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老健ここちの郷
市の取組

制度政策の動向

きいとサロン
きいとカフェ

ワンデイワークショップ 介護勉強会 てんびん倶楽部 障がい児者入浴支援

1993年 平成５年 8月 法人設立登記(2日） ・福祉人材確保指針（4月）

1994年 平成６年 4月 特別養護老人ホーム清水苑　開所(1日）
短期入所・デイサービス・在宅
介護支援センター併設

・「21世紀福祉ビジョン」（3月）
・新ゴールドプラン策定（12月）
※老齢人口14％超（高齢社会）

1995年 平成７年
・阪神淡路大震災（1月）
・「高齢社会対策基本法」施行（12月）

1996年 平成８年 ・「高齢社会対策大綱」閣議決定(7月）

1997年 平成９年 ・「介護保険法」成立(12月）

1998年 平成10年
・「特定非営利活動促進法」（3月）
・「社会福祉基礎構造改革について」（中間
まとめ）

1999年 平成11年 ・「地方分権一括法」成立(7月）
・「ゴールドプラン21」策定（12月）

4月 居宅介護支援事業開始（1日）

6月 デイサービスセンター増員（1日） 25名へ

施設入所定員増員(1日） 50名→54名

短期入所定員減員(1日） 20名→16名

12月 施設入所　利用定員(1日） 54名→84名

9月

12月
施設入所でグループ単位のケア開始
(1日）

さくら・もみじ・あじさい・な
のはな

6月 デイサービスセンター定員増員(1日） 25名→30名

2月 合併により東近江市五個荘に(11日）

介護老人保健施設ここちの郷開設(1日）

入所75名　通所リハ24名

2006年 平成18年

2007年 平成19年 国連「障害者の権利条約」に署名	

2008年 平成20年 後期高齢者医療制度開始

2009年 平成21年 4月 市地域福祉計画策定委員就任

2010年 平成22年

2011年 平成23年 市地域福祉計画推進委員就任（理事長）
東日本大震災
東近江市第一次地域福祉計画（～平
成29年3月）

1月

4月

8月

11月
「ごかしょう安心サポート委員
会」に参加開始

3月

4月

6月 現理事長就任(1日）

ＮＤソフトウエア「ほのぼのＮＥＸＴ」導入 介護福祉業務管理システム

7月

12月

5月 介護記録「ほのぼのＮＥＸＴクラウド」導入 記録のデジタル化（業務負担軽減） 「子どもの貧困対策に関する大綱」

10月 地域密着型特養きいと開設(1日）

入居29名　ショートステイ10名 全室個室・ユニット型（４ユニット）

3月
「五個荘エリア三方よし
研究会」開催（24日）

介護保険法改正
予防給付サービス（訪問介護、通所介
護）の介護予防・日常生活支援総合事業
への移行開始（2018年3月31日まで）

4月

5月 「チーム五個荘」に改名(19日）

7月 第3回チーム五個荘(21日）

8月 川並町自治会夏祭りに出店開始

9月 第4回チーム五個荘(28日）

11月 「てんびん倶楽部」に改称・開催(24日）

1月 第6回（26日）：平野先生講義

3月 第7回（29日）
社会福祉法等の一部を改正する法律
成立・公布（31日）

5月 第8回（28日）

7月 第9回（26日）

9月 第10回（27日）

10月
地域支援担当職員1名配

置（兼務）

11月 地域向け研修会(24日）

12月 第11回（13日）

1月

2月 第12回（21日）出前講座開始
厚労省「『地域共生社会』の実現に
向けて（当面の改革工程）」（７
日）

