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概要報告                              

 

 

 本年度は昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、辰野町社会福祉協議

会でも事業中止や規模縮小、指定管理施設の休館などが余儀なくされました。 

 

 そんな中、令和３年度は「地域たすけあい事業 ゆいっこ」「生活支援体制整備事業（町受

託）」「法人後見事業」「ほたるこども食堂」などの新規事業が始まりました。 

「地域たすけあい事業 ゆいっこ」では、辰野町に暮らす高齢者、障がいをお持ちの方、子

育て中の方などが日常生活で困った時に、地域住民同士が有償で助け合う「お互いさま」の気

持ちを大切にした住民参加型有償在宅福祉サービスです。本年度は試行期間として始まりまし

たが、支援希望の方20名、サポーター24名の登録があり、今まで支援が難しかった部分に手

が入るようになりました。 

「生活支援体制整備事業」を辰野町から受託し、生活支援コーディネーターとして第1 層 1

名（第 2 層を兼務）、第 2 層 4 名を配置しました。地域が抱えている様々な課題や困り事を把

握し、解決に向けた取り組みを行う地区社会福祉協議会の全町設置に向けた一歩を踏み出しま

した。 

「法人後見事業」を実施することで、様々な理由から後見人をつける事が困難な方々の権利

擁護に向けた取り組みを行いました。 

辰野ライオンズクラブとの共催で「ほたるこども食堂」も始まりました。「食」を通じて、

家族の中により一層の笑顔が生まれる事を目指しイベント的に計画されたものが継続的に実

施されることとなりました。 

 

指定訪問介護事業所・指定居宅介護支援事業所・指定相談支援事業所としては、新型コロナ

ウイルス対策を講じ感染予防に注意を払いながら、継続したサービスの提供に努めました。 

 

最後になりましたが、令和3年8月前線による大雨災害では、町内各所で土砂崩れが発生し、

家屋に甚大な被害が出たため、長野県社会福祉協議会の支援をいただき辰野町と共同で辰野町

災害ボランティアセンターを設置しました。災害ボランティア募集の折には、地域住民、各種

団体、上伊那ブロックの各市町村社会福祉協議会、辰野町役場職員など大変多くの皆様にご協

力をいただき、被災者のニーズ解決に向けた活動を行うことができました。今回の災害では土

砂の搬出がメインとなりました。人海戦術では限界があるため、重機での被災地支援を行って

いる一般財団法人日本笑顔プロジェクト（小布施町）に協力をいただくことで、飛躍的に作業

を進めることができました。 

 このような災害時における訓練を平時から積み重ねていくことの重要性を痛感しました。 
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各種事業の実績報告                                       
※実績の( )内は昨年度比となります 

 ※☆印は令和3年度新規事業となります 

■総務グループ 

１．理事会・評議員会などの開催 

月 日 曜日 会議 内 容 

4 1 木 理事会 ・常務理事の選定について 

6 

1 火 理事会 

・令和2年度第5次収支補正予算について 

・令和2年度事業報告について 

・令和2年度一般会計収支決算について 

・会計監査報告 

・辰野町社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦について                                                           

・評議員会の招集と議題について 

・会長・常務理事の活動報告 

15 火 評議員会 

・令和2年度第5次収支補正予算について 

・令和2年度事業報告について 

・令和2年度一般会計収支決算について 

・会計監査報告 

17 木 評議員会 ・理事・監事の選任について 

21 月 理事会 
・会長、副会長、常務理事の選定について 

・評議員選任・解任委員会委員の選任について 

9 

21 火 理事会 

・令和3年度第1次収支補正予算について 

・令和3年度第2次収支補正予算について                                                                                

・評議員会の招集と議題について    

27 月 評議員会 
・令和3年度第1次収支補正予算について 

・令和3年度第2次収支補正予算について 

12 

2 木 監査会 ・中間監査 

16 木 
理事会 

評議員会 

・事業内容の中間報告                                                                                   

・会長・常務理事の活動報告 

 3 

22 火 理事会 

・令和4年度事業計画について 

・令和4年度収支予算について 

・令和3年度第3次収支補正予算について                                         

・評議員会の招集と議題について                                                        

29 火 評議員会 

・令和4年度事業計画について 

・令和4年度収支予算について 

・令和3年度第3次収支補正予算について 

・理事選任について  

他、毎月、会計事務所による外部監査を受けております。 
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２．善意銀行の運営 

項目 単位 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

現金 

預託  

件 53 (+18) 41 (-12) 49 (+8) 

円 1,571,663 (+596,710) 1,527,362 (-44,301) 1,364,416 (-162,946) 

物品 

預託  

件 2 (0) 2 (0) 1 (-1) 

内容 お掃除ロボット・もち米他 お掃除ロボット・もち米他 ウエス 

 

 

３．広報活動 
１）広報紙の発行 

 

２）ホームページの更新 

  ○社協の基本情報（定款･役員名簿）の掲載。 

   ○予算書、決算書、事業計画、事業報告などの情報公開。 

○１）の広報紙や各種申請様式などがオンライン上で確認、プリントアウトできるような形での掲載。 

○指定管理三施設での行事などの開催情報掲載。 

 

 

４．組織活動 
１）社協会費への協力依頼                                単位：人 

種 別 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

一般会員 5,664 (-130)  5,713 (49)  5,674 (-39)  

特別会員  140 (-27)   134 (-6)  134  (0)  

法人会員  147 (-2)   139 (-8)  153  (+14)  

計 5,951  (-159) 5,986  (+35) 5,961  (-25) 

 

