
理事・評議員・監事会業務

各委員会業務

人事

経理

庶務

電算機器管理

車両管理及び財産管理

保健福祉センターけやき管理（温泉スタンド含）

社会福祉大会

表彰業務（叙勲等推薦）

共同募金業務

歳末助け合い業務

福祉基金業務

総合事業等助成金交付業務

第三者委員会業務

苦情解決業務

三重県社会福祉法人地域公益活動参画業務

町内社会福祉法人連絡協議会業務

ボラ ンティアセンター運営業務（登録斡旋・基盤整備含）

啓発推進（みんなのふくし・ホームページ等）

ボラ ンティア等養成研修事業（通訳養成含）

ボラ ンティア組織化事業

地域福祉活動計画評価推進業務

小地域福祉ネットワーク事業(生活支援コーディネーター含)

地域福祉活動モデル事業（調査研究含）

地域福祉活動支援・推進事業（車両等貸出含）

子育て支援事業(ファ ミサポ事業含）

サテラ イ トデイ (いきいきサロン)事業

介護予防事業

多機能いきいき拠点事業（あいあい自動車･お元気サポ事業含）

民生委員・児童委員協議会

老人クラ ブ連合会

心身障がい者福祉会（障がい児含）

母子父子寡婦福祉会

ボラ ンティア連絡協議会

福祉施設連携事業

介護職員初任者研修

介護実務者研修

介護福祉士・ケアマネ試験対策講座

実習生受入事業

高齢者総合相談業務(認知症初期集中支援業務含）

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマネ業務

介護予防ケアマネ業務

一般相談（心配ごと他）

専門相談（法律、人権、行政相談）

虐待届出受理

虐待防止相談、広報等

成年後見制度利用支援

法人後見業務

基幹型業務

支援業務

生活福祉資金業務（町福祉資金貸付含）

生活困窮者相談支援業務

家計相談業務

老人生きがい事業業務(一般浴･歩行浴の運営、

各生きがい講座業務、相談業務、喫茶しらゆり業務等）

温泉スタンド業務

介護食等の給食配達業務

居宅介護支援（ケアマネ）業務

相談支援（障がい児者ケアマネ）業務

認定調査業務（介護保険・障害者総合支援）

訪問介護業務（介護保険、介護予防・総合事業含）

居宅介護業務（障害者総合支援）

移動支援業務（同行援護、ガイ ドヘルプ）

在宅高齢者生活援助員業務（ふれあいヘルプ）

通所介護業務(介護予防・総合事業含)

障害者訪問入浴業務

日中一時支援業務

介護保険訪問看護業務

医療保険訪問看護業務

介護保険・障害者総合支援事業の経理・庶務

集金業務

就労継続支援B型業務

生活介護業務

精神障害者デイ ケア業務（こもフレンズ）

日中一時支援業務

会館貸出業務

バス運行業務

高齢者職業斡旋業務

４．顕彰業務

主　な　業　務　・　事　業

１．会業務

２．事務業務

３．管理業務
Ⅰ,総務管理係

地
域
福
祉
課

２．地域福祉活動推進事業

Ⅱ,地域福祉係

３．各種団体業務

５．共同募金会

６．自主財源業務

7．苦情解決業務

8．社福法人地域公益業務

１．ボランティアセンター事業

事
務
局
長

次
長

(

心

得

)

４．福祉人材養成事業

１．地域包括支援センター

Ⅲ,相談支援係

２．ふれあい相談センター

３．障がい者虐待防止センター

１．権利擁護事業

在
宅
福
祉
課

２．配食サービス事業

 Ⅴ,在宅福祉係 ３．居宅介護支援事業所けやき

９．やすらぎ荘

10．ことぶき人材センター

Ⅳ,福祉支援係 ２．日常生活自立支援センター

３．生活困窮者支援事業

１．老人福祉センター

４．ホームヘルパーステーション
　　けやき

５．デイサービスセンターけやき

６．訪問看護ステーションけやき

７．保険等事務業務

常務理事･課長 ８．わかば作業所


平成12年度

																						1)会務事務 カイム ジム



																						2)人事事務 ジンジ ジム

						【事務局長】　　１名
【係長　　】　　２名
【主査　　】　　１名
【係　　　】　１０名
【事業職員】　６０名
　小　　計　　７４名　　
【登録職員】　１９名
　合　　計　　９３名 ジム キョクチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ										1,事務業務 ジム ギョウム

																						3)経理事務 ケイリ ジム



																						4)表彰関係（社会福祉大会） ヒョウショウ カンケイ シャカイ フクシ タイカイ







																2,貸付業務 カシツケ ギョウム						5)各種貸付業務 カクシュ カシツケ ギョウム







																						6)老人憩いの家管理運営 ロウジン イコ イエ カンリ ウンエイ		運転手1/用務員（臨）/管理人（嘱） ウンテンシュ ヨウムイン ノゾム カンリニン ショク		3		名 メイ



																						7)ことぶき人材事業 ジンザイ ジギョウ		所長1（嘱） ショチョウ ショク		1		名 メイ



																3,施設管理
　運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						8)車両管理 シャリョウ カンリ

										Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																						9)保健福祉センター管理 ホケン フクシ カンリ		用務員（臨） ヨウム イン ノゾム		1		名 メイ



										　（係4名）
　（事業職員5名） カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												10)温泉スタンド管理 オンセン カンリ



																						11)福祉バス運営協力 フクシ ウンエイ キョウ チカラ



																						12)福祉公園管理 フクシ コウエン カンリ







																4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						13)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																						14)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ







																5,相談業務 ソウダン ギョウム						15)ふれあい相談業務 ソウダン ギョウム







																6,広報業務 コウホウ ギョウム						16)みんなのふくし発行 ハッコウ







																						17)ふれあいのまちづくり事業 ジギョウ



																1,地域組織
　業務 チイキ ソシキ ギョウム						18)ボラントピア事業 ジギョウ



																						19)関係団体との連携業務 カンケイ ダンタイ レンケイ ギョウム



																						20)調査,研究,広報,計画業務 チョウサ ケンキュウ コウホウ ケイカク ギョウム







																2,先駆的事業
　業務 センクテキ ジギョウ ギョウ ツトム						21)福祉車両運行事業 フクシ シャリョウ ウンコウ ジギョウ



				係長 カカリチョウ						Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												22)おもちゃ図書館事業 トショ カン ジギョウ



																						23)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発業務 センク テキ カイハツ ギョウム

										　（係5名） カカ メイ





		事務局長 ジム キョクチョウ																				24)ボランティア団体 ダンタイ



																3,団体組織化
　支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						25)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																						26)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ



																						27)めぐみの会 カイ



																						28)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ



				係長 カカリチョウ



																1,権利擁護
　業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						29)成年後見制度関係業務 セイネン コウケン セイド カンケイ ギョウム



										Ⅲ,権利擁護係 ケンリ ヨウゴ カカ												30)地域福祉権利擁護事業 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ ジギョウ



																						31)苦情処理 クジョウ ショリ

										　（主査1名） シュサ メイ





																1,介護支援
　業務 カイゴ シエン ギョウム						32)基幹型在宅介護支援センター業務 キカン ガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム		主査兼務/看護婦1 シュサ ケンム カンゴフ		1		名 メイ



																						33)地域型在宅介護支援センター業務 チイキガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム		ﾜｰｶｰ1/看護婦2（パ１） カンゴフ		3		名 メイ





										Ⅳ,在宅福祉係

																						34)老人福祉センター事業 ロウジン フクシ ジギョウ		指導員1/PT1/介助員1（パ) シドウイン カイジョ イン		3		名 メイ



										　（主査1名兼務）
　（係　1名）
　（事業職員27名） シュサ メイ ケンム カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ												35)ふれあいデイサービス事業 ジギョウ		寮母4（臨1/パ1） リョウボ ノゾム		4		名 メイ



																2,在宅福祉
　サービス
　業務 ザイタク フクシ ギョウム						36)福祉ヘルプサービス事業 フクシ ジギョウ		ﾍﾙﾊﾟｰ		4		名 メイ



																						37)障害者児ヘルプサービス事業 ショウガイ シャ ジ ジギョウ		障害ﾍﾙﾊﾟｰ ショウガイ		5		名 メイ



																						38)配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ		介助員２（パ） カイジョ イン		2		名 メイ



																						39)福祉機器の貸出事業 フクシ キキ カシダシ ジギョウ



																						40)小規模授産施設事業 ショウキボ ジュサン シセツ ジギョウ		指導事務員１/指導員4（嘱） シドウ ジムイン シドウイン ショク		5		名 メイ





																1,居宅介護
　支援事業 キョタク カイゴ シエン ジギョウ

																						41)介護支援事業所けやきの運営 カイゴ シエン ジギョウ ショ ウンエイ		専門員4（パ３） センモンイン		4		名 メイ







																						42)ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ウンエイ		ﾍﾙﾊﾟｰ８（嘱３/臨２）　【登録23名】 ３ ２ トウロク メイ		8		名 メイ

																2,居宅サービ
　ス業務 キョタク ギョウム

										Ⅴ,介護保険
　　事業係 カイゴ ホケン ジギョウ カカ												43)訪問入浴ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ホウモン ニュウヨク ウンエイ		看護婦１/介護員３（臨１パ２） カンゴ フ カイゴ イン ノゾム		4		名 メイ



																						44)訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ホウモン カンゴ ウンエイ		看護婦３（臨１/パ２） カンゴ フ ノゾム		3		名 メイ



																						45)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ウン エイ		指導員３/寮母（臨２/パ１） シドウイン リョウボ ノゾム		9		名 メイ

										
　（事業職員28名） ジギョウ ショクイン メイ

																								/看護婦３（嘱１臨１パ１）

																3,事業運営
　事務 ジギョウ ウンエイ ジム

																						46)利用者負担金等徴収事務 リヨウシャ フタン キン トウ チョウシュウ ジム
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平成13年度

																						1)会務事務 カイム ジム



																						2)人事事務 ジンジ ジム

						【事務局長】　　１名
【係長　　】　　２名
【主査　　】　　１名
【係　　　】９名+3名
【事業職員】　６８名
　小　　計　　８４名　　
【登録職員】　２２名
　合　　計　１０６名 ジム キョクチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ										1,事務業務 ジム ギョウム

																						3)経理事務 ケイリ ジム



																						4)表彰関係（社会福祉大会） ヒョウショウ カンケイ シャカイ フクシ タイカイ







																2,貸付業務 カシツケ ギョウム						5)各種貸付業務 カクシュ カシツケ ギョウム







																						6)老人憩いの家管理運営 ロウジン イコ イエ カンリ ウンエイ		運転手/用務員/管理人 ウンテンシュ ヨウムイン カンリニン		3		名 メイ



																						7)ことぶき人材事業 ジンザイ ジギョウ		所長 ショチョウ		1		名 メイ



																3,施設管理
　運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						8)車両管理 シャリョウ カンリ

										Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																						9)保健福祉センター管理 ホケン フクシ カンリ		用務員 ヨウム イン		1		名 メイ



										　（係4名）＋3名
　（事業職員5名） カカリ メイ メイ ジギョウ ショクイン メイ												10)温泉スタンド管理 オンセン カンリ



																						11)福祉バス運営協力 フクシ ウンエイ キョウ チカラ



																						12)福祉公園管理 フクシ コウエン カンリ







																4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						13)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																						14)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ







																5,相談業務 ソウダン ギョウム						15)ふれあい相談業務 ソウダン ギョウム







																6,広報業務 コウホウ ギョウム						16)みんなのふくし発行 ハッコウ







																						17)ふれあいのまちづくり事業 ジギョウ



																1,地域組織
　業務 チイキ ソシキ ギョウム						18)ボラントピア事業 ジギョウ



																						19)関係団体との連携業務 カンケイ ダンタイ レンケイ ギョウム



																						20)調査,研究,広報,計画業務 チョウサ ケンキュウ コウホウ ケイカク ギョウム







																2,先駆的事業
　業務 センクテキ ジギョウ ギョウ ツトム						21)福祉車両運行事業 フクシ シャリョウ ウンコウ ジギョウ



				係長 カカリチョウ						Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												22)おもちゃ図書館事業 トショ カン ジギョウ



																						23)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発業務 センク テキ カイハツ ギョウム

										　（係4名） カカ メイ





		事務局長 ジム キョクチョウ																				24)ボランティア団体 ダンタイ



																3,団体組織化
　支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						25)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																						26)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ



																						27)めぐみの会 カイ



																						28)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ



				係長 カカリチョウ



																1,権利擁護
　業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						29)成年後見制度関係業務 セイネン コウケン セイド カンケイ ギョウム



										Ⅲ,権利擁護係 ケンリ ヨウゴ カカ												30)地域福祉権利擁護事業 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ ジギョウ



																						31)苦情処理 クジョウ ショリ

										　（主査1名） シュサ メイ





																1,介護支援
　業務 カイゴ シエン ギョウム						32)基幹型在宅介護支援センター業務 キカン ガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム		主査兼務/看護婦 シュサ ケンム カンゴフ		1		名 メイ



																						33)地域型在宅介護支援センター業務 チイキガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム		ﾜｰｶｰ/看護婦 カンゴフ		2		名 メイ





										Ⅳ,在宅福祉係

																						34)老人福祉センター事業 ロウジン フクシ ジギョウ		指導員/看護婦/PT/介助員2 シドウイン カンゴフ カイジョ イン		5		名 メイ



										　（主査1名兼務）
　（係　1名）
　（事業職員24名） シュサ メイ ケンム カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ												35)ふれあいデイサービス事業 ジギョウ		指導員/寮母 シドウイン リョウボ		4		名 メイ



																2,在宅福祉
　サービス
　業務 ザイタク フクシ ギョウム						36)福祉ヘルプサービス事業 フクシ ジギョウ		ﾍﾙﾊﾟｰ		2		名 メイ



																						37)障害者児ヘルプサービス事業 ショウガイ シャ ジ ジギョウ		障害ﾍﾙﾊﾟｰ ショウガイ		4		名 メイ



																						38)配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ		介助員 カイジョ イン		2		名 メイ



																						39)福祉機器の貸出事業 フクシ キキ カシダシ ジギョウ



																						40)小規模授産施設事業 ショウキボ ジュサン シセツ ジギョウ		指導事務員/指導員3 シドウ ジムイン シドウイン		4		名 メイ





																1,居宅介護
　支援事業 キョタク カイゴ シエン ジギョウ

																						41)介護支援事業所けやきの運営 カイゴ シエン ジギョウ ショ ウンエイ		専門員6 センモンイン		6		名 メイ







																						42)ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ウンエイ		ﾍﾙﾊﾟｰ１０　【登録22名】 トウロク メイ		10		名 メイ

																2,居宅サービ
　ス業務 キョタク ギョウム

										Ⅴ,介護保険
　　事業係 カイゴ ホケン ジギョウ カカ												43)訪問入浴ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ホウモン ニュウヨク ウンエイ		看護婦/介護員4 カンゴ フ カイゴ イン		4		名 メイ



																						44)訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ホウモン カンゴ ウンエイ		看護婦４ カンゴ フ		4		名 メイ



																						45)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ウン エイ		指導員2/寮母5/看護婦7/介護員1 シドウイン リョウボ カイゴ イン		15		名 メイ

										
　（事業職員39名） ジギョウ ショクイン メイ



																3,事業運営
　事務 ジギョウ ウンエイ ジム

																						46)利用者負担金等徴収事務 リヨウシャ フタン キン トウ チョウシュウ ジム









&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A現在




平成14年度  

																						1)会務事務 カイム ジム



																						2)人事事務 ジンジ ジム

						【事務局長】　　１名
【係長　　】　　２名
【主査　　】　　１名
【係　　　】　　８名
【事業職員】　７２名
　小　　計　　８４名　　
【登録職員】　２３名
　合　　計　１０７名 ジム キョクチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ										1,事務業務 ジム ギョウム

																						3)経理事務 ケイリ ジム



																						4)表彰関係（社会福祉大会） ヒョウショウ カンケイ シャカイ フクシ タイカイ







																2,貸付業務 カシツケ ギョウム						5)各種貸付業務 カクシュ カシツケ ギョウム







																						6)老人憩いの家管理運営 ロウジン イコ イエ カンリ ウンエイ		運転手/用務員/管理人 ウンテンシュ ヨウムイン カンリニン		3		名 メイ



																						7)ことぶき人材事業 ジンザイ ジギョウ		所長 ショチョウ		2		名 メイ



																3,施設管理
　運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						8)車両管理 シャリョウ カンリ

										Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																						9)保健福祉センター管理 ホケン フクシ カンリ		用務員 ヨウム イン		1		名 メイ



										　（係4名）
　（事業職員6名） カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												10)温泉スタンド管理 オンセン カンリ



																						11)福祉バス運営協力 フクシ ウンエイ キョウ チカラ



																						12)福祉公園管理 フクシ コウエン カンリ







																4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						13)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																						14)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ







																5,相談業務 ソウダン ギョウム						15)ふれあい相談業務 ソウダン ギョウム







																6,広報業務 コウホウ ギョウム						16)みんなのふくし発行 ハッコウ







																						17)ふれあいのまちづくり事業 ジギョウ



																1,地域組織
　業務 チイキ ソシキ ギョウム						18)ボラントピア事業 ジギョウ



																						19)関係団体との連携業務 カンケイ ダンタイ レンケイ ギョウム



																						20)調査,研究,広報,計画業務 チョウサ ケンキュウ コウホウ ケイカク ギョウム







																2,先駆的事業
　業務 センクテキ ジギョウ ギョウ ツトム						21)福祉車両運行事業 フクシ シャリョウ ウンコウ ジギョウ



				係長 カカリチョウ						Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												22)おもちゃ図書館事業 トショ カン ジギョウ



																						23)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発業務 センク テキ カイハツ ギョウム

										　（係3名） カカ メイ





		事務局長 ジム キョクチョウ																				24)ボランティア団体 ダンタイ



																3,団体組織化
　支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						25)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																						26)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ



																						27)めぐみの会 カイ



																						28)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ



				係長 カカリチョウ



																1,権利擁護
　業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						29)成年後見制度関係業務 セイネン コウケン セイド カンケイ ギョウム



										Ⅲ,権利擁護係 ケンリ ヨウゴ カカ												30)地域福祉権利擁護事業 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ ジギョウ



																						31)苦情処理 クジョウ ショリ

										　（主査1名） シュサ メイ





																1,介護支援
　業務 カイゴ シエン ギョウム						32)基幹型在宅介護支援センター業務 キカン ガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム		主査/看護士 シュサ カンゴシ		2		名 メイ



																						33)地域型在宅介護支援センター業務 チイキガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム		ﾜｰｶｰ/看護士 カンゴシ		2		名 メイ





										Ⅳ,在宅福祉係

																						34)老人福祉センター事業 ロウジン フクシ ジギョウ		指導員/受付員 シドウイン ウケツケ イン		4		名 メイ



										　（主査1名兼務）
　（事業職員23名） シュサ メイ ケンム ジギョウ ショクイン メイ												35)ふれあいデイサービス事業 ジギョウ		指導員/介助員 シドウイン カイジョ イン		4		名 メイ



																2,在宅福祉
　サービス
　業務 ザイタク フクシ ギョウム						36)福祉ヘルプサービス事業 フクシ ジギョウ		ﾍﾙﾊﾟｰ		2		名 メイ



																						37)障害者児ヘルプサービス事業 ショウガイ シャ ジ ジギョウ		障害ﾍﾙﾊﾟｰ ショウガイ		4		名 メイ



																						38)配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ		介助員 カイジョ イン		2		名 メイ



																						39)福祉機器の貸出事業 フクシ キキ カシダシ ジギョウ



																						40)小規模授産施設事業 ショウキボ ジュサン シセツ ジギョウ		指導事務員/指導員 シドウ ジムイン シドウイン		4		名 メイ





																1,居宅介護
　支援事業 キョタク カイゴ シエン ジギョウ

																						41)介護支援事業所けやきの運営 カイゴ シエン ジギョウ ショ ウンエイ		ケアマネージャー		7		名 メイ







																						42)ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ウンエイ		ﾍﾙﾊﾟｰ９　【登録23名】 トウロク メイ		9		名 メイ

