中断・終了） （5件） （11件） 

 

②家計相談支援事業相談対応（生活困窮者自立支援法） 

 家計相談支援事業は本人を含む世帯全体の家計収支等に関する課題の評価・分析し、状況に応じた家計再生プラ

ンを作成します。具体的な支援業務として、「家計管理に関する支援」、「滞納（家賃、税金、公共料金等）の解

消や各種給付制度等の利用に向けた支援」、「債務整理に関する支援」、「貸付の斡旋」などの業務を行いました。 

性別 

 

年代別 

平成30年度 令和元年度 

男性 女性 男性 女性 

～30代 0件 1件   0件   1件 

40代 2件 0件 1（2）件   0件 

50代 0件 1件 1（1）件 1（2）件 

60歳から64歳 1件 0件 1（1）件 1（1）件 

65歳から 2件 1件 4（1）件 4（1）件 

合計 5件 3件 7（5）件 7（4）件 

  ※令和元年度より、被保護者家計相談支援事業の受託を開始。（  ）の数字が生活保護受給者数。 

 

③就労準備支援事業（生活困窮者自立支援法） 

  就労準備支援事業は、生活困窮者や生活保護受給者で就労に向けた準備が整っていない方を対象に、早期就労

に向けた相談や個別の就労準備支援プログラムを作成し支援を行います。具体的な支援業務として、「日常生

活自立」「社会生活自立」「就労自立」の3つを柱に、生活習慣の見直しや挨拶等の基本的なコミュニケーショ

ンの形成、職場見学への同行支援を行いました。（今年度からの新規事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ）の数字は生活保護受給者数 

 

 

 

性別 

 

年代別 

令和元年度 

男性 女性 

～30代   0件 0件 

40代   1件 0件 

50代 0（1）件 0件 

60歳から64歳 0（1）件 0件 

65歳から   0件 0件 

合計 1（2）件 0件 
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④会議・連絡協議会 

区 分 内     容 

支援調整会議 

1回目：5月31日 委員16名参加 

・平成30年度自立相談支援事業実績報告について 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・意見交換、情報共有 

（不登校、ひきこもりに関する個別相談会・座談会について） 

2回目：6月28日 委員名 参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・その他 

3回目：7月29日 委員12名参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・その他 

 （情報提供：困難を有する若者等に関するアンケート調査票について 

                   （福祉総務課地域福祉班より）） 

4回目：8月26日 委員13名参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・ケース報告（30代男性、長期ひきこもり状態への支援について） 

・その他  

5回目：9月27日 委員15名参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・その他 

6回目：10月25日 委員11名参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・ひきこもり・不登校支援学習会の案内 

・その他 

7回目：11月28日 委員14名参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・その他 

8回目：12月24日 委員15名参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・その他 

9回目：1月31日 委員13名参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・プラン作成ケースについて（家計改善支援事業利用ケース） 

・その他 

10回目：2月27日 委員13名参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・その他 

11回目：3月27日 委員15名参加 

・月次相談実績ならびに相談内容・対応結果状況報告について 

・その他 

生活困窮者自立支援制度 

担当者会議 

10/30（秋田地方総合庁舎） 

・行政説明 

 「令和2年度概算要求等について」 

 「県内の相談状況、任意事業実施状況等について」 

・情報提供 
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 「三事業一体実施の取り組み状況について」 

・意見交換 

 「自立相談支援事業と家計改善支援事業、就労準備支援事業との一体的な実

施について 

生活困窮者自立支援制度 

担当者研修会 

11/26（秋田地方総合庁舎） 

・講義1「生活困窮者自立支援法の基礎理解」 

・講義2「ニーズの掘り起こし手法」 

・演習「支援調整会議を想定して」 

生活困窮者自立支援制度に

係る社協連絡会 

2月12日（秋田県社会福祉会館） 

・行政説明 

「次年度に向けた国の動きと県内の状況について」 

「県内における子どもの貧困対策の推進状況及び子どもの学習支援の状況

について」 

・情報、意見交換 

北秋地区合同研修会 コロナウイルス感染拡大のため期日延期 

啓発活動 ・相談窓口周知記事掲載（社協広報） 

職員資質向上 

（会議・研修会出席） 

6月14日、12月13日（ハローワーク鹿角） 

精神・発達障害者しごとサポーター養成講座 

・「精神疾患（発達障害を含む）の種類」 

・「精神・発達障害の特性」 

・「共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）等について」 

 

