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平成２５年度 事 業 報 告 

 

  私たちを取り巻く環境は、依然として非常に厳しい社会経済状況が続いています。地

域においては、「無縁社会」と呼ばれる家族や地域のつながりの脆弱化、高齢者・障が

い者の権利侵害など、福祉課題や生活課題が多様化しています。 

地域の課題に取り組むためには、地域住民をはじめとした、民生児童委員、ボランテ

ィア活動者、地域の各団体などとともに、『公助・共助・自助』の関係を踏まえた上での

連携・協働が図られなければなりません。 

こうした状況の中、本会の使命である『かけがえのない一人ひとりを大切にし、助け

あい、支えあいの心を地域に広げます。そして、だれもが幸せで笑顔あふれるまち「た

かはま」を目指します。』を果たすため、以下の事業に取り組んでまいりました。 

 

１ 高浜版地域包括ケアの推進 

介護保険施策では、単身高齢者、高齢者世帯の増加にともない、高齢者に対しての

住み慣れた地域での生活を支えるため、「予防・介護・医療・生活支援・住まい」の視

点に基づいた体制、地域包括ケアシステムの構築が目指されています。 

福祉のワンストップサービスを提供する高浜市いきいき広場において構築を進める

「たかはま版地域福祉包括ケアシステム」との連携を図り、本会で実施している子ど

も、障害者、高齢者などに対する、さまざまな支援事業を活かし、高浜版地域包括ケ

ア推進の一助となれるよう、事業展開に努めてまいりました。 

 

２ 「安心生活応援プラン事業」を中心とした地域福祉の推進 

  小学校区に配置されたコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）と民生児童委員、

地域の皆さんとで支援を必要とする方の把握について取り組んでまいりました。 

また、見守りや困りごとへの支援を行うために養成された「生活支援サポーター」

の方については、研修等によるレベルアップを実施し、安心生活応援プラン事業の実

施を通して、住民互助型ふれあいサービスや生活支援員派遣事業の担い手の育成にも

積極的に取り組み、見守り・援助体制の充実に努めてまいりました。 

さらに、困りごとを支える「お互いさま」の関係づくりを進める中で、新たに地元

商店や町内会、まちづくり協議会と、高齢者等への買い物支援を通じた顔の見えるコ

ミュニティーの場として「青空市」を継続して開催することになりました。 

 また、安心して地域で暮らし続けるために、高浜市と協働し権利擁護推進センター

立ち上げの検討を行いました。 
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３ 新たなボランティア活動の推進 

市内で活動されているボランティア活動のさらなる推進を図るため、ボランティア

ひろばセンターへの登録促進と各種団体で実施されている講座、行事などに積極的に

足を運び、情報収集に努めました。また、「井戸端会議」を継続して開催することで、

ボランティア活動者同士やボランティア団体同士が気軽に情報共有できる機会と場所

の提供を実施しました。 

  さらに、買い物支援や、障がい者への外出支援など、地域生活を意識した講座を企

画し、新たな地域福祉の担い手であるボランティアの育成や発掘に努めました。 

 

４ 子育て支援事業の推進 

「子育て・家族支援ネットワーク事業」では、育児不安や孤立感を軽減するための講

座を開催したり行事や講座などの情報提供を行い、子育て支援センター、こども発達セ

ンター、心身障害児福祉施設みどり学園との連携を図り、地域の子育て家庭への支援な

ど、子育ての負担感が軽減され、安心して子育てができる環境整備に努めました。 

さらに、託児所「キッズルームこころん」の一部を活用し、障がい児も含めて保育す

る家庭的保育を実施し、子育て家庭を支援してまいりました。 

また、平成２５年度から高浜市より移管を受けた中央保育園、中央児童センター、中

央児童クラブについては、園庭などを共有して活用することで、園児の活動の環境を整

備し、子育て支援推進の基盤となるよう円滑な事業運営に努めました。 

 

５ 障害者の地域生活支援 

障害者相談支援事業を、高浜市から全面的に受託したことにより、障害福祉サービ

スの利用にあたり「働く」と「生活する」を視野に入れ、相談・利用計画作成など、

障がいのある人の「働く」と「生活する」を一体的に支援することに努めました。 

また、平成２６年度から西三河南部西圏域に障害者就業・生活支援センターが設立

されるにあたり、就労支援ネットワーク（就労支援Ｔｈａｎｋｓ）と相談支援ネット

ワーク（碧海地域相談支援ネットワークの会）が行政担当者、特別支援学校を交えて、

２５年度に初めて合同会議を２回実施しました。地域の就労支援と相談支援に関わる

課題を共有し、これからの連携のあり方を検討することができました。 
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６ 高齢者への在宅福祉サービスの充実 

在宅福祉サービスの要となる介護保険サービスを中心にサービスの充実に努めました。

なかでも、定期巡回訪問介護事業の開始により、在宅でも施設と同様に「必要な時に必

要なケア」を提供し訪問看護との連携により医療面の充実を図る体制づくりに力をいれ

てまいりました。 

また、高齢化にともない在宅で生活することが難しい認知症高齢者のますます増加が

見込まれる中で、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で在宅と同じように暮ら

せるよう、グループホームの開所に向けて検討をしてまいりました。 

 

７ 法人内連携の強化・人材の育成 

自らの事業所の法人での位置づけを認識し、本会の使命『かけがえのない一人ひとり

を大切にし、助けあい、支えあいの心を地域に広げます。そして、だれもが幸せで笑顔

あふれるまち「たかはま」を目指します。』を組織全体、全職員で取り組めるよう体制整

備に努めてまいりました。 
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［主要成果］             

１ 法人運営事業                     【決算額：41,976,326円】 

(１) 会員募集 

社会福祉協議会の会員として納めていただく会費は、ボランティア活動をはじめと

した様々な地域福祉活動を実施していくうえでの大切な財源のひとつとなっています。 

多くの皆様が本会事業の趣旨に賛同し会員となり地域福祉活動を支えてくださいま

した。 

  