																2,居宅サービ
　ス業務 キョタク ギョウム

										Ⅴ,介護保険
　　事業係 カイゴ ホケン ジギョウ カカ												43)訪問入浴ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ホウモン ニュウヨク ウンエイ		看護士/介護員 カンゴ シ カイゴ イン		5		名 メイ



																						44)訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ホウモン カンゴ ウンエイ		看護士 カンゴ シ		4		名 メイ



																						45)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ウン エイ		指導員/看護婦/介護員 シドウイン カイゴ イン		18		名 メイ

										　（係　1名）
　（事業職員43名） カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ



																3,事業運営
　事務 ジギョウ ウンエイ ジム

																						46)利用者負担金等徴収事務 リヨウシャ フタン キン トウ チョウシュウ ジム				1		名 メイ









&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A現在




平成14年度

																						1)会務事務 カイム ジム



																						2)人事事務 ジンジ ジム

																1,事務業務 ジム ギョウム

																						3)経理事務 ケイリ ジム



																						4)表彰関係（社会福祉大会） ヒョウショウ カンケイ シャカイ フクシ タイカイ







																2,貸付業務 カシツケ ギョウム						5)各種貸付業務 カクシュ カシツケ ギョウム







																						6)老人憩いの家管理運営 ロウジン イコ イエ カンリ ウンエイ



																						7)ことぶき人材事業 ジンザイ ジギョウ



																3,施設管理
　運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						8)車両管理 シャリョウ カンリ

										Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																						9)保健福祉センター管理 ホケン フクシ カンリ



																						10)温泉スタンド管理 オンセン カンリ



																						11)福祉バス運営協力 フクシ ウンエイ キョウ チカラ



																						12)福祉公園管理 フクシ コウエン カンリ







																4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						13)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																						14)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ







																5,相談業務 ソウダン ギョウム						15)ふれあい相談業務 ソウダン ギョウム







																6,広報業務 コウホウ ギョウム						16)みんなのふくし発行 ハッコウ







																						17)ふれあいのまちづくり事業 ジギョウ



																1,地域組織
　業務 チイキ ソシキ ギョウム						18)ボラントピア事業 ジギョウ



																						19)関係団体との連携業務 カンケイ ダンタイ レンケイ ギョウム



																						20)調査,研究,広報,計画業務 チョウサ ケンキュウ コウホウ ケイカク ギョウム







																2,先駆的事業
　業務 センクテキ ジギョウ ギョウ ツトム						21)福祉車両運行事業 フクシ シャリョウ ウンコウ ジギョウ



				係長 カカリチョウ						Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												22)おもちゃ図書館事業 トショ カン ジギョウ



																						23)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発業務 センク テキ カイハツ ギョウム







		事務局長 ジム キョクチョウ																				24)ボランティア団体 ダンタイ



																3,団体組織化
　支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						25)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																						26)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ



																						27)めぐみの会 カイ



																						28)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ



				係長 カカリチョウ



																1,権利擁護
　業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						29)成年後見制度関係業務 セイネン コウケン セイド カンケイ ギョウム



										Ⅲ,権利擁護係 ケンリ ヨウゴ カカ												30)地域福祉権利擁護事業 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ ジギョウ



																						31)苦情処理 クジョウ ショリ







																1,介護支援
　業務 カイゴ シエン ギョウム						32)基幹型在宅介護支援センター業務 キカン ガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム



																						33)地域型在宅介護支援センター業務 チイキガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム





										Ⅳ,在宅福祉係

																						34)老人福祉センター事業 ロウジン フクシ ジギョウ



																						35)ふれあいデイサービス事業 ジギョウ



																2,在宅福祉
　サービス
　業務 ザイタク フクシ ギョウム						36)福祉ヘルプサービス事業 フクシ ジギョウ



																						37)障害者児ヘルプサービス事業 ショウガイ シャ ジ ジギョウ



																						38)配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ



																						39)福祉機器の貸出事業 フクシ キキ カシダシ ジギョウ



																						40)小規模授産施設事業 ショウキボ ジュサン シセツ ジギョウ





																1,居宅介護
　支援事業 キョタク カイゴ シエン ジギョウ

																						41)介護支援事業所けやきの運営 カイゴ シエン ジギョウ ショ ウンエイ







																						42)ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ウンエイ

																2,居宅サービ
　ス業務 キョタク ギョウム

										Ⅴ,介護保険
　　事業係 カイゴ ホケン ジギョウ カカ												43)訪問入浴ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ホウモン ニュウヨク ウンエイ



																						44)訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ホウモン カンゴ ウンエイ



																						45)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ウン エイ





																3,事業運営
　事務 ジギョウ ウンエイ ジム

																						46)利用者負担金等徴収事務 リヨウシャ フタン キン トウ チョウシュウ ジム









&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A現在




平成15年度 (2)

																						1		)会務事務 カイム ジム

						【事務局長】　　　１名
【係長　　】　　　２名
【主査　　】　　　１名
【係　　　 】　 １０名
【事業職員】    ６９名
　小　　計　　  ８３名
【登録職員】    ４０名
　合　　計    １２３名 ジム キョクチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ

																						2		)人事事務 ジンジ ジム

																1,事務業務 ジム ギョウム

																						3		)経理事務 ケイリ ジム



																						4		)表彰関係（社会福祉大会） ヒョウショウ カンケイ シャカイ フクシ タイカイ



																						5		)電算機器管理業務 デンサン キキ カンリ ギョウム







																2,貸付業務 カシツケ ギョウム						6		)各種貸付業務 カクシュ カシツケ ギョウム







																						7		)老人憩いの家管理運営 ロウジン イコ イエ カンリ ウンエイ		運転手/用務員/管理人 ウンテンシュ ヨウムイン カンリニン		3		名 メイ



																						8		)ことぶき人材事業 ジンザイ ジギョウ		所長 ショチョウ		2		名 メイ



																3,施設管理
　運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						9		)車両管理 シャリョウ カンリ

										Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																						10		)保健福祉センター管理 ホケン フクシ カンリ		用務員 ヨウム イン		1		名 メイ



										　（係4名）
　（事業職員6名） カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												11		)温泉スタンド管理 オンセン カンリ



																						12		)福祉バス運営協力 フクシ ウンエイ キョウ チカラ



																						13		)福祉公園管理 フクシ コウエン カンリ







																4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																						15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ







																5,相談業務 ソウダン ギョウム						16		)ふれあい相談業務 ソウダン ギョウム







																6,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)みんなのふくし発行 ハッコウ







																						18		)ふれあいのまちづくり事業 ジギョウ



																1,地域組織
　業務 チイキ ソシキ ギョウム						19		)ボラントピア事業 ジギョウ



																						20		)関係団体との連携業務 カンケイ ダンタイ レンケイ ギョウム



																						21		)調査,研究,広報,計画業務 チョウサ ケンキュウ コウホウ ケイカク ギョウム







																2,先駆的事業
　業務 センクテキ ジギョウ ギョウ ツトム						22		)福祉車両運行事業 フクシ シャリョウ ウンコウ ジギョウ



				係長 カカリチョウ						Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												23		)おもちゃ図書館事業 トショ カン ジギョウ



																						24		)小地域ふれあいサロン事業 ショウチイキ ジギョウ

										　（係5名） カカ メイ

																						25		)子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ



																						26		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発業務 センク テキ カイハツ ギョウム







		事務局長 ジム キョクチョウ																				27		）ボランティア団体 ダンタイ



																3,団体組織化
　支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						28		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																						29		)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ



																						30		)めぐみの会 カイ



																						31		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ



				係長 カカリチョウ



																1,権利擁護
　業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						32		)成年後見制度関係業務 セイネン コウケン セイド カンケイ ギョウム



										Ⅲ,権利擁護係 ケンリ ヨウゴ カカ												33		)地域福祉権利擁護事業 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ ジギョウ



																						34		)苦情処理 クジョウ ショリ

										　（主査1名） シュサ メイ





																1,介護支援
　業務 カイゴ シエン ギョウム						35		)基幹型在宅介護支援センター業務 キカン ガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム		主査/保健師 シュサ ホケン シ		2		名 メイ



																						36		)地域型在宅介護支援センター業務 チイキガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム		ﾜｰｶｰ/看護師 カンゴ シ		2		名 メイ





										Ⅳ,在宅福祉係

																						37		)老人福祉センター事業 ロウジン フクシ ジギョウ		指導員/受付員 シドウイン ウケツケ イン		4		名 メイ



										　（主査1名兼務）
　（事業職員19名） シュサ メイ ケンム ジギョウ ショクイン メイ												38		)ふれあいデイサービス事業 ジギョウ		指導員/介助員 シドウイン カイジョ イン		4		名 メイ



																2,在宅福祉
　サービス
　業務 ザイタク フクシ ギョウム						39		)福祉ヘルプサービス事業 フクシ ジギョウ		ﾍﾙﾊﾟｰ		2		名 メイ



																						40		)障害者児ヘルプサービス事業 ショウガイ シャ ジ ジギョウ



																						41		)配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ



																						42		)福祉機器の貸出事業 フクシ キキ カシダシ ジギョウ



																						43		)小規模授産施設事業 ショウキボ ジュサン シセツ ジギョウ		指導事務員/指導員 シドウ ジムイン シドウイン		5		名 メイ



																						44		)精神障害者デイケアサービス事業 セイシン ショウガイ シャ ジギョウ





																1,居宅介護
　支援事業 キョタク カイゴ シエン ジギョウ

																						45		)介護支援事業所けやきの運営 カイゴ シエン ジギョウ ショ ウンエイ		ケアマネージャー		7		名 メイ







																						46		)ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ウンエイ		ﾍﾙﾊﾟｰ９　【登録40名】 トウロク メイ		9		名 メイ

																2,居宅サービ
　ス業務 キョタク ギョウム

										Ⅴ,介護保険
　　事業係 カイゴ ホケン ジギョウ カカ												47		)訪問入浴ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ホウモン ニュウヨク ウンエイ		看護士/介護員 カンゴ シ カイゴ イン		5		名 メイ



																						48		)訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ホウモン カンゴ ウンエイ		看護士 カンゴ シ		4		名 メイ



																						49		)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ウン エイ		指導員/看護婦/介護員 シドウイン カイゴ イン		19		名 メイ

										　（係　1名）
　（事業職員44名） カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ



																3,事業運営
　事務 ジギョウ ウンエイ ジム

																						50		)利用者負担金等徴収事務 リヨウシャ フタン キン トウ チョウシュウ ジム				1		名 メイ









&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A現在




平成15年度

																								　　　　　　　　　　　平成15年4月1日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ













																						1		)会務事務 カイム ジム



																						2		)人事事務 ジンジ ジム

																1,事務業務 ジム ギョウム

																						3		)経理事務 ケイリ ジム



																						4		)表彰関係（社会福祉大会） ヒョウショウ カンケイ シャカイ フクシ タイカイ



																						5		)電算機器管理業務 デンサン キキ カンリ ギョウム







																2,貸付業務 カシツケ ギョウム						6		)各種貸付業務 カクシュ カシツケ ギョウム







																						7		)老人憩いの家管理運営 ロウジン イコ イエ カンリ ウンエイ



																						8		)ことぶき人材事業 ジンザイ ジギョウ



																3,施設管理
　運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						9		)車両管理 シャリョウ カンリ

										Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																						10		)保健福祉センター管理 ホケン フクシ カンリ



																						11		)温泉スタンド管理 オンセン カンリ



																						12		)福祉バス運営協力 フクシ ウンエイ キョウ チカラ



																						13		)福祉公園管理 フクシ コウエン カンリ







																4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																						15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ







																5,相談業務 ソウダン ギョウム						16		)ふれあい相談業務 ソウダン ギョウム







																6,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)みんなのふくし発行 ハッコウ







																						18		)ふれあいのまちづくり事業 ジギョウ



																1,地域組織
　業務 チイキ ソシキ ギョウム						19		)ボラントピア事業 ジギョウ



																						20		)関係団体との連携業務 カンケイ ダンタイ レンケイ ギョウム



																						21		)調査,研究,広報,計画業務 チョウサ ケンキュウ コウホウ ケイカク ギョウム







																2,先駆的事業
　業務 センクテキ ジギョウ ギョウ ツトム						22		)福祉車両運行事業 フクシ シャリョウ ウンコウ ジギョウ



				係長 カカリチョウ						Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												23		)おもちゃ図書館事業 トショ カン ジギョウ



																						24		)小地域ふれあいサロン事業 ショウチイキ ジギョウ



																						25		)子育て支援事業 コソダ シエン ジギョウ



																						26		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発業務 センク テキ カイハツ ギョウム







		事務局長 ジム キョクチョウ																				27		）ボランティア団体 ダンタイ



																3,団体組織化
　支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						28		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																						29		)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ



																						30		)めぐみの会 カイ



																						31		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ



				係長 カカリチョウ



																1,権利擁護
　業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						32		)成年後見制度関係業務 セイネン コウケン セイド カンケイ ギョウム



										Ⅲ,権利擁護係 ケンリ ヨウゴ カカ												33		)地域福祉権利擁護事業 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ ジギョウ



																						34		)苦情処理 クジョウ ショリ







																1,介護支援
　業務 カイゴ シエン ギョウム						35		)基幹型在宅介護支援センター業務 キカン ガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム



																						36		)地域型在宅介護支援センター業務 チイキガタ ザイタク カイゴ シエン ギョウム





										Ⅳ,在宅福祉係

																						37		)老人福祉センター事業 ロウジン フクシ ジギョウ



																						38		)ふれあいデイサービス事業 ジギョウ



																2,在宅福祉
　サービス
　業務 ザイタク フクシ ギョウム						39		)福祉ヘルプサービス事業 フクシ ジギョウ



																						40		)障害者児ヘルプサービス事業 ショウガイ シャ ジ ジギョウ



																						41		)配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ



																						42		)福祉機器の貸出事業 フクシ キキ カシダシ ジギョウ



																						43		)小規模授産施設事業 ショウキボ ジュサン シセツ ジギョウ



																						44		)精神障害者デイケアサービス事業 セイシン ショウガイ シャ ジギョウ





																1,居宅介護
　支援事業 キョタク カイゴ シエン ジギョウ

																						45		)介護支援事業所けやきの運営 カイゴ シエン ジギョウ ショ ウンエイ







																						46		)ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ウンエイ

																2,居宅サービ
　ス業務 キョタク ギョウム

										Ⅴ,介護保険
　　事業係 カイゴ ホケン ジギョウ カカ												47		)訪問入浴ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ホウモン ニュウヨク ウンエイ



																						48		)訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝけやきの運営 ホウモン カンゴ ウンエイ



																						49		)ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰけやきの運営 ウン エイ





																3,事業運営
　事務 ジギョウ ウンエイ ジム

																						50		)利用者負担金等徴収事務 リヨウシャ フタン キン トウ チョウシュウ ジム









&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,標準"&9






平成16年度

																				1		)会務 カイム

						【事務局長】　　　１名
【係長　　】　　　２名
【主査　　】　　　１名
【係　　　 】　 １３名
【事業職員】    ６７名
　小　　計　　  ８４名
【登録職員】    ４５名
　合　　計    １２９名 ジム キョクチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ

																				2		)人事 ジンジ



																				3		)経理 ケイリ

														1,事務業務 ジム ギョウム

																				4		)庶務 ショム



																				5		)表彰（社会福祉大会） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ



																				6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ





														2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ





																				8		)老人憩いの家 ロウジン イコ イエ



																				9		)ことぶき人材センター ジンザイ



														3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ

								Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																				11		)保健福祉センター ホケン フクシ



								　（係4名）
　（事業職員6名） カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												12		)温泉スタンド オンセン



																				13		)福祉公園 フクシ コウエン





														4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																				15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ





																				16		)みんなのふくし



														5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ



																				18		)情報提供 ジョウホウ テイキョウ



				係長 カカリチョウ

																				19		)地域福祉計画等策定 チイキ フクシ ケイカク トウ サクテイ



														1,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ



																				21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ



																				22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ





																				23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン



																				24		)障害者福祉支援 ショウガイシャ フクシ シエン



														2,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン



																				26		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ



																				27		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ



																				28		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ



								Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																				29		)ボランティアセンター

														3,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

								　（係5名） カカ メイ												30		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ



																				31		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン





		事務局長 ジム キョクチョウ																		32		）ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ



														4,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						33		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																				34		)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ



																				35		)めぐみの会 カイ



																				36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ





														1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン



																				38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ



																				39		)苦情解決 クジョウ カイケツ

								Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																				40		)基幹型在宅介護支援センター キカン ガタ ザイタク カイゴ シエン

								　（主査1名）
　（係3名） シュサ メイ カカ メイ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																				41		)地域型在宅介護支援センター チイキガタ ザイタク カイゴ シエン



																				42		)ふれあい相談センター ソウダン



														3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																				43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ



				係長 カカリチョウ

																				44		)老人福祉センター ロウジン フクシ



																				45		)ふれあいデイサービス



																				46		)配食サービス クバ ショク

														1,公的受託業務 コウテキ ジュタク ギョウム

																				47		)福祉ホームヘルプサービス フクシ



																				48		)精神障害者ホームヘルプサービス セイシン ショウガイ シャ



																				49		)小規模授産施設 ショウキボ ジュサン シセツ



																				50		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ



																				51		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ



																				52		)障害者訪問入浴サービス ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク



								Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ

																				53		)介護支援 カイゴ シエン



																				54		)ホームヘルプサービス

								（係1名）
（事業職員61名）
（登録職員45名） カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ トウロク ショクイン メイ						2,介護保険業務 カイゴ ホケン ギョウム

																				55		)訪問入浴サービス ホウモン ニュウヨク



																				56		)訪問看護 ホウモン カンゴ



																				57		)デイサービス





																				58		)身体障害者ホームヘルプサービス シンタイ ショウガイシャ

														3,支援費業務 シエン ヒ ギョウム

																				59		)知的障害者ホームヘルプサービス チテキ ショウガイシャ



																				60		)障害児ホームヘルプサービス ショウガイジ





														4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						61		)サービス利用料徴収等事務 リヨウリョウ チョウシュウ トウ ジム









&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A現在




平成17年度

																										1		)会務 カイム

						【事務局長】　　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　２名
【主査　　】　　　２名
【係　　　 】　 １５名
【事業職員】    ７０名
　小　　計　　  ９１名
【登録職員】    ４６名
　合　　計    １３７名 ジム キョクチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ

																										2		)人事 ジンジ



																										3		)経理 ケイリ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム



																										5		)表彰（社会福祉大会） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ





																										8		)老人憩いの家 ロウジン イコ イエ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)ことぶき人材センター ジンザイ



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター ホケン フクシ



														　（係長1名）
　（係6名）
　（事業職員6名） カカリチョウ メイ カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												12		)温泉スタンド オンセン



																										13		)福祉公園 フクシ コウエン





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																										15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ





																										16		)みんなのふくし



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ



																										18		)情報提供 ジョウホウ テイキョウ





																										19		)地域福祉計画等策定 チイキ フクシ ケイカク トウ サクテイ



																				1,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ



																										21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン



																										24		)障害者福祉支援 ショウガイシャ フクシ シエン



																				2,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン



																										26		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ



																										27		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ



																										28		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																										29		)ボランティアセンター

																				3,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														　（係長1名）
　（係5名） カカリチョウ メイ カカ メイ												30		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ



																										31		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン





		事務局長 ジム キョクチョウ						地域福祉課 チイキ フクシ カ																		32		）ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ



																				4,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						33		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																										34		)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ



																										35		)めぐみの会 カイ



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン



																										38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)基幹型在宅介護支援センター キカン ガタ ザイタク カイゴ シエン

														　（主査1名）
　（係3名） シュサ メイ カカ メイ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域型在宅介護支援センター チイキガタ ザイタク カイゴ シエン



																										42		)ふれあい相談センター ソウダン



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ





																										44		)老人福祉センター ロウジン フクシ



																										45		)ふれあいデイサービス



																										46		)配食サービス クバ ショク

																				1,公的受託業務 コウテキ ジュタク ギョウム

																										47		)福祉ホームヘルプサービス フクシ



																										48		)精神障害者ホームヘルプサービス セイシン ショウガイ シャ



																										49		)小規模授産施設 ショウキボ ジュサン シセツ



																										50		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ



																										51		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ

																										52		)障害者訪問入浴サービス ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ

																										53		)介護支援 カイゴ シエン



																										54		)ホームヘルプサービス

														　（課長補佐1名)
　（主査1名）
　（係1名）
　（事業職員64名）
　（登録職員46名） カチョウ ホサ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ トウロク ショクイン メイ						2,介護保険業務 カイゴ ホケン ギョウム

																										55		)訪問入浴サービス ホウモン ニュウヨク



																										56		)訪問看護 ホウモン カンゴ



																										57		)デイサービス





																										58		)身体障害者ホームヘルプサービス シンタイ ショウガイシャ

																				3,支援費業務 シエン ヒ ギョウム

																										59		)知的障害者ホームヘルプサービス チテキ ショウガイシャ



																										60		)障害児ホームヘルプサービス ショウガイジ





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						61		)サービス利用料徴収等事務 リヨウリョウ チョウシュウ トウ ジム









&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A現在




平成18年度

																										1		)会務 カイム

						【事務局長】　　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　２名
【主査　　】　　　４名
【係　　　 】　 １６名
【事業職員】    ６６名
　小　　計　　  ９０名
【登録職員】    ４４名
　合　　計    １３４名 ジム キョクチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ

																										2		)人事 ジンジ



																										3		)経理 ケイリ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム



																										5		)表彰（社会福祉大会） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ





																										8		)老人憩いの家 ロウジン イコ イエ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)ことぶき人材センター ジンザイ



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター ホケン フクシ



														　（係長1名）
  （主査1名）
　（係5名）
　（事業職員4名） カカリチョウ メイ シュサ メイ カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												12		)温泉スタンド オンセン



																										13		)福祉公園 フクシ コウエン





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																										15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ





																										16		)みんなのふくし



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ



																										18		)情報提供 ジョウホウ テイキョウ





																										19		)地域福祉計画等策定 チイキ フクシ ケイカク トウ サクテイ



																				1,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ



																										21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン



																										24		)障害者福祉支援 ショウガイシャ フクシ シエン



		事務局長 ジム キョクチョウ																		2,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン



																										26		)ファミリーサポートセンター設置・運営 セッチ ウンエイ



																										27		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ



																										28		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ



																										29		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																										30		)ボランティアセンター

																				3,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														　（係長1名）
　（係5名） カカリチョウ メイ カカ メイ												31		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ



																										32		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン





								地域福祉課 チイキ フクシ カ																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ

																				4,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム

																										34		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																										35		)心身障害者福祉会・めぐみの会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ カイ



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン



																										38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)ふれあい相談センター ソウダン

														　（係5名） カカ メイ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン



																										42		)障害者相談支援 ショウガイシャ ソウダン シエン



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ





																										44		)老人福祉センター ロウジン フクシ



																										45		)地域支援（介護予防）事業 チイキ シエン カイゴ ヨボウ ジギョウ



																										46		)配食サービス（食の自立支援） クバ ショク ショク ジリツ シエン

																				1,公的受託業務 コウテキ ジュタク ギョウム

																										47		)在宅高齢者生活支援員派遣事業 ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン ジギョウ



																										48		)小規模授産施設 ショウキボ ジュサン シセツ



																										49		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ

																										50		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												51		)障害者訪問入浴サービス ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク





																										52		)介護支援 カイゴ シエン

														　（課長補佐1名)
　（主査1名）
　（係1名）
　（事業職員62名）
　（登録職員44名） カチョウ ホサ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ トウロク ショクイン メイ

																										53		)ホームヘルプサービス

																				2,介護保険業務 カイゴ ホケン ギョウム

																										54		)訪問入浴サービス ホウモン ニュウヨク



																										55		)訪問看護 ホウモン カンゴ



																										56		)デイサービス





																				3,障害者自立支援業務 ショウガイ シャ ジリツ シエン ギョウム						57		)障害者（児）ホームヘルプサービス ショウガイ シャ ジ



																										58		)障害者相談支援 ショウガイ シャ ソウダン シエン





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						59		)サービス利用料徴収等事務 リヨウリョウ チョウシュウ トウ ジム













&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A現在




平成19年度

																										1		)会務 カイム

						【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【係長　　】　　　１名
【主査　　】　　　７名
【係　　　 】　 １５名
【事業職員】    ５８名
　小　　計　　  ８３名
【登録職員】    ４８名
　合　　計    １３１名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ

																										2		)人事 ジンジ



																										3		)経理 ケイリ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム



																										5		)表彰（社会福祉大会） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ





																										8		)老人憩いの家 ロウジン イコ イエ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)ことぶき人材センター ジンザイ



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター ホケン フクシ



														  （主査1名）
　（係5名）
　（事業職員4名） シュサ メイ カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												12		)温泉スタンド オンセン



																										13		)福祉公園 フクシ コウエン





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																										15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ





																										16		)みんなのふくし



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ



																										18		)情報提供 ジョウホウ テイキョウ





																				1,調査、計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						19		)地域福祉計画等策定 チイキ フクシ ケイカク トウ サクテイ



																										20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ





																				2,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン



																										24		)障害者福祉支援 ショウガイシャ フクシ シエン



		事務局長 ジム キョクチョウ																		3,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン



																										26		)ファミリーサポートセンター



																										27		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ



																										28		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ



																										29		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																										30		)ボランティアセンター

																				4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														　（係長1名）
　（係5名） カカリチョウ メイ カカ メイ												31		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ



																										32		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン





								地域福祉課 チイキ フクシ カ																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ

																				5,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム

																										34		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																										35		)心身障害者福祉会・めぐみの会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ カイ



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン



																										38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)ふれあい相談センター ソウダン

														　（主査1名）
　（係3名） シュサ メイ カカ メイ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン



																										42		)障害者相談支援 ショウガイシャ ソウダン シエン



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ





																										44		)老人福祉センター ロウジン フクシ



																										45		)地域支援（介護予防） チイキ シエン カイゴ ヨボウ



																										46		)配食サービス（食の自立支援） クバ ショク ショク ジリツ シエン

																				1,公的受託業務 コウテキ ジュタク ギョウム

																										47		)在宅高齢者生活支援員派遣 ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン



																										48		)小規模作業所 ショウキボ サギョウ ショ



																										49		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ

																										50		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												51		)障害者訪問入浴サービス ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク





																										52		)介護支援 カイゴ シエン

														　（主査5名）
　（係2名）
　（事業職員54名）
　（登録職員48名） シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ トウロク ショクイン メイ

																										53		)ホームヘルプサービス

																				2,介護保険業務 カイゴ ホケン ギョウム

																										54		)訪問入浴サービス ホウモン ニュウヨク



																										55		)訪問看護 ホウモン カンゴ



																										56		)デイサービス





																				3,障害者自立支援業務 ショウガイ シャ ジリツ シエン ギョウム						57		)障害者（児）ホームヘルプサービス ショウガイ シャ ジ



																										58		)障害者相談支援 ショウガイ シャ ソウダン シエン





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						59		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ













&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A現在




平成20年度

																										1		)会務 カイム

						【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【係長　　】　　　１名
【主査　　】　　　７名
【係　　　】　  １６名
【事業職員】    ６１名
【その他】　　　　２名
　小　　計　　  ８９名
【登録職員】    ４５名
　合　　計    １３４名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ タ メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ

																										2		)人事 ジンジ



																										3		)経理 ケイリ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム



																										5		)表彰（社会福祉大会） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ





																										8		)老人憩いの家 ロウジン イコ イエ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)ことぶき人材センター ジンザイ



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター ホケン フクシ



														（主査1名）
（係4名）
（事業職員5名） シュサ メイ カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												12		)温泉スタンド オンセン



																										13		)福祉公園 フクシ コウエン





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																										15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ





																										16		)みんなのふくし



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ



																										18		)情報提供 ジョウホウ テイキョウ





				事務局次長 ジムキョク ジチョウ																1,調査、計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						19		)地域福祉計画等策定 チイキ フクシ ケイカク トウ サクテイ



																										20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ





																				2,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン



																										24		)障害者福祉支援 ショウガイシャ フクシ シエン



																				3,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン



																										26		)ファミリーサポートセンター



																										27		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ



																										28		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ



																										29		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																										30		)ボランティアセンター

																				4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														（係長1名）
（係6名） カカリチョウ メイ カカ メイ												31		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ



																										32		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン





								地域福祉課 チイキ フクシ カ																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ

																				5,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム

																										34		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																										35		)心身障害者福祉会・めぐみの会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ カイ



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン



		事務局長 ジム キョクチョウ																								38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)ふれあい相談センター ソウダン

														（主査1名）
（係4名） シュサ メイ カカ メイ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン



																										42		)障害者相談支援 ショウガイシャ ソウダン シエン



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ





																										44		)老人福祉センター ロウジン フクシ



																										45		)地域支援（介護予防） チイキ シエン カイゴ ヨボウ



																										46		)配食サービス（食の自立支援） クバ ショク ショク ジリツ シエン

																				1,公的受託業務 コウテキ ジュタク ギョウム

																										47		)在宅高齢者生活支援員派遣 ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン



																										48		)小規模作業所 ショウキボ サギョウ ショ



																										49		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ

																										50		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												51		)障害者訪問入浴サービス ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク





																										52		)介護支援(ケアマネジメント） カイゴ シエン

														（主査5名）
（係2名）
（事業職員56名）
（登録職員45名） シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ トウロク ショクイン メイ

																										53		)ホームヘルプサービス

																				2,介護保険業務 カイゴ ホケン ギョウム

																										54		)訪問入浴サービス ホウモン ニュウヨク



																										55		)訪問看護 ホウモン カンゴ



																										56		)デイサービス





																				3,障害者自立支援業務 ショウガイ シャ ジリツ シエン ギョウム						57		)障害者（児）ホームヘルプサービス ショウガイ シャ ジ



																										58		)障害者相談支援 ショウガイ シャ ソウダン シエン





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						59		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ













&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,標準"&9

&A4月1日現在




平成21年度

																										1		)会務 カイム

						【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【係長　　】　　　１名
【主査　　】　　　７名
【係　　　】　  １６名
【事業職員】    ６９名
　小　　計　　  ９５名
【登録職員】    ４９名
　合　　計    １４４名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ

																										2		)人事 ジンジ



																										3		)経理 ケイリ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム



																										5		)表彰（社会福祉大会：受託） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ ジュタク



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ





																										8		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)老人憩いの家                    （受託） ロウジン イコ イエ ジュタク



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)ことぶき人材センター　　　   　（受託） ジンザイ ジュタク

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター　　　　　   　（受託） ホケン フクシ ジュタク



														（主査1名）
（係4名）
（事業職員6名） シュサ メイ カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												12		)温泉スタンド　　　　　　　      　（受託） オンセン ジュタク



																										13		)福祉公園　　　　　　　　       　（受託） フクシ コウエン ジュタク





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																										15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ





																										16		)みんなのふくし



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ



																										18		)情報提供（ホームページ管理等） ジョウホウ テイキョウ カンリ トウ





				事務局次長 ジムキョク ジチョウ																1,調査、計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						19		)地域福祉計画等策定 チイキ フクシ ケイカク トウ サクテイ



																										20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ





																				2,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン



																										24		)障害者福祉支援 ショウガイシャ フクシ シエン



																				3,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン



																										26		)ファミリーサポートセンター     　（受託） ジュタク



																										27		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ



																										28		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ



																										29		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																										30		)ボランティアセンター

																				4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														（係長1名）
（係6名） カカリチョウ メイ カカ メイ												31		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ



																										32		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン





								地域福祉課 チイキ フクシ カ																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ

																				5,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム

																										34		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																										35		)心身障害者福祉会・めぐみの会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ カイ



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援・法人後見 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン ホウジン コウケン



		事務局長 ジム キョクチョウ																								38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)ふれあい相談センター ソウダン

														（主査1名）
（係4名） シュサ メイ カカ メイ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域包括支援センター          （受託） チイキ ホウカツ シエン ジュタク



																										42		)障害者相談支援 ショウガイシャ ソウダン シエン



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ





																										44		)老人福祉センター　　　　　    　（受託） ロウジン フクシ ジュタク



																										45		)地域支援（介護予防）　　　   　（受託） チイキ シエン カイゴ ヨボウ ジュタク



																										46		)配食サービス（食の自立支援） （受託） クバ ショク ショク ジリツ シエン ジュタク



																										47		)在宅高齢者生活支援員派遣　（受託） ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン ジュタク

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ												1,在宅福祉サービス受託業務 ザイタク フクシ ジュタク ギョウム

																										48		)介護保険認定調査　　　　      (契約） カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ ケイヤク



																										49		)障害者自立支援認定調査　　 （受託） ショウガイ シャ ジリツ シエン ニンテイ チョウサ ジュタク



																										50		)地域活動支援センター 　　　　（契約） チイキ カツドウ シエン ケイヤク



																										51		)障害者訪問入浴サービス　　　（受託） ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク ジュタク



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												52		)日中一時支援事業　　　　　　　（契約） ニッチュウ イチジ シエン ジギョウ ケイヤク



																										53		)精神障害者デイケアサービス　（受託） セイシン ショウガイ シャ ジュタク



														（主査5名）
（係2名）
（事業職員63名）
（登録職員49名） シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ トウロク ショクイン メイ

																										54		)居宅介護支援（ケアマネ）　　　（指定） キョタク カイゴ シエン シテイ



																										55		)訪問介護（ホームへルプ）（予防含）（指定） ホウモン カイゴ ヨボウ ガン シテイ

																				2,介護保険指定事業 カイゴ ホケン シテイ ジギョウ

																										56		)訪問入浴サービス（予防含） 　（指定） ホウモン ニュウヨク ヨボウ フク シテイ



																										57		)訪問看護（予防含）　　　　　　　（指定） ホウモン カンゴ ヨボウ フク シテイ



																										58		)通所介護（デイサービス）（予防含）（指定） ツウショ カイゴ ヨボウ フクミ シテイ





																										59		)居宅介護（障害児者ヘルプ）（重訪含）（指定） キョタク カイゴ ショウガイ ジ シャ ジュウ オトズ フクミ シテイ

																				3,障害者自立支援指定事業 ショウガイ シャ ジリツ シエン シテイ ジギョウ

																										60		)移動支援（ガイドヘルプ）　　　　(指定） イドウ シエン シテイ



																										61		)障害者相談支援　　　　　　　　（指定） ショウガイ シャ ソウダン シエン シテイ



																										62		)就労継続支援Ｂ型（わかば）   （指定） シュウロウ ケイゾク シエン ガタ シテイ





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						63		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ













&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,標準"&9

&A4月1日現在




平成22年度

						【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【係長　　】　　　３名
【主査　　】　　　４名
【係　　　】　  １６名
【事業職員】   ７５名
　小　　計　　 １００名
【登録職員】    ５１名
【緊急雇用】　　　７名
　合　　計    １５８名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ キンキュウ コヨウ メイ ゴウ ケイ メイ																				1		)会務 カイム



																										2		)人事 ジンジ



																										3		)経理 ケイリ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム



																										5		)表彰（社会福祉大会：受託） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ ジュタク



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ





																										8		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)老人憩いの家                    （受託） ロウジン イコ イエ ジュタク



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)ことぶき人材センター　　　   　（受託） ジンザイ ジュタク

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター　　　　　   　（受託） ホケン フクシ ジュタク



														（主査1名）
（係4名）
（事業職員6名） シュサ メイ カカリ メイ ジギョウ ショクイン メイ												12		)温泉スタンド　　　　　　　      　（受託） オンセン ジュタク



																										13		)福祉公園　　　　　　　　       　（受託） フクシ コウエン ジュタク





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ



																										15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ





																										16		)みんなのふくし



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ



																										18		)情報提供（ホームページ管理等） ジョウホウ テイキョウ カンリ トウ





				事務局次長 ジムキョク ジチョウ																1,調査、計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						19		)地域福祉計画等策定 チイキ フクシ ケイカク トウ サクテイ



																										20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ





																				2,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン



																										24		)障がい者福祉支援 フクシ シエン



																				3,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン



																										26		)ファミリーサポートセンター     　（受託） ジュタク



																										27		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ



																										28		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ



																										29		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																										30		)ボランティアセンター

																				4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														（係長1名）
（係6名） カカリチョウ メイ カカ メイ												31		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ



																										32		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン





								地域福祉課 チイキ フクシ カ																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ

																				5,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム

																										34		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ



																										35		)心身障害者福祉会・めぐみの会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ カイ



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援・法人後見 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン ホウジン コウケン



		事務局長 ジム キョクチョウ																								38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)ふれあい相談センター ソウダン

														（主査1名）
（係4名） シュサ メイ カカ メイ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域包括支援センター          （受託） チイキ ホウカツ シエン ジュタク



																										42		)障がい者相談支援 ソウダン シエン



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ





																										44		)老人福祉センター　　　　　    　（受託） ロウジン フクシ ジュタク



																										45		)地域支援（介護予防）　　　   　（受託） チイキ シエン カイゴ ヨボウ ジュタク



																										46		)配食サービス（食の自立支援） （受託） クバ ショク ショク ジリツ シエン ジュタク



																										47		)在宅高齢者生活支援員派遣　（受託） ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン ジュタク

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ												1,在宅福祉サービス受託業務 ザイタク フクシ ジュタク ギョウム

																										48		)介護保険認定調査　　　　      (契約） カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ ケイヤク



																										49		)障害者自立支援認定調査　　 （受託） ショウガイ シャ ジリツ シエン ニンテイ チョウサ ジュタク



																										50		)地域活動支援センター 　　　　（契約） チイキ カツドウ シエン ケイヤク



																										51		)障害者訪問入浴サービス　　　（受託） ガイ ホウモン ニュウヨク ジュタク



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												52		)日中一時支援事業　　　　　　　（契約） ニッチュウ イチジ シエン ジギョウ ケイヤク



																										53		)精神障害者デイケアサービス　（受託） セイシン ショウガイ シャ ジュタク



														(係長2名）
（主査2名）
（係2名）
（事業職員69名）
（登録職員51名）
（緊急雇用 ７名） カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ トウロク ショクイン メイ キンキュウ コヨウ メイ												54		)緊急雇用事業　　　　　　　　　　（受託） キンキュウ コヨウ ジギョウ ジュタク





																										55		)居宅介護支援（ケアマネ）　　　（指定） キョタク カイゴ シエン シテイ



																										56		)訪問介護（ホームへルプ）（予防含）（指定） ホウモン カイゴ ヨボウ ガン シテイ

																				2,介護保険指定事業 カイゴ ホケン シテイ ジギョウ

																										57		)訪問入浴サービス（予防含） 　（指定） ホウモン ニュウヨク ヨボウ フク シテイ



																										58		)訪問看護（予防含）　　　　　　　（指定） ホウモン カンゴ ヨボウ フク シテイ



																										59		)通所介護（デイサービス）（予防含）（指定） ツウショ カイゴ ヨボウ フクミ シテイ





																										60		)居宅介護（障害児者ヘルプ）（重訪含）（指定） キョタク カイゴ ガイ ジ シャ ジュウ オトズ フクミ シテイ

																				3,障害者自立支援指定事業 ショウガイ シャ ジリツ シエン シテイ ジギョウ

																										61		)移動支援（ガイドヘルプ）　　　　(指定） イドウ シエン シテイ



																										62		)障害者相談支援　　　　　　　　（指定） ショウガイ シャ ソウダン シエン シテイ



																										63		)就労継続支援Ｂ型（わかば）   （指定） シュウロウ ケイゾク シエン ガタ シテイ





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						64		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ







