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少子高齢化が益々進むなか、住民同士がお互い支え合い、助け合い、誰もが安心して暮らすことが
できる地域社会の実現を目指し、地域福祉活動を推進していくという立場で生活支援体制整備を確立
するため 28 年度から生活支援コーディネーターを 2 名配置し諸事業を展開しました。
又、介護保険法に基づき地域の介護サービス事業者として、職員の資質向上に努め、サービス全体
の質の向上に心がけ諸事業を運営しました。
６事業会計の安定した事業運営を進めながら下記の事業を実施しました。

１

① 法人運営事業会計

② 共同募金配分金事業会計

③ 高齢者支援事業会計

④ 訪問介護事業会計

⑤ 居宅介護支援事業会計

⑥ 自立支援事業会計

企画・啓発・研修事業の推進
① 「社協だより」の発行（年６回の発行）
② 「災害時住民支え合いマップ」の見直し ５月～７ 月
③

２３ 会場

約５９２人の参加

研修会・講演会の開催及び他団体の主催事業への参加
○いきいき講座の開催（様々な体験や講座を通して地域住民の交流と仲間づくり）
主なテーマ
① 手話でひなまつり
② 地元の食材を使ったチョコレート菓子作り
③ 木祖村産の藁で作るお正月リース
○第１７回木曽ブロックボランテイア地域活動フォーラムへの参加
①講演会
・日時：平成２９年８月２９日（火） 場所：木祖村村民センター
・講師 郷土史家

澤頭 修自 氏

演題 日本遺産に指定された木曽路

②体験コース
・水木沢、薮原宿散策他
○認知症サポーター養成講座の開催
・認知症やその家族を地域での見守りや支援をするための養成講座
民生児童委員・健康推進員を対象に実施
○一般住民の協議体メンバーに向けた講演会の開催
・平成２９年７月１３日（木）
地域ケア総合研究所 所長 竹重 俊文

氏 「誰もが住み慣れた地域で暮らすこと」

大桑村社協「地域ささえ隊」事例発表
２

ボランティア活動の推進
① ボランティア活動参加者の拡大と地区福祉活動の推進
○ふれあいいきいきサロンの開催支援
各地区で開催されるいきいきサロンの活動支援
サロン開催文書作成や運営についての相談等を実施

○木曽地域タウンミーティング
平成３０年２月１３日（火）木曽合同庁舎
「木祖村手話サークル」活動紹介
○シニア大学木曽学部学習会への参加
○ボランティア活動保険

ふれあいサロン保険に加入

② ボランティアコーディネーターによる調整と活動の充実
○ボランティア登録台帳の整理

登録者数 １８０名

○ボランティア活動の相談や支援を行い、活動の調整や紹介の実施
③ 木祖村住民のつどい
○木祖村住民のつどい開催
日時：平成２９年１２月１６日

場所：村民センター

講師：NPO 法人ヒューマンネットながの

川崎 昭仁 氏 演題：「車イスのギタリスト」

・平成３０年度ボランティア登録依頼
④ 地域ふれあい交流会

（薮原・小木曽・菅吉田地区で開催）

・地域のみなさんの交流を目的に開催
・３月１２日（転作研修センター）
・３月１３日（ねぎや）
・３月１４日（林業会館）
・ヴィオラ奏者 般若

佳子さんによる「こころと身体にやさしいコンサート」

⑤ 広報活動
ボランティアセンターだより「ひよこ」を年６回発行
⑥ 小学校、中学校との連携
○福祉活動協力依頼と提案
・配食サービス「あったか弁当」の表紙づくり、アイ愛アイメールサービスの依頼
・木祖小学校子育て委員会との連携
・福祉授業への協力
木祖小学校：介護施設での交流会の連絡調整、生活科授業への講師派遣
木祖中学校：総合的な学習（人・ものとの結びつきを深めようのグループ）への講師派遣
や介護施設交流会の連絡調整など
・エコキャップの回収活動の協力
３

福祉団体等との連絡調整
民生児童委員協議会、教育委員会、公民館、老人クラブ、遺族会、身障者福祉協会、手をつな
ぐ親の会、お休み処ときわ、更生保護女性会、自治会等各種団体との連携を図り事業を進めまし
た。

４

介護サービス等提供事業
① 居宅介護支援事業
・サービス提供事業所と十分に連携を図り、要介護者の心身の状況や本人、家族の意向及び生
活環境等を充分踏まえ、居宅介護サービス計画（ケアプラン）を立案すると共に、各サービス事
業者と利用者間の調整や継続的な支援を行う。
・包括支援センターより委託を受けた要支援者に対し、介護予防サービス・支援計画表を作成し
各サービス事業者と利用者間の調整や支援を行う。
② 訪問介護事業
ケース検討会を定期的に開催し、要支援及び要介護者宅に訪問介護員を派遣し、家事援助や身
体介護を行う。
➂ 自立支援事業
障害のある方の自立と社会参加を促進するため、ホームヘルプサービス事業を行う。
平成２９年度各事業実績

５

居宅介護支援事業

利用者

１３１人

訪問介護事業

利用者

３５人

自立支援事業

利用者

２人

高齢者等支援事業の運営

① 貸出サービス事業
○福祉車両による貸出サービスの実施
・登録者数 ２６人 、 延べ３６回 貸出
○福祉有償運送事業
・登録者数 ２９人、運送回数２１１回、運送収入

