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令和３年７月１日

新型コロナウイルスの影響で、未だに行事等ができない日々が続いています。どこにも行け

ず不自由な時間が続く中、感染予防に努めながら、日中活動で作品制作をして室内時間を
充実させています。

令和
２年度

事 業 報 告

令和２年度は、コロナ禍においても、当会の理念を踏まえ、「地域住民が、

支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が支え合いな
がら安心して生活できるよう、地域住民の互助・共助の基盤づくりを進めるた
めに」７つの事業を柱に取り組みました。

1 高齢者・障がい者・子どもを含む包括的な支援
コミュニティーソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を小学校区単位で配置し、地域に訪問することで、
地域ニーズを把握し、そのニーズに即した発掘等社会資源の開発やネットワーク化などに努めました。

2 日常生活における困りごと対応力の強化
関係機関等と連携し、県社会福祉協議会の貸付制度の相談窓口として、新型コロナウイルスの影響
により困窮した世帯への支援に努めました。

3 ボランティア活動の推進
ボランティア活動が自粛となる中、コロナ禍での困りごと等を聞き取り、ボランティアに寄り添う
とともに、ボランティアセンターの周知に努めました。

4 子育て支援事業の推進
コロナ禍で一時中止となったみどり学園や子育て支援センターでは、オンラインでの相談ができる
よう環境を整えました。また、中央児童センターは令和３年１月より高浜小学校敷地内に移転し、新
たに高浜児童センターとして開始し、利用しやすい環境整備に努めました。

5 障がい者の地域生活支援づくり
コロナ禍においても滞りない相談援助を行うために、ZOOM等によるオンラインで会議や研修が
できる環境を整えました。また、地域生活支援拠点事業の開始に向けて、市や関係事業所と協議を進
め、令和３年４月からの準備を行いました。
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令和２年度

事業報告

6 高齢者への在宅福祉サービスの充実
新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、通所・訪問など各種サービスの事業継続に努めました。
また、宅老所や、ふれあいサロンの運営は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を常に把握し、利
用中止や食事の提供中止などの対策を取りながら、安心して利用できる運営に努めました。なお、今
後の経営を見据え、令和２年度末をもって訪問入浴事業と小規模多機能型居宅介護事業を廃止しまし
た。

7 法人内連携の強化・人材の育成
新型コロナウイルスの影響で急増した生活福祉資金（特例貸付）の相談体制を充実するため、相談
員を１名追加配置しました。また、経営改善の一環として、法人の現状分析を行うとともに、今後の
運営の方向性について検討しました。

令和２年度 資金収支決算
（事業活動における収支）

収

入

支

施設整備等補助金収入
……18,812,000円

長期貸付金回収収入
……422,950円

その他の収入
……16,426,372円

積立資産取崩収入
……6,401,910円
会費収入
……2,863,978円

受取利息配当金収入
……3,498円

経常経費補助金収入
……43,728,516円

経常経費寄付金収入
……606,195円

地域福祉活動事業
…10,265,674円

法人運営部門
…59,122,747円

受託事業
…109,169,685円

共同募金配分金
…3,740,312円

その他の事業収入
…6,158,217円
障害福祉
サービス等
事業収入
73,664,740円

出

受託金収入
197,286,962円

事業収入
…5,640,208円
子育て支援事業
337,708,682円

保育
事業収入
279,184,674円
介護保険事業
収入
216,200,241円

在宅福祉サービス
337,027,153円
負担金収入
…2,715,840円

地域福祉活動
（資金貸付）
…13,877,000円

当期資金収支差額合計

873,856,613円
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6,685,672円

867,170,941円

特別
企画

令和２年度

わくわくフェスティバル

福祉団体紹介！

これまで掲載してきた高浜市の福祉を支える団体の皆様の紹介

も、第５弾の今回が最後となりました。たくさんの団体を紹介し
てきましたが、コロナ禍でもできることを継続して活動されてい
る方々の取り組みが、地域の方に少しでも伝えることができてい
れば幸いです。

第5弾
掲載団

◉
高浜ロータリークラブ

目

次

◉

………………………………………

昭和で元気になる会／認知症家族の会

お知らせ

……………………

４Ｐ
５Ｐ

「令和３年度 わくわくフェスティバル」 は、新型コロナウイルスの
感染拡大を受けまして、ご来場のお客様ならびに関係者の健康及び安全を
最優先に考慮し、開催を中止させていただくことといたしました。
開催を楽しみにしてくださった皆様には、大変申し訳ありませんが、何
卒ご理解いただきますようお願い申しあげます。

た か は ま

◉ 高浜ロータリークラブ ◉
高浜ロータリークラブは、例会を通じ会員の友好を育み
地域社会や青少年への奉仕を行う団体です。
高浜ロータリークラブは５０周年を超える歴史のあるクラブです。
地域社会への奉仕活動だけでなく、青少年交換留学生の支援事業や、サッカーや剣道、たかはま夢未来
塾のロボカップサッカー、南中学校でのリーダー研修、子ども食堂への支援、高浜小学校への植樹事業な
どなど学業・スポーツに限らず子供たちがより良い環境で成長できるよう様々な支援や奉仕活動を行って
いる団体です。

