
社会福祉法人

飯田市社会福祉協議会

活動のあらまし活動のあらまし



飯田市社会福祉協議会は、飯田・下伊那14市町村
の基幹的社協として、南信州エリアで広く福祉活動
を展開しています。地域の一人ひとりが抱えている
悩みを地域全体の課題としてとらえ、課題解決に取
り組むことにより、誰もが安心して暮らせる福祉の
まちづくりの実現を目指します。

活動の財源は、県や市からの補助金および受託金
のほか、社協会費や寄附金、赤い羽根共同募金の
配分金等から成り立っています。中でも、市民の皆
様にご協力いただく社協会費は、充実した地域福
祉活動を進めるうえで貴重な財源となっています。
また、介護保険事業は、介護保険事業収入で運営し
ています。

わたくしたちは
地域と命の尊さを守るため
「新たな福祉の創造による改革」を行い
地域社会に貢献します

社会福祉協議会（通称「社協」）は、社会福祉法に基
づき組織された民間の福祉団体です。地域福祉の
推進を図ることを目的に、住民をはじめ、ボランティ
アや民生委員、社会福祉施設、保健・医療・教育等の
関係機関の参加・協力を得ながら、幅広いネットワ
ークを活かして活動しています。

住民の皆様にとってもっとも身近な地域で活動する
市区町村社会福祉協議会と、それを支援する都道
府県・指定都市社会福祉協議会、全国の連絡調整
を行う全国社会福祉協議会があります。

概要

社会福祉協議会とは社会福祉協議会とは

基本理念基本理念

飯田市社会福祉協議会について飯田市社会福祉協議会について
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施設サービス課

遠山地域事業課

特別養護老人ホーム第二飯田荘

特別養護老人ホーム飯田荘

特別養護老人ホーム遠山荘

地域福祉推進係

生活相談支援係

地域包括支援係

権利擁護支援係

社協介護相談センター

社協ヘルパーステーション

福祉サービス係

上郷デイサービスセンター

竜東デイサービスセンター

北部デイサービスセンター

いいだデイサービスセンター

組織図 監事

第三者委員会

1号会員（市内全世帯）
2号会員（社会福祉団体・更生保護団体等）
3号会員（社会福祉事業を経営する法人）
4号会員（ボランティア団体・市民活動団体等）
5号会員（行政等）

（2022.4.1現在）

部会

委員会

会長
副会長
常務理事

評議員会

総務課
総務係

地域福祉課

在宅サービス課

事務局

•飯田市心配ごと相談所
•飯田市生活就労支援センター

総務係

総務係経営企画係

•飯田市共同募金委員会事務局

•いいだ成年後見支援センター

•いいだ地域包括支援センター
•いがら地域包括支援センター
•かわじ地域包括支援センター

•ふれあい福祉センター
•飯田市ボランティアセンター
•飯田市ファミリーサポートセンター
•飯田市結婚相談所

•南信濃地域包括支援センター
•南信濃介護相談センター
•南信濃ヘルパーステーション
•南信濃デイサービスセンター
•地域福祉遠山担当
•福祉研修センター
•障害者等活動支援センター（つくしんぼ）
•高齢者共同住宅
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《通所事業部門》



通院や買い物の際に、一人では公共交通機関の利用が
困難な方のため、地域で取り組む福祉車両等による送迎
サービスの立ち上げ、運営を支援します。

外出時の付き添いや代行などの高齢者の生活支援や、一
人暮らしの高齢者等に安否確認をしながら温かいお弁当
をお配りしています。
●ファミリーサポートセンター（生活支援）
●配食サービス（遠山地域）

子どもの送迎や長期休みの中の託児など、子育て世帯の
サポートをします。また、出産後3か月の世帯の家事サ
ポートも行っています。
●ファミリーサポートセンター（子育て支援）
●産後ママサポート（産後家庭の家事支援）

市内に居住または勤務されている方等を対象に、各地区
結婚相談員と協力した相談窓口の開設のほか、婚活パー
ティーやセミナー、お見合いのセッティング等を行ってい
ます。

