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碧南社協地域包括支援センター西端出張所で
サロンを始めました。
「コロナウイルス感染拡大の影響で出先がない」「車がないと
何処にも行けず、体力が落ちていく」「誰とも話さない日もあり
寂しい」という地域の高齢者の声を聴く機会が多くなりました。
そんな地域の高齢者のためにと協力者の方々と令和４年２月
から地域包括支援センター西端出張所で月１回のサロンを始め
ました。
ラジオ体操や百歳体操（簡単な筋力体操）で運動不足の解消と、
脳トレレクレーションなどみんなで楽しめる内容を考えながら、
心も体も爽やかな時間を過ごしています。

令和４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。
皆様にご協力いただきました会費は、各種福祉事業に役立たせていただき
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 TEL:46-3702

みんなでラジオ体操♪
いい運動になります。

令和２年度会費実績

1,029,500円

令和３年度会費実績

1,069,000円
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令和3年度収支決算、令和4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大きく期待される中で、社
会情勢の変化に柔軟に対応し、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まいりました。
ここに収支決算、予算の報告をいたします。詳しくはホームページをご覧下さい。
令和３年度
収入の部

碧南市社会福祉協議会決算
（単位：千円）

収入科目

会費、寄付金
市・県補助金、受託金
貸付事業
介護保険・障害福祉サービス等
保育園事業
収益事業
受取利息配当金収入
積立金取崩
その他収入
合
計

令和４年度
収入の部

金額
1,516
114,753
143
155,729
1,072,357
4,754
816
938
9,201
1,360,207

割合%
0.11%
8.44%
0.01%
11.45%
78.84%
0.35%
0.06%
0.07%
0.67%
100%

碧南市社会福祉協議会予算
（単位：千円）

収入科目

会費、寄付金
市・県補助金、受託金
貸付事業
介護保険・障害福祉サービス等
保育園事業
収益事業
受取利息配当金収入
経理区分間繰入・積立金取崩
その他収入
合
計

金額
2,209
172,414
2,650
183,235
1,100,096
1,944
935
82,930
39,667
1,586,080

割合%
0.14%
10.87%
0.17%
11.55%
69.36%
0.12%
0.06%
5.23%
2.50%
100%

支出の部

（単位：千円）

支出事業
金額
福祉協議会運営のため
59,124
地域福祉活動の推進のため
479
共同募金事業に関すること
8,800
資金貸付に関すること
1,774
高齢者・障害者福祉の推進のため
189,544
保育園運営に関すること
838,662
子育て支援事業(児童クラブなど)運営に関すること
230,203
障害者福祉センター等運営のため
11,785
売店収益事業
4,774
次期繰越活動収支残高
15,062
合
計
1,360,207

支出の部

割合%
4.35%
0.04%
0.65%
0.13%
13.93%
61.66%
16.92%
0.87%
0.35%
1.10%
100%

（単位：千円）

支出事業
金額
福祉協議会運営のため
133,969
地域福祉活動の推進のため
3,805
共同募金事業に関すること
15,375
資金貸付に関すること
3,180
高齢者・障害者福祉の推進のため
250,767
保育園運営に関すること
884,944
子育て支援事業(児童クラブなど)運営に関すること
274,194
障害者福祉センター等運営のため
17,900
収益事業に関すること
1,946
合
計
1,586,080

割合%
8.45%
0.24%
0.97%
0.20%
15.81%
55.79%
17.29%
1.13%
0.12%
100%

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４年１月１日～令和４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。

寄付者
株式会社アイシン
第一生命労働組合 豊田支部
匿名
匿名
匿名
匿名

匿名
西三商業協同組合
碧南文化協会女性部
Ｈ２８新川区長会
匿名

物品・現金
備蓄食約６００食分
車いす（２５，０００円相当）
１０，０００円
２０，０００円
６６０円

袋麺とカレー１６食分
１，０００円
１０，０００円
２５，０００円
１１，２３１円
キットカット６３ヶ×１０箱
（順不同・敬称略）
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令和４年度 社会福祉協議会の主な事業内容
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で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・西端地区及び出張所)

