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新会長就任あいさつ
このたび、碧南市社会福祉協議会会長をお受けしました、杉浦邦俊と申します。
会長という大役をお受けすることになり、その使命の重大さをひしひしと感じて
いるところでございます。
もとより微力ではございますが、碧南市の社会福祉進展のため努力いたす所存
でございますので皆様のご支援、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。
社会福祉協議会としましては、従来実施している事業はもとより、「第２次碧
南市地域福祉計画」に基づき、「地域で築く

つながり

支えあうまち

へきな

ん」を目指し、地域の皆様並びに福祉団体関係者の皆様方のご指導、ご支援によ
り本市の地域福祉進展のため努力いたす所存でございます。
会長

杉浦 邦俊

何とぞ、今後とも従来と変わらぬご指導、ご協力をお願いいたします。

令和元年度社会福祉協議会賛助会員募集にご協力お願いいたします！
社会福祉協議会では、各種福祉事業を行っております。
「ふれあいのまち やさしさのまち いたわりのまち へきなん」をスローガンに、だれで
もが、安心して暮らせる福祉のまちづくり活動の財源とするため、賛助会員を募集しています。

個人賛助会員：1口500円×口数

法人賛助会員：1口3,000円×口数

何口からでも結構です。多くの皆様のご協力をお願いいたします。
【お問合せ】碧南市社会福祉協議会 管理課 ☎46-3702
平成29年度会費実績 1,227,500円

平成30年度会費実績

1,203,000円
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平成30年度収支決算、令和元年度収支予算報告
碧南市社会福祉協議会は地域福祉の第一線機関として地域住民から期待される中で、社会情勢の変化に柔軟に対
応し「だれでもが、安心して暮らせるまち碧南」を目指し、事業を展開してまいりました。去る５月30日（木）の
理事会及び６月14日（金）に評議員会が開催され、収支決算について承認が得られましたので、報告いたします。
また、令和元年度収支予算についても下表のとおりです。詳しくはホームページをご覧ください。

平成30年度決算
収入決算額 1,392,969千円
前期末支払資金残高
766(0.06%)

会計区分間繰入金収入
（事業・拠点・ｻｰﾋﾞｽ）
25,358(1.8%)

支出決算額 1,392,969千円
会費収入
1,203(0.09%)

その他の収入
10,096(0.72%)

寄付金収入
1,484(0.11%)
補助金収入
48,780(3.5%)

施設整備等補助金収入
20,104(1.4%)

受託金収入
75,681(5.4%)

受取利息配当金収入
949(0.07%)

貸付事業収入
1,097(0.08%)
事業収入
747(0.05%)

収益事業収入
5,725(0.42%)
障害福祉サービス等
事業収入
57,393(4.2%)

収入

※貸借対照表

資産の部
純資産の部

共同募金配分金事業
9,847(0.7%)

碧南市こどもプラザ
ららくるにしばた
13,446(0.97%)

資金貸付事業
1,405(0.1%)

地域包括支援センター
68,268(4.9%)

福祉･介護サービス事業
52,115(3.7%)
荒子保育園
166,125(11.9%)

心身障害者福祉センター
13,490(0.97%)

支出

（単位：千円）
西端保育園
163,188
(11.7%)

新川保育園
155,514
(11.2%)

棚尾保育園
194,959(14%)

大浜保育園
187,326(13.5%)

