社会福祉法人山形村社会福祉協議会
平成26年度事業報告

基本理念／使命
私たちは、誰もが幸せに生きられる地域社会をつくります。そのために、私た
ちは、優れた、より良い福祉環境づくりへのたゆみない営みをもって、住民（地
域生活者）一人ひとりの生きがい感に充たされた暮らしの創造と、山形村及び
その周辺地域の発展に貢献します。
基本理念／使命に基づく経営理念（実践理念）
１ 住民参加・協働による福祉社会の実現
住民一人ひとりが地域福祉の担い手として活躍できる環境をつくります。
２ 地域における利用者本位の福祉サービスの実現
利用者が生きがい感に充たされ、豊かな自立生活をあゆむことができるよ
う、福祉サービスをつくります。
３ 地域に根ざした総合的な支援体制の実現
地域ぐるみで支え合い助け合いができる生活支援の仕組みをつくります。
４ 地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みへのたゆみない挑戦
地域の生活環境の変化から生まれる新たな福祉ニーズを積極的に捉え、
将来に向けた改革の検討・試行的または先駆的な取り組みに挑みます。

事業計画・目次
地域福祉推進関係
地域生活支援関係
障害者生活・就労支援センターすばる関係

介護保険事業関係
法人運営事業関係
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注：事業報告内のカッコ書き実績値は前年度の値

１

26年度重点事項

地域福祉推進係

１ 山形村で生活する様々な方々を支える仕組みとして、地域福祉サービスの活性化を図るととも
に、内容と質の充実、向上につとめる
２ 新規ボランティアの掘り起こしを行い、ボランティアセンター事業の充実を図る

項 目
（１）広報・啓発活動の
推進

事 業

実 績

広報「まほろば」発行
（年4回発行）

【26年度実績】
64号・65号・66号・67号発行

ホームページ運営

ホームページのレイアウト変更

「山形村福祉のつどい」開催

平成26年12月13日(土)開催
テーマ
・「はじめての認知症介護
～ボケたって安心だよ～」
・表彰式、講演会、寸劇、物産展等
表彰者 2団体
・講演会
「はじめての認知症介護」
八田 桂子氏

（２）地域福祉活動計
画策定への取り組み

福祉活動専門員による担当
地区のポケットプラン作成

【ポケットプラン】

(2)-1 ポケットプランに
基づいた地域における
実践活動

たてべ子どもひろば 他

ポケットプランに基づいた地域福祉活動
子どもひろば
(夏休み)
建部の里にて「たてべ子どもひろば」
下大池公民館にて「いこい子どもひろば」
の二か所開催

地域の福祉課題を話し合い、その地域に住む
方々が互いに協力し合って、課題を解決させて
いくための身近な福祉活動プラン

平成26年8月4日～8日(5日間）
参加者 子ども 121名
ボランティア 66名

(冬休み)
平成27年1月6日 下大池公民館
参加者 子ども 16名
ボランティア 22名

(2)-2 地域福祉活動部
会による実践活動の推
進

上大池夢ふれあい隊

「上大池ふれあいDAY」
【平成26年8月3日】

（３）地域住民・組織等
との協働による地域福
祉活動の推進

防災訓練の実施

山形村赤十字奉仕団への協力
・山形村赤十字奉仕団防災教室
【平成26年7月27日】
・山形村総合防災訓練への協力
【平成26年8月31日】

地域福祉事業関係者及び保
健・医療・教育その他社会福
祉と関連する機関との連携、
共同事業の実地

①山形村地域ケア会議・高齢者虐待防止協議
会等への参画
②松本・塩尻・安曇野・東筑合同障害者スポー
ツ大会への参画
【平成26年6月7日(土)やまびこドーム】
③敬老会への開催協力
【平成26年9月11日(木)12日(金)いちいの里】

２

項 目
（４）地域福祉団体・機
関及び地域福祉活動
への助成

（５）地域福祉活動の
担い手づくり活動

事 業

実績

地域福祉団体等助成金

村内福祉団体に対する助成
山形村遺族会
山形村知的障害者育成会
2団体 120,000円

社会福祉協力校事業助成金

小中学校に対する助成
山形小学校
鉢盛中学校
2校 100,000円

指定地域福祉活動支援事
業助成金

村内ボランティア団体等の個別の「地域福
祉活動」に対する助成
24活動 572,500円

有償在宅福祉サービス
（たのみま処）協力会員養
成講座

介護職員初任者研修実施
【平成26年6月12日～平成26年12月25日】
受講生 18名

実習生の受け入れ

(1)福祉学習
・鉢盛中学校福祉交流活動
【平成26年5月27日】 33名
【平成26年11月14日】 33名
・梓川高校職福祉体験学習
【平成26年12月5日】 2名
(2)介護実習等

