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小学校のドッチボールが楽しみです！
早く起きて、歩いて学校行くの頑張っ
てるよ！

くん

（６歳）

「そ・ら・ら」の題字を書いてみませんか？

白馬村社会福祉協議会までご連絡ください！
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社会福祉法人白馬村社会福祉協議会

令和４年度

事業計画及び予算

社協とは？
社会福祉協議会（通称『社協』）は、地域の福祉の向上に向け
てさまざまな活動をしています。
たとえば、訪問介護やデイサービス運営による高齢者や障がい
者の在宅生活の支援、ボランティア活動に関する相談や紹介、学
校での福祉教育への協力、福祉輸送サービスの実施など、地域の
福祉活動の拠点としての役割を果たしています。

目

標

重点目標

誰もが安心して

１．地域福祉推進のための基盤整備とその強化

住みやすい地域づくり

２．災害に強い地域づくり
３．ボランティア活動の推進と関係機関との連携強化
４．住民の生活支援の推進
５．介護保険事業の充実と体制強化
６．障がい者等が住みやすい地域づくりの支援
７．社協組織体制の充実強化と規程等の整備
８．広報体制の強化
９．赤い羽根共同募金の配分金事業の充実
10．個人情報の保護

災害ボランティア学習会の実施

予

▼

▲デイサービスセンターの運営

算

事業別支出予算

ボランティアセンター
5,406 千円

通所介護
31,852 千円

法人運営
17,489 千円

福祉有償輸送
1,591 千円
共同募金
845 千円

訪問介護
21,695 千円

地域包括支援
15,008 千円

居宅介護支援
6,771 千円

障害支援
250 千円
地域生活支援
2,051 千円
地域活動支援
575 千円

特定相談支援
120 千円

居宅介護
740 千円
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令和４年度予算

104,393 千円
令和３年度予算

101,433 千円

主要事業（抜粋）
＜暮らしの支援＞

＜白馬村社協 居宅介護支援事業所＞
◆居宅介護支援事業所の実施
…介護支援専門員（ケアマネジャー）が介護保険
に関する相談に応じます。
…要介護認定を受けた方の介護サービス計画を作
成します。

◆季節のふれあい弁当配食サービス
◆安心コール事業
…安否確認等のため定期的にお電話します。
◆高齢者祝金（100 歳）
◆地域介護予防活動支援事業
…いきいきサロン活動費の助成を行います。

＜白馬村社協 ヘルパーステーション＞
◆ヘルパーによる訪問介護
…身体介護、家事援助を行います。

◆障がい者余暇活動支援事業（希望の旅）
…重症心身障がい者と介護者を対象に、交流やふ
れあいの場等の機会を提供します。
◆障がい者スポーツ教室開催事業

＜白馬村社協 デイサービスセンター＞
◆デイサービスセンター「岳の湯」の運営
…要支援・要介護認定を受けた方に食事・入浴な
どの生活援助サービスやレクリエーション活動
などを提供します。

◆地域活動支援センター運営事業
…通称：せみとんぼ。利用者さんに創作的活動や
生産活動を提供します。
◆福祉用具貸与事業
…車いす、ポータブルトイレ、シャワーチェア、
サイドテーブル等を貸出しします。

＜白馬村社協 相談支援事業＞
◆相談支援事業所の実施
…障がい者のサービス計画を
作成します。

◆家族介護用品支給事業
…在宅介護のご家族に対して、おむつ等の介護用
品の購入費を助成します。
◆福祉理美容サービス事業
…在宅で寝たきりの方に対して、訪問理美容の料
金を助成します。

＜会員同士の助け合い＞
◆ファミリー・サポート・センター事業
…お子様の一時預かり、産前産後のお手伝い、高
齢者・障がい者の買い物代行等、軽度なお手伝
いを行います。

◆移動支援給付事業
…障がい者の外出の際の移動の支援を行います。
◆福祉輸送サービス事業
…車いすを使用している等、
移動介助が必要な方を居宅
から医療機関等へ送迎します。

＜ボランティア活動＞
◆ボランティアセンター事業
…ボランティアの相談、登録、調整を行います。
また、ボランティア養成、活動支援等も行います。

◆車いす対応車両貸出しサービス
…普通車両の利用が困難な方に貸出します。

＜福祉団体事務＞
◆各種福祉団体の事務局を担当します。
シニア（老人）クラブ
遺族会
ははそは会（ひとり親家庭の会）
ボランティア連絡協議会
身体障害者福祉協会
手をつなぐ育成会（障がい児者家族の会）

