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令和２年度 社会福祉法人飯山市社会福祉協議会 事業報告 

 

１ 財政基盤、組織基盤の整備  （財源 会費、寄付） 
（１）会議の開催 

 〔社会福祉法人飯山市社会福祉協議会関係〕 
  ＜理事会＞ 

   6月 1日 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会役員（残任期間）候補者の承認について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会評議員（残任期間）候補者の推薦について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会評議員選任・解任委員（残任期間）の選任に 

ついて 

   ・令和元年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会事業報告及び収支決算について 

   ・令和2年度職員賞与の取り扱いについて 

   ・令和2年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会収支補正予算（第1号）について 

    

8月 6日 

   ・（仮称）愛のしるし寄付金について 

 

   2月 12日（書面決議） 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会評議員選任・解任委員（残任期間）の選任について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会評議員（残任期間）の推薦について 

 

   3月 16日  

   ・令和2年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会収支補正予算（第2号）（案）について 

   ・令和3年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会事業計画及び収支予算（案）について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会職員就業規則の一部改正について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会介護職員就業規則の一部改正について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会年度契約職員の勤務時間、休暇等に関する規則の 

    一部改正について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会年度契約職員の給与及び費用弁償に関する規則の 

    一部改正について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会年度契約職員の給与及び費用弁償に関する規程の 

    一部改正について 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会職員の定年に関する規程の一部改正について 

 

＜評議員会＞ 

6月 19日 

・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会役員（残任期間）の選任について 

・令和元年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会事業報告及び収支決算について 

・令和2年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会収支補正予算（第1号）について 

 

   3月 24日 

     ・令和2年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会収支補正予算（第2号）（案）について 

   ・令和3年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会事業計画及び収支予算（案）について 

 

＜監事会＞ 

5月 15日 

・令和元年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会事業報告について 

・令和元年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会収支決算について 

 

11月 17日 

      ・令和２年度令和元年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会事業報告について（中間） 

   ・令和２年度令和元年度社会福祉法人飯山市社会福祉協議会収支決算について（中間） 
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  ＜評議員選任・解任委員会＞ 

   6月 8日（書面決議） 

   ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会評議員（残任期間）の選任について 

 

   3月 5日 

      ・社会福祉法人飯山市社会福祉協議会評議員（残任期間）の選任について 

 

＜総務部会＞ 

  ＜介護部会＞ 

 

〔社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会関係〕 
  

＜運営委員会＞ 

   6月 1日 

・社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会運営委員（残任期間）の選任に 

ついて 

   ・社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会審査委員（残任期間）の選任に 

    ついて 

・令和元年度社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会収支決算について 

・令和2年度飯山市共同募金配分計画の変更について 

・令和3年度飯山市共同募金配分計画について 

 

   3月 16日 

   ・社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会審査委員（残任期間）の選任 

について 

   ・令和2年度社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会収支補正予算（第1号） 

   （案）について 

   ・令和3年度社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会収支予算（案）について 

   ・令和3年度地域を良くするしくみづくり助成金事業の配分（案）について 

   ・令和3年度飯山市共同募金配分計画（案）について 

 

＜審査委員会＞ 

6月 19日 

   ・令和元年度社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会収支決算について 

・令和2年度飯山市共同募金配分計画の変更について 

・令和3年度飯山市共同募金配分計画について 

    

   3月 24日 

   ・令和2年度社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会収支補正予算（第1号） 

 （案）について 

 ・令和3年度社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会収支予算（案）について 

 ・令和3年度飯山市共同募金配分計画（案）について 

 

＜監事会＞ 

5月 15日 

・令和元年度社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会収支決算について 

 

   11月 17日 

      ・令和2年度社会福祉法人長野県共同募金会飯山市共同募金委員会収支決算について 

 

   ＜共同募金専門委員会＞ 

 

＜その他＞ 

8月 31日  

・令和2年度赤い羽根共同募金事業打合せ会議 

参加者：各地区社会福祉協議会長・区長会長・活性化センター所長 
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（２）会員制度の充実 

