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「へきなんの花き」が届きました
新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントや冠婚葬祭
の自粛等により、「花き」の需要が大きく減少していま
す。そこで愛知県では農業者や農業団体が協力して「花
き」の利活用の支援を行っており、この度碧南の花き農
家さんから保育園、児童クラブ、児童センター等にもた
くさんの切り花や鉢物をいただきました。

各施設では、色とりどりのお花により、とても明るく良
い雰囲気をかもし出しています。特に保育園や児童クラ
ブでは子ども達が花の名前に
興味を持ち、水やり等のお世
話係を積極的にしてくれてい
ます。ぜひ、みなさんも、お
うちに花を飾りましょう。

令和２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

平成30年度会費実績

1,203,000円

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

令和元年度会費実績

1,113,000円
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令和元年度収支決算、令和２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29日（金）の
理事会及び６月16日（火）に評議員会にて審議され、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２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下さい。

令和元年度決算
収入決算額 1,383,476千円
社会福祉基金積立資産取崩収入
50,000（3.6％）

支出決算額 1,383,476千円
会費収入
1,113（0.08％）

その他の収入
10,358（0.74％）

寄付金収入
936（0.06％）

受取利息配当金収入
828（0.05％）

補助金収入
55,452（4.0％）
受託金収入
52,624（3.8％）

収益事業収入
4,454（0.3％）

貸付事業収入
75（0.01％）

障害福祉サービス等
事業収入
56,406（4.1％）

事業収入
626（0.04％）

収入

へきなん福祉センター
あいくる
2,643（0.2％）

介護保険事業収入
95,356（6.9％）

法人運営事業
57,865（4.2％）
地域福祉活動事業
2,141（0.15％）
共同募金配分金事業
11,291（0.8％）

碧南市こどもプラザ
ららくるにしばた
13,213（0.96％）

資金貸付事業
785（0.1％）

地域包括支援センター
67,922（4.9％）

福祉･介護サービス事業
44,770（3.2％）
荒子保育園
161,692（11.7％）

心身障害者福祉センター
11,287（0.82％）

支出

（単位：千円）

子育て
支援事業
186,071
（13.5％）

保育事業収入
1,055,248（76.3％）

資産の部
純資産の部

次期繰越活動
売店収益事業
4,283（0.30％） 収支残高
49,761（3.60％）

地域福祉
サービスセンター
71,054
（5.1％）

（単位：千円）

※貸借対照表

碧南市こどもプラザ
ここるっくしんかわ
13,000（0.90％）

西端保育園
170,917
（12.3％）

新川保育園
159,983
（11.6％）

棚尾保育園
165,905（12.0％）

大浜保育園
188,893（13.7％）

1,330,361千円
負債の部 237,655千円
1,092,706千円（当期活動増減差額14,678千円）

令和２年度予算
収入予算額 1,564,970千円
その他収入9,857（0.65％）
会計区分間繰入金収入
19,922（1.30％）

前期末支払資金残高
40,119（2.60％）

会費収入
1,200（0.08％）
寄付金収入
1,008（0.06％）

社会福祉基金積立資産
取崩収入49,760（3.2％）

補助金収入
63,942（4.0％）
受託金収入
66,039（4.2％）

受取利息配当金収入
1,031（0.08％）

貸付事業収入
2,650（0.18％）

収益事業収入
6,380（0.42％）

事業収入
523（0.03％）

障害福祉サービス等
事業収入
64,915（4.1％）

売店収益事業
6,382（0.4％）

地域福祉活動事業
4,587（0.3％）
共同募金配分金事業
12,682（0.9％）

へきなん福祉センター
あいくる 3,748（0.2％）

資金貸付事業
3,196（0.2％）

碧南市こどもプラザ
ららくるにしばた
15,136（1.0％）

福祉･介護サービス事業
59,856（3.8％）
荒子保育園
172,855（11.1％）

地域包括支援センター
85,976（5.5％）

地域福祉
サービスセンター
99,550
（6.4％）

（単位：千円）

法人運営事業
119,302（7.6％）

碧南市こどもプラザ
ここるっくしんかわ
14,347（0.9％）

心身障害者
福祉センター
13,024（0.8％）

収入

保育事業収入
1,139,266（72.8％）

支出予算額 1,564,970千円

支出

（単位：千円）
西端保育園
177,145
（11.3％）

介護保険事業収入
98,358（6.3％）

子育て支援事業
242,166
（15.5％）

新川保育園
158,532
（10.1％）

棚尾保育園
181,796
（11.6％）

大浜保育園
194,690
（12.4％）
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令和２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７ヶ所の運営）
●児童厚生施設事業（児童センター２ヶ所の運営） ●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
●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。こちらは、令和元年度の取り組み紹介です。

新川地区

大浜地区

住民同士の「つながり」を深めるため、「あいさ
つ運動（顔見知りの関係づくり）」について、他地
区での取り組みを参考にし、小学校とも打合せを重
ねることで少しずつ形になってきました。今後は、
地域の皆様の協力を得ながら、あいさつ運動の実践
に取り組んでいきます。