高浜ロータリークラブでは、新会員を随時募集しております。

問合せ：０５６６−５５−６２４７

E-mail：tkhm-rc@katch.ne.jp
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し ょ う わ

げ ん き

か い

◉ 昭和で元気になる会 ◉
皆さんが古き良き昭和を思い出し楽しく過ごせるよう、
昭和で元気になるカフェの開催に取り組んでいます。
昭和で元気になるカ
フェは、認知症の方や
ご家族が、地域の中で
安心して過ごし、情報
を得たり、相談ができ
る場所です。コグニサ
イズや回想法などのレ
クリエーションを行っ
ています。

開催回数：年10回
開催日時：日曜日 13時〜14時
開催場所：高浜市いきいき広場２階 ホール
※ 新型コロナウイルス感染症対策に配慮し、マスク着用のお願いや検温・消毒・体調確認を行いな
がら実施しておりますが、状況によっては開催を中止させていただく場合もあります。
問合せ：「昭和で元気になる会」事務局

０５６６−５２−５０５０（高浜安立荘内）

にんちしょうかぞくのかい

◉ 認知症家族の会 ◉
認知症の方の介護をしている家族や、介護経験のある家族同士の交流会を行っています。
同じ介護者だからこそ
分かる悩みを一緒に話し
合ってみませんか？お茶
を飲みながら、ざっくば
らんに話して、「ほっ」
とするひとときを過ごし
ましょう。

日 時：第３木曜日 13時半〜15時頃
場 所：高浜市いきいき広場１階 会議室B
参加費：無料
※ 日時、場所、参加費については、変更になる場合もあります。
※ 新型コロナウイルス感染状況によっては、中止させていただく場合もあります。
問合せ：０５６６−５２−９６１０（高浜市地域包括支援センター）
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お知らせ

ボランティアセンター

ブラインドガイドボランティア

シクラメンの会

緊急事態宣言（延長）発令により、6/13
に予定していた「ガイドヘルプ講座」は
延期となりました。今後の開催について
は、改めて社協ホームページもしくは広
報紙にてご案内いたします。

コロナ禍でも精力的に活動する２グループ（ボランティアセ
ンターに登録中）をご紹介します。
２グループでは、活動を共にするメンバー募集中です！
興味がある方は、ボランティアセンターまでお問合せ下さい。

【活動内容】
目の不自由な方が買い物や病院など外に出かける際に付き添い、
サポートを行う活動（ガイドヘルプ）をしています。具体的には、
周囲にある建物や障害物をお伝えしています。
他にも市内小学校にてガイドヘルプを伝える活動や、シクラメン
の会メンバーで鈴の入ったピンポン玉を転がして打つ、サウンドテ
ーブルテニス（卓球）を楽しんでいます。
外に出かけることで地域の方との交流機会が増え、気持ちも前向
きになり、視覚障がいの方の大きな支えとなっています。メンバー
であり、当事者である藤浦さんは、会の存在を知らない障がい者の
方に、お手伝いできることがあることを知ってほしいと話します。

ガイドヘルプ体験を行う様子

【活動日】月２回火曜日 １３：３０〜１５：３０：サウンドテーブルテニス
偶数月第１または第2日曜日 ９：００〜１１：００ 定例会、近況報告、困り事相談等

エコろまい
【活動内容】
市内のペットボトルキャップを集め、安城市の「フジイ化工株式
会社」へ届ける活動を行っています。届けたキャップの売却利益が
世界中の子どもたちのワクチンとなります。キャップ860個がワク
チン1人分に相当し、エコろまいでは、活動開始（2009年）から
↑エコハウスにあるキャップ収集場 ２０２１年５月１５日まで、10,903,891個を集めてきました。
（13,000人分のワクチンに相当します）
キャップは、市民の皆さんがエコハウスに持ち運び、氏名と運ん
だキャップのグラム数を左写真のエコろまいノートに書きこんでい
きます。代表の井上さんは、キャップを運んでくれた市民の方、企
業の方等、皆さんの協力で活動が成り立っていますと話します。
←エコハウスに持ち運ん
だ市民の方がキャップ数
をノートに書き込みます

高浜市社会福祉協議会

電話：52-9882

FAX：52-4100

【活動日】
奇数月の第３土曜日１０：００〜

ボランティアセンターてとてとて

メール：tetotetote@takahama-shakyo.or.jp
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け んりようご

