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今この瞬間も、コロナウイルス感染者の命を救おうと必死に
頑張ってくれている医療従事者の方がたくさんいます。また、
外に出にくい人のために、食料や生活必需品を届けてくれる人
もたくさんいます。私たちには見えないところで命を懸けてく
れている人たちに本当にありがとうという感謝の気持ちで
いっぱいです。

と予算のあらまし ◎
単位：千円

全体予算

令和２年度

令和元年度

前年比

収

入

249,474

252,023

△ 2,549

支

出

258,009

260,052

△ 2,043

収

支

△ 8,535

△ 8,029

△ 506

収入
その他
1,813千円

支出
会費・寄付金・
共同募金
3,970千円
補助・受託・
助成金
78,347千円

介護保険・
自立支援収入
165,134千円

その他

19,470千円

事業費
43,705千円

事務費
14,239千円

人件費
180,595千円

事業収入
210千円

◆支出予算の事業別内訳
法人運営・地域福祉事業
62,759千円
法人運営………………………… 23,161千円
地域福祉活動…………………… 18,958千円
ボランティアセンター運営 ……… 1,493千円
相談事業 …………………………… 678千円
共同募金配分金事業 …………… 1,421千円
高齢者等配食サービス ………… 4,334千円
善意銀行……………………………… 50千円
くらしの資金貸付………………… 1,703千円
福祉移送サービス ……………… 5,344千円
地域生活支援 …………………… 3,855千円
朝の預かり事業 ………………… 1,762千円

ヘルパー事業
20,245千円
訪問介護事業 ……………… 15,154千円
障がい者訪問介護事業 ……… 3,441千円
老人ヘルプ事業 ……………… 1,650千円

デイサービス・居宅介護支援
115,398千円
通所介護 ……………………… 81,293千円
生きがいデイサービス ………… 4,267千円
地域介護予防…………………… 7,146千円
居宅介護支援（ケアマネ）…… 22,692千円

障がい福祉サービス事業
59,607千円
就労継続支援Ｂ型事業………… 51,475千円
地域活動支援センター…………… 8,049千円
指定特定相談支援事業……………… 83千円
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令和２年度
南箕輪村社会福祉協議会

◎ 事 業 計 画

事業計画の概要
南箕輪村社会福祉協議会は、社会福祉に係わる様々な課題の解決や、福祉サービスの向上などを目的
として、広報・啓発や調査研究、各種講座、ボランティア活動の推進、権利擁護、福祉人材の確保、政策
提言など幅広い活動を行っている団体であると同時にデイサービスをはじめ訪問介護、居宅介護支援、
障がい者就労支援などの各種介護保険事業と障がい者総合支援事業を行っています。

共通方針
社協の高い公共性と非営利性を併せ持つ役割を果たすよう、先進的・献身的なサービ
スや活動を推進し、介護保険制度や障がい者総合支援制度、生活困窮者自立支援制度
にも対応した事業の充実に努めます。また、堅実で効率的な事業運営に取り組みます。

事業別計画
介護保険事業

法人運営
＊社会福祉法人制度改革で、これまで以上の公益性の高い事業運営と
住民に対する説明責任が求められる中、社協自らが適正な運営を確保
するため、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等
に向けて改革を進めます。
＊働きやすく、やりがいのある職場環境づくりに努めます。
＊研修を奨励し、個々のキャリアアップを推進します。
＊健全な財政運営に努めます。
＊働き方改革関連法施行に伴い「年次有給休暇の取得促進」など適正
な対応に努めます。