●碧南東部地域包括支援センター

(旭・中央地区) ・地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター )

●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

●碧南ふれあい訪問介護事業所

●日常生活自立支援事業

●生活困窮者自立相談支援事業

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、碧南市こどもプラザを通して、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
●資金貸付事業（生活福祉資金・愛の援護資金・くらし資金）
●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

●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
●福祉機器リサイクル事業

●へきなん福祉センターあいくる事務管理事業

●車いす貸出事業

●車いす専用車「ふれあい号」の貸出事業

他

4.7.1

■碧南

〈4〉

社協だより■

【旭地区】
１.目指す地域
多世代交流の促進
お互いを知るための情報発信
隣近所のつながりづくり

２.活動内容
「多世代交流」をキーワードにコアメンバーで話し合いを重ね、交
流のきっかけとして、「旭地区を知るウォークラリー」を企画する
こととなりました。ウォークラリーを通じて、多くの人が交流でき
る機会づくりを進めます。

（コアメンバーでの検討）

【西端地区】
１.目指す地域
地域や住民を互いに知り、つながりをつくろう
無
 理せず楽しめる活動を続けよう

２.活動内容
「地域での交流の場」として「cafe ちゃのま」を開催しています。
コロナ禍により２回のみの開催となり、人との交流の大切さが分か
りました。
「地域での見守り」のため「西端ふくし見守り隊」で毎月話し合い、
高齢などにより町内会の役を担えなくてもつながれる地域、小中学 （cafeちゃのま 「落語でハッピー！メリー
生の登下校時のあいさつを通してつながれる地域などについて検討 クリスマス ありがとう３周年」）
しました。

基幹相談支援センターのご紹介

１.どんなところ？
①こどもから大人まで、障害をお持ちの方やそのご家族のための総合的な相談窓口です。障害者手帳を取得して
いない方でも相談できます。
例えば、生活をサポートするために、福祉サービスの紹介や関係機関との連絡調整などを行います。相談方法
は、電話やご自宅への訪問などご希望に合わせて対応します。
②障害をお持ちの方の権利を擁護したり、虐待を防止する活動も行います。
③障害をお持ちの方が「より住みやすいまちづくり」のため、福祉、医療、就労、教育、保育、当事者のご家族など、
多くの関係機関と検討しています。
（碧南市地域自立支援協議会 作業部会）

１.住みやすいまちづくりのために何をしているの？
５つの話合いの場（部会）で検討しています。
①事業所部会
障害福祉サービス事業所の連携や障害をお持ちの方などが
困った時のサポート体制などについて検討しています。
②就労支援部会
障害をお持ちの方などがより働きやすくなるよう検討しています。
③こども部会
発達に課題のあるお子さんのサポートや親への支援、お子さんが
関わる関係機関との連携などについて検討しています。
④障害者災害時支援部会
被災時に障害をお持ちの方が地域で生活しやすいよう検討しています。
⑤地域生活支援部会
精神科病院に長期間入院している方が地域で生活を送れるよう、
また精神障害をお持ちの方が地域で生活しやすくなるよう検討しています。

お問合せ

基幹相談支援センター（社会福祉協議会内）４６－３７０１
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令和３年度 各地区の地域福祉活動の取組みご紹介
社会福祉協議会と碧南市が一体となり策定した「へきなん地域福祉ハッピープラン」に基づき、市内６地区で
地域福祉活動を進めています。

【新川地区】
１.目指す地域
＂ふくし＂への関心を持とう！
子どもや地域の方すべてに安全な暮らしを！

２.活動内容
気軽に、継続して行える活動として「おかえり（あいさつ）運動」
を毎週木曜日の下校時に行っています。
 この活動は、あいさつをきっかけとし、住民同士の顔なじみの関
係づくりを目的として取り組んでいます。顔なじみの関係ができれ
ば、困った時の助け合いや地域の活性化、防犯等の様々な効果が期 （おかえり運動で小学生に挨拶）
待できます。