 ２）会費の還元（会費として納入いただいたうち、20％を福祉活動費として各区へ還元しています。）単位：円 

区 名 交付額 区 名 交付額 区 名 交付額 

小 野 134,800 川 島 52,200 上 島 13,800 

唐木沢 5,200 今 村 13,800 宮 所 37,600 

小横川 8,600 宮 木 239,600 新 町 76,400 

羽 場 43,000 北大出 93,800 下辰野 102,000 

上辰野 76,400 平 出 185,200 沢 底 23,400 

赤 羽 105,600 樋 口 69,000 計 1,280,400 

 

 

 

 

広報紙名 発行回数 発行概要 

社協報たつの 5回 全戸配布 

辰野町社協です「お元気ですか」 7回 回覧 

ボランティア情報紙「福寿草」 11回 1月/全戸配布 その他の月（2月を除く）/回覧 



4 

 

３）辰野町老人福祉センターの管理・運営                        単位：人 

項 目 平成31年度 令和2年度※1 令和3年度※1 

教養娯楽室 903 (+420) 45 (-858) 0 (-45) 

栄養指導室 72 (-1) 0 (-72) 0 (0) 

機能訓練室 811 (-173) 603 (-208) 548 (-55) 

集会室1･2 5,410 (-616) 4,042 (-1,368) 4,148 (+106) 

運動指導室 2,857 (-43) 799 (-2,058) 814 (+15) 

身障作業相談室 3,606 (-93) 2,525 (-1,081) 2,607 (+82) 

陶芸室 279 (+124) 41 (-238) 47 (+6) 

相談室※1 301 (+231) 274 (-27) 204 (-70) 

計 14,239 (-151) 8,329 (-5,910) 8,368 (+39) 

    ※1・新型コロナウイルス感染症の感染警戒レベルが5以上の場合は休館としました。 

 

■地域福祉推進グループ 

１．ボランティア・市民活動の推進 
 １）辰野町ボランティアセンターの利用者・団体数 

項 目 平成31年度 令和2年度※2 令和3年度※2 

団体数 643 (-93) 477 (-166) 450 (-27) 

利用人数 5,548 (+462) 3,225 (-2323) 3,093 (-132) 

    ※2・新型コロナウイルス感染症の感染警戒レベルが5以上の場合は休館としました。 

 

２）ボランティア・市民活動の支援 

   ①コーディネーターによる相談【開設日】週5日（月～金） 8:30～17:15 

   ②各種ボランティア保険の受付                           単位：人 

種類 加入数 種類 加入数 

ボランティア活動保険(通年) 
810

（+148） 
行事用保険（随時） 

36 
（+5） 

福祉サービス総合保障(通年) 
8 

（+1） 
送迎サービス補償 

3 
（+1） 

 

   ③各種体験講座の実施 

月 日 曜日 内容 参加者 

4 

12 月 クラフト講座「こいのぼり飾りを作ろう！」 16 

16 金 座って運動！楽しくケガ無くストレッチ 32 

28 水 光触媒フラワーアレンジメントを作りましょう！ 20 

5 
14・17 金・月 クラフト講座 ほたる飛び交うリースを作ろう！ 17・20 

21 金 座って運動！楽しくケガ無くストレッチ 32 

6 

14・15 月･火 クラフト講座 願いを込めて七夕飾りを作りましょう！ 18・11 

18 金 座って運動！楽しくケガ無くストレッチ 31 

23 水 光触媒フラワーアレンジメントを作りましょう！ 10 
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月 日 曜日 内容 参加者 

7 

14・15 水・木 クラフト講座 夏のさわやかリースを作りましょう 12・18 

16 金 座って運動！楽しくケガ無くストレッチ 29 

28 水 光触媒加工のフォトフレームを作りましょう 4 

10 

8 金 クラフト講座 きのこのお家を作りましょう 8 

13 水 ハロウィンのフラワーアレンジメントを作りましょう 6 

15 金 座って運動！楽しくケガ無くストレッチ 22 

11 

18・25 木・木 クラフト講座 クリスマスリースを作りましょう 17・13 

19 金 座って運動！楽しくケガ無くストレッチ 23 

24 水 光触媒加工 クリスマスの飾りを作りましょう 10 

12 
8・13 水・月 クラフト講座 干支“寅”を作ろう 16・14 

17 金 座って運動！楽しくケガ無くストレッチ 21 

 

④福祉学習の推進 

〇福祉学習推進校事業 担当者連絡会 7月27日（火）開催。 
 

〇福祉学習推進校活動の紹介 

 ・町内全小中学校、高校各1回ボランティア情報紙「福寿草」内に掲載 

 ・福祉ボランティア学習模造紙発表 

  12月13日～12月26日 ボランティアセンター 

  1月8日～1月16日 町民会館エントランス     
 

○町内全小中学校・高校を福祉学習推進校に指定し各校5万円の補助金を交付※3 
 ※3・町内8校のうち、1校はコロナ禍により活動が出来ないため、辞退。 

     

○福祉･ボランティア体験学習の実施 

月 日 曜日 学校 学年 内容 

12 

1 水 

辰野西小学校 

6学年 ユニバーサルデザイン 

14 火 4学年 点字を打ってみよう 

16 木 1学年 手話ミュージック体験 

20 月 5学年 高齢者疑似体験 

21 火 2学年 車イス体験 

 