（３）生活福祉資金・たすけあい資金貸付活動 

 低所得者、高齢者、障がい者世帯に対し目的別の資金貸付の窓口業務を行いました。 

①生活福祉資金 

地 区 
平成30度 令和元年度 

件数 金 額 件数 金 額 

花輪地区 0件 0円 0件 0円 

十和田地区 0件 0円 0件 0円 

尾去沢地区 1件 500,000円 0件 0円 

八幡平地区 0件 0円 1件 1,000,000円 

合 計 1件 500,000円 1件 1,000,000円 

 

②たすけあい資金 

地 区 
平成30度 令和元年度 

貸  付 償  還 貸  付 償  還 

花輪地区 0件 0円 4件 92,000円 0件 0円 2件 35,000円 

十和田地区 0件 0円 4件 99,000円 2件 70,000円 6件 20,000円 

尾去沢地区  1件 30,000円 3件 11,500円  1件 0円 6件 35,000円 

八幡平地区  0件 0円  1件 50,000円  0件 0円  0件 0円 

合 計 1件 30,000円 12件 252,500円 3件 70,000円 14件 90,000円 
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③－１長期貸付金の状況                 

平成30年度末 貸付金残 820,000円 

令和元年度（3月末） 貸付金 70,000円 

令和元年度（3月末） 償還金 ▲  90,000円 

令和元年度（3月末） 貸付金残 ① 800,000円 

 

④－２資産の状況 

平成30年度末 積立資産残高 6,552,870円 

令和元年度（3月末） 貸付金 ▲  70,000円 

令和元年度（3月末） 償還金 90,000円 

令和元年度 預金利息 425円 

令和元年度（3月末） 積立資産残高 ② 6,573,295円 

 

（４）社会的自立に困難を抱える若者等への支援活動 

 ニートやひきこもり等社会的自立に困難を抱える若者や家族等からの相談等の支援を行う体制を整備し、地域

におけるひきこもり対策の総合的な支援体制を確保する取組みを推進し、ひきこもり本人の自立の促進、本人及び

家族等の福祉の増進を図るとともに、地域全体で助け合い・支え合うことができる地域づくりにつなげることを目

的に、学習会ならびに個別相談会の相談等の支援活動を行いました。 

①ひきこもり・不登校学習会 

開催日 内   容 場所・参加人数 

 支援学習会 

11月9日 

テーマ「ひきこもりに考えられる支援方法とは？」 

●基調報告「県北地区の不登校の現状と『平成26年度』困難を

有する若者等に関するアンケート調査について」 

 報告者 駒ケ嶺 裕子 氏（弘前学院大学社会福祉学部講師） 

●講演「ひきこもりに考えられる支援方法とは」 

講師 阿部 正孝 氏 

（東北スクールソーシャルワーカー学会スーパーバイザー） 

●意見交換  「～明日からの支援につなげるために～」 

コーディネーター 阿部 正孝 氏 

（東北スクールソーシャルワーカー学会スーパーバイザー） 

パネリスト 

 駒ケ嶺 裕子 氏（弘前学院大学社会福祉学部講師） 

  荒川 かな子 氏（NPO法人子どもコンシェルジュ） 

文化の杜交流館 

コモッセ 

参加者42名 

 

②ひきこもりに関する個別相談会 

開催日 内容・参加人数 場所 

個別相談会 

6月15日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   1名（家族） 
福祉保健センター 

個別相談会 

7月 6日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   2名（家族） 
尾去沢市民センター 

個別相談会 

8月 8日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   0名 
十和田市民センター 

たすけあい資金貸付基金合計 

（① ＋②） 7,373,295円 
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個別相談会 

9月 5日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   1名（家族） 
福祉保健センター 

個別相談会 

10月 5日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   2名（当事者・家族） 
八幡平市民センター 