地域福祉
＊住み慣れた地域で安心して暮らせるよう関係機関や専門職との連携
を図り、日常生活自立支援事業に取り組みます。
＊生活福祉資金、くらしの資金貸付事業を通じて、資金の貸付と必要な
相談支援を行います。
＊準基幹的社協として、権利擁護事業に取り組みます。
＊各種の相談担当者とのネットワークを強化します。
＊災害時住民支え合いマップ未作成の地区への取組みの促進と更新に
ついて、協力していきます。
＊フードバンク事業では、生活に困窮している方に対して自立相談支援
機関と協力しながら、企業や家庭等から提供を受けた食糧で支援を
行い、生活困窮者の自立促進を進めていきます。
＊生活支援体制整備事業については、介護保険制度改正により「介護予
防・日常生活総合支援事業」へ移行されました。既存の地域資源を把
握・活用するとともに、それでは対応できない生活支援ニーズに対応
するために、村行政と協力しながら生活支援ボランティア養成講座等
を行い、新たな地域資源の開発に取り組むとともに、地域懇談会を通
じて、既存組 織の見える化、評価をおこなっていきます。また、第2
層・第3層といったより身近な生活圏域からボトムアップで資源開発
を行うための体制整備を行っていきます。
＊昨年度から始めた「朝の預かり事業」に引き続き取り組みます。この
事業は、伊那養護学校に通学する児童・生徒の登校時刻までの間、一
時的に預かり、保護者の子育てと就労を支援するものです。
＊社協まつりを10月25日（日）に開催します。
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＊住み慣れた自宅での 暮らしが継 続できるよ
う、支援計画に沿ってサービスの充実に努め
ます。
＊引き続き居宅介護対応事業所と協力し、ケア
交流会（認知症家族の会）を開催し、介護者
支援を行います。
＊介護予防事業「げんきあっぷクラブ」
「ゆうゆ
うトレーニング教室」の利用者の増と内容の
充 実 を図ります。また、「げんきあっぷクラ
ブ」は、全12地区で行い、身体機能の改善だ
けでなく、参加者のつながりが持て、コミュニ
ティーの育成につながるように努めていきま
す。
＊計画的に研修を行い、職員の資質向上に努め
ます。
＊「はつらつ倶楽部（日常生活支援総合事業通
所型サービスＡ）」では、
自立支援の視点から個別
援 助 計 画 を 作 成し、利 用
者の状 態や状 況に合わせ
た生 活機能向上のプログ
ラムや入 浴 支 援 等 の 提 供
を行います。

障がい福祉サービス事業
＊利用者にとって生きがいを持ち、働きやすい
職場になるよう環境を整え、工賃アップがで
きるように、仕事の確保に努めます。
＊障がい者相談支援事業サービス利用計画の
作成、モニタリングを行い、当事者の自立へ
の支援をサポートします。
＊引き続きボランティアの協力を得て、地域の
居場所として「ぽっかぽかの家」の利用促進
を図るとともに、創作活動などを進めます。

県内社協公益事業

長野県あんしん創造ねっと
今、少子高齢化の進展や、非正規雇用の増加とこれを起因とする子どもの貧困の問題など、
地域を取り巻く環境は大きく変化しており、福祉ニーズはますます複雑・多様化し、経済的困窮
や地域社会からの孤立が広がる傾向があります。
あんしん創造ねっとは、様々な困難を抱えながらも自立に向けて歩み始める方々に、新たな支
え合いによる「あんしん支援」をお届けするため、県内有志社協が協働して取り組むものです。
アパートの入居や
更新で困っている方は…

お仕事を探すのに
不安がある方は…

子どものミルクや、
おやつなどに
困っている時は…

就職の際、保証人がいなくて困っている方に対して、就労時に必要な身元保
証を補うための損害補償と、市町村社協が見守り等の支援を行うことで自立
を支援します。
● 職場でトラブルがあった場合、
あんしん創造ねっとから見舞金を支給
します。
● 対象者：仕事を始める際の保証人でお困りの方 等
● 契約期間：身元保証契約を締結した日から最長1年間

《乳幼児支援品提供事業》
乳幼児がいる世帯に対して、緊急で乳児用のミルクや離乳食、おむつ等が必
要な場合に支援します。
● 支援方法：長野市社会事業協会との連携によるフードバンク事業と
連携したミルク等の食品提供の支援もしくは緊急支援が必要な場合
は職員が同行もしくは代行して買い物を支援します。
● 対象者：子どものミルクやおやつ等にお困りの方 等
● その他：
・フードバンクの提供は原則１世帯４回まで
・買い物の同行もしくは代行の場合は相談者１世帯
に対して上限10,000円
支援内容

ミルク等
支援

《身元保証・就労支援事業》

支援内容

身元保証
支援

賃貸住宅に入居する際、保証人が確保できず困っている方に対して、債務保
証契約等を結び、市町村社協が見守り等の支援を行うことで、利用者の住居
を確保し、自立を支援します。
● 市町村社協は利用者への声掛けや見守り等を行うとともに、
ほかの
機関等の支援を包括的にコーディネートします。
● 家賃を滞納してしまった場合、
あんしん創造ねっとが家賃を補償しま
す。
（上限：3ヶ月分に相当する額）等
● 対象者：アパートの入居や更新でお困りの方 等
● 利用料：12,000円 ● 契約期間：2年間
支援内容

