
月	　日 備　考

4.　20 高山村遺族会総会及び村戦没者慰霊法要 役場・忠魂碑

21 高山村身体障がい者福祉協会総会

　〃

22 就労継続支援Ｂ型事業所地域参加外出事業 臥竜公園 11名

5.	　1

16 上高井招魂社例大祭 上高井招魂社

　〃 高山村赤十字奉仕団員研修会 保健福祉総合センター 21名

17 高山村老人クラブ連合会総会 高齢者福祉センター

18 高山村社会福祉協議会監査会 保健福祉総合センター

　〃 須坂迎賓館

22 高山村社会福祉協議会理事会 保健福祉総合センター

24 保健福祉総合センター 23名

27 長野市営長野運動公園 10名

29 須坂青年会議所との災害協定調印式 須坂市シルキーホール

31 高山村社会福祉協議会評議員会　 保健福祉総合センター

6.		11 須坂市福祉会館

17 就労継続支援Ｂ型事業所春季地域参加外出支援事業 上田市十福の湯 10名

下旬 社協会費納入

〃 社会を明るくする運動募金実施 　

7．	2 社協窓口

7 世代間交流お楽しみ会(第1回七夕) 保健福祉総合センター 42名

27～8.2 ｻﾏｰﾁｬﾚﾝｼﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ介護体験教室等（中学生） デイサービスセンター他 23名

29 高山小学校わくわく村（サバイバル飯） 保健福祉総合センター 40名

8.26 災害ボランティア講座（第１回） 保健福祉総合センター 15名

28 上高井郡老人クラブ連合会総会 山ノ内町ホテル星川館

9.3 高山村赤十字奉仕団炊出訓練（総合防災訓練） 保健福祉総合センター 29名

6 蓼科温泉 20名

13 佐久市

30 災害ボランティア講座（第２回） 保健福祉総合センター 11名

10.　1

〃 須坂市、高山村 97名

5 独り暮し高齢者ふれあいの旅 佐久市春日温泉 24名

14 就労継続支援Ｂ型事業所秋季地域参加外出支援事業 飯綱町天狗の湯 10名

15 高山村社会福祉協議会職員採用第一次試験 保健福祉総合センター

26 デイサービスセンター・Ｂ型事業所避難訓練

28 ボランティア地域活動フォーラム 千曲市上山田会館

11.	12 第８回社協ふれあい祭り デイサービスセンター 150名

〃 高山村社会福祉協議会職員採用第二次試験 保健福祉総合センター

16 保健福祉総合センター 17名

17 鵜の浜温泉 17名

12.12 高山村社会福祉協議会中間監査会 保健福祉総合センター

14 保健福祉総合センター

22 たかやま保育園・チャオル

1.　5 保健福祉総合センター

3.　1 上諏訪温泉 16名

7 高山中学校

15

23
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内　　　　　　　　　　容 開　催　場　所

保健福祉総合センター

上高井郡身体障がい者福祉協会総会 保健福祉総合センター

日赤社費納入

須高地区保護司会総会

独り暮し高齢者の料理教室（第１回）

長野地区障がい者スポーツ大会

須高はげみ会総会

プレミアム商品券委託販売開始

高山村社会福祉協議会理事会

障がい者希望の旅

長野県社会福祉大会

共同募金実施

ii出会いフラワーコンin北信州（婚活イベント）

独り暮らし高齢者の料理教室（第２回）

ひとり親家庭交流会

地域福祉活動村内保育園訪問（サンタクロース）

世代間交流お楽しみ会(第2回まゆ玉作り)

在宅介護者の集い

高山村社会福祉協議会理事会

高山村社会福祉協議会評議員会

高山中学生高齢者疑似体験学習



　○心配ごと相談 月1回 相談件数　1件

　○社協報だより　　　　　　　　隔月に１回 (4月・6月・8月.10月.12月.2月)

　○たのしサロン　　　　　　　　隔月に１回 (5月・7月・9月.11月.1月.3月)