3月 第13回（29日） てんびん倶楽部で初出前講座

4月 第2次五個荘地区住民福祉活動推
進会議委員就任（理事長・辻）

東近江市第二次地域福祉計画開始
（～平成33年）

5月 第14回（23日）

6月
・一層協議体（いっそう元気東近
江）に参加(辻）
・市社協理事に就任（理事長）

7月 第15回（25日）

8月 第1回推進会議(31日） 五個荘地区総合防災訓練に初参加

9月 開始(7日） 第16回（26日） 市社会福祉法人ラウンドテーブル趣旨説明(12日）

10月 第2回推進会議（3日） 市社会福祉法人ラウンドテーブル①（25日）

11月 第17回（28日） 第3回推進会議（6日） 五個荘ふれあい広場に初独自出店 市社会福祉法人ラウンドテーブル②（24日）

12月 第4回推進会議（11日） 市社会福祉法人ラウンドテーブル③（18日）

1月 第18回（23日）

3月 第19回（20日） 第5回推進会議(7日）

4月 ここちの郷「超強化型老健」に 5日・19日
第6回推進会議（12日）
事務局打合せ（16日）
第7回推進会議（23日）

山本町の見守り会議に参加開始
社会福祉法一部改正で地域福祉計画
策定が努力義務化

5月 20日・24日 第20回(22日） 市民協働推進委員就任（辻）

6月 7日・21日
開始（15日）
(＠清水苑）

第8回推進会議(8日） 川並町支え合い会議参加開始

7月 5日・19日 第21回（24日） 20日（＠きぬがさ） 第9回推進会議（23日）

8月
定款変更：
「認定生活困窮者就労訓練事業の経
営」を追加

2日・30日 17日（同上）

9月 6日・20日 開始(28日） 第22回（25日） 21日（同上） 第10回推進会議(11日） ひがしおうみし福祉のまちづくり会議（11日）

10月 4日・18日 26日 19日（同上） 第11回推進会議（30日）

11月 1日・15日 30日 第23回（27日） 16日（同上） 第12回推進会議（27日）

12月 6日・20日 21日 わがまち協働大賞入賞授賞式 21日（同上）

2016年 平成28年

2017年 平成29年

2018年 平成30年

2013年 平成25年

2014年 平成26年

2015年 平成27年

2003年 平成15年

2005年 平成17年

2012年 平成24年

2000年

2001年

平成12年

平成13年

2002年 平成14年

「障害者差別解消法」
「生活困窮者自立支援法」(2015年4
月施行）

「障害者総合支援法」(2013年4月施行）

「介護保険法」改正（2006年４月施行）
「障害者自立支援法」（2006年４月施
行）
「高齢者虐待防止法」（2006年４月施
行）

厚生省「2015年の高齢者介護」とりまと
め
障害者支援費制度施行

記事 備考

社会福祉法人六心会の経営事業及び地域における公益的活動の推移

子ども食堂
（コミュニティ
食堂てんびんの
里みなみ）

拠点：地域密着型特養きいと

地域貢献活動
推進体制

関連事項
五個荘地区住民福祉活動推進
委員会
⇒五個荘地区住民福祉会議

4月

デイサービスセンター土曜営業開始(1日）

サービス提供エリアの拡大（五個荘町→五個荘町・安土町・能登川
町）

10月

・介護保険制度施行（4月）
・改正成年後見制度施行(4月）
・社会福祉法施行（03/4全面施行）

「きいと地域交流

スペース開放推進

会議」開始

合計100名
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子ども食堂
（コミュニティ
食堂てんびんの
里みなみ）

