令和２年度

木祖村社会福祉協議会事業報告

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。
今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や縮小しました。
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５回の発行）
② 「災害時住民支え合いマップ」の見直しは新型コロナウイルス感染症対策のため中止した。
③

研修会・講演会の開催及び他団体の主催事業への参加
○第２１回木曽ブロックボランテイア地域活動フォーラムの実施
・今年度はコロナウイルス感染拡大防止のため講演会等大勢の方々が集う形でのフォーラム
の開催ができなかったため、コロナ禍でもできるボランティア活動や地域の活動を掲載した
情報誌 11600 部作成し木曽郡内の事業所や全世帯への配付を行った。
○第１５回健康福祉のつどい」
・日時：令和２年１０月２５日（日） 午後１時３０分～
・場所：村民センター
・講師：バイマ―ヤンジン

氏

・演題：日本とチベット今を生きる（リモート講演会）
・主催：木祖村
・共催：木祖村社協、木祖小中学校 PTA
・会場参加者：５７名（コロナ感染対策のためケーブルテレビでの生中継した）
○同時開催（フードドライブ）の実施
・１０名の参加があった。
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（コロナ禍によりほとんどのサロンを中止した）
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「信州こどもカフェ」推進会議への参加
○シニア大学木曽学部学習会への協力（令和２年度は休校となったため実績はなし）
○木曽地域タウンミーティングへの参加
○ボランティア活動保険

ふれあいサロン保険に加入
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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 １７６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 令和２年度「木祖村住民のつどい」
○今年度はコロナウイルス感染拡大防止のため木祖村の協力のもと、新福祉施設完成式典と
奥原医院医師奥原禎久氏の講演をまめのわホールにおいて実施した。
④

広報活動
ボランティアセンターだより「ひよこ」を年７回発行

⑤

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：コロナ禍により実績なし
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
や連絡調整
・エコキャップの回収活動の協力
⑥ コロナ禍におけるボランティア活動等の取り組み
・使い捨てマスクの不足時に手作りマスクの作り方の普及や希望者に材料の提供
・希望される７０歳以上の高齢者世帯、ひとり暮らしの方に手作りマスクの配付
・『マスクお届けボックス』の設置（役場及び社協の２か所）手作りマスクや市販のガーゼ
マスクの寄付を募り、必要とされる方に配布
・コロナ禍でできる情報提供として役場、社協作成のエンディングノートを希望者に配布

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、手をつなぐ親の会、お休み処と

きわの会、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った。
・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・支援計画書を作成し
各サービス事業者と利用者間の調整や支援を行った。
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
体介護を行った。
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った。
令和２年度各事業実績
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居宅介護支援事業
訪問介護事業
自立支援事業
介護予防支援受託事業