&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&14&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,標準"&9

&A4月1日現在




平成２３年度 (管理分担表)

						【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【係長　　】　　　３名
【主査　　】　　　４名
【係　　　】　  １６名
【事業職員】   ７2名
　小　　計　　 ９７名
【登録職員】    ５７名
【緊急雇用】　　　９名
　合　　計    １６３名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ キンキュウ コヨウ メイ ゴウ ケイ メイ																				1		)会務 カイム				次長 ジチョウ



																										2		)人事 ジンジ				次長 ジチョウ



																										3		)経理 ケイリ				次長 ジチョウ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム				次長 ジチョウ



																										5		)表彰（社会福祉大会：受託） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ ジュタク				次長 ジチョウ



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ				次長 ジチョウ





																										8		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ				次長 ジチョウ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)老人憩いの家 ロウジン イコ イエ		受託 ジュタク		河内主査 カワウチ シュサ



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)ことぶき人材センター ジンザイ		受託 ジュタク		大塚所長 オオツカ ショチョウ

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター ホケン フクシ		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



														係長　松尾次長兼務 カカリチョウ マツオ ジチョウ ケンム												12		)温泉スタンド オンセン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																										13		)福祉公園 フクシ コウエン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ				次長 ジチョウ



																										15		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ				次長 ジチョウ





																										16		)みんなのふくし				荒木係長



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ				荒木係長



																										18		)情報提供（ホームページ管理等） ジョウホウ テイキョウ カンリ トウ				荒木係長





				事務局次長 ジムキョク ジチョウ																1,調査、計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						19		)地域福祉計画等策定 チイキ フクシ ケイカク トウ サクテイ				荒木係長



																										20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ				荒木係長





																				2,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ				荒木係長



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ				荒木係長





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン				荒木係長



																										24		)障がい者福祉支援 フクシ シエン				荒木係長



																				3,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン				次長 ジチョウ



																										26		)ファミリーサポートセンター		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																										27		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ				荒木係長



																										28		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ				荒木係長



																										29		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ				荒木係長



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																										30		)ボランティアセンター				荒木係長

																				4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														係長　荒木係長 カカリチョウ												31		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ				荒木係長



																										32		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン				荒木係長





								地域福祉課 チイキ フクシ カ																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ				荒木係長

																				5,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム

																										34		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ				荒木係長



																										35		)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ				荒木係長



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ				次長 ジチョウ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援・法人後見 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン ホウジン コウケン				次長 ジチョウ



		事務局長 ジム キョクチョウ																								38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ				次長 ジチョウ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ				局長 キョクチョウ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)ふれあい相談センター ソウダン				次長 ジチョウ

														係長　松尾次長兼務 カカリチョウ マツオ ジチョウ ケンム						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		受託 ジュタク		松永主査 マツナガ シュサ



																										42		)障がい者相談 ソウダン				次長 ジチョウ



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ				局長 キョクチョウ





																										44		)老人福祉センター ロウジン フクシ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										45		)地域支援（介護予防） チイキ シエン カイゴ ヨボウ		受託 ジュタク		松永主査 マツナガ シュサ



																										46		)配食サービス（食の自立支援） クバ ショク ショク ジリツ シエン		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										47		)在宅高齢者生活支援員派遣 ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン		受託 ジュタク		蔵重主査 クラシゲ シュサ

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ

																										48		)介護二次予防事業業務		受託 ジュタク		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				1,在宅福祉サービス受託業務 ザイタク フクシ ジュタク ギョウム

																										49		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ		契約 ケイヤク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										50		)障害者自立支援認定調査 ショウガイ シャ ジリツ シエン ニンテイ チョウサ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										51		)地域活動支援センター  チイキ カツドウ シエン		契約 ケイヤク		中島主査 ナカジマ シュサ



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												52		)障害者訪問入浴サービス ガイ ホウモン ニュウヨク		受託 ジュタク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																										53		)日中一時支援事業 ニッチュウ イチジ シエン ジギョウ		契約 ケイヤク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



														係長　秋山由紀夫
係長　中西哲也 カカリチョウ アキヤマ ユキオ カカリチョウ ナカニシ テツヤ												54		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ		受託 ジュタク		中島主査 ナカジマ シュサ



																										55		)緊急雇用事業 キンキュウ コヨウ ジギョウ		受託 ジュタク		福田局長 フクタ キョクチョウ





																										56		)居宅介護支援（ケアマネ） キョタク カイゴ シエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ

																				2,介護保険指定事業 カイゴ ホケン シテイ ジギョウ

																										57		)訪問介護（ホームへルプ）（予防含） ホウモン カイゴ ヨボウ ガン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																										58		)訪問入浴サービス（予防含） ホウモン ニュウヨク ヨボウ フク		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																										59		)訪問看護（予防含） ホウモン カンゴ ヨボウ フク		指定 シテイ		中島恵子管理者 ナカジマ メグミ コ カンリシャ



																										60		)通所介護（デイサービス）（予防含） ツウショ カイゴ ヨボウ フクミ		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ





																										61		)居宅介護（障害児者ヘルプ）（重訪含） キョタク カイゴ ガイ ジ シャ ジュウ オトズ フクミ		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				3,障害者自立支援指定事業 ショウガイ シャ ジリツ シエン シテイ ジギョウ

																										62		)移動支援（ガイドヘルプ） イドウ シエン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																										63		)相談支援 ソウダン シエン				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										64		)就労継続支援Ｂ型（わかば） シュウロウ ケイゾク シエン ガタ		指定 シテイ		中島主査 ナカジマ シュサ





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						65		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ
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平成２３年度 (関係資料用）

										【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【係長　　】　　　３名
【主査　　】　　　４名
【係　　　】　  １６名
【事業職員】    ７２名
　小　　計　　  ９７名
【登録職員】    ５７名
【緊急雇用】　　　９名
　合　　計    １６３名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ キンキュウ コヨウ メイ ゴウ ケイ メイ























																				1,事務業務 ジム ギョウム









																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム

								総務管理課 ソウム カンリ カ



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ







																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム







																				5,広報業務 コウホウ ギョウム









				事務局次長 ジムキョク ジチョウ																1,調査、計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム









																				2,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム









																				3,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ





																				4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

								地域福祉課 チイキ フクシカ







		事務局長 ジム キョクチョウ																		5,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム











																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム





														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																				2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム









																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム











																				1,在宅福祉サービス受託業務 ザイタク フクシ ジュタク ギョウム





								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ

																				2,介護保険指定事業 カイゴ ホケン シテイ ジギョウ



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ





																				3,障害者自立支援指定事業 ショウガイ シャ ジリツ シエン シテイ ジギョウ









																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム
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&A4月1日現在




平成24年度 (管理分担表)

						【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　４名
【主査　　】　　　２名
【係　　　】　  １６名
【事業職員】    ７０名
　小　　計　　 ９７名
【登録職員】    ５３名
【緊急雇用】　　　７名
　合　　計    １５５名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ キンキュウ コヨウ メイ ゴウ ケイ メイ																				1		)会務 カイム				次長 ジチョウ



																										2		)人事 ジンジ				次長 ジチョウ



																										3		)経理 ケイリ				次長 ジチョウ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム				次長 ジチョウ



																										5		)表彰（社会福祉大会：受託） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ ジュタク				次長 ジチョウ



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ				次長 ジチョウ





																										8		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ				次長 ジチョウ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)老人憩いの家 ロウジン イコ イエ		受託 ジュタク		河内主査 カワウチ シュサ



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)ことぶき人材センター ジンザイ		受託 ジュタク		大塚所長 オオツカ ショチョウ

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター ホケン フクシ		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



														係長　松尾次長兼務 カカリチョウ マツオ ジチョウ ケンム												12		)温泉スタンド オンセン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																										13		)福祉公園 フクシ コウエン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ				次長 ジチョウ



																										15		)共同募金委員会 キョウドウ ボキン イイン カイ				次長 ジチョウ





																										16		)みんなのふくし				課長補佐 カチョウ ホサ



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ				課長補佐 カチョウ ホサ



																										18		)情報提供（ホームページ管理等） ジョウホウ テイキョウ カンリ トウ				課長補佐 カチョウ ホサ





				事務局次長 ジムキョク ジチョウ																1,調査、計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						19		)地域福祉活動計画等策定 チイキ フクシ カツドウ ケイカク トウ サクテイ				課長補佐 カチョウ ホサ



																										20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ				課長補佐 カチョウ ホサ





																				2,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ				課長補佐 カチョウ ホサ



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ				課長補佐 カチョウ ホサ





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン				課長補佐 カチョウ ホサ



																										24		)障がい者福祉支援 フクシ シエン				課長補佐 カチョウ ホサ



																										25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																				3,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						26		)ファミリーサポートセンター		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																										27		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ				課長補佐 カチョウ ホサ



																										28		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ				課長補佐 カチョウ ホサ



																										29		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ				課長補佐 カチョウ ホサ



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

		事務局長 ジム キョクチョウ																								30		)ボランティアセンター				課長補佐 カチョウ ホサ

																				4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														係長　荒木課長補佐兼務 カカリチョウ カチョウ ホサ ケンム												31		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ				課長補佐 カチョウ ホサ



																										32		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン				課長補佐 カチョウ ホサ





								地域福祉課 チイキ フクシ カ																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ				課長補佐 カチョウ ホサ

																				5,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム

																										34		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ				課長補佐 カチョウ ホサ



																										35		)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ				課長補佐 カチョウ ホサ



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ				次長 ジチョウ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援・法人後見 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン ホウジン コウケン				次長 ジチョウ



																										38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ				次長 ジチョウ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ				局長 キョクチョウ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)ふれあい相談センター ソウダン				次長 ジチョウ

														係長　松永直起 カカリチョウ マツナガ ナオキ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		受託 ジュタク		松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										42		)障がい者相談 ソウダン				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ				局長 キョクチョウ





																										44		)老人福祉センター ロウジン フクシ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										45		)地域支援（介護予防） チイキ シエン カイゴ ヨボウ		受託 ジュタク		松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										46		)配食サービス（食の自立支援） クバ ショク ショク ジリツ シエン		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										47		)在宅高齢者生活支援員派遣 ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン		受託 ジュタク		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																										48		)介護二次予防事業業務		受託 ジュタク		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				1,在宅福祉サービス受託業務 ザイタク フクシ ジュタク ギョウム

																										49		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ		契約 ケイヤク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ

																										50		)障害者自立支援認定調査 ショウガイ シャ ジリツ シエン ニンテイ チョウサ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										51		)地域活動支援センター  チイキ カツドウ シエン		契約 ケイヤク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												52		)障害者訪問入浴サービス ガイ ホウモン ニュウヨク		受託 ジュタク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																										53		)日中一時支援事業 ニッチュウ イチジ シエン ジギョウ		契約 ケイヤク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



														係長　秋山由紀夫
係長　中西哲也
係長　中島　寛 カカリチョウ アキヤマ ユキオ カカリチョウ ナカニシ テツヤ カカリチョウ ナカジマ ヒロシ												54		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ		受託 ジュタク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																										55		)緊急雇用事業 キンキュウ コヨウ ジギョウ		受託 ジュタク		福田局長 フクタ キョクチョウ





																										56		)居宅介護支援（ケアマネ） キョタク カイゴ シエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										57		)訪問介護（ホームへルプ）（予防含） ホウモン カイゴ ヨボウ ガン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				2,介護保険指定事業 カイゴ ホケン シテイ ジギョウ

																										58		)訪問入浴サービス（予防含） ホウモン ニュウヨク ヨボウ フク		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																										59		)訪問看護（予防含） ホウモン カンゴ ヨボウ フク		指定 シテイ		中島恵子管理者 ナカジマ メグミ コ カンリシャ



																										60		)通所介護（デイサービス）（予防含） ツウショ カイゴ ヨボウ フクミ		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ





																										61		)居宅介護（障害ヘルプ）（重訪・同行含） キョタク カイゴ ガイ ジュウ オトズ ドウコウ フクミ		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				3,障害者自立支援指定事業 ショウガイ シャ ジリツ シエン シテイ ジギョウ

																										62		)移動支援（ガイドヘルプ） イドウ シエン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																										63		)障害者計画相談支援 ショウガイシャ ケイカク ソウダン シエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										64		)就労継続支援Ｂ型（わかば） シュウロウ ケイゾク シエン ガタ		指定 シテイ		中島係長 ナカジマ カカリチョウ





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						65		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ







&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&12&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A4月1日現在




平成24年度 (管理分担表) (2)

						【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　４名
【主査　　】　　　２名
【係　　　】　  １６名
【事業職員】    ６９名
　小　　計　  　９４名
【登録職員】    ５０名
【緊急雇用】　　　６名
　合　　計    １５０名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ キンキュウ コヨウ メイ ゴウ ケイ メイ																				1		)会務 カイム				次長 ジチョウ



																										2		)人事 ジンジ				次長 ジチョウ



																										3		)経理 ケイリ				次長 ジチョウ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム				次長 ジチョウ



																										5		)表彰（社会福祉大会：受託） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ ジュタク				次長 ジチョウ



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ				次長 ジチョウ





																										8		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ				次長 ジチョウ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)老人憩いの家 ロウジン イコ イエ		受託 ジュタク		河内主査 カワウチ シュサ



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)ことぶき人材センター ジンザイ		受託 ジュタク		大塚所長 オオツカ ショチョウ

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター ホケン フクシ		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



														係長　松尾次長兼務 カカリチョウ マツオ ジチョウ ケンム												12		)温泉スタンド オンセン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																										13		)福祉公園 フクシ コウエン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ				次長 ジチョウ



																										15		)共同募金委員会 キョウドウ ボキン イイン カイ				次長 ジチョウ





																										16		)みんなのふくし				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										18		)情報提供（ホームページ管理等） ジョウホウ テイキョウ カンリ トウ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ





				事務局次長 ジムキョク ジチョウ																1,調査、計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						19		)地域福祉活動計画等策定 チイキ フクシ カツドウ ケイカク トウ サクテイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ





																				2,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										24		)障がい者福祉支援 フクシ シエン				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																				3,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						26		)ファミリーサポートセンター		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																										27		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										28		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										29		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

		事務局長 ジム キョクチョウ																								30		)ボランティアセンター				松永係長 マツナガ カカリ チョウ

																				4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														係長　松永直起 カカリチョウ												31		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										32		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン				松永係長 マツナガ カカリ チョウ





								地域福祉課 チイキ フクシ カ																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ

																				5,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム

																										34		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										35		)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ				次長 ジチョウ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援・法人後見 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン ホウジン コウケン				次長 ジチョウ



																										38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ				次長 ジチョウ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ				局長 キョクチョウ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)ふれあい相談センター ソウダン				次長 ジチョウ

														係長　中島　寛 カカリチョウ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		受託 ジュタク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																										42		)障がい者相談 ソウダン				中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ				局長 キョクチョウ





																										44		)老人福祉センター ロウジン フクシ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										45		)地域支援（介護予防） チイキ シエン カイゴ ヨボウ		受託 ジュタク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																										46		)配食サービス（食の自立支援） クバ ショク ショク ジリツ シエン		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										47		)在宅高齢者生活支援員派遣 ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン		受託 ジュタク		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																										48		)介護二次予防事業業務		受託 ジュタク		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				1,在宅福祉サービス受託業務 ザイタク フクシ ジュタク ギョウム

																										49		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ		契約 ケイヤク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ

																										50		)障害者自立支援認定調査 ショウガイ シャ ジリツ シエン ニンテイ チョウサ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										51		)地域活動支援センター  チイキ カツドウ シエン		契約 ケイヤク		課長補佐 カチョウ ホサ



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												52		)障害者訪問入浴サービス ガイ ホウモン ニュウヨク		受託 ジュタク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																										53		)日中一時支援事業 ニッチュウ イチジ シエン ジギョウ		契約 ケイヤク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



														課長補佐　荒木弘誓
（わかば担当）
係長　秋山由紀夫
係長　中西哲也 カチョウ ホサ アラキ ヒロチカ タントウ カカリチョウ アキヤマ ユキオ カカリチョウ ナカニシ テツヤ												54		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ		受託 ジュタク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																										55		)緊急雇用事業 キンキュウ コヨウ ジギョウ		受託 ジュタク		局長 キョクチョウ





																										56		)居宅介護支援（ケアマネ） キョタク カイゴ シエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										57		)訪問介護（ホームへルプ）（予防含） ホウモン カイゴ ヨボウ ガン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				2,介護保険指定事業 カイゴ ホケン シテイ ジギョウ

																										58		)訪問入浴サービス（予防含） ホウモン ニュウヨク ヨボウ フク		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																										59		)訪問看護（予防含） ホウモン カンゴ ヨボウ フク		指定 シテイ		中島恵子管理者 ナカジマ メグミ コ カンリシャ



																										60		)通所介護（デイサービス）（予防含） ツウショ カイゴ ヨボウ フクミ		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ





																										61		)居宅介護（障害ヘルプ）（重訪・同行含） キョタク カイゴ ガイ ジュウ オトズ ドウコウ フクミ		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				3,障害者自立支援指定事業 ショウガイ シャ ジリツ シエン シテイ ジギョウ

																										62		)移動支援（ガイドヘルプ） イドウ シエン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																										63		)障害者計画相談支援 ショウガイシャ ケイカク ソウダン シエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										64		)就労継続支援Ｂ型（わかば） シュウロウ ケイゾク シエン ガタ		指定 シテイ		課長補佐 カチョウ ホサ





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						65		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ







&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&12&A　&F	&"HGPｺﾞｼｯｸM,ﾒﾃﾞｨｳﾑ"&9

&A2月1日現在




平成25年度 (管理分担表) (3)

						【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　４名
【主査　　】　　　２名
【係　　　】　  １６名
【事業職員】    ６９名
　小　　計　  　９４名
【登録職員】    ５０名
【緊急雇用】　　　６名
　合　　計    １５０名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ キンキュウ コヨウ メイ ゴウ ケイ メイ																				1		)会務 カイム				次長 ジチョウ



																										2		)人事 ジンジ				次長 ジチョウ



																										3		)経理 ケイリ				伊藤麻 イトウ アサ

																				1,事務業務 ジム ギョウム

																										4		)庶務 ショム				伊藤麻 イトウ アサ



																										5		)表彰（社会福祉大会：受託） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ ジュタク				北岡 キタオカ



																										6		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ





																				2,貸付業務 カシツケ ギョウム						7		)各種貸付 カクシュ カシツケ				秋山恵 アキヤマ メグミ





																										8		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ				伊藤麻 イトウ アサ



								総務管理課 ソウム カンリ カ																		9		)老人憩いの家 ロウジン イコ イエ		受託 ジュタク		河内主査 カワウチ シュサ



																				3,施設管理運営業務 シセツ カンリ ウンエイ ギョウム						10		)ことぶき人材センター ジンザイ		受託 ジュタク		大塚所長 オオツカ ショチョウ

														Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ

																										11		)保健福祉センター ホケン フクシ		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



														係長　松尾次長兼務 カカリチョウ マツオ ジチョウ ケンム												12		)温泉スタンド オンセン		受託 ジュタク		萩 ハギ



																										13		)福祉公園 フクシ コウエン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ





																				4,事務局業務 ジムキョク ギョウム						14		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ				北岡 キタオカ



