
　朝日村では長野県中部を震源とする大地震や、豪雨による鎖川の氾濫又は土石流等の災害が
想定されています。被害が発生すると全国から「朝日村を助けたい！」という、大勢のボランティ
アが駆けつけてくれます。災害ボランティアセンターではボランティアの受け入れ、派遣先の調
整、被災された方からの聞き取り等を行います。
　協定書には朝日村と朝日村社会福祉協議会の果たすべき役割と協力事項、費用負担等を定めま
した。社協では協定書の内容を踏まえ、いざという時に災害ボランティアセンターが円滑に運営
できるよう備えていきます。
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社協だより「ほのぼの」は皆様からの社協会費で発行しています。

「災害時における災害ボランティアセン
 ターの設置・運営等に関する協定書」
調印式が行われました。



【地域福祉事業】
●ボランティア活動への支援と基盤整備
●福祉や暮らしに関する相談、支援事業
●人のつながりや地域の支え合いの仕組み
　づくりを目的とした各種事業
●フードドライブ（食糧支援）事業
●災害時の支えあい活動等に関する事業
●世代間交流、福祉交流の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

【村からの受託事業】
●健康づくり、介護予防事業など4事業
（講座の企画開催、送迎事業、生活支援など）

【介護サービス事業】
●デイサービス事業
　利用者や家族のニーズに応え、機能訓練や
　認知症ケアに積極的に取り組みます。
●ホームヘルプサービス事業
　利用者の生活習慣や環境にも配慮しながら、
　気持ちに寄り添ったサービスを提供します。
●ケアマネージャー事業
　利用者の生活を総合的に捉え、関係者との適
　切な連携を行った介護プランを提供します。
●ミニデイサービス事業
　早期発見による予防と多彩なプログラムで、
　元気なこころと体の健康維持を支援します。

令和4年度一般会計予算
収入内訳　（単位：千円） 支出内訳　（単位：千円）

収入総額
136,163千円

支出総額
140,958千円

＊支出経費の使途別内訳
　人件費

　事務・事業費

　助成金

　リース債務の返済　

　積立金　　　　　　

　固定資産取得

　その他

104,022千円

30,084千円

910千円

1,679千円

500千円

220千円

3,543千円デイサービス事業収入
84,702

社協会費
1,387

地域支援事業
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法人運営
事業
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地域福祉
推進事業

1,820

福祉有償
運送事業

36

共同募金
配分金事業

589

ミニデイサービス
事業

5,734

その他収入
277

寄付金
500 補助金

13,780
受託金
9,050

共同募金
配分金

589

ミニデイサービス
事業収入

5,734
ケアマネージャー

事業収入
13,560

ホームヘルパー
事業収入

6,584
ケアマネージャー

事業
16,506

ホームヘルパー
事業

8,160
 

デイサービス事業
73,952

令和4年度朝日村社会福祉協議会　事業計画と予算

主 な 事 業 （ 抜 粋 ）

基 本 目 標

　3月に開催された理事会・評議員会において、令和 4年度の事業計画及び予算が承認されました。
　新型コロナウイルスによる社会の変化が日々の暮らしにも大きく影響し、地域のつながりの希薄
化や課題を抱えた方の社会的孤立がさらに進むことが懸念されています。
　社協では、誰もが住み慣れた場所や家庭で、その人らしく暮らし続けられる地域社会づくりをめざ
し、人のつながりや地域の福祉力を高めるための事業、専門職による相談支援活動、本人やご家族に
寄り添った安心安全な介護サービスの提供など、身近な福祉・介護事業に徹底した感染予防対策を
図りながら取り組んでまいります。

誰もが安心していきいきと暮らすことのできる福祉の地域づくり

～ 地域住民とともに歩む社会福祉協議会をめざして ～
●地域を支える「こころ」の再発見
●助け合い・支え合いの仕組みづくり
●安心して暮らすための生活支援、相談支援の充実
●心のこもったきめ細やかな介護サービスの提供

※収入の不足分は前期末支払資金残高（前年度繰越金）を充当します。



コロナ禍で制限のある生活をしていると、心身の活力（筋力や認知機能など）や社会的な側面の活力（人との交
流など）が低下し、生活機能障害、要介護状態におちいりやすくなります。
日々の生活の中で、「体重が減った」「歩くのが遅くなった」「疲れやすい」「握力が弱くなった」「活動量が減った」

をひとつでも感じた時が、運動の始め時です。地域の皆さんの健康な体づくりを目指し、令和 4 年度も様々な
運動講座を開催します。是非ご参加下さい。

「シャキッとすっきり体操」
新！健康運動講座（4月～6月開催）

～10年後、今と変わらない生活を送るための身体づくり～

問合せ・申し込み 朝日村社会福祉協議会  電話99-2340

日　時／毎月第2・4水曜日
　午前９：30～11：00

運動を始めるきっかけにしてみませんか運動を始めるきっかけにしてみませんか

コロナ禍 冬の講座開催 あさひさんでい講座（冬）

男性限定運動講座男性限定運動講座

自由に作ろう
編み物講座
自由に作ろう
編み物講座

世界の味めぐり世界の味めぐり

やわやわ体操やわやわ体操

高齢者
ふれあい学習

再彩クラブ
お正月飾り
再彩クラブ
お正月飾り

フー・・。ふー・・・。
身体は辛いが
心は男前！

イギリスの
コテージパイを実食！

お正月を
新たな気持ちで
迎えました

なに作ろうかな～

若い男性講師に心もほぐれました
ピアノとバイオリンの演奏。
音楽に癒されました

講師／清水 美幸さん
カイロプラクター  健康管理指導士

　縮こまっている姿勢や気分を
整えませんか？今だからこそ必要
な免疫力UPにも効果的な体操
です。呼吸も合わせて一緒に楽
しく心も体も健康になりましょう。テーマ／セラバンドで疲れにくい体づくり

