【お問い合せ先】

社会福祉法人

社会福祉法人

木祖村社会福祉協議会
≪住 所≫ 〒３９９－６２０１
木曽郡木祖村薮原１１９１番地３０
（幸せテラスまめのわ内）
≪電 話≫ （０２６４）３６－３４４１
≪ＦＡＸ≫ （０２６４）３６－３４８２

≪Email≫

kisosyakyo@kv.kiso.ne.jp

□介護保険サービス
サービス名（事業名）
訪問介護
（ホームヘルプサービス）
介護予防訪問介護

居宅介護支援

介護予防支援
※村より受託

内 容
利用できる方
ホームヘルパーの派遣
要介護認定された方
身体介護（食事・入浴・排泄などの介助）
生活援助（掃除・洗濯・調理・買い物 ほか）
ホームヘルパーの派遣
要支援認定された方
できるだけ要介護状態にならないよう、自立し
た生活を送るための支援
（掃除・洗濯・買い物 ほか）
介護の提案・相談・ケアプランの作成・サービス要介護認定の方
事業所等の連絡調整 ほか
及びご家族の方 ほか
介護予防サービスの提案・相談・支援計画表の作要支援認定の方
成・サービス事業所等の連絡調整 ほか
及びご家族の方

ほか

利用日・利用料など
月曜日～日曜日
８：３０～１７：３０（原則）
利用サービス費用の１～３割負担
月曜日～日曜日
８：３０～１７：３０（原則）
利用サービス費用の１～３割負担
月曜日～金曜日
８：３０～１７：３０（原則）
無 料
月曜日～金曜日
８：３０～１７：３０（原則）
無 料

□高齢者等の支援
サービス名（事業名）
安否確認

内 容
定期的に声かけ訪問や安否確認

利用できる方
利用日・利用料など
希望される７５歳以上の独り暮らし 無 料
高齢者世帯
配食サービス
ボランティアさんの協力により、手作りのお弁当希望される７０歳以上の独り暮らし 毎週木曜日
（あったか弁当）
の配達
高齢者世帯、障がい者の方
１１：００頃から配達
１食３００円
配食サービス
冷凍調理済みのお弁当（おかずのみ）を温めて、希望される７０歳以上の独り暮らし 月曜日～金曜日
（まごころ弁当）
もしくは冷凍のままで配達
高齢者世帯、障がい者の方
（年末年始・祝日を除く）
１食５６０円
ミニデイサービス
小木曽１３区宮の森地区の高齢者住宅で生きがい希望される６５歳以上の方で、要介 毎週月曜日・木曜日
（てまりの会）
や楽しみ、介護予防を目的に開催
認定を受けていない方
１０：００～１５：００
※申し込みは役場住民福祉課 （レクリエーション・手芸・工作 ほか）
（年末年始・祝日を除く）
自宅から開催場所までの送迎と昼食付き
９００円（昼食代等を含む）
寝具乾燥サービス
普段使用の寝具等のクリーニング
希望される７０歳以上の独り暮らし クリーニング代の半額
寝具受け取りと配達は林クリーニング店
高齢者世帯
軽度生活支援
介護保険の対象とはならない日常生活上、一時的 ６５歳以上の独り暮らし・高齢者世 ３０分未満２００円
なホームヘルパーの派遣による生活支援・処方の 帯で、一時的に支援が必要な方
３０分～１時間４００円
受け取り・ゴミ出し ほか
３０分毎に１００円加算
高齢者世帯等除雪支援
協力会員が日常生活に支障がない範囲の手かきに自力で除雪ができない７０歳以上の ３０分未満５００円
※利用会員として登録が必要 よる雪かき
独り暮らし・高齢者世帯、障がいの １時間１,０００円
ある方
アイ愛アイメールサービス
木祖小学校・中学校の生徒さんの友愛手紙の送付希望される７０歳以上の独り暮らし 無 料
と、ボランティアさんによる暑中見舞い・年賀状の方
のはがきを送付
郡内・松本市・伊那市の病院の通院・入退院、及 要介護認定者・要支援認定者・障が 月曜日～金曜日
福祉有償運送
び福祉施設等の入退所の送迎
※事前に登録が必要
いを持たれた方等で、介助なしで移 （年末年始・祝日を除く）
利用日の２日前までに申し込み
動や公共機関（バス・タクシー・電 ８：３０～１７：３０
車）の利用が困難と認められた方
３００円＋１㎞５０円加算
福祉車両の貸出
在宅で歩行が困難な方の福祉移動支援
歩行が困難な要介護・重度心身障が 月曜日～金曜日
※登録者のみ
助手席回転シート車、車いすやストレッチャーでい者・寝たきりの状態の方・福祉タ （年末年始・祝日を除く）
※申請書と貸出簿が必要
移動可能な福祉車両の貸し出し
クシーの利用が困難な方 ほか
８：３０～１７：３０
無 料
福祉タクシー・デマンドタクシ 村で発券している回数券の販売
６５歳以上の方
月曜日～金曜日
ーの回数券の販売
障がい手帳等を交付された方
８：３０～１７：３０
１１枚綴り３,０００円
介護物品の貸出
短期間の外出時などに必要な車いすやスロープな介助が必要な方
月曜日～日曜日
※事前に申請が必要
どの貸出
８：３０～１７：３０
無 料
≪裏面に続きます。≫