⑤辰野ボランティア・市民活動ネットワークの運営 

    ○辰野ボランティア･市民活動ネットワーク運営委員会の運営 

・運営委員 15名/事務局 3名 

・ボランティアセンター事業の検討･研究･調査･研修･推進 

・ボランティア情報ボードの設置（町内全46ヶ所）  

・ボランティアセンター利活用について研究協議及び充実強化 
 

○ボランティア･市民活動振興事業助成金審査（赤い羽根共同募金配分金事業） 

     ・プレゼンテーション審査会の実施  
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○各種事業 

月 日 曜日 内容 

5月20日(木)～6月18日(金) ボランティアセンター利用団体連絡会 

年度内 ボランティアセンター大掃除 

4月中旬～6月末 ポカラの帽子プロジェクト協力 

5 26 水 ボランティア・市民活動振興事業助成金プレゼンテーション・審査会 

10月11日(月)～10月29日(金) コロナに負けない!ボラセン秋まつり週間 被災地応援物産展 

12 7 火 手芸材料バザー 

3 16 水 シトラスリボンプロジェクト 

4月6日(火)・5月11日(火) 

8月3日(火)・9月29日(水) 

11月2日(火) 

定例会(毎月第1火曜日) 

奇数月月末 ボラセンショップ売上精算 

毎月1回(1月休み)  ボランティア情報ボード掲示 

毎月1回(1月休み)  ボランティア情報紙「福寿草」仕分け協力 

    

⑥その他 

○リサイクル活動の推進 

収集品：アルミ缶・エコキャップ・牛乳パック・切手（未使用・使用済み）・ハガキ（未使用・書き損じ） 

      テレフォンカード・インクカートリッジ・ベルマーク・期限切れごみチケット 
 

○器具･機材･図書等の備品充実及び貸し出し 

寄贈備品：ラジカセ・高齢者疑似体験用サポーター、ゴーグル８セット 

プロジェクター・旧プロジェクター用コード・レーザーポインター 

（収集ボランティアの会寄贈） 
 

○各種備品貸出し（スクリーン、プロジェクター、ポータブルアンプなど） 
 

○「やすらぎサロン」3回実施 

  対 象：どなたでも(誰かに話したい、話を聞いてもらいたい人) 

  協力者：傾聴ボランティア辰野、個人ボランティア 
 

○ボランティアセンター利用者団体との連携 

  5月20日（木）～6月18日（金）の間、窓口で利用方法について説明 
 

○朗読サービス 

     「広報吹き込みCD」利用者：4人（視覚障害者、重度心身障害者、寝たきりの方） 

「音手紙ほのぼの」利用者：100名 

ボランティア：朗読グループひびき、郵便局（配達無料） 
 

    ○フードドライブ（辰野ライオンズクラブとの共催）：10月11日（月）～15日（金） 
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３）令和3年8月前線による大雨災害ボランティアセンター設置☆ 

 令和3年8月前線の影響を受け、町内各所で土砂崩れが発生した事を受け災害ボランティアセンターを 

設置しました。 

 ①災害ボランティア活動者数 

日にち 
8月19日

（土） 

8月20日 

（金） 

8月21日 

（土） 

8月22日 

（日） 

8月28日 

（土） 
計 

一般ボラ/役場職員 合計 35 45 106 72 69 327※4 

新町 

一般 13 12     7 

  

上伊那郡内社協 2 0     3 

役場職員         11 

小野 

（新田） 

一般 0 5 11 14 13 

上伊那郡内社協 4 4 12 6 3 

小野 

（下雨沢） 

一般 0 11 14 1   

役場職員 16 13 36 35   

上辰野 
一般     8     

上伊那郡内社協     3     

上平出 
役場職員     14 0   

一般     8 7   

小野川 役場職員       7   

宮木 一般       2   

小横川 
一般         15 

役場職員         17 

県社協職員 2 2 5 5 2 16 

町社協職員 11 12 12 10 12 57 

支援先 3 7 10 5 5 30 

上伊那郡内社協 内訳 

箕輪町 箕輪町 箕輪町 箕輪町 箕輪町  

宮田村 駒ケ根市 南箕輪村 伊那市 南箕輪村  

駒ケ根市   伊那市   飯島町  

    駒ケ根市      

    中川村      

※4・内訳は一般計131名、役場職員計144名、上伊那社協計37名、各種団体計15名 

 

   ②協力団体 

・長野県社会福祉協議会 ・上伊那ブロック社会福祉協議会 

・㈶日本笑顔プロジェクト ・辰野郵便局 

・辰野ライオンズクラブ ・辰野ロータリークラブ 

・辰野町商工会 ・辰野町商工会青年部 
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２．地域交流の活性化と交流のための居場所づくり 
 １）辰野町ほたるの里世代間交流センター「茶の間」の管理・運営               単位：人 

年度 

1F ホール 
2F 

ホール 
合計 

団体数 
20代 

未満 

20～ 

30代 

40～ 

50代 

60～ 

70代 

80代 

以上 
調理室 

令和3年度 
※21 

1,380 145 71 366 1,237 76 0 590 
3,865 (-1,527) 

(-127) (+4) (-59) (-194) (-934) (-16) (0) (-201) 

令和2年度 
※21 

1,507 141 130 560 2,171 92 0 791 
5,392 (-3,297) 

(-1,389) (-189) (-140) (-270) (-496) (+20) (-442) (-391) 

平成31年度 
2,896  330  270  830  2,667  72  442  1,182  

8,689  (-789) 

(-154) (-43) (41) (-40) (180) (-179) (-237) (+46) 

※21・新型コロナウイルス感染症の感染警戒レベルが5以上の場合は休館としました。 

 

 ２）町民講師による生涯学習となる講座の開催 

  ①「茶の間」主催講座 

    ○ぬり絵サロン（講師・荻原ゆりか）    9回/年 延参加者88名(+14) 

    ○折り紙サロン（講師・吉澤 蒔乃）   8回/年 延参加者60名(-16) 
 