																										15		)共同募金委員会 キョウドウ ボキン イイン カイ				北岡 キタオカ





																										16		)みんなのふくし				佐藤 サトウ



																				5,広報業務 コウホウ ギョウム						17		)声の広報 コエ コウホウ				伊藤真 イトウ シン



																										18		)情報提供（ホームページ管理等） ジョウホウ テイキョウ カンリ トウ				松永係長 マツナガ カカリチョウ





				事務局次長 ジムキョク ジチョウ																1,調査、計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						19		)地域福祉活動計画等策定 チイキ フクシ カツドウ ケイカク トウ サクテイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										20		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ





																				2,地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						21		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										22		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ





																										23		)高齢者福祉支援 コウレイシャ フクシ シエン				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										24		)障がい者福祉支援 フクシ シエン				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										25		)児童福祉支援 ジドウ フクシ シエン		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																				3,福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						26		)ファミリーサポートセンター		受託 ジュタク		次長 ジチョウ



																										27		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										28		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										29		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



														Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

		事務局長 ジム キョクチョウ																								30		)ボランティアセンター				松永係長 マツナガ カカリ チョウ

																				4,ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

														係長　松永直起 カカリチョウ												31		)福祉協力校 フクシ キョウリョクコウ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										32		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン				松永係長 マツナガ カカリ チョウ





								地域福祉課 チイキ フクシ カ																		33		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ

																				5,団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム

																										34		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										35		)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ				松永係長 マツナガ カカリ チョウ



																										36		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ				次長 ジチョウ





																				1,権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						37		)成年後見制度利用支援・法人後見 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン ホウジン コウケン				次長 ジチョウ



																										38		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ				次長 ジチョウ



																										39		)苦情解決 クジョウ カイケツ				局長 キョクチョウ

														Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ



																										40		)ふれあい相談センター ソウダン				次長 ジチョウ

														係長　中島　寛 カカリチョウ						2,相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																										41		)地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン		受託 ジュタク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																										42		)障がい者相談 ソウダン				中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																				3,人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム

																										43		)福祉人材養成 フクシ ジンザイ ヨウセイ				局長 キョクチョウ





																										44		)老人福祉センター ロウジン フクシ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										45		)地域支援（介護予防） チイキ シエン カイゴ ヨボウ		受託 ジュタク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																										46		)配食サービス（食の自立支援） クバ ショク ショク ジリツ シエン		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										47		)在宅高齢者生活支援員派遣 ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン		受託 ジュタク		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																										48		)介護二次予防事業業務		受託 ジュタク		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				1,在宅福祉サービス受託業務 ザイタク フクシ ジュタク ギョウム

																										49		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ		契約 ケイヤク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ

								在宅福祉課 ザイタク フクシ カ

																										50		)障害者自立支援認定調査 ショウガイ シャ ジリツ シエン ニンテイ チョウサ		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										51		)地域活動支援センター  チイキ カツドウ シエン		契約 ケイヤク		課長補佐 カチョウ ホサ



														Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												52		)障害者訪問入浴サービス ガイ ホウモン ニュウヨク		受託 ジュタク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																										53		)日中一時支援事業 ニッチュウ イチジ シエン ジギョウ		契約 ケイヤク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



														課長補佐　荒木弘誓係長　秋山由紀夫
係長　中西哲也 カチョウ ホサ アラキ ヒロチカ カカリチョウ アキヤマ ユキオ カカリチョウ ナカニシ テツヤ												54		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ		受託 ジュタク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																										55		)緊急雇用事業 キンキュウ コヨウ ジギョウ		受託 ジュタク		局長 キョクチョウ





																										56		)居宅介護支援（ケアマネ） キョタク カイゴ シエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										57		)訪問介護（ホームへルプ）（予防含） ホウモン カイゴ ヨボウ ガン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				2,介護保険指定事業 カイゴ ホケン シテイ ジギョウ

																										58		)訪問入浴サービス（予防含） ホウモン ニュウヨク ヨボウ フク		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																										59		)訪問看護（予防含） ホウモン カンゴ ヨボウ フク		指定 シテイ		中島恵子管理者 ナカジマ メグミ コ カンリシャ



																										60		)通所介護（デイサービス）（予防含） ツウショ カイゴ ヨボウ フクミ		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ





																										61		)居宅介護（障害ヘルプ）（重訪・同行含） キョタク カイゴ ガイ ジュウ オトズ ドウコウ フクミ		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																				3,障害者自立支援指定事業 ショウガイ シャ ジリツ シエン シテイ ジギョウ

																										62		)移動支援（ガイドヘルプ） イドウ シエン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																										63		)障害者計画相談支援 ショウガイシャ ケイカク ソウダン シエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



																										64		)就労継続支援Ｂ型（わかば） シュウロウ ケイゾク シエン ガタ		指定 シテイ		課長補佐 カチョウ ホサ





																				4,事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						65		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ
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平成２5年度 (管理分担表)

																														1		)会務 カイム				次長 ジチョウ



																														2		)人事 ジンジ				次長 ジチョウ

																								1.事務業務 ジム ギョウム

																														3		)経理 ケイリ				伊藤麻 イトウ アサ



												総務管理課 ソウム カンリ カ																		4		)庶務 ショム				伊藤麻 イトウ アサ





																														5		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ

																		Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ						2.管理運営業務 カンリ ウンエイ ギョウム

																														6		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ				伊藤麻 イトウ アサ



																		係長　松尾次長兼務 カカリチョウ マツオ ジチョウ ケンム												7		)保健福祉センター（温泉スタンド含） ホケン フクシ オンセン フク		受託 ジュタク		伊藤麻 イトウ アサ





																								3.事務局業務 ジムキョク ギョウム						8		)表彰（社会福祉大会受託含） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ ジュタク ガン				北岡 キタオカ



																														9		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ				北岡 キタオカ





																								1.調査･計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						10		)地域福祉計画等策定 チイキ フクシ ケイカク トウ サクテイ				次長 ジチョウ



																														11		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ				松永係長 マツナガ カカリチョウ





																								2.地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						12		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ				松永係長 マツナガ カカリチョウ



																														13		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ				松永係長 マツナガ カカリチョウ





																														14		)高齢者福祉支援（サロン受託含） コウレイシャ フクシ シエン ジュタク フク				佐藤 サトウ



																														15		)障がい者福祉支援 フクシ シエン				飛田 ヒダ



																								3.福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						16		)児童福祉支援（ファミサポ含） ジドウ フクシ シエン ガン		受託 ジュタク		松永係長 マツナガ カカリチョウ



																														17		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ				佐藤 サトウ

																		Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																														18		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ				松尾倫 マツオ リン



																		係長　松永直起 カカリチョウ												19		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ				松永係長 マツナガ カカリチョウ





																														20		)ボランティアセンター				松尾倫 マツオ リン

																								4.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

																														21		)福祉教育推進 フクシ キョウイク スイシン				松尾倫 マツオ リン



																														22		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン				松永係長 マツナガ カカリチョウ





		事務局長 ジム キョクチョウ				事務局次長 ジムキョク ジチョウ						地域福祉課 チイキ フクシ カ																		23		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ				次長 ジチョウ



																								5.団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						24		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ				松尾倫 マツオリン



																														25		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ				佐藤 サトウ



																														26		)心身障害者福祉会 シンシン ショウガイシャ フクシ カイ				飛田 ヒダ



																														27		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ				松永係長 マツナガ カカリチョウ





																														28		)広報（みんなのふくし・ホームページ等） コウホウ トウ				佐藤 サトウ

																								6.広報業務 コウホウ ギョウム

																														29		)声の広報 コエ コウホウ				松尾倫 マツオ リン





																								1.権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム						30		)成年後見制度利用支援・法人後見 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン ホウジン コウケン				秋山恵 アキヤマ メグミ



																														31		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		受託 ジュタク		秋山恵 アキヤマ メグミ



																														32		)苦情解決 クジョウ カイケツ				秋山恵 アキヤマ メグミ





																														33		)ふれあい相談センター ソウダン				秋山恵 アキヤマ メグミ

																								2.相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																		Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ												34		)地域包括支援センター（介護予防含） チイキ ホウカツ シエン カイゴ ヨボウ フク		受託 ジュタク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																		係長　中島　寛 カカリチョウ												35		)障がい者相談（障害者虐待受託含） ソウダン ショウガイシャ ギャクタイ ジュタク ガン				中島係長 ナカジマ カカリチョウ





																								3.貸付業務 カシツケ ギョウム						36		)各種貸付 カクシュ カシツケ				秋山恵 アキヤマ メグミ





																														37		)老人福祉センター ロウジン フクシ		受託 ジュタク		矢島 ヤジマ

																								1.老人福祉センター
　　けやき ロウジン フクシ

																														38		)配食サービス（食の自立支援） クバ ショク ショク ジリツ シエン		受託 ジュタク		小倉 オグラ





																														39		)居宅介護支援（ケアマネ） キョタク カイゴ シエン		指定 シテイ		久野 クノ



																								2.居宅介護支援事業所
　　けやき キョタク カイゴ シエン ジギョウショ						40		)障害者計画相談支援 ショウガイシャ ケイカク ソウダン シエン		指定 シテイ		牛塲 ウシバ



												在宅福祉課 ザイタク フクシ カ																		41		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ		契約 ケイヤク		廣崎 ヒロサキ



																														42		)障害者自立支援認定調査 ショウガイ シャ ジリツ シエン ニンテイ チョウサ		契約 ケイヤク		廣崎 ヒロサキ





																		Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												43		)訪問介護（ホームへルプ）（予防含） ホウモン カイゴ ヨボウ ガン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																														44		)居宅介護（障害児者ヘルプ）（重訪・同行含） キョタク カイゴ ガイ ジ シャ ジュウ オトズ ドウコウ フクミ		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ

																								3.ホームヘルパー
　　ステーションけやき

																		係長　秋山由紀夫

わかば担当課長補佐荒木弘誓
デイサービス担当係長中西哲也 カカリチョウ アキヤマ ユキオ タントウ アラキ タントウ カカリチョウ												45		)移動支援（ガイドヘルプ） イドウ シエン		指定 シテイ		蔵重主査 クラシゲ シュサ



																														46		)在宅高齢者生活支援員派遣 ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン		受託 ジュタク		安田 ヤスダ



																														47		)介護二次予防事業業務		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ





																								4.デイサービスセンター
　　けやき（入浴含） ニュウヨク ガン						48		)通所介護（デイサービス）（予防含） ツウショ カイゴ ヨボウ フクミ		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																														49		)日中一時支援事業 ニッチュウ イチジ シエン ジギョウ		契約 ケイヤク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																														50		)障害者訪問入浴サービス ガイ ホウモン ニュウヨク		受託 ジュタク		堀内 ホリウチ



																								5.訪問看護ステーション
　けやき ホウモン カンゴ

																														51		)訪問看護（予防・医療含） ホウモン カンゴ ヨボウ イリョウ フク		指定 シテイ		中島恵 ナカジマ メグミ





		【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　４名
【主査　　】　　　２名
【係　　　】　  １2名
【事業職員】    ７１名
　小　　計　  　９２名
【登録職員】    ５０名
【緊急雇用】　　　６名
　合　　計    １４８名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ キンキュウ コヨウ メイ ゴウ ケイ メイ																						6.事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						52		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ				矢島 ヤジマ





																								7.人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム						53		)福祉人材養成（教育実習含） フクシ ジンザイ ヨウセイ キョウイク ジッシュウ フク				福田局長 フクタ キョクチョウ





																								8.緊急雇用事業 キンキュウ コヨウ ジギョウ						54		)介護補助員 カイゴ ホジョイン		受託 ジュタク		福田局長 フクタ キョクチョウ





																														55		)就労継続支援Ｂ型（わかば） シュウロウ ケイゾク シエン ガタ		指定 シテイ		荒木補佐 アラキ ホサ



																								9.わかば作業所 サギョウ ショ						56		)地域活動支援センター  チイキ カツドウ シエン		契約 ケイヤク		荒木補佐 アラキ ホサ



																														57		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ		受託 ジュタク		木村 キムラ





																								10.やすらぎ荘 ソウ						58		)老人憩いの家業務 ロウジン イコ イエ ギョウム		受託 ジュタク		河内主査 カワウチ シュサ





																								11.ことぶき人材センター ジンザイ						59		)高齢者職業斡旋業務 コウレイシャ ショクギョウ アッセン ギョウム		受託 ジュタク		柴田所長 シバタ ショチョウ
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平成２6年度 (管理分担表)

																														1		)会務 カイム				次長 ジチョウ



																														2		)人事 ジンジ				次長 ジチョウ

																								1.事務業務 ジム ギョウム

																														3		)経理 ケイリ				矢島 ヤジマ



												総務管理課 ソウム カンリ カ																		4		)庶務 ショム				矢島 ヤジマ





																														5		)電算機器管理 デンサン キキ カンリ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ

																		Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ						2.管理運営業務 カンリ ウンエイ ギョウム

																														6		)車両管理及び財産管理 シャリョウ カンリ オヨ ザイサン カンリ				矢島 ヤジマ



																		係長　松尾次長兼務 カカリチョウ マツオ ジチョウ ケンム												7		)保健福祉センター（温泉スタンド含） ホケン フクシ オンセン フク		受託 ジュタク		矢島 ヤジマ





																								3.事務局業務 ジムキョク ギョウム						8		)表彰（社会福祉大会受託含） ヒョウショウ シャカイ フクシ タイカイ ジュタク ガン				伊藤麻 イトウ アサ



																														9		)共同募金会 キョウドウ ボキン カイ				伊藤麻 イトウ アサ





																								4.苦情解決業務 クジョウ カイケツ ギョウム						10		)苦情解決 クジョウ カイケツ				矢島 ヤジマ





																								1.調査･計画業務 チョウサ ケイカク ギョウム						11		)地域福祉計画等推進 チイキ フクシ ケイカク トウ スイシン				次長 ジチョウ



																														12		)調査,研究 チョウサ ケンキュウ				松永係長 マツナガ カカリチョウ





																								2.地域組織化業務 チイキ ソシキ カ ギョウム						13		)地域福祉ネットワーク チイキ フクシ				松永係長 マツナガ カカリチョウ



																														14		)関係団体等連携 カンケイ ダンタイ トウ レンケイ				松永係長 マツナガ カカリチョウ





																														15		)高齢者福祉支援（サロン受託含） コウレイシャ フクシ シエン ジュタク フク				佐藤 サトウ



																														16		)障がい者福祉支援 フクシ シエン				北岡 キタオカ



																								3.福祉活動推進業務 フクシ カツドウ スイシン ギョウム						17		)児童福祉支援（ファミサポ含） ジドウ フクシ シエン ガン		受託 ジュタク		松永係長 マツナガ カカリチョウ



																														18		)福祉機器の貸出 フクシ キキ カシダシ				佐藤 サトウ

																		Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ

																														19		)福祉車両運行 フクシ シャリョウ ウンコウ				安田 ヤスダ



																		係長　松永直起 カカリチョウ												20		)先駆的ｻｰﾋﾞｽの開発 センク テキ カイハツ				松永係長 マツナガ カカリチョウ





																														21		)ボランティアセンター				安田 ヤスダ

																								4.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ業務 ギョウム

																														22		)福祉教育推進 フクシ キョウイク スイシン				安田 ヤスダ



																														23		)災害時福祉救援 サイガイ ジ フクシ キュウエン				松永係長 マツナガ カカリチョウ





		事務局長 ジム キョクチョウ				事務局次長 ジムキョク ジチョウ						地域福祉課 チイキ フクシ カ																		24		)民生委員協議会 ミンセイ イイン キョウギカイ				次長 ジチョウ



																								5.団体組織化支援業務 ダンタイ ソシキカ シエン ギョウム						25		)ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ				安田 ヤスダ



																														26		)老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ				佐藤 サトウ



																														27		)心身障がい者福祉会 シンシン シャ フクシ カイ				北岡 キタオカ



																														28		)母子寡婦福祉会 ボシ カフ フクシ カイ				松永係長 マツナガ カカリチョウ





																														29		)広報（みんなのふくし・ホームページ等） コウホウ トウ				佐藤 サトウ

																								6.広報業務 コウホウ ギョウム

																														30		)声の広報 コエ コウホウ				安田 ヤスダ





																														31		)成年後見制度利用支援・法人後見 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン ホウジン コウケン				秋山恵 アキヤマ メグミ

																								1.権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム

																														32		)地域福祉権利擁護 チイキ フクシ ケンリ ヨウゴ		受託 ジュタク		秋山恵 アキヤマ メグミ





																														33		)ふれあい相談センター ソウダン				秋山恵 アキヤマ メグミ

																								2.相談支援業務 ソウダン シエン ギョウム

																		Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ												34		)地域包括支援センター（介護予防含） チイキ ホウカツ シエン カイゴ ヨボウ フク		受託 ジュタク		中島係長 ナカジマ カカリチョウ



																		係長　中島　寛 カカリチョウ												35		)障がい者相談（障害者虐待受託含） ソウダン ショウガイシャ ギャクタイ ジュタク ガン				中島係長 ナカジマ カカリチョウ





																								3.貸付業務 カシツケ ギョウム						36		)各種貸付 カクシュ カシツケ				秋山恵 アキヤマ メグミ





																														37		)老人福祉センター ロウジン フクシ		受託 ジュタク		小澤 コザワ

																								1.老人福祉センター
　　けやき ロウジン フクシ

																														38		)配食サービス（食の自立支援） クバ ショク ショク ジリツ シエン		受託 ジュタク		小倉 オグラ





																														39		)居宅介護支援（ケアマネ） キョタク カイゴ シエン		指定 シテイ		久野 クノ



																								2.居宅介護支援事業所
　　けやき キョタク カイゴ シエン ジギョウショ						40		)障害者計画相談支援 ショウガイシャ ケイカク ソウダン シエン		指定 シテイ		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ



												在宅福祉課 ザイタク フクシ カ																		41		)介護保険認定調査 カイゴ ホケン ニンテイ チョウサ		契約 ケイヤク		赤塚 アカツカ



																														42		)障害者自立支援認定調査 ショウガイ シャ ジリツ シエン ニンテイ チョウサ		契約 ケイヤク		赤塚 アカツカ





																		Ⅳ,在宅福祉係 ザイタク フクシ												43		)訪問介護（ホームへルプ）（予防含） ホウモン カイゴ ヨボウ ガン		指定 シテイ		南川育 ミナミカワ イク



																														44		)居宅介護（障害児者ヘルプ）（重訪・同行含） キョタク カイゴ ガイ ジ シャ ジュウ オトズ ドウコウ フクミ		指定 シテイ		南川育 ミナミカワ イク

																								3.ホームヘルパー
　　ステーションけやき

																		係長　秋山由紀夫

デイサービス担当係長中西哲也

わかば担当課長補佐荒木弘誓 カカリチョウ アキヤマ ユキオ タントウ カカリチョウ タントウ カチョウ ホサ アラキ ヒロシ チカ												45		)移動支援（ガイドヘルプ） イドウ シエン		指定 シテイ		南川育 ミナミカワ イク



																														46		)在宅高齢者生活支援員派遣 ザイタク コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン		受託 ジュタク		廣崎 ヒロサキ



																														47		)介護二次予防事業業務		受託 ジュタク		秋山係長 アキヤマ カカリチョウ





																								4.デイサービスセンター
　　けやき（入浴含） ニュウヨク ガン						48		)通所介護（デイサービス）（予防含） ツウショ カイゴ ヨボウ フクミ		指定 シテイ		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																														49		)障害者訪問入浴サービス ガイ ホウモン ニュウヨク		受託 ジュタク		松尾倫 マツオ リン



																														50		)日中一時支援事業 ニッチュウ イチジ シエン ジギョウ		契約 ケイヤク		中西係長 ナカニシ カカリチョウ



																								5.訪問看護ステーション
　けやき ホウモン カンゴ

																														51		)訪問看護（予防・医療含） ホウモン カンゴ ヨボウ イリョウ フク		指定 シテイ		中島恵 ナカジマ メグミ





		【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　４名
【主査　　】　　　１名
【係　　　】　  １２名
【事業職員】    ７１名
　小　　計　  　９１名
【登録職員】    ４８名
　合　　計    １３９名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ																						6.事業運営事務 ジギョウ ウンエイ ジム						52		)サービス利用料徴収等 リヨウリョウ チョウシュウ トウ				秋山係長 アキヤマ カカリチョウ