入居保証
支援

《入居保証・生活支援事業》

地域住民との協働活動支援事業
支援内容

地域住民と関係機関が協力して、地域から孤立した住民等への個別支援
を行う際、必要となる経費を負担し取り組みを支援します。
● 対象事例：自宅が片づけられなくなってしまった方の家を、地域
住民と相談員が協力して片づける場合のごみ処理費用 等
● 1件につき上限10,000円

その他に

同行支援事業

障害者手帳取得の
ための受診支援

があります。

詳細につきましては、下記へお気軽にご相談ください。
南箕輪村社会福祉協議会 地域福祉係 ℡.７６－５５２２
あんしん創造ねっと事務局（長野県社会福祉協議会） ℡.０２６－２２８－４２４４
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新型コロナウイルス感染拡大の影響による
休業や失業で、生活資金にお悩みの皆様へ
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
据置期間：貸付の日から1年以内
償還期限：据置期間経過後2年以内
受付開始日：令和２年（2020年）３月25日（水）

長野県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活
福祉資金貸付事業を実施しています。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、緊急小
口資金について特例による貸付を実施します。
■貸付対象：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業
等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な
生計維持のための貸付を必要とする世帯
■貸付上限額：一世帯10万円以内（ただし以下の場合は、20
万円以内）
①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等が
いるとき
②世帯員に要介護者がいるとき
③世帯員が４人以上いるとき
④世帯員にⅰまたはⅱの子の世話を行うことが必要とな
った労働者がいるとき
ⅰ新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休
業した小学校等に通う子
ⅱ風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ
のある、小学校等に通う子
⑤世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減
少により生活に要する費用が不足するとき

■持参していただくもの
（下記以外に、必要に応じて書類を求める場合があります）
・本人確認できる書類（運転免許証等の身分証明書）
・本人名義の振込先口座が確認できる通帳またはキャッ
シュカード
・申込者の印鑑
・収入減少がわかるもの
（例）給与明細書、通帳等の入金履歴等新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受ける前後の給与状況が確認
できるもの
■受付・お問合せ窓口：
南箕輪村社会福祉協議会（TEL 76-5522）相談受付には
原則予約が必要になりますので、事前に南箕輪村社会福
祉協議会へお問合せ下さい。
■個人向け緊急小口資金・総合支援 資金相談コールセンター
TEL：0120-46-1999
受付時間：9：00～21：00（土日・祝日含む）

総合支援資金
（生活支援費）
についても
貸付対象を拡大します。
■貸付対象：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収
入の減少や失業等により生活に困窮し日常生
活の維持が困難となっている世帯※
※これまで同様、自立相談支援機関（まいさぽ）による
継続的な支援を受けることが要件となります。
その他の要件は 長野県社会福祉協議会ホームページに
てご確認いただくか、当社会福祉協議会もしくは長野県

職員体制

令和2年度
南箕輪村社会福祉協議会
総務会計、地域福祉

デイサービスセンター
◆職 員
所
主
リーダ
〃
介 護
〃
〃
栄 養
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長 酒井 美香
任 栩秋 大輔
ー 有賀 有里
堀
章代
員 唐澤 英里
山口由美子
渕井 大樹(新任）
士 原 八重子
他 臨時職員

特定相談支援事業所

訪問介護事業所
◆職 員
事業管理者
介 護 員

清水
小澤

真実
実奈（新任）
他 臨時職員

障がい者生きがいセンター
（就労支援B型事業所「ひまわりの家」）
◆職
所
副
主
指

員
所
〃
導
〃
〃

長
長
任
員

令和2年4月1日現在

下平 直子
横道美奈子
宮島 一成
丸山 剛史
戸田
聖
成山 千絵
向山 朋子
他 臨時職員

◆職 員
管 理 者 市川 美保（兼務）
相談支援専門員 下平 直子（兼務）
〃
丸山 剛史（兼務）

高齢者・障がい者交流施設
（「ぽっかぽかの家」）
◆職
所
指

員
導

長
員

市川 美保（兼務）
田畑さち代（臨時職員）

居宅介護支援事業所
◆職 員
係
長 藤澤 恵美
ケアマネージャー
佐久間成美
〃
黒田 将太
他 臨時職員

新任職員及び新規採用職員紹介

◆職 員
事 務 局 長 市川 美保（新任）
事務局次長 唐木 雅彦
総務会計係長 加藤 典子
総務会計係 清水 麻男
地域福祉係長 唐木 雅彦（兼務）
地域福祉係 有賀さとみ
〃
遠藤美南子
他 臨時職員