シリーズ
権利擁護
vol.35

みんなで権利擁護を考えよう！
〜虐待の種類とサイン〜

虐待とは？

虐待は、繰り返しあるいは習慣的に、暴力をふるったりすることで人としての尊厳を傷つける行為です。

虐待に関しては、高齢者虐待防止法や障害者虐待防止法、児童虐待防止法などに定められており、大きく
わけると以下のような５つの種類があります。

虐待の種類とサイン
種類①

身体的虐待

種類②

殴る、蹴るなど暴力的な行為
で痛みを与えたり外傷を与え
るなどの行為

怒鳴る、ののしるなど精神的
苦痛を与えるなどの行為

虐待のサイン

虐待のサイン
例えば、本人の身体に小さな
傷が頻繁にみられたり、急に
おびえたり、怖がったりする

種類④

心理的虐待

例えば、夢にうなされたり、
おびえる、わめく、泣く、叫
ぶなどの症状がみられる

種類③ 放棄・放置
（ネグレクト）
食事を与えない、必要な医療
や福祉サービスをうけさせな
いなど本人の生活環境を悪化
させるなどの行為

虐待のサイン
例えば、身体から異臭がした
り、同じ服をずっと着ている

経済的虐待

種類⑤

本人の財産や預貯金を勝手に
使用したり、金銭の使用を制
限するなどの行為

性的虐待

性的行為を強要するなどの行
為

虐待のサイン

虐待のサイン

例えば、年金等の収入がある
のにお金がないと訴える福祉
サービスの利用料が支払えな
い

例えば、不自然な歩き方をす
る人目を避け、一人で過ごす
ことが増える

虐待が発生している場合、虐待をしている人、虐待を受けている人に自覚があるとは限りません。虐待者が、

「指導・しつけ」の名の下に不適切な行為を続けていることや、被虐待者が自身の障がい等の特性から自分の
されていることが虐待だとは認識していないこともあります。虐待のサインを見逃さないようにしましょう

虐待を発見したら
高齢者虐待の場合

→

高浜市地域包括支援センター（いきいき広場内）０５６６−５２−９６１０
窓口時間：月〜土 午前８時３０分〜午後７時（土曜日は午後５時１５分まで）

障がい者虐待の場合

→

高浜市障害者虐待防止センター（いきいき広場内）０５６６−５２−９８７１
窓口時間：月〜金 午前８時３０分〜午後７時（土、日、祝日は午後５時１５分まで）

児童虐待の場合

→

児童相談所全国共通ダイヤル
愛知県刈谷児童相談センター
家庭児童相談室（いきいき広場内）

１８９
０５６６−２２−７１１１
０５６６−５２−９６１０

参考：厚生労働省ホームページ （障害者虐待防止関連ページ、高齢者虐待防止関連ページ、児童虐待防止対策関連ページ）
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パート職員募集
保
募集内容

育

士

社会福祉協議会の保育園で、子どもたちの保育を行っていただきます。
利用園児は６ヶ月〜６歳までとなっています。
低年齢児は育児担当制を導入し、ひとり一人のお子さんに応じた保育を行っています。

時

休

間

日

勤 務 地

７時３０分〜１９時１５分の間
６時間〜７時間４５分勤務

★

勤務時間については、ご相談に応じます。

日曜日・祝日・年末年始（週休２日）
・高浜南部保育園（高浜市田戸町三丁目５番地２６）
・中央保育園
保育士

給

時給 １，０８０円

そ の 他

・早朝

７：３０〜１６：１５

・通常

８：３０〜１７：１５

・遅番

１０：３０〜１９：１５

（高浜市稗田町二丁目３番地７）

必要資格
与

【例】

★

賞与支給対象です

※４年目昇給有（７時間４５分勤務は月給です）

車通勤可（駐車場有）
勤務時間数に応じて、雇用保険・社会保険加入。
園の様子など、詳しくはホームページをご覧ください！

介 護 職 員
募集内容

認知症グループホームで、介護に携わっていただきます。
入居者様の日常生活の介護全般のお仕事です。主に食事、入浴、排せつなどの身体介助、食
事作りや掃除、洗濯などの生活介助を行います。

時

間

★
休

夜勤できる方
大歓迎

１日の内で７時間４５分程度
扶養内で働きたい方、調整して働けます！

日

シフト制による

勤 務 地

グループホーム

あ・うん（高浜市芳川町三丁目１番地９）

必要資格

特になし

有資格者は時給や手当が変わります。

給

与

時給

手

当

処遇改善手当

★

９２７円（平日）、９９０円（土日祝日）

※夜勤は１２時間勤務と
なります。

※２年目昇給有

６，５００円／月〜

善意をありがとうございました

豊田自動織機部長会、永柳和枝、マリオン高浜店
（50音順、敬称略）
広報紙「ふくし」
は財源の一部に赤
い羽根共同募金配
分金を受けて発行
しています。

編集
発行

社会福祉法人

高浜市社会福祉協議会

〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地
TEL：0566−52−2002 FAX：0566−52−4100
E-mail：info@takahama-shakyo.or.jp
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