述べ受入人数93名（74名）
〈受入養成校詳細〉
・松本医療福祉専門学校 介護福祉士現
場実習
【平成26年10月20日～11月14日】 1名
・梓川高校 介護職員初任者研修実習
【平成27年1月26日～2月5日】 4名
・松本短期大学 1年介護導入実習
【平成26年8月18日～8月20日】 1名
・松本大学 社会福祉士現場実習
【平成26年2月～平成26年8月】 1名
・塩尻志學館高校 介護初任者研修実習
【平成26年12月18日～12月19日】 1名
・長野大学 社会福祉士現場実習
【平成26年 8月6日～8月26日】 1名
・日本こども福祉専門学校 社会福祉士現
場実習
【平成26年2月～平成26年8月】 1名

（６）ボランティアセン
ターの運営
(6)-1 情報提供・広報
事業の推進

ホームページをつかった
情報提供

ホームページによる、地域のボランティア
情報等の提供

３

項 目

事 業

実 績

地域資源のコーディ
ネート

地域資源とボランティアのコーディネート活動

ファミリーサポートコ
ーディネート

【平成26年度活動実績】
個人託児 0件
集団託児 1件

有償在宅福祉サービ
ス「たのみま処」コー
ディネート

【平成26年度活動実績】
依頼件数 99件
活動件数 221件

(6)-3 調査研究・企画
事業の推進

ボランティアアンケート

27年度実施予定

(6)-4 活動育成事業
の推進

ボランティアセンター
備品貸出事業

地域でのボランティア活動・福祉活動等に対する備
品貸出
【平成26年度活動実績】
貸出述べ回数 166回

ボランティア交流会

地域で活動するボランティア団体や個人が、その
活動を発表しあい、活動している方同士の連携を
図るための発表会
【平成27年3月14日】 23名

ボランティア養成講座

・認知症サポーター養成講座
（介護職員初任者研修併設事業）
【平成26年7月31日】 27名

ふれあいの旅事業

障害者とそのご家族を対象に開催
東京観光の旅（村内障害者とそのご家族）
【平成26年9月20～21日：31名参加】

(6)-2 コーディネート
事業の推進

（７）地域ふれあい交
流事業等の推進
(7)-1 高齢者、障害者
支援活動

４

項 目
(7)-2 地域支援活動

(7)-3 介護者支援活動

事 業

実 績

いきいきサロン活動

【平成26年度活動実績】
活動サロン数：15サロン（15サロン）
活動述べ回数：116回（116回）
述べ参加人数：932名 （951回）

子育てサロン活動

【平成26年度活動実績】
活動サロン数：2サロン（2サロン）
活動述べ回数：13回（18回）
述べ参加人数：273名 （313回）

地域ふれあい交流事
業

・上大池「上大池ふれあいDAY」
【平成26年8月3日】約30名
・下竹田「新春ふれあい活動」
【平成27年1月25日】約80名
・下大池「下大池落語会」
【平成27年2月1日】約50名
・中大池「お達者ふれあい会」
【平成27年2月7日】約60名
・小坂「小坂ふれあい寄席」
【平成27年2月15日】約80名

出前講座

・下竹田「認知症サポーター養成講座」
【平成27年1月29日】29名
・下竹田「高齢者向け優しい料理教室」
【平成27年2月21日】9名
・下大池女性区民のつどい「認知症について」
【平成27年1月24日】約30名

在宅介護者ふれあい
交流会
（介護者リフレッシュ）

・介護にあたっている地域の方を対象としたリフレッ
シュ事業
【平成26年①5月20日4名②8月19日1名③11月18
日1名④2月17日4名】
①～③介護者交流会
④アロマハンドマッサージ講座（山形村地域包括支援センター
との共催）

･男性介護者リフレッシュ事業
「男性介護者向け料理教室」
【平成26年10月28日】 4名

（８）援護・激励事業の
推進

戦没者・海外移住物
故者慰霊祭の斉行

【平成26年5月8日：仏式で斎行】

生活福祉資金・助け
合い資金等貸付事業

低所得者等の方に対する貸付事業
【平成26年度相談実績】
相談実
数

来所

電話

訪問

他

合計

13件

54件

125件

19件

19件

217件
（92件）

貸付決定：助け合い資金

日常生活自立支援
事業
松本成年後見支援
センター業務への
協力

7 件（5件）

【平成26年度相談実績】
相談
実数

来所

電話

訪問

他

合計

19件

141
件

547件

438件

108件

1234件
（412件）

５

項 目
（９）災害等被災者の見
舞・援護活動の実施

事 業
社会福祉協議会事業

共同募金会山形村
共同募金委員会
日赤長野県支部山
形村分区

実 績
【防災活動】
各区へAED設置支援
（社協、委員会、分区協働事業）
8月25日 小坂・下大池・上竹田
8月27日 上大池・中大池・下竹田
【被災者に対するお見舞事業】
1件