・全戸会員制度の充実（会費 一戸600円 30％を各地区社協へ交付金還元） 

・特別会員の加入促進（企業、福祉施設他）  

 

（３）地区社協との活動の連携  

・地区社協会長・幹事合同会議の開催  

5月20日（水）新型コロナ感染拡大防止のため今年度中止 

・地区社協活動推進事業補助  

 

（４）財政基盤の確立 

・長野県社会福祉協議会、財団、補助団体からの事業に対する補助金の確保 

 

（５）飯山市福祉センターの指定管理 

 

２ 社会福祉関係機関・団体との連携強化   
 

（１）民生児童委員協議会はじめ福祉関係機関、団体、施設等との連絡調整 

◇事務局を担当する団体 

飯山市老人クラブ連合会、飯山地区老人クラブ連合会、飯山市ボランティア連絡 

協議会、飯山市遺族会、飯山市遺族会女性部、飯水地区保護司会、 

飯山市更生保護女性会、飯山市手をつなぐ育成会、飯山地区子ども会育成連絡協議会、 

飯山地区社会福祉協議会、飯山市赤十字奉仕団飯山分団 

北信ブロック社会福祉事業連絡協議会 

◇赤い羽根共同募金運動及び歳末たすけあい共同募金運動への協力 

・北信ブロック社協事業への協力 

◇北信ブロック社会福祉事業連絡協議会総会 

7月8日（水） 会場：飯山市福祉センター 

◇北信ブロック結婚相談員連絡協議会合同イベント実施  

新型コロナ感染拡大防止のため今年度中止 

 

（２）社会を明るくする運動への参加と協力（会費 1戸40円） 

「社会を明るくする運動」 毎年７月が強化月間 

◇内 容 すべての国民が犯罪の防止と、罪を犯した人達の更生について理解を深め、 

それぞれの立場において力を合わせ犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域 

社会を築くため運動に協力する。 

◇組 織 中央推進委員会―都道府県推進委員会―地区推進委員会 

飯水地区実施委員会（委員長 飯山市長） 

◇事 業 ・一斉街頭啓発活動（7月1日）新型コロナ感染拡大防止のため今年度中止。 

      保育園、小学校、中学校等へ啓発活動 

・チラシ全戸配布 保護司各自による啓発活動 

・研修会の開催 
 
３ 福祉に関する住民意識の高揚を目指す啓発宣伝   （財源 会費 共同募金配分金） 

 

（１） 広報紙「社協だより」の発行（市報、公民館報と合冊で毎月発行） 

（２） ボランティア情報紙「メガホン」 第135号 発行（8月 14日） 

    ボランティア情報紙「メガホン」 第136号 発行（3月 15日） 

 

（３）第65回飯山市社会福祉大会の開催 新型コロナ感染拡大防止のため中止 

◇期 日 8月23日（日） 
◇表彰者  37名  飯山市社会福祉協議会理事より後日贈呈いただいた。 

 
（４）第69回長野県社会福祉大会への参加 
（５）ふれあいまつりの開催 新型コロナ感染拡大防止のため中止 
（６）生活改善の推進  
（７）新聞、ケーブルテレビ、チラシ、ホームページ等による情報提供 
  ・飯山市福祉センター階段スペースの創作活動団体による作品展示 
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４  住民参加による地域福祉、在宅福祉の総合的推進   
 
(１) 高齢者福祉事業（財源 市補助金、市委託料、共同募金配分金） 

① 老人福祉センター「湯の入荘」の運営と管理     
② ケアセンター「湯の入」の運営と管理        
③ 長寿祝品の贈呈（米寿 座布団、白寿 バスタオル） 