区  分 会  費 会員数 （備 考） 

一 般 会 員 
２，４８５，２９２円 

(2,467,987円) 

８，２８９人 

(8,226人) 
年額  ３００円/口 

特 別 会 員 
６０，０００円 

(107,800円) 

３１人 

(45人) 
年額 １,０００円/口 

法人(団体)会員 
４３２，０００円 

(490,000円) 

３１社 

(40社) 
年額 ２,０００円/口 

合  計 
２，９７７，２９２円 

(3,065,787円) 
― ― 

  

２ 地域福祉推進事業                 【決算額：17,531,797円】 

 （１）ボランティアひろばセンター事業           【決算額：4,179,596 円】 

２５年度は、昨年度の団体訪問・事業所訪問でよせられたご意見をもとに、新たなつ

ながりづくりに積極的に取り組んでまいりました。個人だけでなく、団体間の連携や、

新しい取組などをしっかりサポートしていけるボランティアひろばセンターに努めま

した。 

ボランティア活動人材の発掘と育成に努め、活動への参加と促進を図りました。 

 

■ ボランティア登録 

 人数等 

団 体 １１０団体 １，８２７人 (103団体 1,699人) 

個 人         ７４人 (65人) 

合 計 １，９０１人 (1,774人) 

 

■ ボランティア保険 

 件数 

活動保険 １，４６５ (1,640) 

行事保険 ３９    (39) 

移送保険 １６   (16) 
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■ ボランティア相談・コーディネート 

 件数 

ボランティアの支援相談 ３４４ (260) 

ボランティアの活動相談 ７ (19) 

コーディネート件数 ３５１ (241) 

 

■ ボランティアセンターだよりの発刊 年５回（全世帯配布） 

 

■ ボランティア講座の開催 

講   座   名 回数（回） 参加者（人） 

さわやかふれあい講座「プロに学ぶ家事」 ２ のべ３４   

災害ボランティアコーディネーター養成講座           ２    １３(2) 

手話奉仕員養成講座 入門課程    ２２ ７(6) 

 

■ボランティア井戸端会議の開催 

日 時  ２月２２日（土）１０：００～１２：００ 

場 所  いきいき広場 ３階会議室 

参加者  ２８人（33人） 

 

（２）安心生活応援プラン事業             【決算額：225,910 円】 

■人材育成（地域活動の担い手） 

・地域の支えあい活動にご協力いただく「生活支援サポーター」のステップアップ

講座をボランティアひろばセンターと協働して開催。 

・権利擁護推進体制構築業務と協働し、「助け合い・支え合いの地域づくり」フォー

ラムを開催。 

 

■ニーズキャッチのしくみづくり 

 ・ひとり暮らし高齢者のニーズ把握 

民生・児童委員のご協力により、ひとり暮らしの方に、日頃の生活において困

っていることや不安なことの聞き取り調査を行いました。 

    対象者 ： ６５歳以上の高齢者数   ７，６７７人 

調査総数：１００４人 男３５１人・女６５３人 

 

■専門職間のネットワークづくり 

 ・ひとり暮らし高齢者の聞き取り調査で把握した内容等を、専門職間で情報を共有

し、サービス調整に努めました。 

地域連携会議（毎週木曜日）の開催 全２９回 検討ケース９７件 

 

■地域の見守りネットワークづくり 

（高浜南部まちづくり協議会） 
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  ・地域において、孤立になる可能性がある７５歳以上の高齢者と未婚の子世帯を

対象に、地域の方に訪問していただきました。 

・まちづくり協議会と訪問の状況共有：毎月１回 

・「青空市」の開催：１１月１０日（日）から毎週日曜日 

   （吉浜まちづくり協議会） 

・地域の困りごとを「こっこネット」事業につなげるため、毎月１回吉浜まちづ

くり協議会高齢者生きがいグループと意見交換をしました。 

 

（３）地域福祉活動事業                【決算額：13,126,291 円】 

① ＣＡＰプログラム助成事業 

子どもへの暴力防止プログラム事業 ２校 

(2校) 

１７６，６８０円

(177,040円) 

 

② 社会福祉協力校（福祉実践教室開催校）指定事業 

社会福祉協力校指定（助成）事業 ８校 

(8校) 

８００，０００円 

(800,000円) 

 

③ 心配ごと相談事業 

市民の日常生活のあらゆる相談に対し、専門家である弁護士が応じ、適切な助

言、援助を行い、相談支援体制の強化を図るとともに地域住民の福祉の増進に努

めました。 

   ■相談所開設日数 ２４日（月２回） 

相談内容  相談件数 

離婚 １３ (21) 

相続 ２６ (18) 

金銭トラブル ７  (8) 

家庭内・夫婦間トラブル １６ (13) 

不動産トラブル １２ (10) 

借金・自己破産 ４   (6) 

その他 ３１  (28) 

合   計 １０９ (104) 

    

④ 車椅子貸出事業 

在宅の要介護者及び身体障害者等に対し車椅子を貸し出し、日常生活の便宜や

外出の促進を図り、その福祉の増進に努めました。 

■利用状況（年度末所有台数６６台） 

利用者数 １３８人 

 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

貸出（件） ３５(30) ２８(22) ２０(32) ２８(25) ２８(30) ３９(28) 
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１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

３０(30) ３１(32) １８(34) ２５(28) ２２(24) ２０(34) ３２４(349) 

 

⑤ 助成事業 

福祉団体の活動を支援し、福祉の増進に努めました。 

区分 団体(園)数 助成額（円） 

福祉団体に対する助成 １８(18) １，２１８，９４３(1,218,943) 

 

一般助成 １２(12) ４４５，０００(438,000) 

指定助成 １(1) ３５５，０００(429,943) 

特別事業助成 ３(5) １３４，０００(351,000)  

高齢者と園児とのふれあい事業 ４(4) ３９，２２６(33,822) 

計  ９７３，２２６(1,252,765) 

 