◆日常生活自立支援事業
…判断能力が十分でない高齢者や障がい者等の福
祉サービスの利用や日常的な金銭管理をお手伝
いします。
◆生活福祉資金貸付制度
…低所得者世帯、高齢者、身体障がい者に対して、
必要な資金を貸し付け、経済的自立や社会参加
の促進を図る制度です。
…新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業・
失業等により生活維持が困難となっている世帯
への生活福祉資金特例貸付の相談・貸付・償還
をしています。

＜援護活動事業＞
◆交通・災害遺児見舞金の支給
◆赤い羽根共同募金事業
◆日赤活動事業
（日赤奉仕団活動・災害時救護活動）

◆心配ごと相談所・無料法律相談の実施
…弁護士、司法書士、人権擁護委員、民生児童委
員が相談にのります。
【各種事業等に関するお問合せ】

社会福祉法人

白馬村社会福祉協議会

TEL 0261-72-7230
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FAX 0261-72-7003

白馬リサイクルセンター
前回のそ・ら・らではごみ問題、４R について特集しました。その時にご紹介した使用済みホッカイロとペッ
トボトルキャップの収集について、専用の回収ボックスがふれあいセンターの入り口に設置されました。ぜひ
ご協力をお願いします。
さて、今回は昨年 4 月に開設した白馬リサイクルセンターを詳しくご紹介します！

白馬の特徴
白馬リサイクルセンターは白馬山麓清掃センターから生
まれ変わり、開設されてから１年が経ちます。
白馬村のごみ排出の特徴を、白馬リサイクルセンター リ
サイクル指導員の降籏さんに伺いました。
「白馬村は大町市や松本市に比べるとごみの集積所が少な
く、リサイクルセンターへの持ち込みが多いのが特徴です。
最近は小規模ステーションも増えていますが、収集場所の
確保やその後の管理に課題があり、まだまだ数が限られて
いるのが現状です。
」
市街地ではカラス除けのネットを被せるだけの集積所も多くあるようですが、白馬のような自然が豊かな場
所だと、簡単なネットだけではクマやイノシシ、その他様々な獣が寄って来てしまいます。
分別がしっかりできていないごみは回収することができないので、集積所に残されたままになったり、水分
が多いごみからは汁が出て汚れや臭いの原因となったりします。白馬の燃えるごみは北アルプスエコパークへ
運ばれ焼却処理されますが、燃やしたらそれで終わりという訳ではありません。焼却灰は最終処分場の埋め立
て地へ運ばれ、埋め立て地で出た水はその後何十年にも渡り管理されることになっているそうです。
「生まれたばかりの赤ちゃんから高齢者まで、生活していれば必ずごみを出します。自分の手から離れたら終わり
ではなく、
その後そのごみがどうなるのか少しだけ意識を向けて見て欲しい。
」という降籏さんの言葉が印象的でした。

リサイクルセンターへ行ってみよう
リサイクルセンターへの持ち込みの利点を降籏さんは「平日 9：00 ～ 15：00 の
間なら全ての物（粗大ごみを除く）を搬入できる点です。
」とおっしゃっていました。
地区集積所等では、曜日ごとに出せる物が決まっていますが、リサイクルセンター
であれば、燃えるごみやリサイクル物をまとめて持って行くことができます。
ごみの持ち込みは、燃えるごみと金属類は広域連合指定のごみ袋に入れる必要が
ありますが、それ以外の費用は掛かりません。また、夏期や冬期には特別受入とし
て日曜日や祝日にも開設している日がありますので、HP などで確認してみてください。

高齢化とごみ問題
全国的にも、白馬村でも少子高齢化が進んでいます。高齢になると地区の集積所までごみを運ぶことが大
変になります。降籏さんのお話にもありましたが、白馬村は集積所が少なく場所が遠かったり、冬は雪によ
るトラブルで余計に大変になります。そして、今後このような方が増えるのではないかと予想されます。
しかし、この問題をどのように解決していけばよいか、なかなかいい答えは見つかりません。ぜひ地域の
皆様の知恵とお力を貸して頂ければと思います。
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図解！白馬リサイクルセンター
受入日時 毎週：月～金／ 9：00 ～ 15：00

案内表示

※土・日・祝日は休業
※夏期や冬期には特別受入実施（その都度お知らせ）

●センター内は時計回りの一方通行です。
場内の案内表示に従って、安全に気を付けゆっくり運転してください。

燃えるごみの有無で、
左右に分かれて進む

燃えるごみ搬入場所
パッカー車へ直接入れる
● 段ボール

☆燃えるごみが
無い人は
そのまま進む

● ビン
｟無色・茶色・
その他に分ける｠

● ガラス、陶磁器

● アルミ缶

● 紙パック

● 白色トレー

● プラスチック

● ペットボトル

２台目

● 衣類、布類

● 金属類

● 新聞、雑誌

● 紙マーク

● 小型家電

● 廃食用油

管理事務所

1 台目

資源ごみ搬入場所
それぞれ決められた
場所へ自分で入れる

３台目

資源ごみ搬入場所は 3 台分の停車
スペースがあります。前から詰めて
停車し、ごみを降ろしてください。

資源ごみ用ケース

ビン類用コンテナ

パッカー車

資源ごみ入り口案内表示

☆車からごみを降ろすのは各自で行いますが、パッカー車にも資源ごみ搬入場所にも常時、係員がいますので分か
らない点や困ったことがあれば、すぐに対応してもらえるので安心です。
☆燃えるごみ、金属類は指定ごみ袋に入れましょう。
☆リサイクルセンターでのごみ袋の販売はありませんので気を付けてください。
【ごみに関するお問合せ】
白馬村役場 住民課