1,354,911千円 負債の部 261,746千円
1,093,165千円（当期活動増減差額21,679千円）

令和元年度予算
収入予算額 1,517,043千円
会費収入1,200
（0.08%）

その他収入9,676（0.63%）
会計区分間繰入金収入
（事業・拠点・サービス）
76,735（4.4%）

寄付金収入1,008
（0.07%）
補助金収入60,051
（4%）

社会福祉基金積立資産
取崩収入50,000（3.3%）

受託金収入62,671
（4.2%）

受取利息配当金収入
1,030（0.07%）

貸付事業収入2,650
（0.18%）

収益事業収入
6,380（0.43%）

事業収入523
（0.04%）

障害福祉サービス等
事業収入
63,680（4.2%）

支出予算額 1,517,043千円
売店収益事業
6,382（0.4%）

法人運営事業
124,051（8.2%）
地域福祉活動事業
3,353（0.2%）
共同募金配分金事業
13,748（0.9%）

へきなん福祉センター
あいくる 2,998（0.2%）

資金貸付事業
3,195（0.2%）

碧南市こどもプラザ
ららくるにしばた
14,732（1%）

福祉･介護サービス事業
63,041（4.2%）
荒子保育園
165,203（10.9%）

地域包括支援センター
88,523（5.8%）

地域福祉サービス
センター
95,623
（6.3%）

（単位：千円）

当期活動収支差額
9,895（0.7%）

碧南市こどもプラザ
ここるっくしんかわ
13,210（0.9%）

心身障害者福祉
センター
12,927（0.9%）

収入

保育事業収入
1,077,865（71.5%）

地域福祉活動事業
2,708(0.19%)

へきなん福祉センター
あいくる
22,317(1.6%)

子育て
支援事業
184,304
(13.2%)
介護保険事業収入
98,919(7.1%)

法人運営事業
60,935(4.4%)

売店収益事業
5,725(0.41%)

地域福祉サービス
センター
81,977
(5.9%)

（単位：千円）

保育事業収入
1,044,667(75%)

碧南市こどもプラザ
ここるっくしんかわ
9,320(0.66%)

支出

（単位：千円）
西端保育園
175,064
（11.4%）

介護保険事業収入
103,574（6.9%）

子育て支援事業
213,360
（14.1%）

新川保育園
162,539
（10.7%）

棚尾保育園
167,147
（11%）

大浜保育園
182,052
（12%）
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令和元年度 社会福祉協議会の主な事業内容
子どもから高齢者までのだれでもが、いつでも、どこでも、必要な時に、等しくサービスを受けることがで
きる「だれでもが、安心して暮らせるまち碧南」を目指し、市民一人ひとりのニーズに対応できるよう、碧南
市並びに地域や福祉関係者の皆様と連携し、積極的に事業を展開していきます。

１．地域福祉活動への住民参加とささえあいのまちづくり
地域の福祉課題・生活課題の共有やそれら課題の解決のため話し合いを継続することで「我が事・丸ごと」
を基本とする「地域共生社会」の実現を目指します。
また、地域福祉に関する理解と関心を市民に広めるため啓発活動を行うとともに、ボランティア団体等と協
働し、福祉実践活動を行います。
●小地域福祉活動（地域福祉推進会議 他） ●ボランティア連絡協議会推進事業
●ボランティア養成講座の開催 ●災害救援ボランティアの育成
●福祉協力指定校の活動助成事業 ●社協だよりの発行､ホームページの開設 他

２．地域包括支援体制の整備・推進
地域に密着したきめ細やかな相談支援体制の構築及び在宅福祉サービス事業の充実を図り、住み慣れた地域
で、だれでもが自分らしい暮らしを続けることが出きる様に支援活動を展開していきます。
●碧南社協地域包括支援センター(新川・西端地区) ・碧南東部地域包括支援センター(旭・棚尾地区)
●碧南ふれあい相談支援事業所 ●碧南市成年後見支援センター ●生活困窮者自立相談支援事業
●碧南ふれあい訪問介護事業所 ●碧南ふれあい居宅介護支援事業所 ●日常生活自立支援事業
●地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター) 他

３．社会福祉協議会経営の充実
安定した福祉活動の展開を保障するため、自主財源の確保に努めます。
●社会福祉協議会賛助会員募集 ●共同募金運動の推進 ●収益事業（自動販売機設置等）

４．保育園、子育て支援拠点施設等の経営
地域の子育ての拠点となるよう、「子どもの笑顔、親の安心」をキャッチフレーズに 子どもには楽しい場
所
親には頼れる場所 を目指した保育園運営を行います。
また、碧南市より指定管理を受けている児童クラブ、児童センター等を通して、児童の健全育成を図ります。
●保育園運営（荒子・西端・大浜・棚尾・新川） ●放課後児童健全育成事業（児童クラブの運営）
●児童厚生施設事業（児童センターの運営） ●碧南市こどもプラザららくるにしばた運営事業
●碧南市こどもプラザここるっくしんかわ運営事業

５．各種福祉団体の指導育成事業
●各種福祉団体の活動推進に協力・支援
碧南市赤十字奉仕団・碧南市身体障害者福祉協会・碧南市手をつなぐ育成会 他
●日本赤十字社に関する事業
碧南市赤十字奉仕団の活動により、広く一般市民からあたたかい理解と協力を得て、社員の増強と社資募
集を推進します。