市内20地区に地域福祉コーディネーターを配置し、住民
支え合いマップの取り組みやふれあいサロンの実施等、
地域における見守り支え合い活動の取り組みを支援しま
す。また、それらの活動に対する経費の助成を行います。

地域住民の健康長寿に向けた介護予防等の事業を推進
しています。
●地域介護予防活動推進事業
地域住民が主体となって行う介護予防教室（通所型サー
ビスB事業）の立ち上げ、運営を支援します。また、運営に
携わる介護予防サポーターの養成を行います。
●家庭介護者交流事業
各地区で実施する在宅介護者ふれあい相談会に対して、
経費の助成を行います。
●敬老の日事業
毎年9月に行われる、100歳および長寿上位3名の方の
敬老祝賀訪問にて、祝品を提供しています。

地域福祉コーディネーターとは？

地域福祉事業

地域支え合い活動推進事業地域支え合い活動推進事業

長寿社会事業長寿社会事業

高齢者支援事業高齢者支援事業

福祉有償移送サービス福祉有償移送サービス

結婚相談結婚相談

子育て支援事業子育て支援事業

ボランティアコーディネーターがボランティア活動の紹介
や支援を行います。また、各種講座の実施を通じて、ボラ
ンティアの養成やスキルアップを目指し、ボランティアの
輪を広げていきます。
●ボランティアに関する相談
●機材等の貸し出し
●ボランティア保険加入の推進
●ボランティア養成
●災害救援ボランティアコーディネーターの養成
●福祉教育（出前福祉講座等）
●学生ボランティア活動の推進
●フードドライブ活動

ボランティアセンターボランティアセンター

地域福祉課題の解決に向けた地域住民による活動を開
発・支援する専門の職員です。各地区の健康福祉委員や
民生児童委員等と連携して課題解決に取り組みます。

4



生活困窮者自立支援法に基づき、生活や就労、経済的な
困りごとに関する相談をお受けしています。一人ひとりの
意思を尊重しながら、自立に向けた具体的目標や、そのた
めに必要な支援の内容を一緒に考え、法的サービスや地
域資源を活用したマイプランを作成して、相談支援を行
います。

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等によ
り判断能力が十分でない方を、法律的に支援する制度で
す。障がいのある方の人権を尊重し、住み慣れた地域で安
心して自分らしい生活を送れるように、成年後見制度に
関する相談や、制度の普及啓発活動を行います。

高齢者の総合的な相談窓口として、市内4ヶ所に地域包
括支援センターを設置しています。主任ケアマネジャー、
保健師、社会福祉士等が、各関係機関と連携した支援の
ほか、介護予防や権利擁護のための活動を行っています。
また、これらの活動を通じて、高齢者の皆様が住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けられるよう、地域のネットワ
ークづくりにも取り組みます。

飯田市生活就労支援センター
（まいさぽ飯田）
飯田市生活就労支援センター
（まいさぽ飯田）

いいだ成年後見支援センターいいだ成年後見支援センター

地域包括支援センター地域包括支援センター

寄附金品を受け入れ、地域福祉事業等に活用させていた
だきます。

善意銀行善意銀行

障がいのある方の社会参加を促進するため、趣味教室や
文化芸術作品展を開催しています。また、障がいに対する
地域の理解を深めるため、障がい者の活動体験等を実施
しています。

日常生活における心配ごとや困りごとの相談をお受けし
ます。いずれの相談も無料で、秘密は厳守します。
●一般心配ごと相談（当社協職員による相談）
●特別心配ごと相談（裁判所OB等による相談）
●法律相談（弁護士による予約制の相談）
●女性のための法律相談（弁護士による予約制の相談）

低所得世帯及び高齢者または障がい者の世帯に対し、生
活の安定と経済的自立を目的とした貸付を行います。飯
田市社協が行う「生活つなぎ資金貸付事業」と長野県社
協が行う「生活福祉資金貸付事業」があります。

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十
分でない方のために、福祉サービスの利用や日常的な金
銭管理のお手伝いをします。