⑥ わくわくフェスティバル 

「つながり、支え合い、安心のしくみづくり」を基本理念として、地域に暮らす

一人ひとりが共に支えあう地域福祉活動を推進するために開催しました。 

・主   催  高浜市わくわくフェスティバル実行委員会 

・日   時  １１月３日（日）午前９時３０分～午後３時００分 

・場   所  高浜市いきいき広場一帯 

・テ ー マ  もっとつながれ「話・輪・和」 

・出展団体   ボランティア・市民団体等  ６４団体(64団体) 

・協力団体   ボランティア・賛助企業等    １１団体(11団体) 

・ボランティア 述べ２４４人(86人) 

・来場者数  ３，５００人(3,300人) 

   

  ⑦権利擁護推進体制構築業務《新規事業》 

    高浜市と協働し、権利擁護推進体制構築のための「権利擁護推進センター」の開

設に向けた調査・研究・検討を行いました。 

   

   ■「助け合い 支えあいの地域づくり」フォーラムの開催 

日 時  ３月２９日（土）１３：３０～１６：００ 

場 所  いきいき広場 ２階ホール 

参加者  ７３人 

 

   ■権利擁護支援ニーズに関する実態調査 

    ・アンケート調査 

対象：居宅介護支援事業所、障害者相談支援事業、地域包括支援センター  

（碧海５市内 １０９箇所） 
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    ・ヒアリング調査 

     対象：いきいき広場を構成する部署 

市役所で市民税、市営住宅家賃等を所管するグループ 

 

３ 受託事業                     【決算額：135,173,457 円】 

（1）いきいき健康マイレージ事業             【決算額：2,660,391 円】 

■登録状況  

区 分 登録者（人） 

健康づくり活動 ８０８(686) 

福祉ボランティア活動 ２０３(183) 

合計 １０１１(869) 

※ 活動重複者：１４４名 （132名） 

■福祉ボランティア活動受入施設 

区 分 施設数 

高齢者関連施設 ２５ (25) 

子育て関連施設 ２１ (21)   

障がい者関連施設 ５ (5) 

健康自生地 ３ (0) 

   

（2）高齢者給食サ－ビス事業              【決算額：10,965,387 円】 

６５歳以上の一人暮らしと高齢者世帯を対象に、市内の７店の協力を得て、毎日夕

食を配達し、在宅において継続した自立支援と安否確認に努めました。 

■１食単価 ５５０円 

区  分 登録者数 延べ配食数 

自立支援（本人負担３５０円） ２５３ (259) １６，８７５ (18,712) 

見守り （本人負担４５０円） ４８ (48) １，６８９ (2,792) 

計 ３０１ (307) １８，５６４ (21,504) 

    

（3）送迎サービス事業                  【決算額：1,037,766 円】 

宅老所、高齢者筋力向上トレーニング、気軽に体操教室参加者への送迎を実施しま

した。 

 

 

 

  

（4）居宅介護等支援給付事業              【決算額：17,788,868 円】 

介護用品や理・美容サ－ビスが購入できる居宅介護支援券について、指定事業者の

登録や居宅介護支援券の換金業務を行い、居宅における介護を側面的に支援しました。 

 

区  分 回数（片道：１回） 延べ人数（人） 

宅老所 ７１８ (718) １，９２１ (2,471) 

気軽に体操教室 ４８ (48) ９８(105) 
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区  分 店舗数 換 金 額（円） 

介護用品販売業 １７(17) １０，７３０，０００ (10,461,500) 

理容業 ２４(24) ２，６６５，５００  (2,505,500) 

美容業 ２９(28) ２，１７９，０００  (2,462,000) 

その他 ２(3) ４６０，０００   (451,000) 

合 計 ７２(72) １６，０３４，５００ (15,880,000) 

 

（5）生活支援員派遣事業                 【決算額： 525,453 円】 

判断能力の不十分な高齢者等に対し、福祉サ－ビスに係る情報提供及び利用援助並

びに金銭管理等を行う生活支援員を派遣し、要介護者等がよりよい福祉サ－ビスが受

けられるよう支援しました。 

区 分 利用者（人） 延べ支援回数（回） 

障がい者 ６ (5) １７８(136) 

高齢者 ９(10) １４７(183) 

  利用相談 ４件 

    

（6）宅老所管理運営事業                  【決算額：5,795,649 円】 

■ 登録者数       ６１７人   (552人) 

■ 施設延利用者数  ５，６７８人 (5,727人) 

■ 施設別利用状況 

区  分 利用者（人） １日当たり（人） 

じぃ＆ばぁ ９３６ (1,323)   ６．１ (8.6) 

いっぷく １，４６５ (1,202) １４．５ (11.7) 

あっぽ １，１２３ (1,247)     １０．９ (12.5) 

こっこちゃん １，１６３ (1,145)    １１．４ (11.2) 

悠遊たかとり ９９１  (810)       ９．７   (7.9) 

合  計 ５，６７８ (5,727)   

    

（7）みどり学園管理運営事業              【決算額：18,313,445 円】 

小学校就学前の心身の発達に遅れのある児童をその保護者とともに集団療育し、児

童の社会生活適応能力及び基本的生活習慣の自立促進並びに保護者の家庭における療

育方法の習得に努めました。 

   母親研修会を年８回行い、その中で発達センター専門職に講師として来てもらうこ

とで、センターの利用へとつなげることができました。 

   また、子どもの発達支援だけでなく家族支援、ＯＢ・地域とのつながりにも重点を

置きながら、ふれあい教室やなつまつり、運動会などを行いました。 

■利用者数 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

利用者(人） 
３０９ 

(139) 

４７３ 

(242) 

３５９ 

(304) 

３３８ 

(372) 

５０９ 

(526) 

３６４ 

(408) 
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１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合 計 月平均 

４７５ 

(574)  

３６０ 

(438) 

２８２ 

(333) 

３４４ 

(412) 

３９５ 

(485) 

３９３ 

(467) 

４，６０１ 

(4,700) 

３８３．４ 

(391.6) 

 