開催回数　　6回 延参加人数　37名　保護者　5名

　○ふれあいサロン　 毎月第三水曜日

開催回数　　6回 延参加人数　153名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨア 9名

　○福祉輸送サービス　　　　　　　　　　要請の都度実施 実利用者数24名　　実施回数　402回

要請の都度実施 実利用者　5名　　延貸出回数　23回

　○高齢者福祉センター　　	　第一水曜日を除く毎日 利用延人数　9,975名

7月～9月　熱中症予防対策の為、無料開放

　○高齢者交流センター松の湯荘 利用延人数　2,140名

　○介護保険事業　　　　	 ■通所介護事業所　　 月曜日から土曜日営業

　（デイサービスセンター） 定員35人/日

■訪問介護事業所 毎日営業

　（ホームヘルプサービス）

■居宅介護支援事業所

（ケアプラン作成）　

■松の湯倶楽部 通所サービスＡ 定員15人/日

（介護予防・日常生活支援総合事業） 村認可

　○障害者総合支援事業 ■就労継続支援B型事業所 通所日　月曜日から金曜日　　

定員20人/日

■指定一般相談支援事業所 居宅介護支援 須高地域

■指定居宅支援事業所 居宅介護、重度訪問介護

■指定特定相談支援事業所 基本相談支援 村認可

■地域活動支援センター 定員10人/日 村認可

（障害者等共同作業所）　

　○善意銀行・生活福祉資金貸付事業　	 貸付限度額20万円 1年以内償還

　　　　　　　　　　　くらしの資金・生活福祉資金　	村8件、県1件

　○災害等義援金・ボランティア　

	*東日本大震災義援金（日本赤十字社・共同募金会）　	　　　 8,544 円

　Ｈ23年3月～　（7年間累計　4,204,897円）

30,181 円

257 円

63 円

54,341 円

　　　　　 計 93,386 円

　1名

　○福祉車両貸出サービス

　　　　　　　　	　※　災害時義援金　随時実施　	　　　

	*Ｈ28年熊本地震災害義援金（H28年4/14地震災害）	　　　

	*Ｈ28年糸魚川市大規模火災義援金（H28年12/22火災）	　　　

	*Ｈ23年長野県北部地震義援金（H23年3/12地震災害）	　　　

	*Ｈ29年秋田県大雨災害義援金（H29年7/5大雨災害）	　　　

　　　　　　　　　※　ボランティア関係

*東日本大震災ボランティア　宮城県南三陸町　　9/22～24　



　　　　　　　　　※　社協ボランティア関係

*東日本大震災ボランティア食事等補助 4,310 円

　（食事補助1,200円×3日　ボランティア保険710円×1名）

　○災害ボランティア講座

21 名

19 名

　○ボランティア講座 　

61 名

21 名

　○共同募金配分事業

　

189,000 円

199,000 円

178,000 円

　　	計 566,000 円

　○おりがみボランティア　　　毎月１回開催　　開催回数　6回

　○金銭管理・財産保全サービス事業　　財産保全　6人　金銭管理　8人　　計　8人（実）　

　○結婚相談事業　　 								随時実施　時間外：相談者の希望により随時

　　　　　　（村内9名：男性9名　女性0名）（村外24名：男性20名　女性4名）

　　　　　　（村内4名：男性3名　女性1名）（村外1名：男性0名　女性1名）

							成婚者　1名（女性）　（平成24年6月結婚成立）　

　○地域福祉支え合い支援事業(サロン活動事業）　　　

							　　　　　　	申請件数	21件

　　　　　　　　　	確定件数 18件

　○介護研修実習生受入

16 名

　○プレミアム商品券委託販売　　

*第1回　3.11から見えてくる防災意識の大切さ

・宮関区　　　　　　　　〃　　　　　　　　　			発電機・投光器　	　　　　

　　　	登録者数33名　　男29名　女4名　

*長野マッチングシステム　登録者数5名　　男性3名　女2名

荻久保区　宮川和浩さん　8/26

*第2回　おとなのウォーキング＆サバ飯　　　　9/30

　　　　　　　　　　高山村農村公園

*小学生サマーチャレンジボランティア　サバ飯体験講座			7/29

*中学生サマーチャレンジボランティア　介護体験教室　　	7/27～8/2　

安全・安心なまちづくり活動支援公募配分申請事業

*小学校人権委員ボランティ体験学習（7月28.29.30.31.８月1日の5日間）

*7/2～7/10　　販売額　1,078万円

・水中区　　　　	避難所用物品整備事業　　　　		テント2張

・二ツ石区　　　　　　　〃　　　　　　　　　　	防災物品保管庫	　　　　