【中央地区】
１.目指す地域
地域のつながりづくり
災害時に支え合える地域づくり

２.活動内容
道場山福祉の会では、地域の方が天道保育園の園児、老人クラブ
と一緒にさつまいもづくり等を行い、世代間交流を図っています。
 天王地区福祉協議会では、地域の協力者が区と連携しながら防災
について話し合い、安否確認訓練やファーストミッションボックス （道場山福祉の会 園児とさつまいも作り）
を使った訓練等を行いました。

【大浜地区】
１.目指す地域
世代間を超えたつながり・助け合いを進める
自ら避難できない人への災害時支援

２.活動内容
「災害時支援」について、地区住民に防災意識を高めるため、ファー
ストミッションボックス（避難所開設・運営）訓練を行い、新たな
取り組みの周知ができたと同時に、運用に関しての課題を確認しま
した。今後、世代間での助け合いについても検討していきます。

（大浜下区ファーストミッションボックスの訓練）

【棚尾地区】
１.目指す地域
地域のつながりや関係性の希薄さと担い手不足の解消
情報発信力アップ
災害時に助け合える地域づくり

２.活動内容
棚尾まちおこしの会自主防災部会と連絡委員さんが連携し、防災
に関して毎月定例会を開催しています。
また、棚尾ふれあい館にて、女性の視点や意見を取り入れたファー
ストミッションボックス（避難所開設・運営）訓練を開催しました。 （ファーストミッションボックスの訓練）
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みなさん、
「災害ボランティアセンター」
って
知ってますか？
●災害ボランティアセンターとは？
近年の災害において、多くのボランティアが被災地で活動をしています。災害ボランティアセン
ターは、大規模災害が発生した際に、被災者の困りごと（ニーズ）に対し、ボランティアの力を借りて、
被災者の生活の復旧・復興に向けた福祉救援活動を円滑に行うための組織です。また、被災地及び
被災者の生活再建を支援することを最大の目的とし、かつボランティア活動を支援することを目的と
して運営します。

●どこに設置するの？
碧南市災害ボランティアセンターは、被災状況に応じて碧南市災害対策本部の設置依頼に基づき、
碧南市社会福祉協議会が設置・運営をすることになっています。設置予定場所は「へきなん福祉セ
ンターあいくる」です。

あいくるで実施した
「 災害ボラン ティア
センター開設訓練」
の様子
（平成３０年度）

●被災地でのボランティア活動に参加された方へインタビュー！
令和元年台風 19 号による千曲川の氾濫で、大きな被害のあっ
た長野市へ行き、泥に埋もれた物を建物の外へ運び出し、泥か
きや清掃などを行いました。力が弱いので不安でしたが、ボラン
ティアには様々な役割があり、みんなで協力をしながら、自分な
りに活動することができました。現地の方とお話できたこともよ
い経験でした。
災害への備えを学ぶ会（碧南市市民活動センター登録団体）
愛知工業大学
松原みなみ さん
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地域包括支援センターです

地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れたまちで安心して暮らし
ていくための地域の総合相談窓口です。

知って！気づいて！早期発見で虐待を防ぎましょう！
コロナ禍となり自宅で過ごす時間の増加や介護サービス休止による家族の負担の増加等により虐
待件数が増えています。高齢者への虐待が疑われる人が近くにいたら地域包括支援センターにお知
らせください。虐待であるか否かどうかの判断は不要です。第３者の介入で深刻化を防げるかもし
れません。

気になったら、地域包括支援センターへ連絡ください！
身体に不自然な傷がある 同意がないのに、金銭を
勝手に使われている
家の中から怒鳴り声や 希望しているのに、金銭を
使わせてもらえない
悲鳴が聞こえる
＊通報者に関する情報が外部に漏れることはありません。