個別相談会 

11月 9日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   4名（家族） 

文化の杜交流館 

コモッセ 

個別相談会 

12月21日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   0名 
十和田市民センター 

個別相談会 

1月18日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   0名 
尾去沢市民センター 

個別相談会 

2月 1日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   4名（家族） 
八幡平市民センター 

個別相談会 

3月26日 

相談対応  駒ヶ嶺 裕子 氏（SSW･精神保健福祉士） 

相談者   2名（家族） 
福祉保健センター 

 

③居場所づくり事業への共催（ＮＰＯ法人ＫＯＵ主催） 

事業名・会場       開 催 日 内容 

若者の居場所 in鹿角 

（福祉保健センター） 

4月8日・5月13日・6月3日・7月1日  

8月5日・9月2日・10月7日・12月2日  

1月6日・2月3日・3月2日 

テーマカードトーク、コミュニ

ケーションゲームなど 

 

  ④会議・研修会等への参加 

  内   容 

居場所連携会議 

（大館市） 

7月19日 

●情報提供 

・不登校、隠れ不登校の状況 

・ひきこもりの定義と推計 

・各地域の「居場所」の活動紹介 

     NPO法人KOU理事長 大屋 みはる 氏 

●グループワーク（意見交換） 

支援者スキルアップ 

研修会 

（秋田市） 

●1回目 9月6日 

講演「長期化・年長化したひきこもる人の支援」 

～ひきこもる人の理解・多様な支援手法・支援のマネージメント～ 

講師：日本福祉大学心理臨床相談室 臨床心理士 竹中 哲夫 氏 

●2回目 10月29日 

 講演「ひきこもりと発達障害・睡眠障害」＆「情報交換・意見交換」 

 講師：秋田県精神保健福祉センター所長 清水 徹男 氏 

●3回目 11月12日 

 講話「ひきこもり支援の評価について」＆「グループワーク」 

 講師：秋田県精神保健福祉センター 副主幹 小松 広美 氏 

●4回目 12月10日 

 「事例検討」 
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秋田県ひきこもり相談支

援連絡協議会 

（大館市） 

9月13日 

●実践報告 

活動紹介「アウトリーチ事業」の取組みについて 

      大仙市子ども・若者総合相談センター『びおら』 

       統括コーディネーター 杉沢 智恵子 氏 

情報提供「中高年層のひきこもり支援に関する調査」の報告 

      精神保健福祉センター 副主幹 小松 広美 氏 

●グループワーク（情報交換・意見交換） 

北秋田市若者の生きる 

支援研修会 

（北秋田市） 

1月27日 

●講演「ひきこもりの対話的な支援」 

  講師 精神科医 斎藤  環 氏 

●対談 「ひきこもりの支援から見る今後 

～こんな時、どう考えたらいいの？～」 

  精神科医 斎藤 環 氏 

  NPO法人KOU 理事長 大屋 みはる 氏 

 

②サービス利用者の権利を守るための取り組み 

（１）権利擁護センター運営事業 

権利擁護センターの開設により、日常生活自立支援事業と成年後見制度が一体となり、物忘れ等により判断能力

が低下した方や親族等の援助が受けられない方々への財産管理や身上監護の援助を行いました。 

◆活動状況 

①後見等受任状況 

年度 

 

類型 

平成30年度 令和元年度 

男性 女性 男性 女性 

後 見 3人 1人 4人 2人 

保 佐 0人 0人 0人 1人 

補 助 0人 0人 0人 0人 

受任件数（合計） 3人 1人 4人 3人 

 

  ②相談対応状況 

年度別 

対応別 
平成30年度 令和元年度 

相談・訪問・支援件数 248件 200件 
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③会議・連絡協議会 