  ②町民講師主催講座 

月 日 曜日 講座名 講 師 参加者 

4 6 火 楽しく描ける！おしゃれなチョークアート 塩原 里佳 4 

5 
24 月 ピカピカ光る/ほたるぼんぼりを作ろう！① 栗屋 雅子 

小澤くみ子 

11 

24 月 ピカピカ光る/ほたるぼんぼりを作ろう！② 4 

7 

28 水 

【チャレンジしよう!!夏休み講座①】 

マーブリングでステキな服に大変身！ 

       “ほっこりちゃん”のうちわを作ろう！ 

辰野美術館 

ほっこり座  
6 

30 金 

【チャレンジしよう!!夏休み講座②】 

「茶の間」折り紙教室  

       折り紙で夏のリースを作ろう！ 

荻原ゆりか 5 

8 10 火 
【チャレンジしよう!!夏休み講座④】 

糸でつくる幾何学模様！かんたん糸かけアート 
小澤 直美 12 

11 

25 水 木の実で作るクリスマスツリー 
栗屋 雅子 

小澤くみ子 
5 

30 金 酒粕入り美肌石けん作り 伊藤眞由美 4 

12 1 水 今年も作りましょう！魔除けのとうがらし飾り 有賀ひさ子 11 

 

 ３）展示コーナー活用による町民作品展 

展示期間 展示者 

4/7（水）～4/27（火） 塩原里佳「チョークアート作品展」 

5/7（金）～5/29（土） あかねの会「草木染作品展」 

6/1（火）～6/19（土） 伊藤あゐ「クラフトバッグ作品展」 
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展示期間 展示者 

6/22（火）～7/31（土） 「人生は楽しい！グランマ三人展」 

8/5（木）～8/30（月） 土林光「鉛筆画作品展」 

10/5（火）～10/30（土） 「和の会」絵手紙展 

11/4（木）～11/30（火） レイモンブラン「ポーセラーツ習作展」 

12/6（月）～1/12（水） いいまちたつの知らせ隊「ポストカード写真展 

 

 

【福祉事業グループ】 

１．在宅福祉サービス 
 １）辰野町ママサポート事業（町委託事業） 

   妊娠期・産褥期の母親に対して、家事に関するサービス、新生児及び乳幼児に対するサービス（授乳、お 

むつの交換、沐浴の準備・片づけ等）を提供します。 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

利用者数 2 (+1) 3 (+1) 3 (0) 

利用回数 69 (+56) 60 (-9) 81 (+21) 

 

 ２）辰野町養育支援訪問事業育児・家事援助事業（町委託事業） 

   育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼなどの問題によって、子育てに対し不安や孤立感を抱える家

庭や様々な原因で養育支援が必要になっている家庭に対して、子育て経験者による育児・家事の援助を訪

問し、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決・軽減を図ります。 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

利用者数 0 (-1) 0 (0) 0 (0) 

利用回数 0 (-36) 0 (0) 0 (0) 

 

 ３）ふれあい型配食サービス「ほのぼのランチ」 

   町内在住の高齢者・障がい者・介護者などを対象に、毎週木曜日に調理ボランティア手作りの昼食用弁当 

を配達ボランティアにより配達し安否確認を行います。一食400円。 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

調理ボランティア 44 (+2) 41 (-3) 37 (-4) 

配達ボランティア 34 (-3) 30  (-4) 33  (+3) 

弁当調理数 2,840 (-551) 2,583 (-257) 2,710 (+127) 

利用者数 135 (-2) 97 (-38) 85 (-12) 
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 ４）在宅介護者リフレッシュ事業（町委託事業） 

   内容：介護保険で介護度１以上の療養者を在宅で常時介護されている方を対象に、日頃の労をねぎらい、

心身のリフレッシュと介護者間の情報交換・交流を深めるために行います。 

   ○在宅介護者リフレッシュ事業 

月 日 曜日 講座名 講 師 参加者 

10 14 木 
ボッチャ体験 松田 和夫 6 

11 17 水 

10 22 金 
フラワーアレンジメント 堀内 るみ 9 

11 16 火 

11 26 金 大人の塗り絵 萩原ゆりか 2 

11 30 火 しめ縄作り 上島 純正・上島 元辰 5 

 

 ○補助事業 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

ショートステイ補助 275 (-12) 287 (+12) 347 (+60) 

デイサービス補助 443 (-54) 497 (+54) 600 (+103) 

 

５）日常生活用具の貸与 

  車イスや電動ベッドなどの福祉用具を無料貸与します。 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

ギャッジベッド 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

電動ベッド 4 (-9) 5 (+1) 2 (-3) 

車イス 21 (0) 20 (-1) 9 (-11) 

歩行器 1 (-1) 1 (0) 2 (+1) 

多脚ステッキ 1 (0) 4 (+3) 0 (-4) 

4点杖 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

松葉杖 0 (+2) 2 (+2) 0 (-2) 

吸引器 2 (-2) 3 (+1) 4 (+1) 

支援バー(L字柵) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

ポータブルトイレ 8 (3) 5 (-3) 11 (+6) 

スロープ 0 (0) 1 (+1) 0 (-1) 

計 37 (-9) 41 (+4) 28 (-13) 

  

６）通所型介護予防事業 ミニデイサービス「よつば」（町委託事業） 

   住み慣れた地域で、地域の人々と交流をしながら介護予防に取り組みます。 

項 目 川島 新町 小野 計 

回数 37 (-8) 40 (-5) 39 (-8) 116 (-21) 

人数 162 (-30) 263 (-41) 260 (-108) 685 (-179) 

サポーター 37 (-1) 39 (-39) 64 (-9) 140 (-2) 
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 ７）認知症カフェ（町委託事業） 