																								7.人材養成業務 ジンザイ ヨウセイ ギョウム						53		)福祉人材養成（教育実習含） フクシ ジンザイ ヨウセイ キョウイク ジッシュウ フク				福田局長 フクタ キョクチョウ





																														54		)就労継続支援Ｂ型（わかば） シュウロウ ケイゾク シエン ガタ		指定 シテイ		荒木補佐 アラキ ホサ



																								9.わかば作業所 サギョウ ショ						55		)地域活動支援センター  チイキ カツドウ シエン		契約 ケイヤク		堀内 ホリウチ



																														56		)精神障害者デイケアサービス セイシン ショウガイ シャ		受託 ジュタク		加藤 カトウ





																								10.やすらぎ荘 ソウ						57		)老人憩いの家業務 ロウジン イコ イエ ギョウム		受託 ジュタク		河内主査 カワウチ シュサ





																								11.ことぶき人材センター ジンザイ						58		)高齢者職業斡旋業務 コウレイシャ ショクギョウ アッセン ギョウム		受託 ジュタク		柴田所長 シバタ ショチョウ
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平成２7年度 (管理分担表)

																										　　　　　　　　　　　　　　主　な　業　務　・　事　業 オモ ギョウ ム コト ギョウ

																										１．会業務 ギョウム				理事・評議員・監事会業務 リジ ヒョウギイン カンジ カイ ギョウム

																														各委員会業務 カク イインカイ ギョウム



																										２．事務業務 ジム ギョウム				人事 ジンジ

																														経理 ケイリ

																														庶務 ショム

																										３．管理業務 カンリ ギョウム				電算機器管理 デン サン キキ カンリ

																		Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ												車両管理及び財産管理

																														保健福祉センターけやき管理（温泉スタンド含） カンリ

																				係長　次長兼務 カカリチョウ ジチョウ ケンム						４．顕彰業務 ギョウム				社会福祉大会 シャカイ フクシ タイカイ

																														表彰業務（叙勲等推薦） ヒョウショウ ギョウム ジョクントウ スイセン



																										５．共同募金会 カイ				共同募金業務 キョウドウ ボキン ギョウム

																														歳末助け合い業務 サイマツ タス ア ギョウム



																										６．苦情解決業務 ギョウム				第三者委員会業務 ダイ サンシャ イインカイ ギョウム

																														苦情解決業務 クジョウ カイケツ ギョウム



																										１．ボランティアセンター事業 ジギョウ				ボランティアセンター運営業務（登録斡旋・基盤整備含） ウンエイ ギョウム トウロク アッセン キバン セイビ フク

																														広報（みんなのふくし・ホームページ等） コウホウ トウ

																														ボランティア等養成研修事業（通訳養成含） トウ ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ツウヤク ヨウセイ フク

																														ボランティア組織化事業 ソシキカ ジギョウ

												地域福祉課 チイキ フクシ カ														２．地域福祉活動推進事業				地域福祉活動計画策定及び推進業務 チイキ フクシ カツドウ ケイカク サクテイ オヨ スイシン ギョウム

																														小地域福祉ネットワーク事業 ショウチイキ フクシ ジギョウ

																														地域福祉活動モデル事業（調査研究含） チイキ フクシ カツドウ ジギョウ チョウサ ケンキュウ フク

																														地域福祉活動支援・推進事業（車両等貸出含） チイキ フクシ カツドウ シエン スイシン ジギョウ シャリョウ トウ カシダシ ガン

																		Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												ファミサポ事業（子育て支援事業含） ジギョウ コソダ シエン ジギョウ ガン

																														サテライトデイ（いきいきサロン）事業 ジギョウ

																				係長　松永直起 カカリチョウ										介護予防事業 カイゴ ヨボウ ジギョウ

																														多機能いきいき拠点事業 タキノウ キョテン ジギョウ

																										３．各種団体業務				民生委員・児童委員協議会 ミンセイ イイン ジドウ イイン キョウギカイ

																														町老人クラブ連合会 チョウ ロウジン レンゴウカイ

																														心身障がい者福祉会（障がい児含） シンシン シャ フクシ カイ ショウ ジ フク

																														母子父子寡婦家庭福祉会 ボシ チチ シ カフ カテイ フクシ カイ

																														町ボランティア連絡協議会 チョウ レンラク キョウギカイ

																														福祉施設連携事業 フクシ シセツ レンケイ ジギョウ

		事務局長　福田雅文 ジム キョクチョウ フクタ マサフミ				次長　松尾満正 ジチョウ マツオ ミツマサ																				４．福祉人材養成事業 ジギョウ				介護職員初任者研修 カイゴ ショクイン ショニンシャ ケンシュウ

																														同行援護従事者研修 ドウコウ エンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

																														介護福祉士・ケアマネ試験対策講座 カイゴ フクシシ シケン タイサク コウザ

																														実習生受入事業 ジッシュウセイ ウケイレ ジギョウ



																										１．地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン				高齢者総合相談業務 コウレイシャ ソウゴウ ソウダン ギョウム

																														権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム

																														包括的・継続的ケアマネ業務 ホウカツテキ ケイゾクテキ ギョウム

																														介護予防ケアマネ業務 カイゴ ヨボウ ギョウム

																		Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ												地域ケア会議等　地域包括ケア関連業務 チイキ カイギ トウ チイキ ホウカツ カンレン ギョウム

																										２．ふれあい相談センター ソウダン				一般相談（心配ごと他） イッパン ソウダン シンパイ ホカ

																				係長　中島　寛 カカリチョウ										専門相談（法律、人権、行政相談） センモン ソウダン ホウリツ ジンケン ギョウセイ ソウダン



																										３．障がい者虐待防止センター ショウ シャ ギャクタイ ボウシ				虐待届出受理 ギャクタイ トドケデ ジュリ

																														虐待防止相談、広報等 ギャクタイ ボウシ ソウダン コウホウ トウ



																										１．権利擁護事業 ケンリ ヨウゴ ジギョウ				成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン

																														法人後見業務 ホウジン コウケン ギョウム



																		Ⅳ,福祉支援係 フクシ シエン カカ								２．日常生活自立支援センター ニチジョウ セイカツ ジリツ シエン				基幹型業務 キカン ガタ ギョウム

																														支援業務 シエン ギョウム

																				係長　次長兼務 カカリチョウ ジチョウ ケンム

																										３．生活困窮者支援事業 セイカツ コンキュウシャ シエン ジギョウ				生活福祉資金業務（町福祉資金貸付含） セイカツ フクシ シキン ギョウム チョウ フクシ シキン カシツケ ガン

																														生活困窮者相談支援業務 セイカツ コンキュウシャ ソウダン シエン ギョウム





																										１．老人福祉センター ロウジン フクシ				一般浴・歩行浴業務 イッパン ヨク ホコウ ヨク ギョウム

																														各生きがい講座開催業務 カク イ コウザ カイサイ ギョウム

												在宅福祉課 ザイタク フクシ カ																		喫茶しらゆり業務 キッサ ギョウム

																										２．配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ				介護食等の給食配達業務 カイゴ ショク トウ キュウショク ハイタツ ギョウム





																 Ⅴ,在宅福祉係 ザイタク フクシ										３．居宅介護支援事業所けやき キョタク カイゴ シエン ジギョウショ				居宅介護支援（ケアマネ）業務 キョタク カイゴ シエン ギョウム

																														相談支援（障がい児者ケアマネ）業務 ソウダン シエン ショウ ジ シャ ギョウム

																														認定調査業務（介護保険・障害者総合支援） ニンテイ チョウサ ギョウム カイゴ ホケン ショウガイ シャ ソウゴウ シエン

																				係長　秋山由紀夫

デイサービス担当
係長　中西哲也

 カカリチョウ アキヤマ ユキオ タントウ カカリチョウ						４．ホームヘルパーステーション
　　けやき				訪問介護業務（介護保険） ホウモン カイゴ ギョウム カイゴ ホケン

																														居宅介護業務（障害者総合支援） キョタク カイゴ ギョウム ショウガイシャ ソウゴウ シエン

																														移動支援業務（同行援護、ガイドヘルプ） イドウ シエン ギョウム ドウコウ エンゴ

																														高齢者生活支援員派遣業務（ふれあいヘルプ） コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン ギョウム

																										５．デイサービスセンターけやき				通所介護業務 ツウショ カイゴ ギョウム

																														障害者訪問入浴業務 ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク ギョウム

																														日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

		【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　４名
【主査　　】　　　１名
【係　　　】　  　８名
【事業職員】    ７７名
　小　　計　  　９３名
【登録職員】    ５５名
　合　　計    １４８名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ																								６．訪問看護ステーションけやき ホウモン カンゴ				介護保険訪問看護業務 カイゴ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム

																														医療保険訪問看護業務 イリョウ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム



																										７．保険等事務業務 ホケントウ ジム ギョウム				介護保険・障害者総合支援事業の経理・庶務 カイゴ ホケン ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウ ケイリ ショム

																														集金業務 シュウキン ギョウム



																				課長補佐 荒木弘誓						８．わかば作業所 サギョウ ショ				就労継続支援B型業務 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ ギョウム

																														地域活動支援センター業務 チイキ カツドウ シエン ギョウム

																														精神障害者デイケア業務（こもフレンズ） セイシン ショウガイシャ ギョウム

																														日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

																										９．やすらぎ荘 ソウ				会館貸出業務 カイカン カシダシ ギョウム

																														バス運行業務 ウンコウ ギョウム



																										10．ことぶき人材センター ジンザイ				高齢者職業斡旋業務 コウレイシャ ショクギョウ アッセン ギョウム
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平成２7年度 (管理分担表) (8月以降)

																										　　　　　　　　　　　　　　主　な　業　務　・　事　業 オモ ギョウ ム コト ギョウ

																										１．会業務 ギョウム				理事・評議員・監事会業務 リジ ヒョウギイン カンジ カイ ギョウム

																														各委員会業務 カク イインカイ ギョウム



																										２．事務業務 ジム ギョウム				人事 ジンジ

																														経理 ケイリ

																														庶務 ショム

																										３．管理業務 カンリ ギョウム				電算機器管理 デン サン キキ カンリ

																		Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ												車両管理及び財産管理

																														保健福祉センターけやき管理（温泉スタンド含） カンリ

																				係長　秋山由紀夫 カカリチョウ アキヤマ ユキオ						４．顕彰業務 ギョウム				社会福祉大会 シャカイ フクシ タイカイ

																														表彰業務（叙勲等推薦） ヒョウショウ ギョウム ジョクントウ スイセン



																										５．共同募金会 カイ				共同募金業務 キョウドウ ボキン ギョウム

																														歳末助け合い業務 サイマツ タス ア ギョウム



																										６．苦情解決業務 ギョウム				第三者委員会業務 ダイ サンシャ イインカイ ギョウム

																														苦情解決業務 クジョウ カイケツ ギョウム



																										１．ボランティアセンター事業 ジギョウ				ボランティアセンター運営業務（登録斡旋・基盤整備含） ウンエイ ギョウム トウロク アッセン キバン セイビ フク

																														広報（みんなのふくし・ホームページ等） コウホウ トウ

																														ボランティア等養成研修事業（通訳養成含） トウ ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ツウヤク ヨウセイ フク

																														ボランティア組織化事業 ソシキカ ジギョウ

												地域福祉課 チイキ フクシ カ														２．地域福祉活動推進事業				地域福祉活動計画策定及び推進業務 チイキ フクシ カツドウ ケイカク サクテイ オヨ スイシン ギョウム

																														小地域福祉ネットワーク事業 ショウチイキ フクシ ジギョウ

																														地域福祉活動モデル事業（調査研究含） チイキ フクシ カツドウ ジギョウ チョウサ ケンキュウ フク

																														地域福祉活動支援・推進事業（車両等貸出含） チイキ フクシ カツドウ シエン スイシン ジギョウ シャリョウ トウ カシダシ ガン

																		Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												ファミサポ事業（子育て支援事業含） ジギョウ コソダ シエン ジギョウ ガン

																														サテライトデイ（いきいきサロン）事業 ジギョウ

																				係長　松永直起 カカリチョウ										介護予防事業 カイゴ ヨボウ ジギョウ

																														多機能いきいき拠点事業 タキノウ キョテン ジギョウ

																										３．各種団体業務				民生委員・児童委員協議会 ミンセイ イイン ジドウ イイン キョウギカイ

																														町老人クラブ連合会 チョウ ロウジン レンゴウカイ

																														心身障がい者福祉会（障がい児含） シンシン シャ フクシ カイ ショウ ジ フク

																														母子父子寡婦家庭福祉会 ボシ チチ シ カフ カテイ フクシ カイ

																														町ボランティア連絡協議会 チョウ レンラク キョウギカイ

																														福祉施設連携事業 フクシ シセツ レンケイ ジギョウ

		事務局長　福田雅文 ジム キョクチョウ フクタ マサフミ				次長　松尾満正 ジチョウ マツオ ミツマサ																				４．福祉人材養成事業 ジギョウ				介護職員初任者研修 カイゴ ショクイン ショニンシャ ケンシュウ

																														同行援護従事者研修 ドウコウ エンゴ ジュウジシャ ケンシュウ

																														介護福祉士・ケアマネ試験対策講座 カイゴ フクシシ シケン タイサク コウザ

																														実習生受入事業 ジッシュウセイ ウケイレ ジギョウ



																										１．地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン				高齢者総合相談業務 コウレイシャ ソウゴウ ソウダン ギョウム

																														権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム

																														包括的・継続的ケアマネ業務 ホウカツテキ ケイゾクテキ ギョウム

																														介護予防ケアマネ業務 カイゴ ヨボウ ギョウム

																		Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ												地域ケア会議等　地域包括ケア関連業務 チイキ カイギ トウ チイキ ホウカツ カンレン ギョウム

																										２．ふれあい相談センター ソウダン				一般相談（心配ごと他） イッパン ソウダン シンパイ ホカ

																				係長　中島　寛 カカリチョウ										専門相談（法律、人権、行政相談） センモン ソウダン ホウリツ ジンケン ギョウセイ ソウダン



																										３．障がい者虐待防止センター ショウ シャ ギャクタイ ボウシ				虐待届出受理 ギャクタイ トドケデ ジュリ

																														虐待防止相談、広報等 ギャクタイ ボウシ ソウダン コウホウ トウ



																										１．権利擁護事業 ケンリ ヨウゴ ジギョウ				成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン

																														法人後見業務 ホウジン コウケン ギョウム



																		Ⅳ,福祉支援係 フクシ シエン カカ								２．日常生活自立支援センター ニチジョウ セイカツ ジリツ シエン				基幹型業務 キカン ガタ ギョウム

																														支援業務 シエン ギョウム

																				係長　次長兼務 カカリチョウ ジチョウ ケンム

																										３．生活困窮者支援事業 セイカツ コンキュウシャ シエン ジギョウ				生活福祉資金業務（町福祉資金貸付含） セイカツ フクシ シキン ギョウム チョウ フクシ シキン カシツケ ガン

																														生活困窮者相談支援業務 セイカツ コンキュウシャ ソウダン シエン ギョウム





																										１．老人福祉センター ロウジン フクシ				一般浴・歩行浴業務 イッパン ヨク ホコウ ヨク ギョウム

																														各生きがい講座開催業務 カク イ コウザ カイサイ ギョウム

												在宅福祉課 ザイタク フクシ カ																		喫茶しらゆり業務 キッサ ギョウム

																										２．配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ				介護食等の給食配達業務 カイゴ ショク トウ キュウショク ハイタツ ギョウム





																 Ⅴ,在宅福祉係 ザイタク フクシ										３．居宅介護支援事業所けやき キョタク カイゴ シエン ジギョウショ				居宅介護支援（ケアマネ）業務 キョタク カイゴ シエン ギョウム

																														相談支援（障がい児者ケアマネ）業務 ソウダン シエン ショウ ジ シャ ギョウム

																														認定調査業務（介護保険・障害者総合支援） ニンテイ チョウサ ギョウム カイゴ ホケン ショウガイ シャ ソウゴウ シエン

																				係長　中西哲也

 カカリチョウ						４．ホームヘルパーステーション
　　けやき				訪問介護業務（介護保険） ホウモン カイゴ ギョウム カイゴ ホケン

																														居宅介護業務（障害者総合支援） キョタク カイゴ ギョウム ショウガイシャ ソウゴウ シエン

																														移動支援業務（同行援護、ガイドヘルプ） イドウ シエン ギョウム ドウコウ エンゴ

																														高齢者生活支援員派遣業務（ふれあいヘルプ） コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン ギョウム

																										５．デイサービスセンターけやき				通所介護業務 ツウショ カイゴ ギョウム

																														障害者訪問入浴業務 ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク ギョウム

																														日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

		【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　４名
【主査　　】　　　１名
【係　　　】　  　８名
【事業職員】    ７７名
　小　　計　  　９３名
【登録職員】    ５５名
　合　　計    １４８名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ																								６．訪問看護ステーションけやき ホウモン カンゴ				介護保険訪問看護業務 カイゴ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム

																														医療保険訪問看護業務 イリョウ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム



																										７．保険等事務業務 ホケントウ ジム ギョウム				介護保険・障害者総合支援事業の経理・庶務 カイゴ ホケン ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウ ケイリ ショム

																														集金業務 シュウキン ギョウム



																				課長補佐 荒木弘誓						８．わかば作業所 サギョウ ショ				就労継続支援B型業務 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ ギョウム

																														地域活動支援センター業務 チイキ カツドウ シエン ギョウム

																														精神障害者デイケア業務（こもフレンズ） セイシン ショウガイシャ ギョウム

																														日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

																										９．やすらぎ荘 ソウ				会館貸出業務 カイカン カシダシ ギョウム

																														バス運行業務 ウンコウ ギョウム



																										10．ことぶき人材センター ジンザイ				高齢者職業斡旋業務 コウレイシャ ショクギョウ アッセン ギョウム
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平成２8年度 (管理分担表) 

																										　　　　　　　　　　　　　　主　な　業　務　・　事　業 オモ ギョウ ム コト ギョウ

																										１．会業務 ギョウム				理事・評議員・監事会業務 リジ ヒョウギイン カンジ カイ ギョウム

																														各委員会業務 カク イインカイ ギョウム

																										２．事務業務 ジム ギョウム				人事 ジンジ

																														経理 ケイリ

																														庶務 ショム

																										３．管理業務 カンリ ギョウム				電算機器管理 デン サン キキ カンリ

																		Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ												車両管理及び財産管理

																														保健福祉センターけやき管理（温泉スタンド含） カンリ

																				係長　秋山由紀夫 カカリチョウ アキヤマ ユキオ						４．顕彰業務 ギョウム				社会福祉大会 シャカイ フクシ タイカイ

																														表彰業務（叙勲等推薦） ヒョウショウ ギョウム ジョクントウ スイセン

																										５．共同募金会 カイ				共同募金業務 キョウドウ ボキン ギョウム

																														歳末助け合い業務 サイマツ タス ア ギョウム

																										６．苦情解決業務 ギョウム				第三者委員会業務 ダイ サンシャ イインカイ ギョウム

																														苦情解決業務 クジョウ カイケツ ギョウム

																										７．社福法人地域公益業務 シャ フク ホウジン チイキ コウエキ ギョウム				三重県社会福祉法人地域公益活動参画業務 ミエケン シャカイ フクシ ホウジン チイキ コウエキ カツドウ サンカク ギョウム

