
２　関係機関とのネットワーク構築

　　　　２９年度嘱託された長野県社会福祉協議会の理事の活動を通し、県社協に関係する諸

　　　団体と会合などで意見交換を積み重ね、本会の存在意義を広く知らしめた。

　　　　県社協が発足させた災害福祉広域支援ネットワーク準備会の会議に参加し、分野を超

　　　えた災害応援について検討に加わった。同準備会は協議会となり、本会は正式な構成団

　　　体として加盟した。

３　地域貢献のあり方

　　　　複数の施設で中間的就労受入を実現し、生活困窮者支援の一翼を担うことができた。

　　　　また、県外研修で斬新な地域福祉に取り組んでいる社会福祉法人「佛子園」を視察、

　　　共生社会のまちづくりと地域移行の実践を学んだ。

４　利用者の権利擁護の推進

　　　　本会の研究集会において精神疾患を持つ利用者への支援事例を取り上げ、本人のやる

　　　気を導き出す環境作りと支援方法を研究し、支援側がパターナリズムに陥らず本人の自

　　　主性を導き出すための討議を行った。

５　第三者評価の受審促進

　　　　救護施設版評価基準の策定に合わせ２施設が受審を計画していたが、評価基準の公表

　　　が遅れたため今年度は見送った。

６　災害時相互応援マニュアルの活用と充実

　　　　３０年１月に締結した相互応援協定に基づき、県内で想定される自然災害への応援態

　　　勢を訓練し、マニュアルの実効性を検証した。

７　支援力向上のための調査・研究及び研修、行事等

　　　①調査研究委員会の活動

　防犯対策について各施設の現状を把握し、共通化できる部分についてマニュアル

を作成することで防犯意識の向上と啓発に貢献した。

　　　②第３０回長野県救護施設協議会総会

　　　　　平成２９年度事業報告及び収支決算報告と平成３０年度事業計画及び収支予算書が

　　  　承認された。

　　　　　記念講演では、諏訪中央病院の奥知久医師による「モグモグ研修会～食と嚥下の基

　　　　礎知識～」を聴講し、口腔ケアと健康維持について理解を深めた。

平成３０年度　長野県救護施設協議会事業報告書（案）　

１　協議会間の連携強化と活動の充実

　　　　定期開催の施設長会を通じ、各施設の課題や新規事業などについて意見交換を活発に

　　　行い、連携強化を更に進めることができた。



　　③第４２回長野県救護施設協議会研究集会の開催

　　　　生活困窮者支援の充実を展望するなかで、質の高い実践事例を共有し、利用者の人

　　  権を尊重した支援を進めるべく、さまざまな課題等について研究討議し、利用者支援

　　　の技術向上並びに職員の資質向上を図ることができた。

　　　　また、施設ごと特色ある取り組みについて発表しあい、意見交換を重ね交流を図る

　　　ことができた。

○開催日 ：平成３０年６月２２日（金） ○主　管：八ヶ岳寮

○会　場 ：ＲＡＫО 華乃井ホテル ○参加者：５８名

　　④第４２回長野県下救護施設交流会の開催

　　　　県内７施設の利用者がレクリェーションや施設での生活発表などの交流を通じて連

　　　帯の輪を広げ、救護施設利用者に対する理解と認識を深めることができた。

○開催日 ：平成３０年１０月１８日（木） ○主　管：清和寮

○会　場 ：佐久市総合体育館 ○参加者：２５６名

　　⑤松本少年刑務所視察

　　　　近年問い合わせが増えている触法者の受入のため松本少年刑務所を視察し、更生自

　　　立支援の現状を学んだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○開催日 ：平成３０年１０月２４日（水） ○参加者数：２６名

　　⑥第４２回全国救護施設研究協議大会意見発表

　　　　１０月に大分県で開催された全国大会第１分科会において、就労訓練事業及び就労

　　　準備支援事業への取り組みについて、本協議会を代表して順天寮宮下指導員が意見発

　　　表を行った。　　　　　　　　　　　　　　

８　広報活動

　　　 協議会のホームページで救護施設の役割の啓発と、本会活動の発信を活発にした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