   「オレンジカフェ」として認知症の方やその家族を含め、誰でも気軽に参加でき、カフェのようにお茶を 

飲みながら語りあう交流の場を提供します。毎月第2水曜日の10時～12時。 

   会場：辰野町ほたるの里世代間交流センター「茶の間」 

項 目 平成31年度 令和2年度※5 令和3年度※5 

実施回数 11 (-1) 6 (-5) 7 (+1) 

当事者・家族 28 (1) 16 (-12) 15 (-1) 

その他参加 65 (-14) 30 (-35) 30 (0) 

    ※5：新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため中止あり 

  

８）希望の旅事業の実施（赤い羽根共同募金配分金事業） 

   毎年3月に実施をしていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、やむなく中止としました。 

     

 ９）ひとり暮らし高齢者のつどい 

   毎年春と秋の年2回、「社協バスハイク」として町内の70歳以上90歳未満で介護保険サービスを使用して

いないひとり暮らしの方を対象にして実施をしていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、やむ

なく中止としました。 

  

１０）移送サービス事業の実施 

   町内在住で、ひとりで公共交通機関の利用ができない方を対象にした移送サービスを行います。出発・到 

着のいずれかが辰野町内であることが条件です。1時間1,500円。 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

入退院 60 (-30) 38 (-22) 34 (-4) 

通院 952 (-17) 960 (+8) 999 (+39) 

その他 14 (-1) 3 (-11) 13 (+10) 

計 1,026 (-48) 1,001 (-25) 1,046 (+45) 

 

１１）福祉車輌の貸出 

   町内在住で、車イスによる移動が必要な方とその家族を対象に車イス搭載車両の貸出を行います。 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

入退院 103 (--) 93 (-10) 112 (+19) 

 

１２）地域たすけあい事業「ゆいっこ」☆ 

   高齢の方、障がいをお持ちの方、子育て中の方等が日常生活で困った時に、地域住民の皆さんが有償で、 

身の回りの家事援助や通院などのお手伝いを中心に行う会員制の事業です。地域にお住いの方同士による 

「お互いさま」の気持ちを大切にした助け合い活動です。 

   ①申込み者数 

項 目 令和3年度 

男 性 7 (0) 

女 性 13 (0) 

合 計 20 (0) 
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②申込み経過 

項 目 令和3年度 

本人から 7 (0) 

知人の紹介 3 (0) 

ケアマネジャーから 10 (0) 

民生児童委員から 1 (0) 

ヘルパーから 2 (0) 

女 性 13 (0) 

合 計 20 (0) 

 

   ③支援希望内容別（１名につき複数あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④サポーター※6について 

項 目 令和3年度 

男 性 8 (0) 

女 性 16 (0) 

合 計 24 (0) 

      ※6・平成27年～令和3年度までの生活支援サポーター養成講座受講者のうち、ゆいっこサポーターとしての活動を希望された方。 

 

１３）生活支援体制整備事業（町委託事業） 

   ①生活支援コーディネーターの配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援内容 令和3年度 

通院付添 8 (0) 

買い物付添（自宅～） 5 (0) 

買い物付添（現地～） 1 (0) 

銀行付添 1 (0) 

役場手続き付添 1 (0) 

ゴミ出し 3 (0) 

掃除・洗濯 2 (0) 

雪かき 5 (0) 

散歩の付添 2 (0) 

地区名 担当者 備考 

小野、川島地区 中村 克彦 

第2層生活支援コーディネーター 上島、唐木澤、今村、宮所、小横川地区 赤羽 美香 

宮木、下辰野、上辰野地区 小野 三佳 

平出、沢底、赤羽、樋口地区 上島 未紗 第1・2層生活支援コーディネーター 

新町、羽場、北大出地区 務台多美子 第2層生活支援コーディネーター 
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②生活支援等サービスのコーディネート等に関する業務 

    辰野町社会福祉協議会（以下、「社協」という）が実施する、地域たすけあい事業ゆいっこ（以下、 

「ゆいっこ」という）により、個別支援ニーズの把握とマッチングの実施。 

   

③他機関との連携 

区 相談内容 結果 

宮木 雪かき 区長経由で近所へ依頼 

平出 雪かき 区長経由で近所へ依頼 

羽場 雪かき 建設水道課に確認し近隣企業の除雪車が担当する範囲だという事を報告 

上辰野 話し相手 ボランティアコーディネーターを通し、傾聴ボランティア紹介 

   

④辰野町民生児童委員協議会との連携 

日にち 出席会議 出席者 

10月7日 民生委員地区会（辰野） 小野・上島 

10月8日 民生委員地区会（宮木） 小野・上島 

10月13日 民生委員地区会（伊那富） 赤羽・務台・上島 

10月15日 民生委員地区会（朝日） 上島・赤羽 

10月21日 民生委員地区会（小野・川島） 中村・上島 

3月4日 民生委員地区会（宮木） 小野・上島 

3月10日 民生委員地区会（伊那富） 赤羽・務台 

3月15日 民生委員地区会（辰野） 小野・上島 

3月18日 民生委員地区会（朝日） 上島・赤羽 

3月22日 民生委員地区会（小野・川島） 中村・上島 

  

⑤各地区のふれ愛サロンへ行き、地域住民の方の声を聞く。  

日にち ふれ愛サロン 見学者名 

7月21日 下辰野 たのしも会 小野・上島 

8月4日 上辰野 はつらつ会 上島 

8月10日 上島 なかよし会 上島 

10月13日 北大出 いきがいクラブ 務台・上島 

10月14日 宮木 笑和会 小野・上島 

10月18日 宮木 きずな会 小野・上島 

10月26日 宮木 下町こぶし会 小野・上島 

11月9日 平出 いきいきクラブ 上島 

11月9日 羽場 すくすく会 務台 
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日にち ふれ愛サロン 見学者名 