（8）いちごプラザ管理運営事業             【決算額：8,695,506 円】 

主に乳幼児（０～３歳）の親とその子どもが気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で

語り合い、交流を図ることや育児相談などを行う場を提供するとともに、子育て情報

の発信収集を行うことで、子育てへの不安感の解消を図り、子育てに夢や希望を持ち、

安心して子育てのできる環境整備に努めました。 

 

■ 利用状況  

 

（9）要介護認定調査事業                【決算額：3,266,973 円】 

■介護認定調査件数 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

件数 ７５(79) ６１(61) ８２(80) ８５(87) ８５(82) ７４(77) 
 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

７８(70) ５８(54) ７０(71) ７３(69) ７４(70) ７２(78) ８９５(878) 

 

（10）子育て支援センター事業              【決算額：5,049,973 円】 

家庭の育児不安等の相談指導、子育てサ－クルの育成、親子遊びの援助等地域全体

の子育て支援に努めました。 

■ 受入状況 

 利用者（人） 

親子遊びの会 １，２０７  (957) 

相談 １６３  (139) 

自主活動の日 ３，２４３ (4,684) 

手形つくり １１６   (81) 

リフレッシュ講座 ２６７  (293) 

講座・講習会 １７４  (138) 

親子エアロビ ２１６  (308) 

つどいの広場 

利用者子ども（人） ７，５６２ (7,294) 

利用者保護者（人） ６，５４８ (6,077) 

開 館 日 （日） ３０４  (303) 

情報室 
利用者（人） ２，２１６ (2,331) 

開 館 日 ３０４  (303) 

談話室 
利用者（人） １，２０９ (1,347) 

開 館 日 ３０４  (303) 
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ストレッチ教室 １０４   (50) 

手作りおやつ会 ３１２  (213) 

ベビーの会 １９０  (118) 

親子で給食 １２   (5) 

あっぽお昼ごはん １５９  (341) 

親子でパン作り １５５  (162) 

計 ６，３１８ (7,489) 

 

■保健センターとの合同事業 

 利用者（人） 

のびのびひろば １８６ (157) 

赤ちゃんプチサロン ９５０ (765) 

パパママ教室 ４６  (9) 

計 １，１８２  (931) 

 

■移動子育て支援センター 

 利用者（人） 

ＧＯＧＯはまキッズ ２２８(250) 

 

（11）障がい者地域生活総合支援事業          【決算額：33,792,486 円】 

「働きたい」を実現するため、チャレンジドのつながりを広げることを基本目標

に、総合コーディネーター及び就労担当相談員を障害者相談支援事業所に配置し、

企業、関係機関、地域と連携を図りチャレンジドの就労支援体制、就労後のフォロ

ー体制の構築に取り組みました。 

障がい者のケース会議や障害福祉サービス事業所の会議を通じて、地域の課題を

抽出し障害者地域自立支援協議会に挙げて検討しました。また、本会のこころんサ

ービス事業所で障がい者の職場体験実習を実施したり、中央保育園での障がい者雇

用に向けて打合せしたり障がい者に適した仕事を切り出したりしました。 

 

  ①相談支援 

  ■早期発見、早期相談 

   ・相談支援担当２名、計画相談担当３名を配置して、障害福祉サービス利用希望 

    者が、スムーズに利用開始できるよう体制を整備。 

    

■本人や家族が就労や生活についてイメージできる相談支援 

  ・こども発達センターと共同で、働くイメージや生活イメージを持つための研修 

   会を開催。 

・市内の中学校特別支援学級の卒業生とその家族を対象に、障害者相談支援事業

所と障害福祉サービスについて説明。 
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   ■その人に必要な支援を考える。 

    ・ケース検討会や障害福祉サービス事業者等連絡会議で話し合われた地域課題の 

     うちグループホーム、移動手段について障害者地域自立支援協議会に挙げて検

討。 

    ・日中一時支援や移動支援の本来的な利用について、障害福祉サービス利用計画

作成時やケース検討会で検討。 

    ・ボランティアやふれあいサービス会員を確保して、インフォーマルサービスに

つなげるため、本会の地域福祉部門と連携して「ふれあい力養成講座」を開催。 

 

   ■その他 

    ・安城養護学校学区域の障害者相談支援事業所が集まって、相談支援、生活支援

についての勉強会を毎月開催（１２回）。 

 

②就労支援 

  ■学校などとの連携確立 

  ・こども発達センターと共同で、働くイメージや生活イメージを持つための研修

会を開催。 

・市内の中学校特別支援学級の卒業生とその家族を対象に、障害者相談支援事業

所と障害福祉サービスについて説明。 

 

■障がい者施設との連携 

・就労支援の知識とスキルの向上を図るため、ジョブコーチセミナーを開催。 

・市内の就労移行支援事業所などを訪問して、就職希望者について打合せや就労

に関する情報収集を行い、就職に向けての支援を行う。 

    ・高浜市内の就労移行支援事業所などの事業所が毎月集まって、就労支援につい

ての勉強会を開催（１２回）。 

    ・安城養護学校学区域の就労移行支援事業所などの事業所が集まって、就労支援

についての勉強会を開催（１０回）。 

    ・地域の就労支援についての知識とスキルの向上を図るため、「ＪＣ－ＮＥＴジョ 

ブコーチセミナー」（西尾市）を共同開催。 

また、障がいのある人の家族を主な対象として就労について知ってもらうため 

「たかはまハたらコフォーラム」を開催した（高浜市：参加者４４人）。その翌

週には市内の就労移行支援事業所などの事業所見学ツアーを２回実施（参加

者：合計１２名）。 

 

■アセスメントメニュー 

  ・高浜市総合サービス株式会社でのチャレンジ雇用（いきいき広場の清掃業務）

を３人実施。 

  ・こころんサービス事業所で、１週間の職場実習を実施（１人）。 
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■職場開拓 

  ・市内の企業を訪問して職場開拓を行い、雇用に向けて取り組みました（２社）。 

 