□相談事業・生活福祉資金貸付事業
サービス名（事業名）
心配ごと相談所

無料法律相談

内 容
利用できる方
心配ごと相談員による人間関係のトラブルや心配村民の方誰でも
ごとの相談
社協発行のお便りや隣組回覧でお知らせ
弁護士による無料法律相談
村民の方誰でも
社協発行のお便りや隣組回覧でお知らせ

まいさぽ出張相談所

生活困窮者自立支援法に基づき、生活や就労など村民の方誰でも
でお困りの方の包括的な支援を行う『まいさぽ出
張相談所』を木祖村社協内に設置
しあわせ安心自立サポート事業 日常生活における金銭管理等の相談
高齢や障がい等で、判断能力が十分
日常的金銭管理サービス
でない等、日常生活での金銭管理が
書類等預かりサービス
困難な方
生活福祉資金貸付
総合支援資金・福祉資金・教育資金
低所得世帯・障がいを持たれた方の
※長野県社会福祉協議会
不動産担保型生活資金の貸付
の世帯 ほか
貸付事業
日常生活自立支援事業
福祉サービス利用援助
認知症や知的障がい等で判断能力が
※長野県社協より受託
日常的金銭管理サービス
十分でないため、日常生活での福祉
書類等預かりサービス
サービスの利用や金銭管理が困難な
方

□障がい福祉サービス・子育て支援
サービス名（事業名）
居宅介護
（ホームヘルプサービス）
※村より受託
重度訪問
（ホームヘルプサービス）
※村より受託
障がい者計画相談支援
※村より受託

利用日・利用料など
概ね２ヶ月に１回村民センターで
１０：００～１２：００
無 料
年５回程度、村民センターで
１０：００～１２：００
無 料
月曜日～金曜日
８：３０～１７：３０
無 料
月曜日～金曜日
８：３０～１７：３０
１時間あたり６００円
資金別に限度額あり
償還期間あり
資金別に利子有り
月曜日～金曜日
８：３０～１７：３０
１時間あたり１,０００円

※印のお申込みお問い合わせは、木祖村役場住民福祉課までお願いします。

内 容
ホームヘルパーの派遣
身体介護（食事・入浴・排泄などの介助）
生活援助（掃除・洗濯・調理・買い物 など）
通院等の介助等の外出支援
ホームヘルパーの派遣
身体介護（食事・入浴・排泄などの介助）
生活援助（掃除・洗濯・調理・買い物 など）
相談・サービス等利用者計画の作成