社会福祉協議会へお問い合わせください。
■据置期間：1年以内
■貸付利子：無利子
■お問合せ：社会福祉法人長野県社会福祉協議会
相談事業部あんしん創造グループ
TEL：026-226-2036 FAX：026-291-5180
E-mail：minsei@nsyakyo.or.jp

事務局長

市川 美保
（役場より）

新規採用

小澤 実奈

（訪問介護事業所勤務）

新規採用

渕井 大樹
（通所介護事業所勤務）
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ボランティア活動等
助成事業
募集のお知らせ

ボランティア講座

大人のぬりえ
福祉だより 113号

近年人気の“大人のぬりえ”をみんなで体
験してみませんか？
実はぬりえは、脳全体を使う作業だという
ことがわかってきました！また、指の筋ト
レ、イライラやストレス発散、アンチエイジン
グの効果まであっていいこと尽くめなんです。
｢でも、うまく塗れないから…」という方
でも大丈夫。先生の教えてくれた通り色を重
ねていくと誰でも素敵な作品ができます。
ぜひ体験して、ご自宅やご近所の集まりで
活用してみませんか？

＊日 時：令和２年５月20日
（水）

13：30〜15：00

＊場 所：南箕輪村社協ボランティアセンター
発行

（南箕輪村2380-1212）

＊講 師：辰野町社会福祉協議会

社会福祉法人 南箕輪村社会福祉協議会
〒399-4511 南箕輪村2380番地1212
TEL. 0265-76-5522 FAX. 0265-78-3669

荻原ゆりか さん

＊参加費：10円
＊持ち物：色鉛筆、消しゴム
＊定 員：20名（先着順）
＊申込締切：令和２年５月15日（金）まで
＊申込・問い合わせ：南箕輪村社会福祉協議会
TEL ７６−５５２２

発行日
令和２年５月１日

※この福祉だよりは、共同募金配分金で印刷されています。

結

婚

相

談

当面は電話にて
相談を受け付けます。

76−5522
FAX 78−3669

TEL

法 律 相 談
５月22日(金)
６月26日(金)
７月31日(金)
８月28日(金)
(要予約)
午後3時～午後5時

南箕輪村社会福祉協議会では、ボランティア活
動の安定的かつ継続的な振興及び活性化を図る
ため、ボランティア活動を行う団体に対して助成を
行います。

１ 助成対象団体
（次に掲げる要件全てに該当する団体）
①南箕輪村内において地域福祉推進のために
ボランティア活動を行い、事業開始後１年以
上が経過している団体
②構成人員が５名以上の団体
③南箕輪村民若しくは南箕輪村内事業所へ
勤務する人が半数以上で構成されている
団体
④助成対象事業のいずれかの事業を行って
いる団体
２ 助成対象事業（次のいずれかに該当すること）
①高齢者、障がい児者、児童・幼児等への支
援や交流事業
②ボランティア活動を広げるための学習会、研
修会等の事業
③ボランティアの養成、普及を目的とした事業
④多世代の交流を目的とした事業
⑤先駆的・開発的な事業で、他のモデルとな
るような事業
⑥その他、南箕輪村社協会長が認めた事業
３ 助成内容

１団体に対する助成上限額：
２万円

４ 申

請

南箕輪村社会福祉協議会に
申請用紙があります。申請期
間内に申請用紙に添付書類
を添えて申請してください。

５ 決

定

助成金等審査委員会の審査
を経て、助成決定をします。

６ 申請期間
令和2年５月7日〜 令和2年５月29日（必着)

７ 申請お問合わせ
南箕輪村社会福祉協議会
T E L 76−5 522
FAX 78−3669

地域福祉係

給食サービス
印刷

５月13日(水)

７月８日(水)

９月９日(水)

11月11日(水)

５月27日(水)

７月22日(水)

９月23日(水)

６月10日(水)

８月５日(水)

６月24日(水)

８月26日(水)

令和３年

１月13日(水)

３月10日(水)

11月25日(水)

１月27日(水)

３月24日(水)

10月14日(水)

12月９日(水)

２月10日(水)

10月28日(水)

12月23日(水)

２月24日(水)

■心配ごと相談は、社会福祉協議会 (７６－５５２２) へお願いします。