区 分 内     容 

法人後見運営委員会 

1回目：6月28日（委員3名出席） 

・委嘱状の交付について 

・委員長並びに副委員長の選任について 

・法人後見人就任依頼ケースについて（2件） 

・受任ケースの支援経過報告について（4件） 

2回目：1月29日（委員5名出席） 

・法人保佐人就任依頼ケースについて（1件） 

・受任ケースの支援経過報告について（5件） 

・12/13、12/25開催「令和元年度成年後見制度利用促進実務研修」 

（秋田県社協主催）報告 

秋田県・秋田県社協主催 

・8月27日（能代市） 

 第1回能代・山本地域成年後見制度利用促進連携ネットワーク会議 

・12月13日、12月25日（秋田市） 

 令和元年度成年後見制度利用促進実務研修（基礎編・応用編） 

 

（２）成年後見制度利用促進事業の実施 

 社会福祉協議会が法人という組織により、利用者の財産管理や身上監護を行うことが必要かつ適切な場合や、本

人に身寄りがなく、成年後見人の適切な候補者を見つけるのが難しい場合など、受け皿として法人後見が有効な

ことから、法人後見を行う事業所の立ち上げなど、法人後見の活動の推進を図りました。 

①制度利用促進活動 

区分 内   容 

啓発活動 
・「鹿角市社会福祉協議会権利擁護センター」チラシ配布 

・成年後見制度説明用パンフレット準備 

 

②制度啓蒙活動（講師依頼） 

開催日 内     容 

9月4日 

鹿角市文化の杜交流館 

コモッセ 

成年後見制度の理解を深める勉強会（花輪ふくし会主催） 

 「社会福祉法人等による法人後見の取組みについて」 

 講演・意見交換 

11月11日 

「上小阿仁社会福祉協議会」 

（上小阿仁村） 

上小阿仁村社会福祉協議会居宅介護支援事業所研修会（上小阿仁

社協主催） 

 「成年後見制度の実際 ～ケアマネジャーの役割について～」 

  講演・意見交換 

11月16日 

「中央地区老人福祉総合エリア」

（秋田市） 

12月13日 

「生涯学習センター」（秋田市） 

令和元年度成年後見制度利用促進実務研修（秋田県社協主催） 

 「日常生活自立支援から成年後見制度への移行」 

 実践発表・意見交換 
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（３）日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の実施 

 鹿角市福祉生活サポートセンターによる日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）を実施しました。 

①利用者状況（括弧：生活保護受給者数） 

 
平成30年度 令和元年度 

認知症高齢者 36（14）人 39（18）人 

知的障がい者 10 （3）人 10（3）人 

精神障がい者 4 （3）人 4（3）人 

その他 0 （0）人 1（1）人 

利用者数（人）  50（20）人 54（25）人 

  

②専門員・支援員活動状況 

 平成30年度 令和元年度 

延べ活動数（回） 
専門員 61回 62回 

支援員 583回 658回 

実利用時間（時間） 
専門員 80：30時間  93：00時間 

支援員 734：00時間 987：00時間 

 

（４）福祉サービス事業の利用促進活動 

①会議・監査 

区分 内     容 

監査・研修会 

・生活支援員研修会（県北地区：北秋田市）      10月  2日 

・県社協金銭管理サービス実施状況調査（前期 ）    11月  7日 

・県社協事務取扱状況調査（前期）         11月  7日 

・県社協金銭管理サービス実施状況調査（後期）     3月 11日 

・県社協事務取扱状況調査（後期）            3月 11日 

 

②相談・契約・解約件数 

 平成30年度 令和元年度 

相 談 733件 1,013件 

契 約 12件 11件 

解 約 7件 7件 

 

２．花輪・尾去沢地域包括支援センター 

地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の３職種を配置しているほか、専門

資格を持った職員も配置し、高齢者が住み慣れた地域で、安心して生活できるように介護サービスや介護予防

サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の相談・申請手続きなどの窓

口も担っています。 

 

①相談業務 

 地域に住む高齢者等に関するさまざまな相談を受け止め、適切な機関・制度・サービスにつなぎ、継続的にフォ
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ローするとともに、必要に応じて包括支援センターの各業務につなげていくことを目的に実施。 

  種類別 

 