２６８，２５０円

○福祉タクシー「ふれあい号」運行への協力
・タクシー券販売、予約受付

７８冊 ３３６，０００円

② 寝具乾燥サービス
○７０歳以上の高齢者世帯の布団・毛布などの寝具のクリーニング
・利用料半額負担：５件（林クリーニングさんの協力）
③ 訪問介護受託事業（安否確認＝声かけ訪問）
安否確認を希望される方を対象に毎月一度以上の声かけ訪問の実施し、村から配布された文
書の説明や取り次ぎなど高齢者世帯の生活支援を行った。 （延べ２３４名）
④ ミニデイサービス
７０歳以上の方を対象に毎週月、木曜日、高齢者住宅に於いて、保育園児との交流会やボラ
ンティアさんの協力によるレクリエーション、花見等のおでかけなど季節毎に行った。
・利用料

１回

９００円

・開催日数 年 ９２回

（月曜日

４４回 木曜日

４８回）

・参加者数 延べ５７６名 （月曜日２２４人、木曜日 ３５２人）
⑤ 配食・配達サービス、軽度支援等
① 毎週木曜日に、希望される７０歳以上の高齢者世帯等の方にボランティアの協力により、

「あったか弁当」の調理配達を行った。
・利用料
・配食数

１食３００円

配食回数 年 ５１回

年 １，９１８食

１回あたり ３８食

・配達ボランティア

延べ

６８人

・調理ボランティア

延べ

２４０ 人

・グループボランティア登録(調理）
（美雪の会、健光菜々グループ、ササユリの会、木祖村食生活改善推進協議会）
・個人ボランティア登録（調理３５名、配達１４名）
② 毎日型「まごころ弁当」の配達
・市販の冷凍調理済みの弁当（おかずのみ）を加熱して夕食時間に配達を行った。
延べ８３４食

利用料 1 食 ５６０円

③ 日常生活軽度支援事業
介護保険の対象とならない日常生活上、一時的に支援が必要な方に軽度な生活支援を実施。
・３０分未満２００円、３０分から６０分４００円、３０分毎に１００円
・主に通院介助・処方の受け取り・日常生活援助・生活状況など安否確認等
・登録者 ２９人・支援延べ人数

５３人

④ 高齢者世帯等除雪支援事業
自力で除雪が困難な高齢者・障がいがある方に対し、協力会員による日常生活に支
障がない範囲の除雪支援を行なった。
登録協力員

６人

登録利用会員

１５人

出動回数

６３回

⑥ 生活支援体制整備事業
地域の高齢者等がいつまでも健康で明るく暮らせる地域社会を目指し、多様な生活支援・
介護予防サービスの提供サービスを構築するため各種団体等と連携し支援体制の充実を
図った。
６

共同募金配分金事業
赤い羽根共同募金より配分された共同募金配分金事業の実施（２９年度配分金

636,759 円）

・老人福祉活動－３地域自治協への助成、アイ愛アイメールサービス ボランティア活動育成
７

募金活動の推進
① 赤い羽根共同募金運動への取り組み
１０月、自治会や企業を通じての募金活動を実施した。また募金箱を設置して募金を呼びか
けた。 募金実績 ：790,015 円
②

赤十字活動資金の取り組み
５月赤十字活動資金に取り組み、398,895 円を日本赤十字長野県支部に送付した。
○義援金の受付
源流夏祭りのチャリティ活動による 73,200 円の売上を受領。
○日赤奉仕団の活動
・６月１３日（火）奉仕団研修会

２５名参加

８

相談事業の実施
① 心配ごと相談所の開設 （人権、行政相談） 心配ごと相談員により年 5 回開設 ２人
② 無料法律相談所の実施

弁護士による無料法律相談所 ５回開催

③ 生活福祉資金貸付事業（長野県社会福祉協議会貸付事業）
④ まいさぽ木曽木祖村社協出張所開設

９

相談者

１３人

貸付者１名

相談者なし

その他の事業等
① 「すずめ塾」の運営支援
毎週金曜日開催

わら細工の作成（わら草履・サンダル・しめ飾り等）

② 友愛手紙サービス「アイ愛アイメール」の実施（年 １２回 延べ ２２８通）
70 歳以上の希望されるひとり暮らしの方に木祖小中学校児童生徒・ボランティアによる友愛
手紙サービスの送付・薮原郵便局との連携により実施した。
③ ふれあいクッキングへの開催（村との共催）
食生活からも健康で自立した生活が送れることを目的に開催
・料理教室等を年１０回開催（各地区６ヶ所、男性限定３回・未就園児の親子１回）
④ 手話サークルの運営支援
聴覚障害者の理解と手話の学習会
・毎週火曜日に開催

（年４３回）

⑤ 「一品つくろうかい」－料理作りを通して地域の交流

（2 回 延べ ７４人）

・ふれあいクッキング男性限定への参加（年３回）
⑥ 「手芸サロン」運営支援
毎月第１、第３月曜日に開催（転作研修センター）

（１９回 延べ １４１人）

⑦ 回収活動（ペットボトルキャップ、使用済み切手）
⑧ ほっとカフェの開催（笑ん館）
木祖村と共催し毎月 1 回第３水曜日に認知症とその家族の方の交流及び情報交換を目的に開
催

⑨「家庭介護者のつどい」運営支援