９　表彰及び感謝状の贈呈

　　　 協議会表彰規程に基づき、施設協力者１団体及び永年勤続表彰７名を総会時に表彰

　　 したほか、知事表彰、厚生労働大臣表彰に施設推薦の職員を具申した。

　表彰区分 　表彰者数

長野県救護施設協議会 順天寮推薦１団体

　　　　　　施設協力者表彰 （宮田歌謡曲友の会）

長野県救護施設協議会長表彰 旭寮２名　　清和寮１名　共和寮１名

順天寮２名　阿南富草寮１名

長野県知事表彰 れんげ荘１名

厚生労働大臣表彰 旭寮１名　八ヶ岳寮１名　順天寮１名



１０　会議及び研修報告

実施期日 会議名，研修名／主管 会場 内容

4月23日 第1回役員会(施設長会議)／事務局 長野県庁 事業報告・決算，事業計画・予算，年間予定

〃 施設長･事務担当者会議／地域福祉課 同上 県部局との会議

6月21日 第2回役員会(施設長会議)／事務局
RAKO
華乃井ﾎﾃﾙ

総会打合せ，全国会議報告

10月22日 企画会議(正副会長，委員，幹事) 旭寮 予算執行状況，次年度事業計画他

11月1日 第3回役員会(施設長会議)／事務局
ﾋﾞﾚｯｼﾞ
安曇野

災害想定訓練，次年度予算･事業計画等

2月6日 第4回役員会(施設長会議)／事務局 松本市ｸﾞﾘｰﾑ 決算･事業報告(案)，次年度予算(案)，調研委員会報告

5月8日 第1回調査研究委員会／事務局 八ヶ岳寮 29年度まとめ，30年度研究内容の検討

8月22日 第2回調査研究委員会／八ヶ岳寮 れんげ荘 防犯マニュアルの作成について

12月14日 第3回調査研究委員会／八ヶ岳寮 旭寮 上記及び次年度の活動内容について

2月6日 第4回施設長会出席（笠原委員長） 松本市ｸﾞﾘｰﾑ １年間の活動報告及び次年度活動内容について提案

6月12日 事務職員研修／阿南富草寮 阿南富草寮 ○障害福祉サービスについて

参加者数：15名 ○事務職員研修の在り方について

6月28日 県外研修／順天寮 石川県 ○社会福祉法人『佛子園』

～29日 参加者数：23名  金沢市他 　３施設を視察。「すべての人が機能する」支援

7月12日 健康に関する研修会／順天寮 順天寮 ○感染予防、健康維持の運動について

参加者数：25名 ○講義「大人の発達障害」

　講師：長野県立こころの医療ｾﾝﾀｰ駒ケ根

　　　　精神科医師　蓑和路子氏

8月27日 リーダー研修会／共和寮 長野市 ○講義「組織におけるリーダーの役割」

～28日 参加者数：16名 　講師：高齢者総合福祉施設アザレアンさなだ　

　　　　総合施設長　宮島渡氏

○講演「心地よい人間関係を築くｽﾄﾚｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」

　講師：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾄﾚｰﾅｰ　阿部優美子氏

9月15日 生活支援に関する研修会／れんげ荘 れんげ荘 ○講演「利用者のニーズを引き出すための面接技術」

参加者数：17名 　講師：松本大学松商短期大学部　廣瀬豊氏

　相談面接の技法を学び、ワールドカフェ方式で実践

10月3日 食に関する研修会／旭寮 旭寮 ○事例検討

参加者数：19名 ○講演「多様な食事スタイルと美味しさの追求」

　講師：松本大学人間健康学部健康栄養学助手

　　　　管理栄養士　水野尚子氏

10月24日 松本少年刑務所視察／事務局 松本市 ○職業訓練、教化訓練を見学

参加者数：26名 　刑務官から社会復帰の現状をうかがう

11月8日 上越市 ○講義「個別支援計画について

～9日 　　　　～実践的理解のために必要な視点～」

　講師：みなと寮施設長　前嶋弘氏

参加者数：15名

北陸中部地区個別支援計画研修会



１１　長野県救護施設協議会長用務実績報告

実施期日 用務の内容 開催地 出席範囲

　4月5日 長野福祉大学校　入学式出席 諏訪市 会長

　4月24日 長野県救護施設協議会施設長会　施設長・事務担当者会議 長野市 会長・施設長

　5月8日 第１回調査研究委員会 諏訪市 会長・副会長

　5月10日 全国救護施設協議員会 東京都 長野県救護施設協議会協議員

　5月10日～11日全国救護施設長会 東京都 会長・施設長

　6月6日 長野県児童福祉施設大会　開会式欠席 岡谷市 会長，来賓として

　6月14日 長野県社会福祉協議会理事会 長野市 社協理事

　6月21日～22日長野県救護施設協議会総会 諏訪市 会長

　6月26日 旭寮　落成式 長野市 会長，阿南富草寮施設長

　6月28日～29日長野県救護施設協議会県外研修 金沢市 会長

　7月19日～20日北陸中部地区救護施設研究協議大会 山梨市 会長

　8月2日 長野県災害福祉広域支援ネットワーク準備会 長野市 会長

　8月23日 長野県社会福祉協議会理事会 長野市 社協理事

　9月12日 長野県福祉大会　開会式出席 塩尻市 社協理事

　10月3日 災害派遣福祉チーム実践研修 塩尻市 会長代理　倉田寮長出席

　10月18日 長野県救護施設協議会交流会 佐久市 会長・施設長

　10月21日 長野県総合防災訓練・災害派遣福祉チーム運用訓練 塩尻市 会長

　10月22日 長野県救護施設協議会企画会議 長野市 正副会長，代表理事，幹事

　10月24日 長救協主催松本少年刑務所視察 松本市 会長・施設長

　11月1日 長野県救護施設協議会施設長会 安曇野市 会長・施設長

　12月19日 長野県災害福祉広域支援ネットワーク準備会 長野市 会長

　1月21日 長野県社会福祉協議会理事会 長野市 社協理事

　1月30日～31日北陸中部地区救護施設協議会理事会 富山市 会長

　2月6日 長野県救護施設協議会施設長会 松本市 会長・施設長

　2月6日 長野県災害福祉広域支援ネットワーク設立総会 長野市 会長代理　旭寮西澤事務長出席

　3月8日 長野県福祉大学校　卒業式 諏訪市 会長代理　和田副会長出席