11月17日 宮木 城南ユニオン 小野 

11月18日 沢底 楽しんでる会 上島 

11月24日 宮木 北湯舟なごみ会 小野 

12月2日 今村 徳寿会 赤羽 

12月6日 赤羽 さわやかクラブ 上島 

12月7日 上島 なかよし会 赤羽 

12月8日 上辰野 はつらつ会 小野 

12月15日 下辰野 たのしも会 小野 

12月15日 小横川 きらく塾 赤羽 

1月11日 上島 なかよし会 赤羽 

 

  ⑥地域資源調査の実施    

日にち 取材先 担当者 

9月16日 辰野スマイル 上島 

9月17日 再春クラブ 上島 

9月17日 ３BけやきA 上島 

9月28日 リラックス・ヨガ 上島 

9月30日 元気ダンス 上島 

10月19日 いきいき３B体操辰野 上島 

10月21日 一ノ瀬縁側の会 上島 

11月16日 平出うたおう会 上島 

12月23日 一ノ瀬縁側の会 上島・中村 

1月5日 赤羽ピンポンの会 上島 

1月7日 ３BけやきA 上島 

1月12日 渡戸ふれあい広場 上島 

  

⑦地域資源調査の結果を『活動紹介パンフレット』としてPowerPointにまとめる。活用方法につい 

ては、今後検討が必要だが、まずは支援者が情報提供するツールとして活用できるようにしていく 

のはどうか。また、ホームページ等での掲載も検討していく。 

   

   ⑧自立支援型地域ケア個別会議（主催：町包括支援センター）出席 

日にち 会議名 

11月18日 第３回 自立支援型地域ケア個別会議 

3月17日 第４回 自立支援型地域ケア個別会議 
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   ⑨地域ケア推進会議・生活支援検討部会の運営支援と参加 

日にち 会議名 出席者 

11月25日 地域ケア推進会議・生活支援検討部会 上島・赤羽 

1月19日 生活支援検討部会打合せ 上島 

2月 8日 生活支援検討部会打合せ 上島 

3月 2日 生活支援検討部会打合せ 上島 

3月11日 生活支援検討部会 ＠オンライン 上島・赤羽 

 

   ⑩生活支援サポーター養成講座の開催 

    基礎講座受講者:21名  /  スキルアップ講座申込者:16名 

日にち 時間 
出席人数 

基礎講座 スキルアップ 

11月15日 13:30～16:00 18名(動画※7:3名)  

11月24日 13:30～16:00 21名  

12月3日 13:30～16:10 17名(動画:4名) 10名 

12月13日 13:30～16:00 21名 9名 

12月23日 13:30～15:45 15名(動画:6名) 7名 

    ※7・講座当日に、体調や都合にて出席できない方には、後日動画講習を実施した。また、全養成講座終了後、生活支援 

サポーター養成講座受講希望あり、動画講習にて対応（継続中）。 

    

⑪生活支援サポーター登録状況 

項 目 令和3年度 

前年度登録者 113 (-) 

新規登録者 21 (-) 

登録削除希望者 36 (-) 

登録者 98 (-) 

  

   ⑫各種研修への参加 

日にち 研修名 会場 

７月30日 第１回生活支援コーディネーターのための地域づくり研修 オンライン 

9月15日 生活支援コーディネーター等養成研修 オンライン 

10月20日 第２回生活支援コーディネーターのための地域づくり研修 キッセイ文化ホール 

2月5日 まちづくり・ボランティアフォーラム オンライン 

2月24日 ファシリテーショングラフィック講座 オンライン 
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⑬町保健福祉課・地域包括支援センターとの情報共有を兼ねた打ち合わせの実施 

NO 日にち 出席者 

第１回 9月6日 

社協：事務局長、生活支援コーディネーター、地域福祉コーディネーター 

 

保健福祉課：地域包支援センター長、地域包括支援センター、介護保険係 

第２回 10月20日 

第３回 11月29日 

第４回 1月12日 

第５回 3月14日 
 

２．高齢者福祉サービス 
 １）高齢者教室の開講 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

教室数 4 (-6) 4 (0) 5 (+1) 

開催回数 88 (-232) 72 (-16) 84 (+12) 

参加者数 615 (-2,418) 469 (-146) 607 (+138) 

 

 ２）福祉機器利用促進 

   内容：辰野町老人福祉センター内にある健康機器を地域の皆様に活用していただきます。割当日は第 2 水

（竜東）、第3水（小野雨沢）とし、新型コロナウイルス感染症拡大防止策として9時～11時に時間

短縮をして実施。300円/人。 

自由日は毎週火･金曜日の13時～15時。利用料無料。 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

割当日 282 (+34) 103 (-179) 80 (-23) 

自由日 835 (-69) 523 (-312) 468 (-55) 

計 1,117 (-35) 626 (-491) 548 (-78) 

 

３．相談事業の実施 
 １）心配ごと相談・法律相談の実施 

   ①相談内容                                  単位：件 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

生計 0 (-1) 1 (+1) 2 (+1) 

職業・生業 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

住宅 0 (-2) 2 (+2) 2 (0) 

家族 4 (+3) 1 (-3) 2 (+1) 

離婚 1 (0) 1 (0) 1 (0) 

財産 3 (-2) 5 (+2) 0 (-5) 

高齢者 2 (+2) 0 (-2) 0 (0) 

障がい児・者 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

苦情 2 (-1) 3 (+1) 0 (-3) 

精神衛生 0 (0) 0 (0) 3 (+3) 

その他（近隣関係） 4 (+4) 0 (-4) 5 (+5) 

