
月　日 備　考

4.　14 就労継続支援Ｂ型事業所地域参加外出事業 臥竜公園、ハイウェイオアシス 8名

20 忠魂碑

24 高山村身体障がい者福祉協会総会

　〃

5. 　1

15 上高井招魂社例大祭 上高井招魂社

　〃 高山村老人クラブ連合会総会 高齢者福祉センター

17 須坂迎賓館

23 保健福祉総合センター 18名

26 長野市営長野運動公園 10名

6.  1 高山村赤十字奉仕団員研修会 保健福祉総合センター 29名

9 就労継続支援Ｂ型事業所春季地域参加外出支援事業ＭＥＧＡドンキ、湯つ蔵んど 8名

11 高山村社会福祉協議会監査会 保健福祉総合センター

14 高山村社会福祉協議会理事会 保健福祉総合センター

28 高山村社会福祉協議会評議員会　 保健福祉総合センター

下旬 社協会費納入

〃 社会を明るくする運動募金実施 　

7． 1 社協事務局窓口

27 デイサービスセンター

28 高山小わくわく村 保健福祉総合センター 78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 24名

8. 6～9 高山小ＰＴＡボランティア体験学習 デイサービスセンター他 14名

9 ホームページ開設

26 高山村赤十字奉仕団炊出訓練（総合防災訓練） 北部運動広場 32名

31 上高井郡老人クラブ連合会総会 山ノ内町ホテル一乃瀬

9.　5 辰野町かやぶきの館 30名

12 塩尻市 3名

13 世代間交流お楽しみ会(郷土食おやつ作り) 保健福祉総合センター 37名

22 災害ボランティア講座 保健福祉総合センター 13名

30 中野市、山ノ内町 104名

10.　1

4 独り暮し高齢者ふれあいの旅 小谷村白馬アルプス温泉 23名

14 職員採用第１次試験 保健福祉総合センター

20 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

29 チャオル・Ｂ型事業所避難訓練 保健福祉総合センター

11. 11 第９回社協ふれあい祭り デイサービスセンター 154名

〃 職員採用第２次試験 保健福祉総合センター

15 保健福祉総合センター 18名

20 飯山市、野沢温泉 18名

12.  6 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

13 保健福祉総合センター

21 共同募金配分金活用サンタクロース訪問 たかやま保育園、チャオル

1. 11 世代間交流お楽しみ会（繭玉作り） 保健福祉総合センター

3 . 4 在宅介護者の集い 大町市　大町温泉郷 17名

19 高山村社会福祉協議会理事会 保健福祉総合センター

26 高山村社会福祉協議会評議員会 保健福祉総合センター

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

ii出会いアクティブコンin北信州（婚活イベント）

共同募金受付開始

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

日赤会費納入開始

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

プレミアム商品券委託販売開始

通所介護事業所長野県指導監査

平成３０年度　事業報告
内　　　　　　　　　　容 開　催　場　所

村戦没者慰霊法要

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 小布施町公民館



　○心配ごと相談 月1回 相談件数　3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31名　　保護者4名

　○ふれあいサロン　 毎月第３水曜日　年6回開催　 延参加人数　133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 実施回数 388回

走行距離　2,727.0㎞

利用料　328,050円

要請の都度実施 実利用者12名 延貸出回数　32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　11,219名

日平均　32.2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　2,204名

日平均　8.7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～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

■指定通所介護事業所 生活介護 村認可

■指定特定相談支援事業所 村認可 村認可

■指定障害児相談支援事業所 村認可 村認可

■地域活動支援センター 定員10人/日 村認可

　○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　 償還中　村4件、県1件

　○災害等義援金・ボランティア　

19,989 円

54,341 円

140,464 円

69,685 円

95,093 円

　　　　　 計 379,572 円

　　 *Ｈ30年北海道胆振東部地震災害義援金（H30年9/6地震災害） 　　　

　○福祉車両貸出サービス

 　　*Ｈ28年熊本地震災害義援金（H28年4/14地震災害） 　　　

 　　*Ｈ29年大雨災害義援金（H29年7/5大雨災害） 　　　

 　　*Ｈ30年大阪北部地震災害義援金（H30年6/18） 　　　

　　 *Ｈ30年西日本豪雨災害義援金（H30年7/5大雨災害） 　　　



　　*東日本大震災ボランティア　宮城県南三陸町　　9/21～23　 4 名

17,240 円

　○災害ボランティア講座

13 名

　○ボランティア講座 　

78 名

24 名

　○共同募金配分事業

　

190,000 円

　　 計 190,000 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　5人　金銭管理　7人　　計　7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23名：男性21名　女性2名）

　　　　　　（村内4名：男性4名　女性0名）

       成婚者　1名（女性）　（平成24年6月結婚成立）　

村内の参加者　男5名　女3名　

カップリング数　男3名　女1名

　○地域支え合い事業　　　       　　申請件数　13団体

　○介護研修実習生受入

14 名

　○プレミアム商品券委託販売　　

*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

*7/1～7/5　　販売額　672万円

・蕨平区　　　　 避難所用物品整備事業　　　　  防災物品保管庫

　　　 登録者数32名　　男30名　女2名　

*長野マッチングシステム　登録者数4名　　男性4名　女0名

*ii出会いアクティブコンin北信州

*高山小ＰＴＡ人権委員ボランティ体験学習（8月6.7.8.9の4日間）

　※　ボランティア関係

　　　（食事補助1,200円×3日　ボランティア保険710円×4名）

*防災の視点から見る「森林の効用・共生」　　9/22

赤和区　北垣内　裕さん　

*小学生サマーチャレンジボランティア　サバ飯体験講座   7/28