６．その他福祉推進事業営
●資金貸付事業 ●歳末たすけあい慰問事業 ●乳酸菌飲料宅配サービス事業
●ふれあい・いきいきサロン ●福祉親善ゲートボール大会
●小・中学校入進学児童生徒激励事業
●心身障害者福祉センター運営事業 ●へきなん福祉センターあいくる事務管理事業
●福祉機器リサイクル事業 ●車いす貸出事業 ●車いす専用車「ふれあい号」の貸出事業
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市内各地区で地域福祉推進会議を
開催しています。
第２次碧南市地域福祉計画（ハッピープラン）では、地域福祉の推進を図るため、連絡委員（町内会長）、民生
児童委員、高齢・障害・児童等の団体関係者など地域の皆様を交え、社会福祉協議会、福祉課、高齢介護課が一体
となり、地域福祉推進会議にて地域の福祉課題の共有や検討をしています。
また、アドバイザーの日本福祉大学野尻紀恵教授の協力を得ながら、各地区の特色を活かした取り組みをしてお
ります。今回は、平成３０年度の取り組みを紹介します。

新川地区
「多世代交流」の実行に向け、地域の関係者と
検討した結果、多世代交流のおりがみ教室や親子
餅つき大会にこどもからお年寄りまで幅広い方が
参加することができました。今後は活動を振り返
り、より多くの交流につながるように検討してい
きます。

.

中央地区
道場山地区では、地域の福祉課題や課題解決に
ついて地域の協力者で具体的な話し合いの場が出
来ました。今年度は天道保育園で園児、保護者、
地域の協力者と一緒にさつまいも作りを行います。
今後は広く色々な世代の方が参加し、つながりを
作れる取り組みを検討していきます。また、この
ような取り組みが中央地区全域に広がり、お互い
が支え合える仕組み作りにつなげていきます。

棚尾地区
「棚尾まちおこしの会」の活動に地区担当者が
参加しながら取り組みました。
「たなを村まつり」
では、グループホーム入居者がスタッフとして従
事し、地域のこどもたちと交流する姿が印象的で
した。また、自主防災訓練では「地域にいる高齢
者や障害者がどのように避難を進めるのか」など
の意見が出されました。これからも身近なことを
きっかけに地域福祉について地域の方と一緒に考
えていきます。

新川地区おりがみ教室での交流の様子

大浜地区
より身近な地域で地域住民がお互いに協力し合
う地域になるために、身近にあるといいものや取
り組みを考え、「気軽に集まれる場づくり」の意
見が出されました。その結果「お気軽相談サロン」
と題して、どんな方でも気軽に集まれる場を作る
ために協力者を募り、具体的な活動を展開してい
きます。

旭地区
地域の福祉課題や課題解決の取り組みについて、
コアなメンバーでより具体的な話し合いを行う場
が立ち上がり、継続的に開催しています。支えあ
い・助け合いの地域づくりを目指して、まずは団
体同士や世代間での つながり ができるように
「多世代交流の場づくり」について検討を進めて
います。

西端地区

西端地区地域交流の場（cafeちゃのま）の様子

大久手、半崎町内会をモデルに「地域での見守
り」について取組みました。今後、定期的に話し
合い地域でどのような見守りがよいか検討してい
きます。
また、「地域交流の場」として「cafeちゃの
ま」を毎月第１火曜の午前１０時から西端下区民
館で開催することができました。ＰＲのため商店
などにチラシの掲示をお願いするなど地域への普
及啓発も行っています。よりよい活動となるよう、
継続的な検討をしていきます。
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碧南防災ボランティア連絡会主催

防災キャンプを開催しました！
私たちは、碧南防災ボランティア連絡会です。いつか起きる「災害」に備えるための工夫について、
私
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今回は、野外の避難生活を親子で体験し、苦しい避難生活に向けて今準備出来ることを考えるため、
４月２７日、２８日に西端区事務所内敷地を活用し、防災キャンプを行いました。
２日間の中で、５家族２０名の方が参加しました。強風の為、屋外の体験は変更になりましたが、
子どもたちからは「楽しかった」等の意見がありました。車中泊体験においては、寒くて体が痛い、
荷物が多く過ごしづらかったと、実際に体験してみることで得られた発見もありました。この様なこ
とが長く続いた今までの被災地の苦労が分かりました。反省会では、今後の災害備蓄問題、減災、ト
イレ問題、配慮が必要な方の支援、災害からどのようにして子どもを守るのか等、いろいろな意見が
出て有意義な体験会になりました。
碧南防災ボランティア連絡会の定例会は、毎月第２火曜日