合計 16 (+3) 13 (-3) 15 (+2) 
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   ②対応                                    単位：件 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

解決 8 (+1) 7 (-1) 7 (0) 

再来 0 (-3) 3 (+3) 0 (-3) 

民生委員 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

他機関 5 (-1) 6 (+1) 4 (-2) 

その他 3 (+2) 1  (-2) 4 (+3) 

合計 16 (-1) 17  (+1) 15 (-2) 

 

２）結婚推進支援事業（町委託事業） 

   ①結婚相談登録者数 

項 目 
平成31年度 令和2年度 令和3年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 

登録数 67 (-6) 19 (1) 64 (-3) 10 (-9) 35 (-29) 9 (-1) 

新規登録 3 (-7) 1 (-2) 2 (-1) 1 (0) 6 (+4) 2 (+1) 

退会（成婚） 0 (0) 1 (+1) 0 (0) 1 (0) 1 (+1) 0 (-1) 

退会（その他） 6 (-10) 9 (+7) 31 (+25) 2 (-7) 10 (-21) 3 (+1) 

計 64 (-3) 10 (-9) 35 (-29) 9 (-1) 30 (-5) 8 (-1) 

    

②相談件数 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

本人 98 (-39) 107 (+9) 118 (+11) 

親・家族など 20 (-10) 8 (-12) 7 (-1) 

計 118 (-49) 115 (-3) 125 (+10) 

   

 ③見合い件数 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

相談所間 5 (-3) 9 (+4) 0 (-9) 

マッチング 21 (-8) 10 (-11) 25 (+15) 

計 26 (-11) 19 (-7) 25 (+6) 

 

   ④ながの結婚マッチングシステム 

    内容：平成27年に長野県がスタートさせた結婚を希望する独身男女のプロフィールをデータベー 

ス化し、インターネットで検索できるシステムを活用します。利用に際しては要申込みです。 

項 目 
平成31年度 令和2年度 令和3年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 

新規登録 4 (+1) 3 (-1) 3 (-1) 1 (-2) 5 (+2) 2 (+1) 

登録更新 3 (0) 5 (+2) 1 (-2) 2 (-3) 8 (+7) 2 (0) 

退  会 5 (-1) 17 (+12) 3 (-2) 5 (-12) 7 (+4) 2 (-3) 

登録数 33 (+2) 24 (-6) 8 (-25) 15 (-9) 24 (16) 8 (-7) 
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４．生活援護サービス 
 １）貸付の実施 

   ①通常貸付 

項目 単位 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

くらしの 

資金※8 

件 33 (-26) 39 (+6) 41 (+2) 

金額 852,900 (-479,100) 1,209,430 (+356,530) 1,390,000 (+180,570) 

療養費 

福祉金※9 

件 0 (-2) 0 (0) 0 (0) 

金額 0 (-559,460) 0 (0) 0 (0) 

医療費 

特別給付金
※10 

件 213 (+100) 159 (-54) 133 (-26) 

金額 742,230 (+196,126) 742,230 (0) 689,643 (-52,587) 

生活福祉 

資金※11 

件 0 (-1) 4 (+4) 0 (-4) 

金額 0 (-284,000) 1,659,000 (+1,659,000) 0 (-1,659,000) 

    ※8・母子世帯、心身障害者世帯、高齢者世帯等に対し小口資金の貸付。 

     ※9・高額療養費分の貸付。 

     ※10・辰野町の住民であって、辰野町の医療費特別給付金受給者証が交付されている者が、医療費一部負担金の支払いが多額のた

め一時的に支払いが困難な場合、医療費一部負担金の見込額から１レセプト当たり500円を差し引いた金額の貸付け。 

     ※11・低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け。 

 

②新型コロナウイルス感染症特例貸付 

※12・一 世 帯 月10万円以内 / 4人以上世帯 月15万円以内 

     ※13・一 世 帯 月10万円以内 / 4人以上世帯 月20万円以内 

     ※14・単身世帯 月15万円以内 / 2人以上世帯 月20万円以内 ×3ケ月以内 

     ※15・※14に加えて3ケ月以内 

     ※16・※13に加えて3ケ月以内 

 

２）金銭管理・財産保全サービス 

  ①金銭管理サービス                          単位：人 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

65歳以上利用者 24 (+1) 19 (-5) 15 (-4) 

その他（障害による） 13 (-4) 12 (-1) 8 (-4) 

計 37 (-3) 31 (-6) 23 (-8) 

項 目 単位 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

町）くらしの 

資金※12 

件 
未実施 

19 (+19) 

終了 
金額 1,860,000 （+1,860,000） 

県）緊急 

小口資金※13 

件 2 (--) 84 (+82) 23 (-61) 

金額 400,000 (--) 10,930,000 (+10,530,000) 3,032,000 (-7,898,000) 

県）総合 

支援資金※14 

件 

未実施 

53 

(0) 

14 (-39) 

金額 26,171,000 6,080,000 （-20,091,000) 

県）総合 

支援資金 

【延長】※15 

件 11 13 (+2) 

金額 4,310,000 6,355,000 （+2,045,000) 

県）総合 

支援資金 

【再貸付】※16 

件 1 3 (+2) 

金額 600,000 914,000 （+314,000) 
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  ②財産保全サービス                           単位：人 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

預り財産（通帳） 35 (-1) 27 (-8) 20 (-7) 

預り財産（印鑑） 32 (0) 24 (-8) 18 (-6) 

計 67 (-1) 51 (-16) 38 (-13) 

 

３）日常生活自立支援事業（実施主体：長野県社会福祉協議会）           単位：人 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

65歳以上利用者 2 (+1) 3 (+1) 2 (-1) 