■就労支援 

・面談や職場見学、職場実習などの就労支援を実施（５人）。そのうち２名が 

 就職し、１名が平成２６年４月１日付で就職。 

 

■定着支援 

・面談や職場訪問などの定着支援を実施（１５人） 

 ・企業で働く障がいのある人が集まって、情報交換する「働く仲間のつどい絆ね 

っと」を原則として毎月第３土曜日に開催。（毎回４～５人の参加） 

 

■広報「たかはまハたらコ通信」の発行 

年３回各２００部発行（チャレンジサポートたかはま委託） 

 

■講演会「ぷれジョブとボッチャからまちづくりの視点を学ぶ」を開催。 

 

（12）子育て家族支援ネットワーク事業          【決算額：3,025,103 円】 

家にこもりがちな子育て世帯が一人で育児を抱えこまないよう、育児に関する情

報や多種多様な講座開催を子育て支援ネットワークのホームページやマールマガジ

ンにて情報発信してきました。また、平成２５年度より年齢別（０～３歳、３～５

歳、小中学生）のメールマガジンを配信し、子育て世帯とのつながりに努めました。 

 

■ノーバディーズパーフェクトプログラム講座 

０歳児から５歳児までの保護者を対象に、参加者同士の交流を通して、子育ての

問題解決を行うＮＰ（ノーバディーズ・パーフェクト）プログラムを実施し、子育

て家族支援を行いました。 

 

開催日 参加者（人） 

１１月５日、１２日、１９日、２６日、１２月３日、１０日 ７(8) 

 

■子育て支援ポータルサイトの運営 

子育てに関する情報の配信や閲覧のできるポータルサイトを運営し、子育て中

の家族が閉鎖的にならず、１人で問題を抱え込まないように支援しました。 

・メールマガジン登録者 ：０～２歳児 ３５６件 

（平成２６年３月２８日現在） ：３～５歳児  ８５件 

：小中学生   ８１件 

・メールマガジン配信  ：０～２歳児 週１回程度 

：３～５歳児 隔週 

：小中学生  隔週 
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■託児付き講座・出張子育て支援講座 

託児付講座を開催し、母親のリフレッシュを支援しました。 

 

講座名 講師 開催日 
参加者（人） 託児ｽﾀｯﾌ

（人） 大人 子ども 

にぎにぎおもちゃ作り 岩月 妙子 氏 5月 28日 １０ １２  ６ 

カラダづくり ココロづ
くり ストレッチ教室 
~疲労回復～ 

杉本ゆかり 氏 6月 11日 １０ １１ ６ 

ブリザードブドフラワー 大本 珠江 氏 11月 7日 ５ ５ ２ 

とりめし作り 毛受 茂代 氏 1月 30日 ９ １２ ７  

ボウルひとつでこねすに

できるおやつパン 
村瀬 早苗 氏 3月 5日 １０ １５ ６  

 

■ＧＯＧＯはまキッズがいく 

市内子育て支援センター、子育て支援グループ及びいちごプラザの子育て支援者

が連携し、情報交換やイベントを開催し子育て家族を支援しました。 

 

 開催日 場所 参加者 

ＧＯはままつり ６月２９日 いきいき広場 ３９組９８人 

(47組 118人) 

クリスマス会 １２月１２日 いきいき広場  ５４組１１８人 

(61組 132人) 

    

（13）家庭的保育事業                  【決算額：7,081,976 円】 

託児所「キッズルームこころん」に併設し、家庭的な雰囲気の中で障がい児も含

め保育し子育て家庭を支援しました。 

 

■利用状況（月平均４．６人） 

定員 年 齢 年間延べ利用者（人） 

５人 

０歳児 ０(15) 

１歳児 ２５(12) 

２歳児 ３１(28) 

計 ５６(55) 

    

（14）ライフサポートアドバイザー（ＬＳＡ）事業     【決算額：1,638,079 円】 

市内にある高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）、県営赤松住宅、県営葭池住

宅で生活する高齢者に対して、生活援助員を派遣しました。 

 



    ※表の（ ）内は平成 24 年度実績 

区 分 県営赤松住宅 県営葭池住宅 計 

派遣日数 ２４４(247)日 ２４４(247)日 ４８８(494)日 

緊急通報 ０(0)件 ７(8)件 ７(8)件 

誤報 ６(2)件 ３９(23)件 ４５(25)件 

生活相談     １(0)件     ０(0)件    １(0)件 

対人関係     ０(0)件     ０(0)件   ３(0)件 

その他 １２(12)件 １４(10)件 ２６(22)件 

      

（15）中央児童センター管理運営事業≪新規事業≫      【決算額：9,130,831 円】 

乳幼児親子に対し、発達センターと連携し健診後の気になる子のフォローとして、

集団生活の経験を通し問題の軽減や改善を図り就園につなげていく親子教室や、児童

に対し、豊かで多様な経験ができるような行事やクラブ活動を提供しました。 

 

■ 受入状況 

 利用者（人） 

自由遊び ３，７１０ 

運動遊び １０９ 

母親クラブ ３７６ 

子どもクラブ ３９０ 

親子教室   １，２９４ 

行事 ４９９ 

計 ６，３７８ 

  

（16）中央児童クラブ運営事業≪新規事業≫         【決算額：6,405,571 円】 

昼間保護者のいない家庭の小学生１～３年を対象に放課後や学校休業日の預かりを

しています。異年齢集団の中で相手を思いやることや、陶芸や木工等のさまざまな活

動を経験できる機会を設けたりし、一人ひとりが楽しく安心した放課後を過ごせるよ

うにしました。 

 

■ 受入状況  

 在籍数（人） 延人数（人） 

４月 ４０ ６０４ 

５月 ４１ ６０９ 

６月 ４２ ６０２ 

７月 ４２ ６４１ 

８月 ４５ ５７１ 

９月 ３８ ５４１ 

１０月 ３６ ５４４ 

１１月 ３４ ４８９ 
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１２月 ３４ ４８３ 

１月 ３３ ４３６ 

  ２月 ３１ ３９４ 

  ３月 ３２ ４１９ 

計 ４４８ ６３３３ 

 