																														町内社会福祉法人連絡協議会業務 チョウナイ シャカイ フクシ ホウジン レンラク キョウギカイ ギョウム



																										１．ボランティアセンター事業 ジギョウ				ボランティアセンター運営業務（登録斡旋・基盤整備含） ウンエイ ギョウム トウロク アッセン キバン セイビ フク

																														啓発推進（みんなのふくし・ホームページ等） ケイハツ スイシン トウ

																														ボランティア等養成研修事業（通訳養成含） トウ ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ツウヤク ヨウセイ フク

																														ボランティア組織化事業 ソシキカ ジギョウ

												地域福祉課 チイキ フクシ カ														２．地域福祉活動推進事業				地域福祉活動計画評価推進業務 チイキ フクシ カツドウ ケイカク ヒョウカ スイシン ギョウム

																														小地域福祉ネットワーク事業 ショウチイキ フクシ ジギョウ

																														地域福祉活動モデル事業（調査研究含） チイキ フクシ カツドウ ジギョウ チョウサ ケンキュウ フク

																														地域福祉活動支援・推進事業（車両等貸出含） チイキ フクシ カツドウ シエン スイシン ジギョウ シャリョウ トウ カシダシ ガン

																		Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												ファミサポ事業（子育て支援事業含） ジギョウ コソダ シエン ジギョウ ガン

																														サテライトデイ(いきいきサロン)事業（お元気サポーター含） ジギョウ ガン

																				係長　松永直起 カカリチョウ										介護予防事業事業 カイゴ ヨボウ ジギョウ ジギョウ

																														多機能いきいき拠点事業（あいあい自動車事業含） タキノウ キョテン ジギョウ ジドウシャ ジギョウ ガン

																										３．各種団体業務				民生委員・児童委員協議会 ミンセイ イイン ジドウ イイン キョウギカイ

																														町老人クラブ連合会 チョウ ロウジン レンゴウカイ

																														心身障がい者福祉会（障がい児含） シンシン シャ フクシ カイ ショウ ジ フク

																														母子父子寡婦家庭福祉会 ボシ チチ シ カフ カテイ フクシ カイ

																														町ボランティア連絡協議会 チョウ レンラク キョウギカイ

																														福祉施設連携事業 フクシ シセツ レンケイ ジギョウ

		事務局長　福田雅文 ジム キョクチョウ フクタ マサフミ				次長　松尾満正 ジチョウ マツオ ミツマサ																				４．福祉人材養成事業 ジギョウ				介護職員初任者研修 カイゴ ショクイン ショニンシャ ケンシュウ

																														介護実務者研修

																														介護福祉士・ケアマネ試験対策講座 カイゴ フクシシ シケン タイサク コウザ

																														実習生受入事業 ジッシュウセイ ウケイレ ジギョウ



																										１．地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン				高齢者総合相談業務 コウレイシャ ソウゴウ ソウダン ギョウム

																														権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム

																														包括的・継続的ケアマネ業務 ホウカツテキ ケイゾクテキ ギョウム

																														介護予防ケアマネ業務 カイゴ ヨボウ ギョウム

																														認知症相談等業務 ニンチ ショウ ソウダン トウ ギョウム

																		Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ												地域ケア会議等　地域包括ケア関連業務 チイキ カイギ トウ チイキ ホウカツ カンレン ギョウム

																														介護相談等出張相談業務 カイゴ ソウダン トウ シュッチョウ ソウダン ギョウム

																				係長　中島　寛 カカリチョウ						２．ふれあい相談センター ソウダン				一般相談（心配ごと他） イッパン ソウダン シンパイ ホカ

																														専門相談（法律、人権、行政相談） センモン ソウダン ホウリツ ジンケン ギョウセイ ソウダン

																										３．障がい者虐待防止センター ショウ シャ ギャクタイ ボウシ				虐待届出受理 ギャクタイ トドケデ ジュリ

																														虐待防止相談、広報等 ギャクタイ ボウシ ソウダン コウホウ トウ



																										１．権利擁護事業 ケンリ ヨウゴ ジギョウ				成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン

																														法人後見業務 ホウジン コウケン ギョウム

																		Ⅳ,福祉支援係 フクシ シエン カカ								２．日常生活自立支援センター ニチジョウ セイカツ ジリツ シエン				基幹型業務 キカン ガタ ギョウム

																														支援業務 シエン ギョウム

																				係長　次長兼務 カカリチョウ ジチョウ ケンム						３．生活困窮者支援事業 セイカツ コンキュウシャ シエン ジギョウ				生活福祉資金業務（町福祉資金貸付含） セイカツ フクシ シキン ギョウム チョウ フクシ シキン カシツケ ガン

																														生活困窮者相談支援業務 セイカツ コンキュウシャ ソウダン シエン ギョウム

																														家計相談業務 カケイ ソウダン ギョウム





																										１．老人福祉センター ロウジン フクシ				一般浴・歩行浴業務 イッパン ヨク ホコウ ヨク ギョウム

																														各生きがい講座開催業務 カク イ コウザ カイサイ ギョウム

												在宅福祉課 ザイタク フクシ カ														　　主査　秋山恵美 シュサ アキヤマ メグミ				喫茶しらゆり業務 キッサ ギョウム

																										２．配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ				介護食等の給食配達業務 カイゴ ショク トウ キュウショク ハイタツ ギョウム



																										　　主査　秋山恵美 シュサ アキヤマ メグミ

																 Ⅴ,在宅福祉係 ザイタク フクシ										３．居宅介護支援事業所けやき キョタク カイゴ シエン ジギョウショ				居宅介護支援（ケアマネ）業務 キョタク カイゴ シエン ギョウム

																														相談支援（障がい児者ケアマネ）業務 ソウダン シエン ショウ ジ シャ ギョウム

																										　　主査　廣田亮子 シュサ ヒロタ リョウコ				認定調査業務（介護保険・障害者総合支援） ニンテイ チョウサ ギョウム カイゴ ホケン ショウガイ シャ ソウゴウ シエン

																				係長　局長兼務
主査　秋山恵美
主査　廣田亮子
主査　大橋　徳
主査　南川育美
主査　河内英幸
 カカリチョウ キョクチョウ ケンム シュサ アキヤマ メグミ シュサ ヒロタ リョウコ シュサ オオハシ トク シュサ ミナミカワ ナルミ シュサ カワウチ ヒデユキ						４．ホームヘルパーステーション
　　けやき				訪問介護業務（介護保険） ホウモン カイゴ ギョウム カイゴ ホケン

																														居宅介護業務（障害者総合支援） キョタク カイゴ ギョウム ショウガイシャ ソウゴウ シエン

																														移動支援業務（同行援護、ガイドヘルプ） イドウ シエン ギョウム ドウコウ エンゴ

																										　　主査　大橋　徳 シュサ オオハシ トク				高齢者生活支援員派遣業務（ふれあいヘルプ） コウレイシャ セイカツ シエン イン ハケン ギョウム

																																　二次予防事業 ニジ ヨボウ ジギョウ

																										５．デイサービスセンターけやき				通所介護業務 ツウショ カイゴ ギョウム

																														障害者訪問入浴業務 ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク ギョウム

																										　　主査　南川育美 シュサ ミナミカワ ナルミ				日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

		【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　３名
【主査　　】　　　５名
【係　　　】　  　７名
【事業職員】    ８８名
　小　　計　  １０６名
【登録職員】    ４６名
　合　　計    １５２名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ ゴウ ケイ メイ																								６．訪問看護ステーションけやき ホウモン カンゴ				介護保険訪問看護業務 カイゴ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム

																														医療保険訪問看護業務 イリョウ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム

																										　　管理者　中島恵子 カンリシャ ナカジマ ケイコ

																										７．保険等事務業務 ホケントウ ジム ギョウム				介護保険・障害者総合支援事業の経理・庶務 カイゴ ホケン ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウ ケイリ ショム

																														集金業務 シュウキン ギョウム

																										　　主査　秋山恵美 シュサ アキヤマ メグミ

																				課長補佐 荒木弘誓						８．わかば作業所 サギョウ ショ				就労継続支援B型業務 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ ギョウム

																														地域活動支援センター業務 チイキ カツドウ シエン ギョウム

																														精神障害者デイケア業務（こもフレンズ） セイシン ショウガイシャ ギョウム

																														日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

																										９．やすらぎ荘 ソウ				会館貸出業務 カイカン カシダシ ギョウム

																														バス運行業務 ウンコウ ギョウム

																										　　主査　河内英幸 シュサ カワウチ ヒデユキ

																										10．ことぶき人材センター ジンザイ				高齢者職業斡旋業務 コウレイシャ ショクギョウ アッセン ギョウム



																										　　所長　位田嘉則 ショチョウ クライ タ ヨシノリ
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平成２9年度 (管理分担表)

																										　　　　　　　　　　　　　　主　な　業　務　・　事　業 オモ ギョウ ム コト ギョウ

																										１．会業務 ギョウム				理事・評議員・監事会業務 リジ ヒョウギイン カンジ カイ ギョウム

																														各委員会業務 カク イインカイ ギョウム

																										２．事務業務 ジム ギョウム				人事 ジンジ

																														経理 ケイリ

																														庶務 ショム

																										３．管理業務 カンリ ギョウム				電算機器管理 デン サン キキ カンリ

																		Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ												車両管理及び財産管理

																														保健福祉センターけやき管理（温泉スタンド含） カンリ

																				係長　秋山由紀夫 カカリチョウ アキヤマ ユキオ						４．顕彰業務 ギョウム				社会福祉大会 シャカイ フクシ タイカイ

																														表彰業務（叙勲等推薦） ヒョウショウ ギョウム ジョクントウ スイセン

																										５．共同募金会 カイ				共同募金業務 キョウドウ ボキン ギョウム

																														歳末助け合い業務 サイマツ タス ア ギョウム

																										６．自主財源業務 ジシュ ザイゲン ギョウム				福祉基金業務 フクシ キキン ギョウム

																														総合事業等助成金交付業務 ソウゴウ ジギョウ トウ ジョセイ キン コウフ ギョウム

																										7．苦情解決業務 ギョウム				第三者委員会業務 ダイ サンシャ イインカイ ギョウム

																														苦情解決業務 クジョウ カイケツ ギョウム

																										8．社福法人地域公益業務 シャ フク ホウジン チイキ コウエキ ギョウム				三重県社会福祉法人地域公益活動参画業務 ミエケン シャカイ フクシ ホウジン チイキ コウエキ カツドウ サンカク ギョウム

																														町内社会福祉法人連絡協議会業務 チョウナイ シャカイ フクシ ホウジン レンラク キョウギカイ ギョウム



																										１．ボランティアセンター事業 ジギョウ				ボランティアセンター運営業務（登録斡旋・基盤整備含） ウンエイ ギョウム トウロク アッセン キバン セイビ フク

																														啓発推進（みんなのふくし・ホームページ等） ケイハツ スイシン トウ

																														ボランティア等養成研修事業（通訳養成含） トウ ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ツウヤク ヨウセイ フク

																														ボランティア組織化事業 ソシキカ ジギョウ

												地域福祉課 チイキ フクシ カ														２．地域福祉活動推進事業				地域福祉活動計画評価推進業務 チイキ フクシ カツドウ ケイカク ヒョウカ スイシン ギョウム

																														小地域福祉ネットワーク事業(生活支援コーディネーター含) ショウチイキ フクシ ジギョウ セイカツ シエン ガン

																														地域福祉活動モデル事業（調査研究含） チイキ フクシ カツドウ ジギョウ チョウサ ケンキュウ フク

																														地域福祉活動支援・推進事業（車両等貸出含） チイキ フクシ カツドウ シエン スイシン ジギョウ シャリョウ トウ カシダシ ガン

																		Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												子育て支援事業(ファミサポ事業含） ジギョウ ガン

																														サテライトデイ(いきいきサロン)事業 ジギョウ

																				係長　松永直起 カカリチョウ										介護予防事業 カイゴ ヨボウ ジギョウ

																														多機能いきいき拠点事業（あいあい自動車･元気サポ事業含） タキノウ キョテン ジギョウ ジドウシャ ゲンキ ジギョウ ガン

																										３．各種団体業務				民生委員・児童委員協議会 ミンセイ イイン ジドウ イイン キョウギカイ

																														町老人クラブ連合会 チョウ ロウジン レンゴウカイ

																														心身障がい者福祉会（障がい児含） シンシン シャ フクシ カイ ショウ ジ フク

																														母子父子寡婦福祉会 ボシ チチ シ カフ フクシ カイ

																														町ボランティア連絡協議会 チョウ レンラク キョウギカイ

																														福祉施設連携事業 フクシ シセツ レンケイ ジギョウ

		事務局長　福田雅文 ジム キョクチョウ フクタ マサフミ				次長　松尾満正 ジチョウ マツオ ミツマサ																				４．福祉人材養成事業 ジギョウ				介護職員初任者研修 カイゴ ショクイン ショニンシャ ケンシュウ

																														介護実務者研修

																														介護福祉士・ケアマネ試験対策講座 カイゴ フクシシ シケン タイサク コウザ

																														実習生受入事業 ジッシュウセイ ウケイレ ジギョウ



																										１．地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン				高齢者総合相談業務(認知症初期集中支援業務含） コウレイシャ ソウゴウ ソウダン ギョウム ニンチ ショウ ショキ シュウチュウ シエン ギョウム ガン

																														権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム

																		Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ												包括的・継続的ケアマネ業務 ホウカツテキ ケイゾクテキ ギョウム

																														介護予防ケアマネ業務 カイゴ ヨボウ ギョウム

																				係長　中島　寛 カカリチョウ						２．ふれあい相談センター ソウダン				一般相談（心配ごと他） イッパン ソウダン シンパイ ホカ

																														専門相談（法律、人権、行政相談） センモン ソウダン ホウリツ ジンケン ギョウセイ ソウダン

																										３．障がい者虐待防止センター ショウ シャ ギャクタイ ボウシ				虐待届出受理 ギャクタイ トドケデ ジュリ

																														虐待防止相談、広報等 ギャクタイ ボウシ ソウダン コウホウ トウ



																										１．権利擁護事業 ケンリ ヨウゴ ジギョウ				成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン

																														法人後見業務 ホウジン コウケン ギョウム

																		Ⅳ,福祉支援係 フクシ シエン カカ								２．日常生活自立支援センター ニチジョウ セイカツ ジリツ シエン				基幹型業務 キカン ガタ ギョウム

																														支援業務 シエン ギョウム

																				係長　次長兼務 カカリチョウ ジチョウ ケンム						３．生活困窮者支援事業 セイカツ コンキュウシャ シエン ジギョウ				生活福祉資金業務（町福祉資金貸付含） セイカツ フクシ シキン ギョウム チョウ フクシ シキン カシツケ ガン

																														生活困窮者相談支援業務 セイカツ コンキュウシャ ソウダン シエン ギョウム

																														家計相談業務 カケイ ソウダン ギョウム



																										１．老人福祉センター ロウジン フクシ				老人生きがい事業業務(一般浴･歩行浴の運営、 ロウジン イ ジギョウ ギョウム イッパン ヨク ホコウ ヨク ウンエイ

																														各生きがい講座業務、相談業務、喫茶しらゆり業務等） カク イ コウザ ギョウム ソウダン ギョウム キッサ ギョウム トウ

												在宅福祉課 ザイタク フクシ カ														　　主査　秋山恵美 シュサ アキヤマ メグミ				温泉スタンド業務

																										２．配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ				介護食等の給食配達業務 カイゴ ショク トウ キュウショク ハイタツ ギョウム

																										　　主査　秋山恵美 シュサ アキヤマ メグミ

																 Ⅴ,在宅福祉係 ザイタク フクシ										３．居宅介護支援事業所けやき キョタク カイゴ シエン ジギョウショ				居宅介護支援（ケアマネ）業務 キョタク カイゴ シエン ギョウム

																														相談支援（障がい児者ケアマネ）業務 ソウダン シエン ショウ ジ シャ ギョウム

																										　　主査　廣田亮子 シュサ ヒロタ リョウコ				認定調査業務（介護保険・障害者総合支援） ニンテイ チョウサ ギョウム カイゴ ホケン ショウガイ シャ ソウゴウ シエン

																				係長　局長兼務
主査　秋山恵美
主査　廣田亮子
主査　大橋　徳
主査　南川育美
主査　河内英幸
 カカリチョウ キョクチョウ ケンム シュサ アキヤマ メグミ シュサ ヒロタ リョウコ シュサ オオハシ トク シュサ ミナミカワ ナルミ シュサ カワウチ ヒデユキ						４．ホームヘルパーステーション
　　けやき				訪問介護業務（介護保険、介護予防・総合事業含） ホウモン カイゴ ギョウム カイゴ ホケン カイゴ ヨボウ ソウゴウ ジギョウ フク

																														居宅介護業務（障害者総合支援） キョタク カイゴ ギョウム ショウガイシャ ソウゴウ シエン

																														移動支援業務（同行援護、ガイドヘルプ） イドウ シエン ギョウム ドウコウ エンゴ

																										　　主査　大橋　徳 シュサ オオハシ トク				在宅高齢者生活援助員業務（ふれあいヘルプ） ザイタク コウレイシャ セイカツ エンジョ イン ギョウム

																										５．デイサービスセンターけやき				通所介護業務(介護予防・総合事業含) ツウショ カイゴ ギョウム カイゴ ヨボウ ソウゴウ ジギョウ フク

																														障害者訪問入浴業務 ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク ギョウム

																										　　主査　南川育美 シュサ ミナミカワ ナルミ				日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

		【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　３名
【主査　　】　　　５名
【係　　　】　  　７名
【事業職員】    ９７名
　小　　計　  １１５名
【登録職員】    ４３名
【生活支援員】    ８名
　合　　計    １６６名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ セイカツ シエン イン ゴウ ケイ メイ																								６．訪問看護ステーションけやき ホウモン カンゴ				介護保険訪問看護業務 カイゴ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム

																														医療保険訪問看護業務 イリョウ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム

																										　　管理者　中島恵子 カンリシャ ナカジマ ケイコ

																										７．保険等事務業務 ホケントウ ジム ギョウム				介護保険・障害者総合支援事業の経理・庶務 カイゴ ホケン ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウ ケイリ ショム

																										　　主査　秋山恵美 シュサ アキヤマ メグミ				集金業務 シュウキン ギョウム

																				課長補佐 荒木弘誓						８．わかば作業所 サギョウ ショ				就労継続支援B型業務 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ ギョウム

																														生活介護業務 セイカツ カイゴ ギョウム

																										　　所長　荒木弘誓 ショチョウ アラキ ヒロチカ				精神障害者デイケア業務（こもフレンズ） セイシン ショウガイシャ ギョウム

																														日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

																										９．やすらぎ荘 ソウ				会館貸出業務 カイカン カシダシ ギョウム

																										　　主査　河内英幸 シュサ カワウチ ヒデユキ				バス運行業務 ウンコウ ギョウム

																										10．ことぶき人材センター ジンザイ				高齢者職業斡旋業務 コウレイシャ ショクギョウ アッセン ギョウム

																										　　所長　位田嘉則 ショチョウ クライ タ ヨシノリ
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平成２9年度 (管理分担表) (後期)

																										　　　　　　　　　　　　　　主　な　業　務　・　事　業 オモ ギョウ ム コト ギョウ

																										１．会業務 ギョウム				理事・評議員・監事会業務 リジ ヒョウギイン カンジ カイ ギョウム

																														各委員会業務 カク イインカイ ギョウム

																										２．事務業務 ジム ギョウム				人事 ジンジ

																														経理 ケイリ

																														庶務 ショム

																										３．管理業務 カンリ ギョウム				電算機器管理 デン サン キキ カンリ

																		Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ												車両管理及び財産管理

																														保健福祉センターけやき管理（温泉スタンド含） カンリ

																				課長補佐兼係長
　　　秋山由紀夫 カチョウ ホサ ケン カカリチョウ アキヤマ ユキオ						４．顕彰業務 ギョウム				社会福祉大会 シャカイ フクシ タイカイ