拠点：地域密着型特養きいと

地域貢献活動
推進体制

関連事項
五個荘地区住民福祉活動推進
委員会
⇒五個荘地区住民福祉会議

1月 17日 25日 第24回（22日）
事務局打合せ(7日）
第13回推進会議（28日）

2月 7日・21日 22日
事務局打合せ（19日）
自治会カルテプレ調査(山本）
（5日）

3月 9日・28日 第25回（19日） 15日（同上） 第14回推進会議（7日）

4月

「きいと地域交流スペー
ス活用ミーティング」に
改組
第3回（4/8）第4回（24
日）

11日・25日 19日（同上） 事務局打合せ(9日）
五個荘地区社協理事就任（辻）
滋老協事務局受託（～3月）

5月 第5回（21日） 9日・23日 第26回（28日） 17日（同上） 第15回推進会議（7日）

6月 第6回（6日）第7回（26日） 6日・20日
開始(10日）

（和菓子教室）
21日（同上） 事務局打合せ（17日） 五個荘まち協運営委員就任(辻）

7月 第8回（16日） 4日・18日 13日 26日 第27回（23日） 19日（同上）

自治会カルテ訪問（川並）
（24日）
自治会カルテ訪問（金堂）
（26日）

8月 第9回（12日） 1日・15日 20日 30日 16日（同上）

自治会カルテ訪問（塚本）
（11日）
自治会カルテ訪問（小幡）
（25日）

9月 第10回(6日） 5日・19日 12日 27日 第28回(24日） 20日（同上）

自治会カルテ訪問（宮荘町）
（3日）
自治会カルテ訪問（五位田）
（13日）
自治会カルテ訪問（七里）
（27日）

10月 外国人技能実習生受入開始 第11回(4日） 3日・17日 10日 25日 18日（同上）
自治会カルテ訪問（簗瀬）
（25日）

11月 第12回(1日） 7日・21日 8日 29日 第29回(26日） 15日（同上）

12月 第13回（2日） 5日・19日 13日 20日

1月
地域生活支援事業者登録（障害者入
浴サービス事業）

ここちの郷 第14回（7日） 9日・23日 16日 31日 第30回（28日）

2月 持ち物チェックアプリの導入 清水苑ショートステイ 第15回（10日） 6日・20日 19日 28日
地区社協・市社協・六心会MT
（10日）

3月 第16回（4日）第17回（24日）
開始(17日）
（1名利用）

五個荘地区住民福祉活動推進
会議事務局MT（地区社協・ま
ち協・コミセン・市社協・六
心会）

地域支援担当職員1名増
員（専任1名・兼任１
名）

第18回（14日）

事務局会議（13日）

受託申請（19日）
選定(29日）
五個荘地区住民福祉会議（第二層協
議体）正式発足(29日）

6月
六心会地域貢献活動推
進ミーティングに改称
第20回（23日）

2日・9日・16
日・30日

19日（結神社）
事務局受託（1日）
コア会議（4日）
第1回全体会議（23日）

地区社協事務局会議参加開始
（辻・奥村）(1日）

改正社会福祉法（地域共生社会の実
現のための社会福祉法等の一部を改
正する法律案）成立（10日）

7月 第21回（21日） 16日 第32回（28日） 7日・14日・28日 17日（結神社）

事務局会議（10日）
リーダー・サブリーダー
（L/SL）合同会議
(子ども)L/SL会議（30日）

8月
定款変更：
「障害者福祉サービス事業の経営」
を追加

第22回(18日）
4日・11日・18
日・25日

21日（結神社） (自治会)L/SL会議(24日）
川並町防災連携会議開始（川並
町・きぬがさ・清水苑：6日）

9月 第23回(23日) 第33回（29日）
1日・8日・15
日・22日・29日

18日（結神社）

第2回全体会議(3日）
防災。減災と地域福祉の集い
(共催：5日）
自治会訪問（取材）開始

川並町防災連携会議（8日）

川並町防災連携会議（6日）

地区定例民協参開始（14日：
辻・奥村）

10月 第24回(29日）
6日・13日・20

日・27日
24日（結神社） 自治会訪問（取材）

2019年 平成31年

2020年 令和２年

コア会議（13日）4月 7日・14日・21日・
28日

中止
（インフルエ
ンザ感染防

止）

中止
（インフルエ
ンザ→新型コ
ロナウイルス
感染防止）

12日・19日・26日5月 第31回（26日）第19回(20日）

中止
（新型コロナウイルス感染防止）