    米寿祝品 190 名    白寿祝品 25名 
  ④ ふれあいコール事業  利用者 26名  ボランティア 7名   
 
(２) 障がい者福祉事業   （財源 市委託料、補助金） 

① 心身障害児母子通園訓練施設「ゆきんこ園」の運営事業  
② 車いす移送用軽自動車貸出し（71件）・車いすの貸出し（1513件） 
③ 障害者活動支援 

(３) 児童福祉事業 
① 児童センター（館､クラブ）、北部子育て支援センターの運営 

（財源 市委託料） 
・児童センター等運営委員会の開催  7月14日（火）会場：飯山市福祉センター 
・児童館まつりの開催  新型コロナ感染拡大防止のため中止 

 
② ☆わくワク！！とうど塾☆の開講（財源 共同募金配分金） 

◇参加登録者 7名  ボランティア 6名 
・8月22日（土）  開講式・手話教室①      参加者 8名 

・9月12日（土）   手話教室②          参加者 13名 

          ・10月       ボランティア交流集会 新型コロナ感染拡大防止のため中止 

     ・10月31日（土）  赤い羽根共同募金 街頭活動（道の駅花の駅千曲川） 

                

        ・11月3日（火・祝）赤い羽根共同募金 街頭活動（ふれあいまつり） 

                新型コロナ感染拡大防止のため中止 

          ・11月14日（土）  赤い羽根共同募金 街頭活動（ツルヤ） 

                新型コロナ感染拡大防止のため中止 

     ・2月20日（土）  車いすバスケット体験 新型コロナ感染拡大防止のため中止 

・3月13日（土）  終了式            参加者8名 

 

 

③ 子育て「緊急サポートネットワーク事業」 

④ 笑顔あふれる飯山っ子育成事業（財源 共同募金配分金） 

・子ども広場支援事業 

みずほこどもひろば 夏休み・春休み   新型コロナ感染拡大防止のため中止 

 

（４）住民支えあい活動事業（財源 市補助金、共同募金配分金） 

① 見守り活動の推進 

  ◇見守りとうど衆研修会の開催  新型コロナ感染拡大防止のため中止 

◇災害時支えあい事業 

 災害時支え合いマップ作成済みの区 66区 （作成率 61.68％） 

4月  5日（日） 北町区・下木島区（更新） 

4月17日（金） 福寿町区（更新） 

4月19日（日） 神明町区（更新） 

5月17日（金） 木島上新田区（更新） 

6月20日（土） 曙町区（更新） 

8月  6日（木） 戸狩区（更新） 
8月22日（土） 上境区（更新）  

11月15日（日）上町区（更新） 

3月14日（日） 大久保区（更新） 

3月21日（日） 神戸区（更新） 

3月28日（日） 上町区（更新） 

        ・災害ボランティアセンター体制整備事業 新型コロナ感染拡大防止のため中止 
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◇子育てサロン助成事業 4団体 
・秋津地区子育て支援サークル「にこにこアキッズ」・ふれあいサークル「ドレミ」 
・「親子ふれあい広場」木島 ・「ときわっ子広場」 