																														表彰業務（叙勲等推薦） ヒョウショウ ギョウム ジョクントウ スイセン

																										５．共同募金会 カイ				共同募金業務 キョウドウ ボキン ギョウム

																														歳末助け合い業務 サイマツ タス ア ギョウム

																										６．自主財源業務 ジシュ ザイゲン ギョウム				福祉基金業務 フクシ キキン ギョウム

																														総合事業等助成金交付業務 ソウゴウ ジギョウ トウ ジョセイ キン コウフ ギョウム

																										7．苦情解決業務 ギョウム				第三者委員会業務 ダイ サンシャ イインカイ ギョウム

																														苦情解決業務 クジョウ カイケツ ギョウム

																										8．社福法人地域公益業務 シャ フク ホウジン チイキ コウエキ ギョウム				三重県社会福祉法人地域公益活動参画業務 ミエケン シャカイ フクシ ホウジン チイキ コウエキ カツドウ サンカク ギョウム

																														町内社会福祉法人連絡協議会業務 チョウナイ シャカイ フクシ ホウジン レンラク キョウギカイ ギョウム



																										１．ボランティアセンター事業 ジギョウ				ボランティアセンター運営業務（登録斡旋・基盤整備含） ウンエイ ギョウム トウロク アッセン キバン セイビ フク

																														啓発推進（みんなのふくし・ホームページ等） ケイハツ スイシン トウ

																														ボランティア等養成研修事業（通訳養成含） トウ ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ツウヤク ヨウセイ フク

																														ボランティア組織化事業 ソシキカ ジギョウ

												地域福祉課 チイキ フクシ カ														２．地域福祉活動推進事業				地域福祉活動計画評価推進業務 チイキ フクシ カツドウ ケイカク ヒョウカ スイシン ギョウム

																														小地域福祉ネットワーク事業(生活支援コーディネーター含) ショウチイキ フクシ ジギョウ セイカツ シエン ガン

																														地域福祉活動モデル事業（調査研究含） チイキ フクシ カツドウ ジギョウ チョウサ ケンキュウ フク

																														地域福祉活動支援・推進事業（車両等貸出含） チイキ フクシ カツドウ シエン スイシン ジギョウ シャリョウ トウ カシダシ ガン

																		Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												子育て支援事業(ファミサポ事業含） ジギョウ ガン

																														サテライトデイ(いきいきサロン)事業 ジギョウ

																				係長　松永直起 カカリチョウ										介護予防事業 カイゴ ヨボウ ジギョウ

																														多機能いきいき拠点事業（あいあい自動車･元気サポ事業含） タキノウ キョテン ジギョウ ジドウシャ ゲンキ ジギョウ ガン

																										３．各種団体業務				民生委員・児童委員協議会 ミンセイ イイン ジドウ イイン キョウギカイ

																														町老人クラブ連合会 チョウ ロウジン レンゴウカイ

																														心身障がい者福祉会（障がい児含） シンシン シャ フクシ カイ ショウ ジ フク

																														母子父子寡婦福祉会 ボシ チチ シ カフ フクシ カイ

																														町ボランティア連絡協議会 チョウ レンラク キョウギカイ

																														福祉施設連携事業 フクシ シセツ レンケイ ジギョウ

		事務局長　福田雅文 ジム キョクチョウ フクタ マサフミ				次長　松尾満正 ジチョウ マツオ ミツマサ																				４．福祉人材養成事業 ジギョウ				介護職員初任者研修 カイゴ ショクイン ショニンシャ ケンシュウ

																														介護実務者研修

																														介護福祉士・ケアマネ試験対策講座 カイゴ フクシシ シケン タイサク コウザ

																														実習生受入事業 ジッシュウセイ ウケイレ ジギョウ



																										１．地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン				高齢者総合相談業務(認知症初期集中支援業務含） コウレイシャ ソウゴウ ソウダン ギョウム ニンチ ショウ ショキ シュウチュウ シエン ギョウム ガン

																														権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム

																		Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ												包括的・継続的ケアマネ業務 ホウカツテキ ケイゾクテキ ギョウム

																														介護予防ケアマネ業務 カイゴ ヨボウ ギョウム

																				課長補佐兼係長
　　　中島　寛 カチョウ ホサ ケン カカリチョウ						２．ふれあい相談センター ソウダン				一般相談（心配ごと他） イッパン ソウダン シンパイ ホカ

																														専門相談（法律、人権、行政相談） センモン ソウダン ホウリツ ジンケン ギョウセイ ソウダン

																										３．障がい者虐待防止センター ショウ シャ ギャクタイ ボウシ				虐待届出受理 ギャクタイ トドケデ ジュリ

																														虐待防止相談、広報等 ギャクタイ ボウシ ソウダン コウホウ トウ



																										１．権利擁護事業 ケンリ ヨウゴ ジギョウ				成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン

																														法人後見業務 ホウジン コウケン ギョウム

																		Ⅳ,福祉支援係 フクシ シエン カカ								２．日常生活自立支援センター ニチジョウ セイカツ ジリツ シエン				基幹型業務 キカン ガタ ギョウム

																														支援業務 シエン ギョウム

																				係長　次長兼務 カカリチョウ ジチョウ ケンム						３．生活困窮者支援事業 セイカツ コンキュウシャ シエン ジギョウ				生活福祉資金業務（町福祉資金貸付含） セイカツ フクシ シキン ギョウム チョウ フクシ シキン カシツケ ガン

																														生活困窮者相談支援業務 セイカツ コンキュウシャ ソウダン シエン ギョウム

																														家計相談業務 カケイ ソウダン ギョウム



																										１．老人福祉センター ロウジン フクシ				老人生きがい事業業務(一般浴･歩行浴の運営、 ロウジン イ ジギョウ ギョウム イッパン ヨク ホコウ ヨク ウンエイ

																														各生きがい講座業務、相談業務、喫茶しらゆり業務等） カク イ コウザ ギョウム ソウダン ギョウム キッサ ギョウム トウ

												在宅福祉課 ザイタク フクシ カ														　　主査　秋山恵美 シュサ アキヤマ メグミ				温泉スタンド業務

																										２．配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ				介護食等の給食配達業務 カイゴ ショク トウ キュウショク ハイタツ ギョウム

																										　　主査　秋山恵美 シュサ アキヤマ メグミ

																 Ⅴ,在宅福祉係 ザイタク フクシ										３．居宅介護支援事業所けやき キョタク カイゴ シエン ジギョウショ				居宅介護支援（ケアマネ）業務 キョタク カイゴ シエン ギョウム

																														相談支援（障がい児者ケアマネ）業務 ソウダン シエン ショウ ジ シャ ギョウム

																										　　主査　廣田亮子 シュサ ヒロタ リョウコ				認定調査業務（介護保険・障害者総合支援） ニンテイ チョウサ ギョウム カイゴ ホケン ショウガイ シャ ソウゴウ シエン

																				係長　局長兼務
主査　秋山恵美
主査　廣田亮子
主査　大橋　徳
主査　南川育美
主査　河内英幸
 カカリチョウ キョクチョウ ケンム シュサ アキヤマ メグミ シュサ ヒロタ リョウコ シュサ オオハシ トク シュサ ミナミカワ ナルミ シュサ カワウチ ヒデユキ						４．ホームヘルパーステーション
　　けやき				訪問介護業務（介護保険、介護予防・総合事業含） ホウモン カイゴ ギョウム カイゴ ホケン カイゴ ヨボウ ソウゴウ ジギョウ フク

																														居宅介護業務（障害者総合支援） キョタク カイゴ ギョウム ショウガイシャ ソウゴウ シエン

																														移動支援業務（同行援護、ガイドヘルプ） イドウ シエン ギョウム ドウコウ エンゴ

																										　　主査　大橋　徳 シュサ オオハシ トク				在宅高齢者生活援助員業務（ふれあいヘルプ） ザイタク コウレイシャ セイカツ エンジョ イン ギョウム

																										５．デイサービスセンターけやき				通所介護業務(介護予防・総合事業含) ツウショ カイゴ ギョウム カイゴ ヨボウ ソウゴウ ジギョウ フク

																														障害者訪問入浴業務 ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク ギョウム

																										　　主査　南川育美 シュサ ミナミカワ ナルミ				日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

		【事務局長】　　　１名
【事務局次長】　　１名
【課長補佐】　　　１名
【係長　　】　　　３名
【主査　　】　　　５名
【係　　　】　  　７名
【事業職員】    ９７名
　小　　計　  １１５名
【登録職員】    ４３名
【生活支援員】    ８名
　合　　計    １６６名 ジム キョクチョウ メイ ジムキョク ジチョウ メイ カチョウ ホサ メイ カカリチョウ メイ シュサ メイ カカ メイ ジギョウ ショクイン メイ ショウ ケイ メイ トウロク ショクイン メイ セイカツ シエン イン ゴウ ケイ メイ																								６．訪問看護ステーションけやき ホウモン カンゴ				介護保険訪問看護業務 カイゴ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム

																														医療保険訪問看護業務 イリョウ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム

																										　　管理者　中島恵子 カンリシャ ナカジマ ケイコ

																										７．保険等事務業務 ホケントウ ジム ギョウム				介護保険・障害者総合支援事業の経理・庶務 カイゴ ホケン ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウ ケイリ ショム

																										　　主査　秋山恵美 シュサ アキヤマ メグミ				集金業務 シュウキン ギョウム

																				課長補佐 荒木弘誓						８．わかば作業所 サギョウ ショ				就労継続支援B型業務 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ ギョウム

																														生活介護業務 セイカツ カイゴ ギョウム

																										　　所長　荒木弘誓 ショチョウ アラキ ヒロチカ				精神障害者デイケア業務（こもフレンズ） セイシン ショウガイシャ ギョウム

																														日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

																										９．やすらぎ荘 ソウ				会館貸出業務 カイカン カシダシ ギョウム

																										　　主査　河内英幸 シュサ カワウチ ヒデユキ				バス運行業務 ウンコウ ギョウム

																										10．ことぶき人材センター ジンザイ				高齢者職業斡旋業務 コウレイシャ ショクギョウ アッセン ギョウム

																										　　所長　位田嘉則 ショチョウ クライ タ ヨシノリ
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平成30年度 (管理分担表) (前期)

																										　　　　　　　　　　　　　　主　な　業　務　・　事　業 オモ ギョウ ム コト ギョウ

																										１．会業務 ギョウム				理事・評議員・監事会業務 リジ ヒョウギイン カンジ カイ ギョウム

																														各委員会業務 カク イインカイ ギョウム

																										２．事務業務 ジム ギョウム				人事 ジンジ

																														経理 ケイリ

																														庶務 ショム

																										３．管理業務 カンリ ギョウム				電算機器管理 デン サン キキ カンリ

																		Ⅰ,総務管理係 ソウム カンリ カカ												車両管理及び財産管理

																														保健福祉センターけやき管理（温泉スタンド含） カンリ

																										４．顕彰業務 ギョウム				社会福祉大会 シャカイ フクシ タイカイ

																														表彰業務（叙勲等推薦） ヒョウショウ ギョウム ジョクントウ スイセン

																										５．共同募金会 カイ				共同募金業務 キョウドウ ボキン ギョウム

																														歳末助け合い業務 サイマツ タス ア ギョウム

																										６．自主財源業務 ジシュ ザイゲン ギョウム				福祉基金業務 フクシ キキン ギョウム

																														総合事業等助成金交付業務 ソウゴウ ジギョウ トウ ジョセイ キン コウフ ギョウム

																										7．苦情解決業務 ギョウム				第三者委員会業務 ダイ サンシャ イインカイ ギョウム

																														苦情解決業務 クジョウ カイケツ ギョウム

																										8．社福法人地域公益業務 シャ フク ホウジン チイキ コウエキ ギョウム				三重県社会福祉法人地域公益活動参画業務 ミエケン シャカイ フクシ ホウジン チイキ コウエキ カツドウ サンカク ギョウム

																														町内社会福祉法人連絡協議会業務 チョウナイ シャカイ フクシ ホウジン レンラク キョウギカイ ギョウム



																										１．ボランティアセンター事業 ジギョウ				ボランティアセンター運営業務（登録斡旋・基盤整備含） ウンエイ ギョウム トウロク アッセン キバン セイビ フク

																														啓発推進（みんなのふくし・ホームページ等） ケイハツ スイシン トウ

																														ボランティア等養成研修事業（通訳養成含） トウ ヨウセイ ケンシュウ ジギョウ ツウヤク ヨウセイ フク

																														ボランティア組織化事業 ソシキカ ジギョウ

												地域福祉課 チイキ フクシ カ														２．地域福祉活動推進事業				地域福祉活動計画評価推進業務 チイキ フクシ カツドウ ケイカク ヒョウカ スイシン ギョウム

																														小地域福祉ネットワーク事業(生活支援コーディネーター含) ショウチイキ フクシ ジギョウ セイカツ シエン ガン

																														地域福祉活動モデル事業（調査研究含） チイキ フクシ カツドウ ジギョウ チョウサ ケンキュウ フク

																														地域福祉活動支援・推進事業（車両等貸出含） チイキ フクシ カツドウ シエン スイシン ジギョウ シャリョウ トウ カシダシ ガン

																		Ⅱ,地域福祉係 チイキ フクシ カカ												子育て支援事業(ファミサポ事業含） ジギョウ ガン

																														サテライトデイ(いきいきサロン)事業 ジギョウ

																														介護予防事業 カイゴ ヨボウ ジギョウ

																														多機能いきいき拠点事業（あいあい自動車･お元気サポ事業含） タキノウ キョテン ジギョウ ジドウシャ ゲンキ ジギョウ ガン

																										３．各種団体業務				民生委員・児童委員協議会 ミンセイ イイン ジドウ イイン キョウギカイ

																														老人クラブ連合会 ロウジン レンゴウカイ

																														心身障がい者福祉会（障がい児含） シンシン シャ フクシ カイ ショウ ジ フク

																														母子父子寡婦福祉会 ボシ チチ シ カフ フクシ カイ

																														ボランティア連絡協議会 レンラク キョウギカイ

																														福祉施設連携事業 フクシ シセツ レンケイ ジギョウ

		事務局長　 ジム キョクチョウ				次長(心得) ジチョウ ココロエ																				４．福祉人材養成事業 ジギョウ				介護職員初任者研修 カイゴ ショクイン ショニンシャ ケンシュウ

																														介護実務者研修

																														介護福祉士・ケアマネ試験対策講座 カイゴ フクシシ シケン タイサク コウザ

																														実習生受入事業 ジッシュウセイ ウケイレ ジギョウ



																										１．地域包括支援センター チイキ ホウカツ シエン				高齢者総合相談業務(認知症初期集中支援業務含） コウレイシャ ソウゴウ ソウダン ギョウム ニンチ ショウ ショキ シュウチュウ シエン ギョウム ガン

																														権利擁護業務 ケンリ ヨウゴ ギョウム

																		Ⅲ,相談支援係 ソウダン シエン カカ												包括的・継続的ケアマネ業務 ホウカツテキ ケイゾクテキ ギョウム

																														介護予防ケアマネ業務 カイゴ ヨボウ ギョウム

																										２．ふれあい相談センター ソウダン				一般相談（心配ごと他） イッパン ソウダン シンパイ ホカ

																														専門相談（法律、人権、行政相談） センモン ソウダン ホウリツ ジンケン ギョウセイ ソウダン

																										３．障がい者虐待防止センター ショウ シャ ギャクタイ ボウシ				虐待届出受理 ギャクタイ トドケデ ジュリ

																														虐待防止相談、広報等 ギャクタイ ボウシ ソウダン コウホウ トウ



																										１．権利擁護事業 ケンリ ヨウゴ ジギョウ				成年後見制度利用支援 セイネン コウケン セイド リヨウ シエン

																														法人後見業務 ホウジン コウケン ギョウム

																		Ⅳ,福祉支援係 フクシ シエン カカ								２．日常生活自立支援センター ニチジョウ セイカツ ジリツ シエン				基幹型業務 キカン ガタ ギョウム

																														支援業務 シエン ギョウム

																										３．生活困窮者支援事業 セイカツ コンキュウシャ シエン ジギョウ				生活福祉資金業務（町福祉資金貸付含） セイカツ フクシ シキン ギョウム チョウ フクシ シキン カシツケ ガン

																														生活困窮者相談支援業務 セイカツ コンキュウシャ ソウダン シエン ギョウム

																														家計相談業務 カケイ ソウダン ギョウム



																										１．老人福祉センター ロウジン フクシ				老人生きがい事業業務(一般浴･歩行浴の運営、 ロウジン イ ジギョウ ギョウム イッパン ヨク ホコウ ヨク ウンエイ

																														各生きがい講座業務、相談業務、喫茶しらゆり業務等） カク イ コウザ ギョウム ソウダン ギョウム キッサ ギョウム トウ

												在宅福祉課 ザイタク フクシ カ																		温泉スタンド業務

																										２．配食サービス事業 クバ ショク ジギョウ				介護食等の給食配達業務 カイゴ ショク トウ キュウショク ハイタツ ギョウム



																 Ⅴ,在宅福祉係 ザイタク フクシ										３．居宅介護支援事業所けやき キョタク カイゴ シエン ジギョウショ				居宅介護支援（ケアマネ）業務 キョタク カイゴ シエン ギョウム

																														相談支援（障がい児者ケアマネ）業務 ソウダン シエン ショウ ジ シャ ギョウム

																														認定調査業務（介護保険・障害者総合支援） ニンテイ チョウサ ギョウム カイゴ ホケン ショウガイ シャ ソウゴウ シエン

																										４．ホームヘルパーステーション
　　けやき				訪問介護業務（介護保険、介護予防・総合事業含） ホウモン カイゴ ギョウム カイゴ ホケン カイゴ ヨボウ ソウゴウ ジギョウ フク

																														居宅介護業務（障害者総合支援） キョタク カイゴ ギョウム ショウガイシャ ソウゴウ シエン

																														移動支援業務（同行援護、ガイドヘルプ） イドウ シエン ギョウム ドウコウ エンゴ

																														在宅高齢者生活援助員業務（ふれあいヘルプ） ザイタク コウレイシャ セイカツ エンジョ イン ギョウム

																										５．デイサービスセンターけやき				通所介護業務(介護予防・総合事業含) ツウショ カイゴ ギョウム カイゴ ヨボウ ソウゴウ ジギョウ フク

																														障害者訪問入浴業務 ショウガイシャ ホウモン ニュウヨク ギョウム

																														日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

																										６．訪問看護ステーションけやき ホウモン カンゴ				介護保険訪問看護業務 カイゴ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム

																														医療保険訪問看護業務 イリョウ ホケン ホウモン カンゴ ギョウム



																										７．保険等事務業務 ホケントウ ジム ギョウム				介護保険・障害者総合支援事業の経理・庶務 カイゴ ホケン ショウガイシャ ソウゴウ シエン ジギョウ ケイリ ショム

																														集金業務 シュウキン ギョウム

																				常務理事･課長 ジョウム リジ カチョウ						８．わかば作業所 サギョウ ショ				就労継続支援B型業務 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ ギョウム

																														生活介護業務 セイカツ カイゴ ギョウム

																														精神障害者デイケア業務（こもフレンズ） セイシン ショウガイシャ ギョウム

																														日中一時支援業務 ニッチュウ イチジ シエン ギョウム

																										９．やすらぎ荘 ソウ				会館貸出業務 カイカン カシダシ ギョウム

																														バス運行業務 ウンコウ ギョウム

																										10．ことぶき人材センター ジンザイ				高齢者職業斡旋業務 コウレイシャ ショクギョウ アッセン ギョウム
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