１９時〜

へきなん福祉センターあい

くるで開催しています。ご興味のある方がいましたら、ぜひお越しください。

子どもたちはマスク作りをしました。

足湯体験喜んでいただきました！

ポリ袋で作るご飯作り。この日はカレーをかけて
いただきました。

最後は全体で反省会。
体験したからこそ得られた貴重な意見の共有がで
きました。
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「夏休み中高生ボランティア体験教室」を
開催します！！
内

日

容

保育園体験（園児とのふれあいや遊びを
とおしてコミュニケーションや、先生の
仕事のお手伝い等）に参加しよう！

時

所

羽久手保育園、鷲塚保育園
大浜保育園
天道保育園、西端保育園
新川保育園

8月2日（金）
9：00〜13：30

築山保育園、日進保育園
荒子保育園、棚尾保育園

8月7日（水）
9：00〜12：00
8月25日（日）
9：00〜12：00

普通救命講習（心肺蘇生法、AEDの使用方法、止血法等）に
参加しよう！
碧南市総合防災訓練で災害ボランティアセンターの立上げ訓
練に参加しよう！

場

7月31日（水）
9：00〜13：30
8月1日（木）
9：00〜13：30

へきなん福祉センターあいくる
東中学校

＊保育園体験は、園児と一緒に給食を食べます。
＊持ち物…帽子、水分(水筒)、タオル
＊保育園参加の方は、園児とプールで遊ぶこともあります。華美でない水着と水着の上から着るシャツなどを用意
してください。
お申込み 社会福祉協議会 地域福祉課 ☎46-3701 担当：淺井（あさい）、鰐部（わにべ）

申込締切り日

7月19日(金）

令和元年度

碧海 5 市災害ボランティアコーディネーター

養成講座受講者募集！
！

2日間コース

（２日間の内容全てを受講された方に修了証をお渡しします）

今後発生すると言われている南海トラフ地震や、その他の自然災害への備えが急務です。
また、被災した時には近隣市間での連携が必要不可欠です。
そこで、碧海５市の社会福祉協議会では、協働で災害ボランティアコーディネーターを育
成し、被災時や復興支援時における地域の困りごとに対応でき、広域で助け合うこともでき
る体制をめざして、碧海５市災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催します。

〈１日目〉
日時 7月27日（土）10：00〜16：00

■ 講演会「愛知県における多文化防災
〜日本人と外国人が、共に災害を乗り越えるために〜」
講師 愛知県県民文化局社会活動推進課多文化共
生推進室
室長補佐 各務元浩氏
■ 災害ボランティアセンターの設置・運営について
講 師：碧南市防災課、碧海５市社会福祉協議会
■ 各地の災害ボランティアセンターについて
講 師：刈谷防災ボランティア 山下克昭氏
■ 災害ボランティアセンターの流れについて学ぶ

〈２日目〉
日時 7月28日（日）10：00〜16：00
■

災害ボランティアセンター模擬演習
講師：刈谷防災ボランティア 山下克昭氏
協力：災害ボランティアコーディネーター養成講
座修了生
■ ワークショップ＆交流会
場
所 へきなん福祉ｾﾝﾀｰあいくる ２階ﾃﾞｲﾙｰﾑ
申込期間 7月19日（金）まで
【お申込み】社会福祉協議会 地域福祉課 ☎46-3701
担
当 淺井（あさい）、鰐部（わにべ）
住所、氏名、連絡先をお伝えください。
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■碧南

社協だより■

1.7.15

地域包括支援センターにご相談ください！
地域包括支援センターでは65歳以上の高齢者のみなさんが、いつまでも自分らしく住み慣れた
地域で、安心して暮らしていけるように支援をしています。
介護保険や介護予防、高齢者の虐待防止や権利を守ることなどお気軽にご相談ください。