白馬リサイクルセンター

北アルプス広域連合総務課エコパーク管理係

TEL 0261-85-0715

TEL 0261-72-3312

TEL 0261-85-5311
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白馬村社会福祉協議会

「社協会費」にご協力をお願いします
「社協」の活動は、住民の皆様の社協会費
や広く一般からの寄付金といった善意により

募集金額
普通会費

支えられています。
社協は、住民の皆様とともに地域福祉を進
めていく団体で、自分たちが住んでいる地域

1,000円

※ 毎年、区長さんを通じて普通会費の取りまとめ
をしていただいております。

をより良くしようという方に会員としてご協

納入方法

力いただいております。
「誰もが安心して住みやすい地域づくり」
を推進していくために、社協の活動にご理解
いただき、一人でも多くの方のご支援・ご協
力をお願いいたします。

①社協窓口へお持ちいただく場合
ふれあいセンター1階
（平日8:30～17:15）
②金融機関でお振込みの場合
金融機関名：大北農協白馬支所
口座名義：社会福祉法人白馬村社会福祉協議会
口座番号：（当座）６００１９８０

日本赤十字社

「日赤活動資金」にご協力をお願いします
日本赤十字社は、皆様からお寄せいただく
「日赤活動資金」によって活動しています。

募集金額

日赤活動資金は、人道主義に基づく「いのち

日赤活動資金 800円（白馬村の目安）

と健康、尊厳を守る活動」を継続するために、

※ 毎年、区長さんを通じて日赤活動資金の
取りまとめをしていただいております。

皆様にご協力いただいている寄付金です。
災害時は、医療支援、こころのケア、毛布や
安眠セットなどの救援物資の配布を行い、平時

納入方法

役立てられています。

①社協窓口へお持ちいただく場合
ふれあいセンター1階
（平日8:30～17:15）

※災害が起きたときに受付する「義援
金」は、全額被災された方々へお届
けしています。
日本赤十字社の活動に、義援金は
一切使われていません。

②金融機関でお振込みの場合
金融機関名：大北農協白馬支所
口座名義：日赤白馬村分区
口座番号：（普通）６０４１４６９

は、救急法などの講習と普及、赤十字奉仕団の
活動や青少年赤十字の育成等に

【問合せ先】
社会福祉法人 白馬村社会福祉協議会

TEL：0261-72-7230

―6―

FAX：0261-72-7003

ワンポイント手話

ありがとうございます
ご寄付をいただきました。大切に使わせていた
だきます。

テーマ『 平和 』
指先を前にして手の平を下に向けた両手を、
腹の前で水平に並べた状態から左右に水平に
開く。

北安曇郡身体障害者福祉協会 様
2,262円
匿名
玄米30㎏
匿名
タオル30枚
匿名
自走式車イス1台
（順不同）

ウクライナ人道危機救援金
受付状況（白馬村）

258,794円（2022年４月30日時点）
役場及びふれあいセンターに設置した救援
金箱にお寄せいただいた救援金を、日赤長野
県支部へ送金しました。引き続き皆様の温か
いご支援を、よろしくお願いいたします。

令和４年度

大北地域心配ごと相談日程表

相談は全て無料です
相談内容は全て守られます

他の地域でも相談できます（法律相談は除く）
お問合せは各社会福祉協議会へ
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手作りの桜も素敵で
すが、やっぱり青空の
下で見る桜は気持ち
いいですね！

春らんまん

目で見るだけでなく、昼食やおやつでも春を味わっています！
春と言えばぼた餅…
皆さん残さずペロリと召し
上がっています。残念ながら
おかわりはありませんでした。

外には雪が残ってい
て桜もまだ咲いていま
せんが、暖かな陽気に
誘われて、外でおやつ
タイム。一足早く桜茶
でほっこりです。

いつも美味しいお昼ご飯
ありがとう。今日のメニュー
はちらし寿司。私大好物な
の～♥

真剣勝負

午後のレクリエーションでは基本の体操の後にゲームを楽しんで
もらっています。
皆さん競争が大好き。勝つか負けるか真剣勝負です。
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