65歳未満利用者 1 (+1) 2 (+1) 3 (+1) 

計 3 (+2) 5 (+2) 5 (0) 

 

４）法人後見事業 

項 目 令和3年度 

申請件数 1 (+1) 

受任件数 1 (+1) 

計 2 (+2) 

 

５）生活困窮家庭における学習･生活支援事業（県委託事業） 

項 目 
平成31年度 令和2年度 令和3年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 

小学生 1 (0) 1 (+1) 0 (-1) 1 (0) 1 (+1) 0 (-1) 

中学生 1 (0) 2 (+1) 0 (-1) 1 (-1) 6 (+6) 2 (+1) 

高校生 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

計 2 (0) 3 (0) 0 (-2) 2 (-1) 7 (+7) 2 (0) 

 

 ６）「フードバンクたつの」 

   内容：町内在住の生活困窮者を対象に食糧品の提供を行います。 

項 目 令和2年度※17 令和3年度 

希望世帯 
初回 

72 (--) 
14 (--) 

複数回 15 (--) 

食料寄付 12 (--) 18 (+6) 

      ※17・令和2年度開始の事業 

 

７）ほたるこども食堂（共催：辰野ライオンズクラブ）☆                

項 目 令和3年度 

実施回数 10 (-) 

お弁当配布数 1,071 (-) 

内訳 

大人 345 (-) 

高校生 20 (-) 

中学生以下 706 (-) 

世帯数 314 (-) 
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【介護保険事業】 

１．在宅福祉サービス 
１）居宅介護支援事業 

  ①職員体制 ： 正規職員3名 常勤臨時職員3名 

  ②利用者数 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

介護保険利用者数 1,397 (-72) 1,425 (+28) 1,348 (-77) 

介護予防利用者数 653 (-80) 639 (-14) 566 (-73) 

総合事業利用者数 - - - - 81 （-） 

計 2,050 (-152) 2,064 (+14) 1,995 (-69) 

 

２）訪問介護事業 

  ①職員体制 ： 正規職員3名 常勤臨時職員4名（うち、介護福祉士6名） 

          登録職員11名（うち、ヘルパー2級3名、介護福祉士7名、看護師1名） 
 

  ②介護保険サービス 

○利用者数 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

訪問介護※18 473 (+1) 465 (-8) 439 (-26) 

訪問Aサービス 322 (-64) 300 (-22) 338 (+38) 

    ※18・身体介護、生活援助、身体生活の合算 
 

   ○サービス実績 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

身体介護 4,560 (-405) 3,928 (-632) 3,774 (-154) 

生活援助 584 (-95) 691 (+107) 464 (-227) 

身体生活 1,433 (+131) 1,591 (+158) 1,359 (-232) 

訪問Aサービス 1,879 (-247) 1,522 (-357) 1,774 (+252) 

   

③障がい福祉サービス 

   ○利用者数 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

居宅介護※19 189 (+5) 198 (+9) 188 (-10) 

同行援護 40 (+1) 23 (-17) 40 (+17) 

重度訪問介護 12 (0) 12 (0) 10 (-2) 

移動支援 133 (+31) 107 (-26) 106 (-1) 

   ※19・身体介護、生活援助、家事援助の合算 
 

   ○サービス実績 

項 目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

身体介護 2,067 (-65) 2,373 (+306) 2,573 (+200) 

家事援助 1,610 (-184) 1,624 (+14) 1,279 (-345) 

同行援護 224 (+98) 69 (-155) 16 (-53) 

重度訪問介護 58 (-15) 67 (+9) 54 (-13) 

移動支援 525 (-45) 350 (-175) 348 (-2) 

【障がい児・者の日常生活及び社会生活支援事業】 
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項 目 
平成31年度 令和2年度 令和3年度 

町内 町外 町内 町外 町内 町外 

計画相談支援 56 (-2) 25 (0) 76 (+20) 30 (+5) 78 (+2) 32 (+2) 

障害児相談支援 12 (-9) 19 (-9) 13 (+1) 21 (+2) 32 (+19) 9 (-12) 

計 68 (-11) 44 (-9) 89 (+21) 51 (+7) 110 (+21) 41 (-10) 

 

【赤い羽根共同募金運動の推進】 

１．赤い羽根共同募金運動の実績 
 １)募金集計 

項目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

個別募金 3,242,576  (-69,039)  3,363,348  (+120,772)  3,391,757  (+28,409)  

法人募金 308,000  (-9,000)  314,000  (+6,000)  306,000  (-8,000)  

その他※20 0  (-86,723)  7,545  (+7,545)  51,388  (+43,843)  

計 3,550,576  (-164,762)  3,684,893  (+134,317)  3,749,145  (+64,252)  

※20・募金箱への募金等 

 

  ２）配分金 

項目 平成31年度 令和2年度 令和3年度 

備 考 平成30年度実績に基づく配分 平成31年度実績に基づく配分 令和2年度実績に基づく配分 

金 額 2,464,615  (+25,057)  2,378,597  (-86,018)  2,500,033  (+121,436)  

 

３）配分実績一覧 

 
事業名 配分額 

老人福祉活動費 

高齢者教室、ひとり暮らし高齢者のつどい、町老人クラブ連合会補助金 652,000 

障害児・者福祉活動費 

重度身体障害者希望の旅 289,000 

児童・青少年福祉活動費 

福祉学習推進校事業補助金、福祉・ボランティア学習のつどい 458,000 

福祉育成・援助活動費 

フードバンクたつの、福祉車輌貸出事業、町遺族会補助金、民生児童委員協議会補助金 530,033 

ボランティア活動育成事業費 

ボランティア・市民活動振興事業助成金 571,000 

計 2,500,033 