４ 共同募金配分金事業                 【決算額：4,153,597円】 

（1）高齢者福祉事業                  【決算額：1,779,000 円】 

■ふれあいサービス事業 

■介護職員初任者研修      １２人 

■安心生活応援プラン事業 

 

（2）障害児(者)福祉事業                【決算額：894,317 円】 

■おもちゃライブラリーの運営 

■車いす貸出事業整備費 

■わくわくフェスティバル 

■こころん号貸出事業 

 

（3）ボランティア等事業                【決算額：1,330,280 円】 

■福祉教育 

■社会福祉協議会広報紙「ふくし」の発行     

 

（4）歳末助けあい事業                  【決算額：150,000 円】 

■新入学児童・生徒への支援   ７０人 

 

５ 福祉サ－ビス事業                  【決算額：3,814,737円】 

（1）ふれあいサ－ビス事業               【決算額：2,082,449 円】 

市民参加と協力による相互扶助の精神に基づき、家事、介護、移送サービス等を提供し、  

福祉の向上に努めました。平成２５年度は、ボランティア広場センターと連携し、ふれあ  

いサービスの人材確保及び育成に努めました。 

 

■会員登録 

 人数（人） 

利用会員 １２４(114) 

協力会員 ３７ (47) 

賛助会員 １５ (35) 

 

■活動状況 

 件 数 

家事援助サービス ３８４(336) 
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介護サービス １４９(156) 

障がい者自立支援サービス ３０(46) 

子育て支援サービス １３３(249) 

移送サービス １０４４(837) 

 

■人材確保及び育成の取組み 

講 座 名 開催日 場 所 参加者（人） 

さわやかふれあい講座 

「プロに学ぶ家事」 
７月１３日・２７日 

みんなの家、 

いきいき広場 
２３ 

ふれあい力養成講座 

「コミュニケーション編」 

１月１１日、２月１５

日、３月１５日 
いきいき広場 １６ 

 

（2）託児所運営事業                  【決算額：1,403,601 円】 

■利用状況 月平均 ２７．０人(99.3人) 定員５名 

年 齢 ０歳児 １～２歳児 ３歳児 ４～５歳児 延べ人数 

人 数 ４８(91) ９３(1,019) ５４(31) ６７(50) ３２６(1,191) 

 

（3）こころん号貸出事業         【決算額：328,687円】 

■ 利用状況 

 利用実績 

件 数 １２６(122) 

日 数 １２０(108) 

   

６ 基金運用事業                    【決算額：2,294,922円】 

基金の積立金の状況(平成２５年３月３１日現在)は、次のとおりです。 

 

（1）福祉基金運用事業                 【決算額：2,240,922 円】 

福祉基金残高 ３５，９７９，２３３円 (36,212,233円) 

 

（2）ボランティア基金運用事業               【決算額：54,000 円】 

ボランティア基金残高 ９，２６１，０００円 (9,207,000円) 

 

７ 資金貸付事業                    【決算額：1,168,000円】 

 

（1）生活福祉資金貸付事業 （総合支援資金）       【決算額：207,000 円】 

 件数 合計金額（円） 

貸 付 ０(0) ０(0) 

※ 貸付限度額  ２００，０００円／月額／世帯 

※ 愛知県社会福祉協議会からの受託事業 
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（2）愛の援護資金貸付事業                  【決算額：100,000円】 

 件数 合計金額（円） 

貸 付   １(0)   １００，０００(0) 

償 還  ０(20)   ０(0) 

免 除   ０(0)   ０(0) 

※ 貸付限度額  １００，０００円／世帯 

 

（3）法外援護資金貸付事業                【決算額：861,000 円】 

 件数 合計金額（円） 

貸 付 ４１(53) ８６１，０００(999,500) 

償 還 ５２(85) ６８０，０００(982,000) 

※ 貸付限度額  ３０，０００円／人 

 

（4）高等学校奨学金貸付事業               【決算額：0 円】 

 件数 合計金額（円） 

貸 付 ０(0) ０ 

償 還 ０(0) ０ 

 

８ 積立金積立事業                  【決算額：15,659,861円】 

積立金の状況(平成２６年３月３１日現在)は、次のとおりです。 

 

（1）基本財産積立事業                   【決算額：2,100,000円】 

積立金残高 ２，１００，０００円 (2,100,000) 

 

（2）退職給与積立事業                 【決算額：13,559,861 円】 

退職共済預け金残高 １５，４１０，１００円 (14,519,370円) 

積立預金残高 ７，５６９，３４０円  (7,568,545円) 

預貯金残高 ３０，８８４，８２５円 (28,856,621円) 

計 ５３，８６４，２６５円 (50,944,536円) 

 

９ 障害福祉サービス事業               【決算額：32,300,572円】 

（1）こころんサービス事業               【決算額：30,536,254 円】 

平成２５年度は障害相談員とのミーティングを定期的に持ち、情報の共有化、問題

の洗い出し等を行い、利用者の自立に向け何が必要かを検討してきました。その成果

もあり、通所、通勤、通学支援では親御さんも心配されていたことも出来るようにな

り、１人で行けるようになった方も多いです。 

引き続き目標を明確にし、利用者のニーズに応えられるよう努めます。 
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■利用状況 

区  分 延べ利用者（人） 延べ利用時間 

居宅介護 ４５３(522) ８，３４５(8,345) 

同行援護 ２８(―) ― 

重度訪問介護 １２(―) ― 

移動支援 ５５６(558) ４，８４７(4,847) 

日中一時支援 ２５６(―) ― 

合  計 １，３０５(1,080) １６，６２４(13,192)  

 

（2）障害児（者）デイサービス事業           【決算額：1,764,318 円】 

障がい児（者）がその有する能力及び適正に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、入浴、排せつ、食事の介護等を行いました。 

■利用状況 

区  分 延べ利用者（人） 

生活介護 １９１(326) 

放課後デイ ３２(24) 