｢ゆっくり運動｣
再彩クラブ（通年開催）

日　時／毎月第1・3水曜日
　午後1：30～3：00 講師／羽多野 美映さん  理学療法士

　春です！コロナの影響が大きく
て、お家にこもっている時間が長
かったことと思います。体のあち
こちをゆっくりとほぐしていきま
しょう。たくさん笑って体も心もリ
フレッシュ！お会いできるのを楽
しみにしています。

テーマ／コリコリの体
　あせらずゆっくりほぐそう

「やわやわ体操」
あさひさんでい講座（通年開催）

日　時／毎月第2・4金曜日
　午前９：30～11：00 講師／永井 肇さん

健康運動指導士・整体師

　4月は首や肩周りの不調改善
を目的とした運動を行います。首
肩のコリからくる不調を改善し、
少しでも楽になるよう全身ほぐ
しながら体を整えていきます。気
楽な気持ちでご参加下さい。テーマ／身体の不調改善

　　　　

詳細は「えべやかたくりの里だより」
をご覧ください。



事 業 名 対 応 結 果

社協では、福祉サービスに関して寄せられたご意見や苦情等とその対応について、個人情報の保護を講じた
うえで苦情解決委員会に報告・検討して、利用者の権利擁護と事業所の信頼性向上を図っています。
この1年間にお寄せいただいたご意見や苦情と対応結果は次のとおりです。
今後もご意見や苦情等には丁寧に対応し、サービスの向上に取り組んでまいります。

通所介護事業
（デイサービス）１件

居宅介護支援事業
（ケアマネージャー）

3件

意見・苦情の概要

本会の介護サービスに関するご意見や苦情等は、本会のほか苦情解決委員会の第三者委員（上條一雄さん、
塩原二三恵さん、上條辰宏さん）にお申し出いただくこともできます。

令和3年度福祉サービスの苦情解決結果報告書

○戸別募金
○募金箱等
○企業募金（順不同） 
　鉢盛自動車整備工場  様
　三村木工  様
　清沢土建株式会社  様
　カンロ株式会社朝日工場  様
　株式会社ＡＲＣ東京堂  様
　有限会社おもと急送  様

785,538円
3,472円

10,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
1,000円

～募金の使いみち～ （令和4年度事業予定）

①長野県内 (広域 )での福祉事業に 231,000円
②朝日村内での福祉事業に 589,010円

　昨年10月1日から全国一斉に行われた令和3年度赤い羽根共同募金運動には、村民・
企業の皆様から多くの募金をお寄せいただきました。
　募金をいただいた皆様、取りまとめをいただいた地区長さんなど、お力添えを賜りま
したすべての方々にあらためてお礼を申しあげます。ありがとうございました。
　お寄せいただいた募金は、地域での福祉活動に使わせていただきます。

高齢者への支援
・ひとり暮らし高齢者等へのふれあい料理配食事業

237,000円

95,000円その他地域での活動に
・家庭介護教室の開催
・地域で活動するグループ、団体への活動助成

80,000円

障がいのある方々への支援
・当事者団体、グループへの活動助成
・障がい者社会参加（希望の旅）事業

子どもたちのために
・保育園での観劇会
・小学校ＰＴＡ講演会

令和3年度
募金総額 820,010円

177,010円

赤い羽根共同募金へのご協力、ありがとうございました

ご家族の心情に配慮し、わかりやすく丁寧な報告を行うこと
をあらためて確認・徹底しました。

住宅改修を行うにあたっては、専門職としての提案を伝えた
うえで、利用者やご家族の心情や要望を丁寧に汲みとり、必
要性を十分検討することとしました。

介護サービスの制度や運用方法に変更があった場合は、事業
所内での情報共有を徹底し正確な情報を利用者やご家族に
伝えること。また、保険者に対しては、変更点を文章で通知
するよう依頼しました。

担当のケアマネージャーを交代するとともに、サービス利用
時の状況のみで判断することなく、ご家族の話や訴えに寄り
添う姿勢で相談支援に臨むことをあらためて徹底しました。

利用者の様子をご家族へ報告する
際の配慮不足

住宅改修に関する必要性のご家族
との判断の相違

介護サービスの制度変更に係る
誤った情報提供

認知症状についてのご家族との認
識の違いによる相談支援の不足 



より食べやすい
てまり寿司でも
お出ししました

ゆかいな赤鬼、青鬼が
かたくりに
みんな元気に鬼退治

「おにはそと～！」

新年最初の全集中！

職員によるひげダンス披露
たくさんの拍手をありがと
うございます

レクリエーションで
使う魚をみんなで制
作中、真剣です！

うまいなぁ～

ミニデイを利用してみたい方へ！ 利用するには、朝日村役場 住民福祉課への申請が必要となります。詳しくはご相談下さい。