生 活 

相 談 

全 般 

経 済 

相 談 

消 費 

被 害 

相 談 

家族に 

関する 

相 談 

介 護 

相 談 

虐 待 

相 談 

認知症 

相 談 

月 別 

合 計 

4月 3件 3件 5件 7件 30件 2件 4件 54件 

5月 8件 0件 1件 0件 28件 0件 0件 37件 

6月 8件 1件 0件 0件 18件 0件 4件 31件 

7月 8件 0件 0件 3件 25件 0件 2件 38件 

8月 6件 0件 0件 1件 22件 0件 10件 39件 

9月 7件 3件 0件 0件 29件 0件 12件 51件 

10月 4件 0件 0件 0件 25件 2件 2件 33件 

11月 7件 0件 0件 0件 21件 0件 0件 28件 

12月 7件 3件 0件 1件 27件 1件 6件 45件 

1月 2件 0件 0件 0件 19件 1件 3件 25件 

2月 8件 1件 0件 2件 34件 0件 5件 50件 

3月 11件 0件 0件 0件 36件 1件 6件 54件 

合 計 79件 11件 6件 14件 314件 7件 54件 485件 

 

②高齢者把握 

高齢者把握の目的は、支援が必要な人を発見するとともに、地域ごとの課題やニーズを把握する。そして、こ

れらを行うことにより、誰もがいつでも必要な時に適切なケアを受けられる地域をつくることをめざし実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③予防プラン作成状況 

 居宅要支援者が介護予防サービス等を適切に利用できるよう、介護予防サービス計画を作成するとともに、サー

ビス等の提供が確保されるようサービス事業者との連絡調整等の実施。 

  

総合事業 

による 

プラン作成 

要支援1 要支援2 合 計 

プラン等作成に係る 

訪 問 評 価 相 談 

4月 96件 31件 41件 168件 223件 4件 29件 

5月 102件 34件 45件 181件 196件 3件 27件 

地区別 訪  問 月別延べ 

訪問合計 

対  応 

（申請代行など） （花輪地区） （尾去沢地区） 

4月 251件 24件 275件 37件 

5月 328件 15件 343件 19件 

6月 106件 150件 256件 4件 

7月 220件 70件 290件 14件 

8月 92件 19件 111件 17件 

9月 123件 31件 154件 43件 

10月 140件 18件 158件 68件 

11月 120件 2件 122件 42件 

12月 79件 8件 87件 29件 

1月 204件 8件 212件 25件 

2月 144件 12件 156件 23件 

3月 165件 52件 217件 15件 

合 計 1,972件 409件 2,381件 336件 
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6月 97件 33件 54件 184件 184件 14件 18件 

7月 94件 33件 51件 178件 288件 6件 31件 

8月 86件 31件 51件 168件 156件 2件 22件 

9月 89件 30件 48件 167件 140件 11件 13件 

10月 91件 29件 47件 167件 238件 38件 34件 

11月 97件 32件 50件 179件 183件 13件 20件 

12月 99件 30件 45件 174件 177件 3件 27件 

1月 103件 28件 47件 178件 196件 17件 16件 

2月 101件 27件 48件 176件 128件 2件 20件 

3月 95件 26件 50件 171件 227件 23件 34件 

合 計 1,150件 364件 577件 2,091件 2,336件 136件 291件 

 

④地域包括ケア推進 

（包括支援センターが関係する会議） 

地域ケア推進会議、連絡会議（運営会議、ケアマネ・グループホーム・通所事業所、訪問事業所、かづの多職種連

携を進める会、４包括による連絡会議、秋田県・鹿角市地域包括支援センター運営協議会、地区民生委員定例会、

見守りネットワーク会議、地域支え合い会議、生活困窮者支援調整会議など。 

 

（市が実施する介護予防事業の推進） 

認知症サポーター養成講座、認知症セミナー、家族介護者交流会、ほっとライン事業・軽度生活援助サービス申請・

調査、配食サービスの申請・調査、高齢者福祉お守りシール申請、高齢者福祉タクシー利用券、見守りネットワー

クとの連携など。 

 