利用者
利用者
利用者
利用者

１４４人（前年比＋１５人）
３３人（前年比＋－０人）
４人（前年比＋－０人）
６人（前年比＋２人）

５ 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 ３９人 、 延べ６２回 貸出
○福祉有償運送事業
・登録者数 １４人、運送回数９６回、運送収入 ２０６，９００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
１０冊 ３０，０００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：７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。（２０名 延べ２１８回）
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実施、新型コロナウイルス感
染防止対策のため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は自粛し、飲食もできなかったこともありほとんどを半日対応とし
た。
・利用料
１回 ９００円 （半日６００円）
・開催日数 年 ７５回（前年比-８回）【月曜日 3６回（-１回）木曜日３９回（-７回）】
・参加者数 延べ４９２名（前年比+５6 名）【月曜日 1４5 人（-１０名）木曜日 3４７人
（-４６名）】
⑤ 配食・配達サービス、軽度支援等
○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。 コロナ感染予防対策時は冷凍弁当で対応した。
・利用料 １食３００円
配食回数 年 ５１回（内コロナ対策４回）
・配食数
年 ２,１１７食（内コロナ対策時３５食） １回あたり ４２食
・配達ボランティア 延べ １０８人 ・調理ボランティア 延べ １９３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３３名、配達１３名）
○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）を夕食時間に配達を行った。
延べ２７６食
利用料 1 食 ５６０円
利用者７名
○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 １７人・支援延べ人数 １４３人
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○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
５人
登録利用会員 ６人
出動回数 ４０回
○生活サポート事業
障がい者及び障がい児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支
援を行う。利用者４名
また、令和２年度において制度化した「しあわせ安心自立支援事業」の利用者は１名であ
った。
○子育て支援事業
妊娠期又は産褥期にあって、育児不安や体調不良により家事又は育児を行うことが困難な
世帯に対しヘルパーを派遣し、家事の援助を行う。利用者１世帯
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。特
に今年度は、村内でのコロナウイルス感染症の発症により、サロン活動を自粛せざるを得ない
状況にあり、地域の繋がりも途切れることが懸念されたため高齢者等の状況把握を行った。
○コロナウイルス感染症に伴う高齢者の生活状況の聞き取り
・緊急事態宣言が解除された５～６月にかけて村内の７５歳以上の独居世帯９６名宅に、寄付
や職員から提供のあった手作りマスクをお届けしながら訪問を行い、現在の生活状況や体調、
マスク、消毒液の確保等の聞き取りを行った。
・再度９～１０月に７５歳以上の独居世帯９４名宅に、ご近所のかかわりや交通手段など生活
実態調査を行った。
○サロンの開催、コロナ禍により各地区のサロン活動が中止する中、地域の繋がりを切らない
ために、職員が出向きコロナ感染拡大に配慮しながら実施した。
・８～９月に各自治会単位２２か所、参加者延べ５５名に健康体操の普及を図った。
・１０～１１月に各会場において新聞紙のごみ袋づくりの紹介やゲームを行いました。１３か
所４２名の参加であった。
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（配分金６１８，７８１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 ：７８１，７８４円 （前年比+１３，００３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、３８９，２３０円を日本赤十字長野県支部に送付した。
令和元年台風１９号災害義援金、令和２年度分３,３５７円を加えた１１９，６４８円を送金
した。（受付は終了）
○日赤奉仕団の活動は新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として開催しなかった。
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８

相談事業の実施（コロナ感染対策として、４～５月の相談は中止した）
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４回開設 ５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
相談者 １４人
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）
・特例貸付緊急小口資金２名（コロナ関連）
・特例貸付総合支援資金１名（コロナ関連）
・通常支援資金緊急小口資金１名（就労支援）
④ 「まいさぽ木曽」木祖村社協出張所等相談案件 生活困窮者へ食糧支援を随時行った。支援
戸数は３戸
⑤ 年末生活困窮者対応として、１２月２１日～１２月２９日時間外に相談窓口を開設した。相
談実績はなかった。

９

その他の事業等
① 生きがいづくり作業所「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）今年度は９月に再
開し１９回実施した。１～２月はお休みした。
② 友愛手紙サービス「アイ愛アイメール」の実施（年 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活動はすべて中止した。
④手話サークルの運営支援
聴覚障がい者の理解と手話の学習会
・毎週火曜日に開催 （年３０回）今年度は６月より再開した。
⑤「一品つくろうかい」－料理作りを通して地域の交流事業は今年度すべて中止した。
⑥「手芸サロン」運営支援活動はすべて中止した。
⑦収集活動（ペットボトルキャップ、使用済み切手）
⑧ほっとカフェについても今年度の活動は中止した。
⑨８月３０日（日）木祖村が主催した総合防災訓練に参加し、災害時福祉避難所への避難を想定
した輸送訓練を行った。

１０

福祉施設建設事業
・村の発注の福祉施設建設工事に伴う令和２年度分負担金として福祉基金を取崩し２0,000 千
円村へ支払いを行った。
以上
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