障がい者支援事業障がい者支援事業

心配ごと相談心配ごと相談

貸付事業貸付事業

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業

おマメで体操

飯田の四季や文化を取り入れ、楽しく体を動かせるよ
うに考案した飯田市社協オリジナルの介護予防体操で
す。地域包括支援センターでは、おマメで体操の普及活
動に取り組んでいます。

おマメで体操イメージキャラクター

マメ太郎　　マメ子
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市内在住の60歳以上の方を対象とした共同住宅と、障が
いのある方のための作業所を設置しています。

福祉人材の確保・育成のため、介護福祉士や看護師、保
健師を目指す学生を対象とした奨学金制度を実施して
います。当社協や飯田下伊那の介護保険事業所等に就職
した場合、償還が最大で全額免除されます。

市内全戸配布の情報誌「おマメで」を年4回発行し、当社
協の事業内容のほか、ボランティアや地域福祉に関する
様々な取り組み等を紹介しています。

利用者が適切な介護サービスを受けられるよう、ケアマ
ネジャーが居宅介護サービス計画（ケアプラン）を作成
し、サービス事業者等との連絡調整を行います。

ホームヘルパーがご自宅を訪問し、身体介護（食事介助、
衣類の着脱、排せつ介助、身体の清拭等）や生活援助（買
い物、調理、掃除、洗濯等）を行って、在宅での生活を支援
します。要介護認定を受けた方等を対象としたサービス
のほか、障がいのある方向けのサービスや、介護保険外の
サービスを行っています。

介護保険事業 その他

介護相談センター介護相談センター

ヘルパーステーションヘルパーステーション 奨学金制度奨学金制度

南信濃高齢者共同住宅・南信濃障がい者等
活動支援センター（つくしんぼ）
南信濃高齢者共同住宅・南信濃障がい者等
活動支援センター（つくしんぼ）

社協情報おマメでの発行社協情報おマメでの発行

要介護認定を受けた方等を対象に、健康チェックやレク
リエーション、昼食、入浴等のサービスを提供する日帰り
施設です。

日常生活において常に介護が必要で、ご自宅での生活が
困難な高齢者等を対象に、食事、入浴、排せつ等の介護
のほか、機能訓練や健康管理、栄養管理等のサービスを
提供する入所施設です。短期間だけ入所して同様のサー
ビスが受けられる短期入所生活介護（ショートステイ）も
受け入れています。

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

デイサービスセンターデイサービスセンター

飯田市福祉会館（さんとぴあ飯田）は、社会福祉に関する
活動を行う団体・個人や、高齢者、障がい者が、積極的に
福祉活動に参加するための拠点として設置された施設で
す。対象の団体・個人は、会館利用料が免除されます。

共同募金は、使いみちや集める額を事前に定めて募る計
画募金で、集めた募金は、高齢者や障がい者、児童・青少
年等、支援を必要としている方々や、地域におけるよりよ
いまちづくりのために役立てられます。

飯田市福祉会館（さんとぴあ飯田）飯田市福祉会館（さんとぴあ飯田）

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
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総務課
総務係
〒395-0024 飯田市東栄町3108-1 さんとぴあ飯田2階
TEL 0265-53-3040　FAX 0265-53-3186

…………………………………………………………………
地域福祉課
地域福祉推進係
〒395-0024 飯田市東栄町3108-1 さんとぴあ飯田2階
TEL 0265-53-3181　FAX 0265-53-3183
・ファミリーサポートセンター　TEL 0265-53-3181
・ボランティアセンター　　　　TEL 0265-53-3182
・飯田市結婚相談所　　　　　TEL 0265-53-3181
生活相談支援係
飯田市心配ごと相談所
〒395-0024 飯田市東栄町3108-1 さんとぴあ飯田2階
TEL 0265-53-3180　FAX 0265-53-8692

飯田市生活就労支援センター（まいさぽ飯田）
〒395-0024 飯田市東栄町3108-1 さんとぴあ飯田2階
TEL 0265-49-8830　FAX 0265-49-8692
いいだ成年後見支援センター
〒395-0024 飯田市東栄町3108-1 さんとぴあ飯田2階
TEL 0265-53-3187　FAX 0265-53-3183