身近な地域で住民同士がお互いに協力し合う地域
であり続けるための「気軽に集まれる場づくり」の
意見を出しあっています。昨年度では、大浜上区で
協力者と共に、「お気軽相談サロン」の中で、多世
代で交流する「紙ひこうきを飛ばそう」企画を開催
しました。

中央地区
道場山地区では、地域の方が主体となって道場山
福祉の会を立ち上げました。その取り組みとして、
令和元年度は、天道保育園で園児や保護者、老人ク
ラブ等と一緒にさつまいもの生育や収穫をしました。
地域のつながりづくりを目的に行い、少しずつ交流
の輪が広がっています。今後も継続した活動により、
地域とのつながりを深め、地域課題について考えて
いきます。

中央地区
天道保育園でさつま
いも収穫

棚尾地区
「棚尾まちおこしの会」の活動に地区担当者が参
加しながら地域福祉活動に取り組んでいます。
「たなを村まつり」で認知症高齢者声掛け訓練を
行いました。参加した地域の方々に、より身近な経
験となるよう訓練を行いました。また、自主防災訓
練を通して、避難後に障害者や高齢者の方を含めた
避難所での過ごし方が課題となり、避難所運営を考
えるきっかけとなりました。

大浜地区 お気軽相談サロン企画
「紙ひこうきを飛ばそう」

旭地区
福祉課題の解決ができる地域づくりを目指し、地
域福祉推進会議の意見を参考にコアメンバーにより、
定期的な検討や取組みを進めています。令和元年度
は、以前より行われている「夏休みのラジオ体操」
で「大人と子どもでじゃんけん」を行い、多世代交
流を図ることができました。また、話し合いを通じ
た情報交換等により、少しずつ地域のつながりが広
がっています。

西端地区
「地域での見守り検討会」を月１回開催し、西端
地区の現状を確認しながら他市での取り組みも参考
に、地域における見守りについて検討しています。
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１２時まで、西端ふ
くし応援団の方を中心に西端下区民館で開催してい
ます。
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碧南市地域自立支援協議会就労支援部会
【障害者雇用先進企業・就労移行支援事業所見学会の報告】
市内にある企業様に障害者雇用についての関心を高めてもらうため、碧南市地域自立支援協議会
市内にある企業様に障害者雇用についての関心を高めてもらうため
市内
あ 企業様 障害者雇
関心を高め も うため 碧南市地域自立支援協議会
就労支援部会にて、テーマを「百聞は一見に如かず！！パート３」として令和２年２月２５日㈫に
障害者雇用先進企業・就労移行支援事業所見学会を行いました。
この企画は、数年前の就労支援部会にて、ある委員さんより「碧南の地元企業さんへ向けて、障
害者就労に関しての種まきが大事では。それをこの部会で続けていくのが大事では」と意見をいた
だき、「地域で、地元で」を意識しながら、「百聞は一見に如かず」をテーマにして企画を続けて
きた内容です。
今回は丸共通運㈱、ふれあい工房アルゴ（就労移行支援事業所）を見学しました。

丸共通運㈱では西尾市にある上矢田物流センターを見学させていただきました。知的障害や精神
障害の方を雇用されており、障害者の方を戦力として自然な形で会社全体に受け入れられているこ
とが印象的でした。本人との面談を意識的に行われ、何かあればその都度必要に応じて支援機関の
協力を得ながら対処することで、就労の定着に取り組まれていました。また、本人の意欲を踏まえ、
「少しずつ就労時間を伸ばす」、「資格取得への取り組みを進める」など、ステップアップが図れ
るように取り組まれていました。

ふれあい工房アルゴ（就労移行支援事業所）では、知的障害の方たち以外にも、最近は精神障害
や発達障害の方たちの支援も意欲的に行われていることの説明がありました。実際のトレーニング
場面の見学や施設外就労先での様子の説明を聞き、支援内容の理解を深めることができました。ま
た、就職後の定着支援としての取組の説明もあり、安定した就労のための取り組みに関しても理解
を深めることができました。
今後も碧南市地域自立支援協議会就労支援部会では、障害者雇用に対しての関心を高めてもらう
ための取り組みを続けていきます。

2.7.15

■碧南

社協だより■

〈6〉

ణ౿يǀǍǗƪƇƆැൟǅǗƴ}ॏి݊

碧南防災ボランティア連絡会では、いつか起きる「災害」に備えるための工夫について、日頃
からメンバーと協議し、災害に強い人を育てる取り組みを行っております。
平時は、市内外各地で防災・減災への市民啓発を行っています。要望に応じて、町内会単位で
の防災講座も開催しています。
また、発災時に開設される、碧南市災害ボランティアセンターの立上げ・運営協力を行います。

災害
ボランティア
センター立上げ
訓練

小学生に
向けての
防災教育
活動例
（一部紹介）

防災講座
紙座布団
作り

防災講座
防災食
作り

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。
■問合せ先 社会福祉協議会 地域福祉課 ☎46−3701