（１０）地域生活者に対
する制度外支援

有償在宅福祉サービ
ス「たのみま処」事業
の推進

【前掲】

（１１）復興支援活動の
実施

復興支援に関する各
種活動

ボランティアバスパックの実施
（岩手県山田町でサロン活動）
【6月27日～6月29日】参加者17名

６

26年度重点事項

地域生活支援係

１ 組織内関連事業所・係との業務調整をし、また行政・民間団体等との協働を図って、より良い生
活支援の仕組み・安定した業務推進体制をつくる
２ 日中一時支援事業について、ゆとりある利用環境を創造し、サービス利用年齢層の拡大・障害
の多様化への対応を図る

項 目
（１）高齢者・障害者（児）
生活支援事業
（村受託事業）

事 業
軽度生活援助事業

実 績
※軽易な日常生活の援助を必要
とする方に対する訪問事業

【平成26年度実績】
述べ利用者数：93人（58人）

生きがい活動支援通所事業
（生きがいデイサービス）

※閉じこもりがちな高齢者等に対
する生きがい活動支援の通所事
業

【平成26年度実績】
1日コース
述べ利用者数：879人(781人)
半日コース
述べ利用者数：401人(307人)

配食サービス事業

※村内の調理が困難な高齢者等
に対する食事提供サービス

【平成26年度実績】
述べ利用者数:2,955人(2,142人)

障害者施設移送サービス

※移送車輌等により、利用者の居
宅等と、村があらかじめ指定する
利用施設間を送迎するサービス

【平成26年度実績】
述べ利用者数：0（0人）

心配ごと相談事業

※行政相談員と心配ごと相談員
（民生・児童委員）による相談事業

（月1回開催）
【平成26年度実績】
述べ相談件数：7件（8件）

（２）高齢者・障害者（児）
生活支援事業
（社会福祉協議会事業）

日中一時支援事業
（障害者総合支援法）

※障害者（児）を一時的に預かる
ことにより、障害者等の日中活動
の場を提供し、見守り及び社会に
適応するための日常的な訓練を
おこなう事業
【平成26年度実績】
述べ登録者数：170人（122人）
述べ利用時間：4,197時間
（3,224時間）

7

（２）高齢者・障害者（児）
生活支援事業
（社会福祉協議会事業）

移動支援事業
（障害者総合支援法）

※屋外での活動に困難がある障害者
（児）について、地域での自立生活及
び、社会参加を促すことを目的とし、
外出のための支援をおこなう事業

【平成26年度実績】
述べ利用者数：36人（25人）

8

26年度重点事項

障害者生活・就労支援センターすばる

１ 山形村及びその周辺地域に居住する障害者に、創造的活動や生産活動等の機会を提供し、生
きがい・働きがいの創造と自主的積極的な社会参加を促すと共に、併せて憩いの場・交流の機
会を提供する
２ 障害者の生活支援・就労支援の仕組みをつくるための拠点として設置し、地域ぐるみで支え合い
助け合いができる地域環境・風土を創造する取り組みを実践する
３ 山形村及びその周辺地域の生活支援・就労支援を行うために、必要なサービスについて検討を
おこなう

項 目

事 業

実 績

（１）障害者生活・就労支援
事業所すばる

生活支援・就労支援・相談活動

【平成26年度実績】
延べ登録者数：173名（143名）
述べ利用者数1,858人
（1,833人）
平均工賃（一人当）：19,182円
（13,416円／月）
主な作業（企業名）
〔受託事業〕
村内施設清掃作業・村内環境整備
（山形村）
梱包材制作等
（株式会社エフ・パッケージ）

野菜袋詰め等
（松本倉庫株式会社）
商品包装
（穂高観光食品）

フランス鴨飼育
（信州フランス鴨の会）
〔自主事業〕
菓子製造・販売（シフォンケーキ等）
資源物（アルミ缶・ペットボトル）
野菜販売
〔その他〕
軽食・喫茶ぽぽねっとでの就労訓練