合  計 ２２３(350) 

 

10 介護保険事業                   【決算額：269,334,556 円】 

（１）訪問介護事業                   【決算額：136,737,750 円】 

スマートフォンなどの活用により、利用者情報の随時把握、職員の業務管理の適正

化も図ることができ、情報の共有が以前よりスムーズに行えるになりました。他事業

所との連携とヘルパー研修を重視し、利用者のニーズに応えられるよう質の向上に図

り、南部新規事業への基盤作りに介護保険事業として、市民の方へ還元できるよう努

めました。 

 

 ■訪問介護 

区  分 延べ利用者（人） 延べ利用回数 

要支援１ １７３(216) ９０９(1,250) 

要支援２ ３７５(344) ２，５８７(2,441) 

要介護１ ４１５(400) ６，５５４(5,770) 

要介護２ ２７１(278) ５，１１６(4,806) 

要介護３ １６１(170) ３，１７２(2,988) 

要介護４ ２０８(203) ３，３３８(3,420) 

要介護５ １４４(144) ３，１７０(3,591) 

合  計 １，７４７(1,755) ２４，８４６(24,266) 
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（２）訪問入浴介護事業                 【決算額：418,000 円】 

要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、心身の特性を踏まえ、その有

する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、各関係機関と綿密な

連携を図り、居宅における入浴のサービスに努めました。 

利用者１人１人のニーズに合わせ創意工夫をしながら、気持ちよく入浴していた

だけるよう努めました。 

 

区分 延べ利用者(人) 延べ利用回数 

要支援１ ― ― 

要支援２ １３(12) １０４(101) 

要介護１ ６(4) ４０(57) 

要介護２ ３５(16) １９９(102) 

要介護３ ５(20) １７(80) 

要介護４ ４３(49) １３０(109) 

要介護５ ６２(115) ３９９(640) 

合  計 １６４(216) １，０８９(889) 

 

（３）定期巡回訪問介護事業 ≪新規事業≫        【決算額：0 円】 

 利用実績は、ありませんでしたが、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所

からの利用相談に対して、利用に向けての、アセスメント、ケアプラン作成への提

案、助言を行いました。また、訪問看護にかかる部分を連携先事業所として、医療

法人豊田会刈谷豊田総合病院高浜分院の訪問看護ステーションと委託契約を結びま

した。 

 

（４）通所介護事業                   【決算額：59,154,718 円】 

要介護状態又は要支援状態にある高齢者の方に対し、心身の特性を踏まえ、その

有する能力に応じ、自立した生活が送れるように努めました。 

また、利用者の方に、月初めに長期、短期の目標を決めていただき、前月の頑張

りに職員がアドバイスや良かったことなど記入をしました。 

さらに、医療面では胃ろう、吸痰、導尿などが必要な方が安心してご利用できる

よう各関係機関と綿密な連携を図り、ご家族、利用者の方への総合的なサ－ビスの

提供に努めました。 

■南部デイサービスセンター 

■主な行事 

・誕生日会（毎月） 

・季節行事（花見、七夕、敬老会、運動会、忘年会、初詣、節分等） 

■ 利用実績 

区  分 延べ利用回数 

要支援１ ８  (72) 
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要支援２ ４７６ (429) 

要介護１ １，９６０ (2,240) 

要介護２ ２，０１６ (1,471) 

要介護３ ９１０ (1,036) 

要介護４ ４５２ (777) 

要介護５ ４６６ (424) 

合  計 ６，３３３ (6,449) 

 

（５）認知症対応型共同生活介護事業           【決算額：33,575,592 円】 

  要介護者であって認知症状態にある高齢者に対し、共同生活において家庭的な環境

の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行い、

利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、各関係

機関との綿密な連携を図り、総合的なサ－ビスの提供に努めました。 

 

■ グループホーム「あ・うん」 

  ■ 主な行事 

・季節行事（花見、七夕、お月見会、クリスマス会、イチゴ刈り等） 

・家族交流会（年２回）、家族定例会（年４回） 

・施設交流・地域交流・学校との交流（随時） 

・ボランティア活動（毎月清掃活動に参加） 

・誕生日会 

・避難訓練 

■入居状況 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

人数(人) ６(5) ６(5) ６(6) ６(6) ６(6) ６(6) 

 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

６(6) ６(6) ６(6) ６(6) ６(6) ６(6) ７２(70) 

 

■利用者要介護度（平成２６年３月末現在） 

区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

人数(人) ０(-) １(2) ３(2) ２(2) ０(-) ５(6) 

 

（６）居宅介護支援事業                 【決算額：21,415,425 円】 

要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、利用者の心身の状況やその環

境に応じて、利用者の意思及び人格を尊重し、各関係機関との綿密な連携を図り、

適正な居宅介護支援に努めました。 
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■延べ利用者  ：２，２０４人(2,110人) 

■１月当たり平均：  １８３人 (175人) 

■利用者要介護度（平成２６年３月末現在） 

 

（７）小規模多機能型居宅介護事業            【決算額：18,033,071 円】 

  地域密着型サービス事業所として、地域との交流を視野に入れサービス提供をして

きました。 

  こころん祭りの開催、さわたりふれあいサロンの行事参加、わくわくフェスティバ

ルへの参加、恒例となった中央保育園・高浜南部保育園・みどり学園への卒園プレゼ

ントなど小規模多機能型居宅介護「オリーブ」が地域と交流し地域住民に認知しても

らえるよう活動しました。 

 

■主な行事 

・季節行事（初詣、節分、ひな祭り、花見、こどもの日、菖蒲見学、七夕、流しそ

うめん、お月見会、遠足、クリスマス会等） 

・誕生日会 

・避難訓練 

・日中一時支援事業所との交流 

・地域交流（幼保育園訪問等） 

・施設交流（市内事業所作品展出展等） 

■利用状況 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

人数 ８(6) ７(6) ７(6) ７(6) ８(7) ７(6) 

 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 

６(7) ６(7) ６(9) ６(8) ６(8) ５(8) ７９(84) 