ふれあいいきいきサロ

こんなことも
やっています！

ンで高齢者の方に消費
者被害についてお話を
しました。

＜中央・大浜地区＞

＜新川・西端地区＞

＜旭・棚尾地区＞

碧南市地域包括支援センター
月〜金 8時30分〜17時15分
祝日・年末年始を除く
☎４６−５５１２

碧南社協地域包括支援センター
月〜金 8時30分〜17時15分
祝日・年末年始を除く
☎４６−３８４０

碧南東部地域包括支援センター
火〜土 8時30分〜17時15分
祝日・年末年始を除く
☎９３−１１９１

事業所
紹介
コーナー

「ARTIST JAPAN」ってどんなところ？

当法人は、障がい児者または病児に対し、芸術に触れる事業を行い、本人・保護者の生き甲斐を
見つける他、障がい児者が作成した作品の展示会・販売を通じて、障がい児者等に係る生き甲斐の
創出、社会とのつながりの創出の一助となり、障がい児者等の福祉向上に寄与することを目的とし
ています。
また、ゆり学園では障害児等のこどもの支援「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」を展
開しています。
そしてこの度、碧南市藤井達吉現代美術館にて「Roots vol.5」と題して障害児者施設・特別支
援学級の障害児者の作品、ゆり学園に通う子どもたちの作品などを展示いたしますので、お時間が
ありましたら、ぜひお立ち寄りいただければ幸いです。
開催日時：７月１３日（土）〜７月２８日（日）
１０時〜１７時
（１６日（火）・２２日（月）は休館日、
最終日２８日は１２時まで）
場

所：碧南市藤井達吉現代美術館

お問合せ：ARTIST JAPAN

２F

☎４５−６１４２

facebook または Instagram
「特定非営利活動法人 ARTIST JAPAN」
で配信中

脳性麻痺の小学生の作品

1.7.15

■碧南

社協だより■
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募集 臨時職員
★事務員

〜

１名

○業務内容：介護保険・障害福祉サービス請求事務、ヘルパーの管理等
○勤務日時：月曜日〜金曜日（祝日を除く）午前9時〜午後5時
○時
給：950円（昇給あり）、その他、通勤手当あり、社会保険・退職共済加入
○募集期間：令和元年７月２５日（木）まで
○問 合 せ：社会福祉協議会 ☎４６−３７０２
※ホームページ・ハローワークにて障害者雇用も募集しております。

募集 訪問介護員
〜空いている時間に資格を活かして働いてみませんか〜
◆登録訪問介護員
○応募資格：介護福祉士または介護職員初任者研修もしくはホームヘルパー養成研修２級修了者
○勤務日時：午前7時から午後9時の間で希望する曜日及び時間
平日のみ、土日休日のみ、朝のみ、夕方のみなど勤務時間はご希望に応じます。
曜日指定でも、1時間だけならという方も大歓迎!!
○時
給：身体介護1,230円（早朝夜間1,540円）
生活援助930円（早朝夜間1,160円）
その他、活動・休日活動手当あり
○問 合 せ：社会福祉協議会 地域包括支援センター
☎４６−３８４０ 担当：伊盛（いもり）

募集 介護支援専門員
■登録介護支援専門員

〜

１名

○応募資格：介護支援専門員の資格を有し、かつ普通自動車運転免許(ＡＴ限定可)を持つ人
○勤務日時：月曜日〜金曜日（祝日を除く）
８時３０分〜１７時１５分の間で２時間以上（応相談）
○時
給：１，４００円 その他、通勤手当あり
○問 合 せ：社会福祉協議会 地域包括支援センター
☎４６−３８４０ 担当：伊盛（いもり）

社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました。
寄 付 者
西三河地区郵便局長夫人会 あおい会
匿名
スギ製菓株式会社
ユニー㈱"小さな善意で大きな愛の輪運動"ピアゴ碧南東店
ユニー㈱"小さな善意で大きな愛の輪運動"ピアゴ碧南店
匿名
匿名
匿名
匿名
退職公務員連盟 碧南支部
碧南市文化協会 女性部
匿名
新川レクポンクラブ

金 額（円）
ﾊﾞｽﾀｵﾙ・ﾌｪｲｽﾀｵﾙ等 350枚
20,000
71,779
83,774
51,380
361
17,158
61,972
1,000
8,600
25,000
11,722
12,600
（順不同・敬称略）

期 間
〈平成31年1月1日〜平成31年5月31日〉
市民の皆様にご報告しますとともに、
厚くお礼を申し上げます。
皆様からお寄せいただきましたご寄付
は、社会福祉事業に活用させていただ
きます。