生活サポート
※村より受託

ホームヘルパーの派遣
日常生活（家事など）に必要な支援

子育て支援
※村より受託

ホームヘルパーの派遣
家事・育児に必要な支援

□交流・居場所・学習会の開催及び活動支援

利用できる方
利用日・利用料など
障がい者の方で障がい支援区分の認 月曜日～日曜日
定の方
８：３０～１７：３０
利用料は所定に規約あり
重度の肢体不自由者で常時介護を必
要とされる障がい者の方で障がい支
援区分の認定の方
障がい者の方
及びご家族の方 ほか

月曜日～日曜日
８：３０～１７：３０（原則）
利用料は所定に規約あり
月曜日～金曜日
８：３０～１７：３０（原則）
無 料
障がい者の方で障がい支援区分の認 月曜日～日曜日
定外の方
８：３０～１７：３０（原則）
利用料サービス費用の５％負担
妊娠中・産後６ヶ月以内で体調不良 月曜日～日曜日
で、家事・育児が困難な方
６：００～２１：００
多胎妊娠中・産後１年以内の方
３０分あたり２００円

ほか

事業名・名称など
災害時住民支え合いマップ
※自治会・村・社協共催

内 容
参加できる方
災害時に備え、ご近所のみなさんがお互いに支えその地域にお住まいの方誰でも
合い、安全に避難できるよう、話し合いながらマ
ップ作りの作成や見直し等を実施
低栄養予防や現在の健康状態を維持するために調理
ふれあいクッキング
村民の方誰でも
理実習を行い、試食会と住民の交流を図る
※役場住民福祉課・社協共催
社協発行のお便りでお知らせ
ほっとカフェ
認知症とその家族の方の支援や情報交換を行うた認知症の人とそのご家族の方々
※役場住民福祉課・社協共催 めに茶話会の開催
専門家・木祖村住民の方誰でも
社協発行のお便りでお知らせ
認知症サポーター養成講座
認知症の正しい理解と、認知症の人とその家族の村民の方誰でも
※役場住民福祉課・社協共催 方を地域で支え合うための養成講座
家庭介護者のつどい
家庭で介護されている方、されていた方々が集ま家庭で介護されている方
※社協活動支援
り、同じ悩みや経験を持つ方の交流会
家庭で会議されていた方
すずめ塾
布巻きわらぞうりやしめ縄などのわら細工を主に村民の方誰でも
生きがい作業所
行っている生きがいづくりの作業所
※社協活動支援
自宅から会場まで送迎あり
手芸サロン
手芸が好きな方、得意な方が集まり、古布を使っ村民の方誰でも
※社協活動支援
てリサイクル作品を作り参加者同士の交流を図る
木祖村手話サークル
聴覚障がい者の方の理解や手話の学習会を通じ参村民の方誰でも
※社協活動支援
加者同士の交流を図る
一品つくろうかい
料理作りを通じ地域の方々との交流を目的に開催村民の方誰でも
※社協活動支援
男性参加者はふれあいクッキングへの参加
各地区サロン
運営ボランティアが中心となり、地域や自治会単その地域にお住まいの方誰でも
※社協活動支援
位で住民の方々が交流を図る地域の居場所
ペットボトルキャップ
使用済み切手やペットボトルキャップを収集し、
使用済み切手の収集活動
売却益を途上国の子供たちに支援する活動

開催・参加費など
自治会・隣組単位で開催

年１０回開催
各地区で開催、男性限定の日あり
３００円
偶数月の第３水曜日
１０：００～１２：００
無 料
無 料
開催は不定期
茶話会費実費（２００円程度）
毎週金曜日
１０：００～１５：００
参加費は特になし
毎月第１・第３月曜日
９：３０～１２：００
毎週火曜日
１３：３０～１６：００
開催は不定期
参加費実費
開催日・参加費等は地区ごとのお
知らせにより周知
収集したものは社協まで

