令和３年度

予算

「幸せテラス まめのわ」がオープン

新拠点から地域福祉のさらなる充実・発展を！

今年度は『思いやりのこころで共生と協働の地域づく 【収入】
り』を理念に法人の運営を行い、様々な地域福祉事業、
介護保険事業、障がい者支援事業を推進していきます。

単位：円

木祖村イメージキャラクター
源流の源気くん

木祖村社協独自事業（高齢者等の支援事業）
①安否確認 《対象》70 歳以上の高齢者世帯
…定期的に声かけ訪問や安否確認を行います。
②配食サービス 《対象》70 歳以上の高齢者世帯
…毎週木曜日の昼食を配達します。毎日型配食では月
曜から金曜（祝日を除く）の夕方に、市販の冷凍の
調理済みのおかずを配達します。
③ミニデイサービス 《対象》65 歳以上の方
…毎週月・木曜日に生きがいやお楽しみを目的に実
施します。（65 歳以上の方）
④寝具乾燥サービス 《対象》70 歳以上の高齢者世帯 【支出】
…布団等をクリーニングした場合、費用の半額を補助
します。

単位：円

⑤軽度生活支援事業 《対象》65 歳以上の高齢者世帯
…日常生活上、一時的に支援が必要な方に介護保険
の対象とならないサービスを行います。

すずめ塾
わら草履づくり

⑥福祉有償運送事業
…一定の条件を満たした要介護認定者や障がい者の方
などを病院や施設に有料移送します。

手話サークル

⑦高齢者世帯等の除雪支援事業 《対象》高齢者世帯
…日常生活範囲内の除雪を、登録した協力員さんが支
援します。

無料法律相談所を開設します！
●ミニデイサービス 「てまりの会」
1 日(木)、5 日(月)、8 日(木)、12 日(月)、
15 日(木)、19 日(月)、26 日(月)、29 日(木)

●配食サービス （毎週木曜日）

弁護士さんが困りごとの対処方法や解決策を適
切にアドバイスしてくださいます。相談をご希
望される方は直接会場においでください。
★相談は無料で内容は秘密を厳守します。

○日時 ７月 １４日（水） 午前１０時～１２時
※ 受付は１１時３０分まで
○場所 幸せテラスまめのわ 相談室

１日(木)、８日(木)、15 日(木)、
22 日(木・祝)、29 日(木)

●すずめ塾 （毎週金曜日）
2 日(金)、9 日(金)、
16 日(金)、30 日(金)

●手話サークル （毎週火曜日）
６日(火)、13 日(火)、
20 日(火)、27 日(火)
編集・発行

社協事務所

配食サービス

調理・配達ボランティアさん

７月２２日（木･祝）
★活動いただける方は、木祖村社協まで
ご連絡ください。
社会福祉法人 木祖村社会福祉協議会

〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原 1191-30 幸せテラスまめのわ内
TEL）0264-36-3441
FAX）0264-36-3482
Mail） kisosyakyo@kv.kiso.ne.jp

今月のお便り
●令和２年度 事業報告・決算報告
●令和３年度 事業計画・予算
●７月の行事予定
・ミニデイサービス
・配食サービス
・すずめ塾
・手話サークル
●無料法律相談所の開設
●ボランティアさん募集

ミニデイサービス
「てまりの会」

「まめのわ」から広げよう
新しい笑顔の“わ”
木祖村社協の事務所が、
「幸せテラス まめのわ」に
移転してから３か月が過ぎようとしています。
この施設の名前には、
『いっぱいの光でみんなが照
らされる、明るい場所になりますように』、
『まずは自
分自身の健康、そして笑顔を大切に。そこから木祖村
の人々のわが広がっていきますように』という願いが
込められています。素敵な施設ができました。これか
ら、みんなで願いを形にしていきましょう。

令和２年度事業報告

コロナ禍の中、対策と工夫で各サービス支援を実施

少子高齢化がますます進む中、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、諸事
業を展開しました。
また、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。令和２年度においても、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部
事業を中止または縮小して実施しました。