令和2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！
！

南海トラフ地震など自然災害への備えは急務です。また、被災時に近隣市間での連携は必要不可欠です。碧
南海トラフ地震など自然災害への備えは急務です
震など自然災害 の備えは急務です また 被災時に近隣市間での連携は必要不可欠です 碧
海地区５市社会福祉協議会は、協働して災害ボランティアコーディネーターを育成し、地区内の災害ボランテ
ィアセンターを互いに助け合える体制をつくるため、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。講座の一環として講演会を開催し、災害時において地域住民や災害ボランティアが要配慮者に対してどの
ような支援ができるかを学びます。

日

時（受講された方に修了証をお渡しします）
■講演会「これからの災害ボランティアセンターの立上げと運営について」
〜長野市災害ボランティアセンターを運営して〜
講 師 社会福祉法人長野県社会福祉協議会
山﨑 博之 氏

８月1日㈯

10：00〜16：00

■災害ボランティアセンターの設置について
講 師：安城市市民協働課
■各地の災害ボランティアセンターについて
■コロナ禍における災害ボランティアセンターの運営コーディネーターの対応について
講 師：刈谷防災ボランティア代表 山下克昭氏

■場
所
■申込期間
■お申込み
■担
当

へきしんギャラクシープラザ ３階 大会議室（安城市桜町17番地11号）
７月22日㈬まで
社会福祉協議会 地域福祉課 ☎46−3701
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■

2.7.15

地域包括支援センターにご相談ください！
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
いけるようにお手伝いさせていただいています。

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！

離れて暮らす
父母が悪徳商法に
遭わないか心配。

近所から、
怒鳴り声がする…
もしかしたら
虐待を受けて
いるのかしら…

物忘れが
出てきて心配。
だけど
住みなれた
この街で暮らして
いきたい…
食事の準備や
買い物が大変に
なってきた。
1人暮らしなので
心配。

介護保険
サービスについて
知りたい。
足腰が弱ってきて
転ぶことが増えた。
どこか運動したり、
趣味活動ができる
場所はない
かしら…

＜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

手話を学ぼう 手話で話そう

手話講座を開催します

入門編

手話は「手や身体・表情」で表し、「目」で見て理解することばです。
はじめて手話を学びたい方を対象に、手話で伝え合う楽しさを知り、地域のろう者の皆さんと手話で
日常会話ができるようになることをめざします。
《日
時》９月10日（木）〜令和３年２月25日（木）（全23回）
毎週木曜日 午後７時15分〜午後９時
《場
所》へきなん福祉センターあいくる
《定
員》10人
《対 象 者》市内在住・在学・在勤の方
《参 加 費》無料
ただし、テキスト代（3,300円）
は実費負担になります。
テキストは、厚生労働省カリキュ
ラム対応。ＤＶＤも付いています。
手話
ありがとう
ご苦労さま
《主
催》碧南市社会福祉協議会
《申し込み》7月8日㈬から心身障害者福祉センター
☎48−1720 FAX42−5337

2.7.15

■碧南

社協だより■
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貸出用車いす専用車両のご案内
車いすに座ったまま乗車できる車いす専用車両の貸し出しを行っており

ふれあい号Ⅰ
車種：スペーシア

ます。

ふれあい号Ⅱ

通院や旅行など、外出する際にご利用ください。

車種：ワゴンＲ

現在３台の貸出を行っております。詳しくは窓口にてご確認ください。

ふれあい号Ⅲ
車種：シエンタ

お電話でのお問い合わせ、ご予約も受け付けております。☎46-3702

３人乗り
軽自動車
３人乗り
軽自動車
３人乗り
普通自動車

訪問介護員募集
〜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1,260円（早朝夜間1,575円）
生活援助969円（早朝夜間1,211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）

地域包括支援センター臨時職員募集
●募集職種：社会福祉士

１名

●勤務場所：碧南東部地域包括支援センター（東部市民プラザ内）
●応募資格：社会福祉士の資格を有する人
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人
●勤 務 日：火曜日〜土曜日のうち週４日以上
●勤務時間：８時30分〜17時の間で７時間以上（応相談）
●業務内容：地域包括支援センター等における相談支援業務等
●時

給

1,343円（賞与あり）
通勤手当（２キロ以上95円／日から距離に応じて支給）

●提出書類：市販の履歴書（写真添付）
●問 合 せ：社会福祉協議会

資格免許の写し

地域包括支援センター

社会福祉協議会へのご寄付
ありがとうございました。
期間／令和２年１月１日〜令和２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。

運転免許証の写し

☎46−3840

担当：伊盛（いもり）

寄付者

物品・現金

匿名

20,000円

ふれ愛フリーマーケット
第一生命労働組合

9,468円

豊田支部

お子様用車椅子

ユニー㈱ 小さな善意で大きな愛の輪運動
ピアゴ碧南東店

33,433円

ユニー㈱ 小さな善意で大きな愛の輪運動
ピアゴ碧南店

107,915円
219円

匿名
平成６年度

平七区

平成６年度

碧南市連絡委員幹事会

㈱豊田自動織機

区会役員

朝霞会

67,104円
134,524円
洋菓子 129,000円分
（順不同、敬称略）