地域包括支援係
・いいだ地域包括支援センター
〒395-0031 飯田市銀座3-7 銀座堀端ビル2階
TEL 0265-56-1595　FAX 0265-56-5505
・いがら地域包括支援センター
〒395-0155 飯田市三日市場406-31
TEL 0265-28-2361　FAX 0265-28-2362
・かわじ地域包括支援センター
〒399-2431 飯田市川路3467-2 
TEL 0265-27-6052　FAX 0265-27-5023

…………………………………………………………………
在宅サービス課
・請求事務
〒395-0024 飯田市東栄町3171-1  
TEL 0265-49-8173　FAX 0265-53-7576

介護相談センター
・社協介護相談センター
〒395-0004 飯田市上郷黒田360-4 高松ビル1階
TEL 0265-53-7581　FAX 0265-48-0413

ヘルパーステーション
・社協ヘルパーステーション 
〒395-0024 飯田市東栄町3171-1
TEL 0265-53-2035　FAX 0265-53-7576

デイサービスセンター
・上郷デイサービスセンター
〒395-0002 飯田市上郷飯沼2212-1
TEL 0265-53-4811　FAX 0265-53-4855
・竜東デイサービスセンター
〒399-2603 飯田市下久堅知久平123
TEL 0265-29-8189　FAX 0265-29-8199
・北部デイサービスセンター 
〒395-0004 飯田市上郷黒田2112-1
TEL 0265-53-8155　FAX 0265-53-8815
・いいだデイサービスセンター
〒395-0024 飯田市東栄町3171-1
TEL 0265-53-7571　FAX 0265-53-7576
…………………………………………………………………
施設サービス課
・特別養護老人ホーム 飯田荘（ゆとぴ いいだ）
〒395-0024 飯田市東栄町3137-2
TEL 0265-23-7888　FAX 0265-53-3451
・介護予防拠点施設（おまめでサロン）
〒395-0024 飯田市東栄町3137-2  
TEL 0265-48-5206　FAX 0265-48-5207
・特別養護老人ホーム 第二飯田荘
〒395-0024 飯田市東栄町3171-1
TEL 0265-53-6677　FAX 0265-53-5855
…………………………………………………………………
遠山地域事業課
・特別養護老人ホーム遠山荘
〒399-1311 飯田市南信濃和田1550
TEL 0260-34-5522　FAX 0260-34-5582

福祉サービス係
・南信濃地域包括支援センター
〒399-1311 飯田市南信濃和田1550
TEL 0260-34-1066　FAX 0260-34-2102
・南信濃介護相談センター
〒399-1311 飯田市南信濃和田1550
TEL 0260-34-1062　FAX 0260-34-2102
・南信濃ヘルパーステーション
〒399-1311 飯田市南信濃和田1550
TEL 0260-34-2461　FAX 0260-34-2102
・南信濃デイサービスセンター
〒399-1311 飯田市南信濃和田1550
TEL 0260-34-2106　FAX 0260-34-2102
・地域福祉遠山担当
〒399-1311 飯田市南信濃和田1550
TEL 0260-34-5591　FAX 0260-34-2102
・南信濃障害者等活動支援センター（つくしんぼ）
〒399-1311 飯田市南信濃和田1556
TEL 0260-34-2856　FAX 0260-34-2856
・南信濃高齢者共同住宅
〒399-1311 飯田市南信濃和田1550
TEL 0260-34-2681　FAX 0260-34-5582

お問い合わせ先
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社会福祉法人 飯田市社会福祉協議会
〒395-0024 長野県飯田市東栄町3108-1 さんとぴあ飯田2階
総務課　TEL 0265-53-3040　FAX 0265-53-3186
http://www.iidashakyo.or. jp/

中央自動車道 至松川I.C至阿智村

飯田I.C

至名古屋

至高森町
至下條村
（R151）

R153

りんご並木

●飯田合同庁舎
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飯田商工会館

飯田市役所●

飯田駅

さんとぴあ飯田（飯田市福祉会館）

吾妻町

伝馬町一二丁目

城東東

別府 高屋

上殿岡

飯田市役所前
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