主な取組み・事業
■高齢者・障がい者等支援事業の運営
１．移送サービス
福祉有償運送事業
96 回（前年比 0）
福祉車両貸出サービス
28 回（前年比 +34）
福祉タクシー（ふれあい号）運行への協力
２．寝具乾燥サービス
高齢者世帯の寝具のクリーニング ７件
３．安否確認（声かけ訪問）
高齢者世帯の訪問 218 回（前年比+22）
４．ミニデイサービス
介護予防を目的に毎週月・木曜日に開催
75 回 492 名（前年比 -8 回、-56 名）

＼ご協力ありがとうございます！／
■募金活動の推進
１．赤い羽根共同募金運動への取組み
781,784 円（前年比＋13,003 円）
２．赤十字活動資金の取り組み
①日赤長野県支部に送付
389,230 円
②令和元年台風１９号災害義援金
119,648 円

■ボランティア活動の推進
１．コーディネーターによる調整と活動の充実
①ボランティア 登録者 176 名（前年比－２８）
②ボランティア活動の相談受付や支援、連絡調整
２．「木祖村住民のつどい」開催協力
【内容】３月 28 日
講演「内視鏡と胃がん」
講師 奥原医院 奥原禎久氏
３．「ボランティアセンターだより」発行 ７回
４．コロナ禍におけるボランティア活動等
・手作りマスクの作り方普及、材料提供
・７０歳以上の高齢者世帯、一人暮らしの方に
手作りマスク配布
・「マスクお届けボックス」の設置
…寄付されたマスクの配布
・エンディングノートの配布 等
■企画調査・啓発・研修事業の推進
１．「社協だより」発行 ５回
２．「第１５回健康福祉のつどい」開催協力
１０月２５日（日） 会場参加者５７名
【内容】講演「日本とチベットを語る」
講師 バイマーヤンジン氏

７．高齢者世帯等除雪支援事業
登録会員 5 名
利用会員６名
出動回数 40 回（前年比 23）
８．生活サポート事業
障がい者・障がい児の方が自立した日常生活等を
営むことができるための支援
４名
９．子育て支援事業
妊娠期・産褥期に体調不良等により家事等を行う
ことが困難な世帯にヘルパーの派遣 １名

初めてのリモート講演

令和２年度会計決算
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【収入】

配食サービス（あったか弁当）

■介護サービス等提供事業所
１．居宅介護支援事業 利用者 144 人（前年比+15）
…居宅サービス計画を立案し、サービス事業者と
利用者間の調整や継続的な支援
２．訪問介護事業 利用者 33 人（前年比 0）
…要支援、要介護者に介護員を派遣し
生活援助や身体介護
３．自立支援事業 利用者４人（前年比 0）
…障がいのある方の自立と社会参加を促進のため、
ホームヘルプサービス
４．介護予防支援受託事業

★すずめ塾は９月から活動を再開しました。活動時間
は短くなってしまいましたが、恒例の正月飾りなど
を作り、道の駅で販売しました。

２．友愛手紙サービス「アイ愛アイメール」実施
６回 延べ８９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手紙
を薮原郵便局と連携して実施
３．「手話サークル」の運営支援（６月～）
毎週火曜日開催 年３０回
４．村総合防災訓練への参加
災害時福祉避難所への避難を想定した輸送訓練

５．配食サービス
①毎週木曜日、ボランティアの協力により手作り
弁当の調理配達
年５１回 2,117 食
②平日の夕食時冷凍お弁当の配達 276 食
６．日常生活軽度軽度支援事業
介護保険対象外の一時的な生活支援の実施
支援件数 143 人

■その他の事業等
１．「すずめ塾」の運営支援
毎週金曜日に開催 計１９回
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【支出】

利用者６人（前年比+２人）

■相談事業の実施
１．心配ごと相談所 ５回開催
２．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」
木祖村社協出張所設置 等
村総合防災訓練への参加