悪徳商法、詐欺、消費者被害に気をつけましょう！
家族を名乗る電話があり、
お金を請求された

不要品を買い取らせて
ほしいと訪問

だまされる前に！

市役所を名乗る
電話があり、銀行名と
口座を聞かれた

まずは周りと
相談！

困った時、悩んだ時には地域包括支援センターや下記のダイヤルにも相談できます。
・消費者ホットライン ☎１８８（いやや！）
・警察相談専用電話 ☎＃９１１０
・碧南市消費生活センター 商工課 ☎９５- ９８９４
消費生活相談 ＊月、火、木、金曜日 １３：３０～１６：００（電話相談可）

担当の地域包括支援センターは下記のとおりです。
＜新川・西端地区＞
碧南社協地域包括支援センター
月～金 ８時３０分～１７時１５分
☎（４６）３８４０

＜旭・中央地区＞
碧南東部地域包括支援センター
火～土８時３０分～１７時１５分
☎（９３）１１９１

＜棚尾・大浜地区＞
碧南南部地域包括支援センター
月～金 ８時３０分～１７時１５分
☎（４６）５２８２
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お申込み・お問い合わせ
碧南市社会福祉協議会
☎０５６６－４６－３７０２

社会福祉協議会正規職員

職
種：保育士
定
員：４名程度
勤
務：令和５年４月１日～
応募対象：保育士登録がある人、または登録見込みの人
試験期日：一次試験 令和４年７月２３日（土）

二次試験 令和４年９月 ３日（土）
受付期間：令和４年６月２０日（月）～令和４年７月１５日（金）まで
提出書類：試験申込書、履歴書（当協議会所定の物）など
碧南市社会福祉協議会事務局、碧南市こども課にて配布及びホームページ
からのダウンロードも可能（履歴書も同様）※詳細は、碧南市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

保育士募集（パートタイム職員）
応募資格：保育士免許
勤務日時：月曜日～土曜日（祝日を除く）のうち週５日程度
勤務時間は相談による
勤務場所：社会福祉協議会が運営する保育園
時
給：１，
１８４円～（昇給有）・社会保険加入、賞与有
必要書類：市販の履歴書（写真貼付）
・保育士証の写し

早朝・夕方長時間保育士募集（パートタイム職員）
業務内容：早朝・夕方長時間保育利用園児の保育
応募資格：保育士免許
勤務日時：月曜日～土曜日（祝日を除く）のうち週５日程度
早朝長時間保育士 ７：３０～ ９：３０
夕方長時間保育士１５：３０～１８：１５
１９：１５まで勤務できる場合はお申し出ください。
勤務場所：社会福祉協議会が運営する保育園
時
給：１，
４０７円～
必要書類：市販の履歴書（写真貼付）・保育士証の写し

児童クラブ支援員職員募集（パートタイム職員）
業務内容：児童の健全育成業務
応募資格：高卒以上
勤務日時：①平日１３：００～１９：００、土曜日８：００～１８：００を月に２回程度
②平日１５：００～１８：００
時
給：１，
００７円、有資格者１，
０７９円、※①社会保険加入、賞与あり
申し込み：市販の履歴書（写真貼付）保育士・教諭免許のある人は免許の写しをお持ち下さい。

児童クラブ 夏休み支援員募集
業務内容：夏休み中の児童の健全育成業務
応募資格：高卒以上（学生可）
勤務日時：夏休み期間（７月２１日（木）～８月３１日（水））の平日５時間から８時間程度（多少の変更も可能）
時
給：１，
００７円、有資格者１，
０７９円
申し込み：市販の履歴書（写真貼付）・保育士・教諭免許のある人は免許の写しをお持ち下さい。

碧南市心身障害者福祉センター職員募集（パートタイム職員）
業務内容：施設運営事務・障害者への各種教室の企画運営
応募資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人
勤務日時：月曜日～金曜日（祝日を除く）の週５日
８：３０～１７：００（６０分の休憩あり）
※各種教室運営の必要に応じ、時間外勤務の場合有り。
勤務場所：碧南市心身障害者福祉センター（へきなん福祉センターあいくる内）
時
給：９６９円～、社会保険加入、賞与有
必要書類：市販の履歴書（写真貼付）