ぽぽねっと企画の活動・事業
参画支援

フランス鴨飼育（前掲）

地域行事等社会参加活動支援

【村内行事への参加】
山形じゃんずら
【定例活動】
すばるレク活動（毎月1回）

障害福祉なんでも相談室

常時開設
【平成26年度実績】 17件

障害者相談センター（受託事業）

９

（２）ぽぽねっと企画（コミュ
ニティビジネス事業体）

公共的事業の実施

ガーデンぽぽねっと
（野菜販売）

軽食・喫茶ぽぽねっとの経営

飲食店経営

障害者就労支援センターす
ばるの運営
（就労移行支援事業）

【平成26年度実績】
5月より事業開始
述べ登録者数：9名
述べ利用者数176人
※平成27年度より一般就労へ
1名移行

※松本大学・松本倉庫株式会
社との協働事業

（３）障害者総合支援法に基づ
く生活支援サービスの実施
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26年度重点事項

ホームヘルパーステーションいちいの里

１ 特定事業所加算Ⅱの適用事業所への移行を節目に、訪問介護業務推進体制の一層の充実と
職員の知識・技術の一層の向上をはかる
２ 通常の業務の実施地域の拡大に対応し得る安定した運営基盤を確保する

指定介護予防訪問介護事業
指定訪問介護事業
居宅介護事業（障害者自立支援法）

毎日開設
【26年度実績：延べ訪問回数】

介護保険

5,497回（5,338回）

介護予防

860回（755回）

合計

6,357回（6,093回）

障害居宅介護

26年度重点事項

794回（864回）

デイサービスセンターいちいの里

山形村の介護を支えるデイサービスセンターとして、地域の方に選ばれるより良いサービス提供を目
指し、更なる質の向上に努める

指定介護予防通所介護事業
指定通所介護事業

（日）～（金）開設
【26年度実績：延べ利用人数】

介護保険

7,588人（8,059人）

介護予防

1,160人（853人）

合計

26年度重点事項

8,748人（8,912人）

コミュニティハウス建部の里

事業所（施設）運営全体の見直しを行い、認知症対応型通所介護事業の利用者の受け入れの促進と
安定した運営基盤を確保する

指定介護予防認知症対応通所介護事業
指定認知症対応通所介護事業

（月）～（土）開設
【26年度実績：延べ利用人数】

介護保険

2,493人（2,880人）

介護予防

73人（51人）

合計

2,566人（2,931人）
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26年度重点事項

小規模多機能型居宅介護事業所すばる

地域密着型小規模多機能型居宅介護事業所として、地域の介護を支える事業所として、24時間365日
のサービス展開をおこなう

【26年度実績：月平均登録人数】

指定小規模多機能型居宅介護事業の実
施（365日開設）

介護保険

26年度重点事項

18.6人／月（12.2人）

居宅介護サポートセンターいちいの里

１ ケアマネジメント知識・技術の向上を図ると共に、通常の事業の実施地域の拡大に対応
し得る安定した運営基盤を確保する
２ 特定事業所加算適用事業所の要件充足を将来的な目標に据え、それに向けた体制等
の条件整備につとめる
指定居宅介護支援事業の実施

【26年度実績：述べ利用人数】

（１）組織活動推進関係

1,433人（1,437人）

介護予防

384人（343人）

法人運営部

26年度重点事項
項 目

介護保険

事 業

内 容

理事会（専門部会）の開催

4回開催

評議員会の開催

3回開催

監査会の開催

2回開催

地域福祉推進委員会の開催

12回開催

各種委員会の開催

必要に応じ開催

会員組織の普及・管理

普通会員・特別会員・賛助会員
の募集

（２）業務運営体制の基盤
整備

例規の整備

諸例規の整備

（３）役職員研修等の企画・
実施

職員研修会

職員FFS研修会の実施
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項 目

事 業

内 容

①青木村社会福祉協議会との災害時相互支援協定締結（8月1日）
②各地区へのAED設置支援【前掲】
③松本ブロック社会福祉協議会と青年会議所・塩尻青年会議所の相互協定締結（12月1日）
社会福祉協議会会員／共同募金会山形村共同募金委員会／日本赤十字社長野県支部山形村分区

項 目

事 業

内 容

（１）社協会員組織の普及・管理

会員組織の普及・管理

普通会員実績
1,979件 2,968,500円
（2,011件 3,016,500円）
賛助会員実績
55件 204,000円
（69件 249,000円）
特別会員実績
32件 490,000円
（33件 480,000円）

（２）赤い羽根・歳末助け合い
共同募金運動の推進

募金活動の実施

平成26年度実績
募金総額 1,994,703円
（2,000,678円）

（３）日本赤十字社の社員募集・
社資収納運動の推進

社資収納運動の実施

平成26年度収納実績
社資総額 1,357,000円
（1,420,300円）
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いちいの里すばる

社会福祉法人 山形村社会福祉協議会