 
② 有償在宅福祉サービス「くらしの応援スマイルとうど」の実施 

      日常生活を地域住民が助け合う有償の活動 

   ◇対象者  高齢者、障害者、子育て中の世帯等  

   ◇活動会員 スマイルとうど衆（日常生活支援） 49名  利用者  34名 

         スマイルとうど衆（専門的支援）  1名  利用者  7名 

         スマイルとうど宿  1宿泊施設（お泊りサービス） 

   ◇利用状況 利用者延件数 3,314件 

         内訳：4月 495件、5月 401件、6月 445件、7月 246件 

                        8月 246件、9月 230件、10月 234件、11月 214件 

            12月 203件、1月 191件 2月 192件、3月 217件 
 
③ 見守りほのぼの弁当サービス事業 
     ・ひとり暮らしの高齢者、高齢者二人世帯、障害者世帯及び会長が必要と認めた 

世帯を対象に1か月に1回（毎月第2木曜）お弁当の調理及び配達を実施 
◇利用者：165名  ◇調理とうど衆：16名  ◇配達とうど衆：23名  

    内訳：4月：62食 5月：新型コロナのため中止 6月：61食  

7月：67食 8月：110食   9月：137食  10月：135食 

11月：131食 12月：123食 1月：115食 2月：113食  3月：118食 

計 1,169食 

④ ほのぼの弁当利用者と児童館児童との会食会 
    新型コロナ感染拡大防止のため中止 

 
（５）総合相談事業    （財源 市委託料） 
  ◇総合相談員 5名 

① 総合相談事業  （毎月20日  午前9時～午後3時） 

②  心配ごと相談事業（毎週水曜日 午前9時～12時開設） 
 
■総合相談・心配ごと相談内訳 

内 容 件 数 内 容 件 数 

生 計 10 財 産 15 

年 金 0 事 故 3 

職業・生業 1 児童福祉・母子保健 0 

住 宅 5 教育・青少年 1 

家 族 5 心身障害者（児）福祉 0 

結 婚 0 父子福祉・母子福祉 0 

離 婚 6 老人福祉 1 

健康・衛生 1 苦 情 1 

医 療 0 その他 4 

精神衛生 0 相談件数合計（延べ数） 55 

人権・法律 2 内弁護士への相談件数 34 

  相談者数（延べ数） 50 

 
（６）日常生活自立支援事業（基幹的社協：木島平村・野沢温泉村・栄村含）（財源 県委託料） 

  ・判断能力の低下した方へのサポート事業 
・福祉サービスの相談、金銭取り扱い、書類預かり等  
◇生活支援員 4名（飯山市） 契約件数 56件（飯山市） 
支援件数：3,661件（令和2年4月～令和3年3月） 
内訳:4月：315件、 5月：262件、6月：348件 7月：293件  8月：296件 

9月：333件、10月：327件、11月：258件、12月：332件 

1月：329件、2月：269件、3月：299件 



 

- 6 - 

（７）福祉教育推進事業    （財源 会費、共同募金配分金） 
① 福祉教育推進連絡協議会 

・7月31日（金） 福祉教育推進連絡協議会小委員会 
  ◇福祉教育推進連絡協議会及び福祉教育懇談会は新型コロナウイルス感染拡大 

防止のため今年度中止。 

 
② 施設体験教室(サマーアクション・ボランティア）の開講 
  新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度中止。 

     
③ 福祉教育出前講座 

    ・11月20日（金）飯山市立城北中学校 

 
（８）援護事業  （財源 会費、共同募金配分金）  
  ① 歳末激励贈呈事業 
   ・民生児童委員を通じて「愛のしるし共通商品券」を対象者へ配布 
    ◇重度要介護高齢者・障害者（児）介護者  146名 

    ◇生活困窮者等               5名 
 
② 生活福祉資金貸付事業（財源 県委託料） 

◇貸付相談対応延べ件数：406件（電話、面談、訪問など） 
◇貸付相談実人数（新規）：61件 

（内、貸付相談：19件、新型コロナウイルスによる特例貸付相談：42件） 
◇貸付申込件数：64件 ◇貸付決定件数：64件 
（内、貸付相談 ：1件、新型コロナウイルスによる特例貸付：63件） 

 ※複数借入申込みしている方あり。   
 
③ 福祉金庫貸付事業 

生活つなぎ資金の貸付、償還金整理 
 
④ 交通災害遺児に対する見舞金支給（財源 長野県社協） 
 
⑤ 災害援護金の配分（財源 長野県共同募金会） 
  ◇住宅火災 1件 10,000円   ◇台風19号豪雨災害：51件 255,000円 

 
⑥ 生活準備支援事業     ◇支援件数 9件 
 

 （９）生活困窮者自立支援事業（財源 県委託料・市委託料） 
    ◇相談者数     159名（飯山市 63名）（令和2年4月～令和3年3月） 
    ◇延べ相談件数  722件（飯山市 367件） 
    ◇まいさぽ支援調整会議 6月23日（火）7月28日（火） 9月25日（金） 

                               10月27日（火）11月27日（金）12月23日（水） 

                1月27日（水）2月26日（金）3月23日（火） 

                                ※4・5・8月新型コロナ感染拡大防止のため中止 

    家計相談支援事業 
    ◇家計に関する相談、家計管理についてアドバイスを行う 
    ◇相談者数 14名（継続 11名 新規 3名）  

延べ相談件数 352件（令和2年4月～令和3年3月） 
 
 （10） 飯山市戦没者・開拓殉難者追悼平和式典（財源 市委託料） 
     新型コロナウイルス感染防止対策を講じて式典開催。式典参加者を縮小し、 
     テレビ飯山生中継により式典の様子を放映した。 
     ◇期日：10月9日（金） ◇参列者：59名 

     ◇会場：飯山市文化交流館なちゅら 

 
（11） さわやか婚活応援事業（財源 市委託料） ◇相談員 2名 

     ◇結婚相談所開所 毎週月曜日 午前9時～12時／午後1時～4時 

     ◇結婚相談件数（令和2年4月～令和3年3月） 延べ80件 
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     ◇いいやま出会いサポートセンター登録件数（令和3年3月末現在） 

      24名（男性 15名 女性 9名）          

     ◇婚活セミナー・イベント開催 

・期日：9月27日（日）「魅力アップセミナー」 

       参加者：男性2講座 女性1講座  会場：飯山市福祉センター 参加者：11名 

・期日：10月25日（日）「料理コン」 会場：斑尾高原森の家 

       参加者：男性 6名、女性 4名 

     ・期日：12月21日（日）大人世代の「クリスマスコン」 会場：音カフェ飯山時間 

       参加者：男性 3名、女性 4名 

     ・期日：2月13日（土）いいやま愛宕町でわけしょの婚活「トーク×トークコン」 

会場：穀藤（愛宕町） 

       参加者：男性 8名、女性 5名 

     ・期日：3月14日（日）仕事にも婚活にも活かせる「婚活応援セミナー」 

会場：飯山市文化交流館 なちゅら 

       参加者：男性 4名、女性 5名 

 
（12） 飯山市生活支援・地域ささえあいセンター ◇相談員 5名 
    ◇生活支援相談員訪問・相談状況 
    ・公営住宅（0件）            

    ・みなし仮設（2件）           面会：  2件 （100%）     

    ・在宅（133件）         面会：131件（98.5%）     

        ・再建（22件）         面会： 22件（100%）      

    ・その他（親戚宅等）（11件） 面会： 11件  （100%）   

■合計：168件         面会：166件（98.8%）  完了：133件（79.2%） 
 
     ◇運営会議の開催  毎月1回   計11回（5月は未開催） 
 
５ 利用者の立場に立った介護保険事業の推進   （財源 介護報酬、市委託料） 
（１）居宅介護支援サービス 

（２）訪問介護（ホームヘルパー）サービス 

（３）通所介護事業（デイサービス：ゆきつばき、常盤、瑞穂、外様） 

（４）短期入所生活介護事業（ショートステイ）サービス 

（５）介護予防 
 
６ ボランティア活動・ＮＰＯ活動の推進  （財源 会費、県委託料、共同募金配分金） 
（１）ボランティアの育成 

① ボランティア活動の把握及び調整及び支援 

 

② ボランティア交流集会の開催  

新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度は中止。 

   

③ 北信ブロック福祉体験教室 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度は中止。 

  

④ シニア世代に対するボランティア育成 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度は中止。 

 

⑤ ボランティア養成講座の開講 

    令和元年度傾聴ボランティア養成講座第4回（新型コロナによる延期分） 

◇  期  日： 7月18日（土）12:30～15:30 

内  容：今後の活動について（理論編）   会場：飯山市福祉センター 

 

⑥ 雪掘りとうど塾の開催  新型コロナウイルス感染拡大防止のため今年度は中止。 
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（２）善意銀行の運営     （財源 寄付等） 

・善意の金品等（金銭、物品） 

・金銭寄付総額   166,419円 

・物品、労力寄付 

 

愛のしるし寄付金事業（令和2年10月～令和3年3月） 

   ・寄付件数  7件 

   ・寄付額   420,000円 

   ・積立額   244,000円 

 

（３）福祉基金の造成と果実の運用 ◇造成目標：1億円  ◇現在高：66,058,268円 
 
 
 
（４）いいやま市民活動センターの利用促進 
  利用状況（令和 2年4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

 月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

件数 11 10 15 13 15 13 12 16 10 5 13 14 

人数 23 21 40 36 42 42 45 42 27 14 23 41 

                               合計件数   147件 

                               合計人数  396人 