   

■利用者要介護度（平成２６年３月末現在） 

区 分 要支援1 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

人数(人) ０(0) ２(0) ０(5) ３(3) ０(0) ０(0) ０(0) ５(8) 

 

11 南部保育園管理運営事業              【決算額：155,406,082 円】 

民間保育所である高浜南部保育園の特性を十分に生かし、延長保育、一時保育、休

日保育、乳児保育、障がい児保育など多様化する保育ニーズに柔軟に対応し、共働き

家庭の保育を支援するとともに、養護の行き届いた環境のもとで、心身の健全な育成

に努めました。 

 

区 分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

人数(人) ５(6) １９(12) ６７(62) ５０(51) １４(26) ９(15) ９(21) １７３(193) 
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■ 入園状況 

定 員 年間延べ園児数（人） 

１２０ １,６７１(1,612) 

■年齢別 

０歳児 １～２歳児 ３歳児 ４～５歳児 計 

６．０人 

(6.0人) 

４２．３人 

(39.5人) 

３０．１人

(25.0人) 

６０．８人

(63.8人) 

１３９．２人

(134.3人) 

 

① 一時的保育事業 

保護者の就労、疾病等緊急事由により、一時的に家庭での保育が困難となった児

童を預かり、保護者の負担を和らげるよう子育て支援に努めました。 

■受け入れ状況 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 

人数（人） ６１(69) ６５(63) ６６(53) ９２(66) ６８(79) ５１(46) ７３(70) 

 

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 1日平均 

６０(56) ３７(67) ４９(62) ６５(89) ９０(121) ７７７（841） ２．６(2.8) 

 

12 中央保育園管理運営事業≪新規事業≫         【決算額：124,446,227円】 

   公立保育園から民間社会福祉協議会に運営主体が変更になったことで園児や保護者

が不安にならず、安心していただけるよう保育に努めました。児童センターとの連携

を持ち、地域に根ざした保育園になるように取り組みました。 

 

■ 入園状況（月平均 １８２．５人） 

定  員 年間延べ園児数（人） 

１９０ ２，１９０ 

 

■年齢別 

０歳児 １～２歳児 ３歳児 ４～５歳児 Ｈ２５合計 

８．３人 ３３．６人 ４９．５人 ９０．９人 １８２．３人 

 

 

13 収益事業（自動販売機設置事業）              【決算額：269,002円】 

社会福祉制度の維持・充実を図るには、本会においても財源調達力を高める必要があ

ることから、飲料水自動販売機の設置による自主財源の確保に努めました。 

 

■設置場所 高浜南部保育園               １台 

      小規模多機能型居宅介護事業所「オリーブ」  １台 

      いきいき広場３階              ２台 
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高浜南部 

保育園 

小規模多機

能型居宅介

護「ｵﾘｰﾌﾞ」 

いきいき広場 計 

売 上 本

数（本） 

年間 １，５６５ 

(1,279) 

１，９８６ 

（2,860） 

６，８８９ 

（7,663） 

１０，４３８ 

（11,802） 

月平均 １３０ 

（107） 

１６６ 

（238） 

５７４ 

（639） 

８７０ 

（984） 

売 上 金

額（円） 

年間 ５４，７７５ 

（44,765） 

６９，５１０ 

（84,315） 

１４４，６９８ 

（171,069） 

２６８，９８３ 

（300,149） 

月平均 ４，５６５ 

（3,730） 

５，７９３ 

（8,342） 

１２，０５８ 

（14,256） 

２２，４１６ 

（26,328） 

※１本につき３５円の売上 

 

14 理事会、評議員会、監査会開催状況 

■ 理事、評議員会  平成２５年５月２７日 いきいき広場 研修室 

○主な議案 

・平成２４年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会事業報告並びに収支決算の認定

（承認）について(理事会・評議員会)  

・ 社会福祉法人高浜市社会福祉協議会定款の一部改正について(理事会・評議員会) 

・ 平成２５年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会一般会計補正予算(第１回)に

ついて(理事会・評議員会) 

・ 訪問入浴車車輌購入にかかる指名競争入札参加業者の指名について

(理事会・評議員会) 

・ 訪問活動車車輌購入にかかる指名競争入札参加業者の指名について

(理事会・評議員会) 

 ・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会評議員の選任について(理事会)  

 ・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会理事の選任について(評議員会) 

 

 

■ 理事会、評議員会  平成２５年１１月１１日 いきいき広場 研修室 

○報告事項 

・指名競争契約について (理事会・評議員会) 

・専決第１号 平成２５年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会一般 

会計予算予備費の充用（第１回）について(理事会・評議員会) 

○主な議案 

・平成２５年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会一般会計補正予算(第２回)につ

いて(理事会・評議員会) 

・指名競争契約（地域共生型福祉施設設計業務）に係る指名競争入札参加業

者の指名について(理事会・評議員会) 

・指名競争契約（高浜南部保育園園舎増築工事）に係る指名競争入札参加業



    ※表の（ ）内は平成 24 年度実績 

者の指名について(理事会・評議員会) 

・２４時間定期巡回・随時対応型訪問介護支援システム改修業務委託（指定訪問

介護事業所）に係る随意契約について(理事会・評議員会) 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会評議員の選任について(理事会) 

 ・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会理事の選任について(評議員会) 

 

■ 理事会、評議員会  平成２６年１月１４日 いきいき広場 研修室 

 ○報告事項 

・指名競争契約について (理事会・評議員会) 

○主な議案 

   ・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会定款の一部改正について  

(理事会・評議員会) 

・高浜市社会福祉協議会職員の育児・介護休業等に関する規程の制定

について (理事会) 

・高浜市社会福祉協議会就業規則の一部改正について (理事会) 

・高浜市社会福祉協議会嘱託職員の雇用に関する規程の一部改正につ

いて (理事会) 

   ・高浜市社会福祉協議会臨時職員の雇用に関する規程の一部改正につ

いて (理事会)  

   ・高浜市社会福祉協議会職員の年次有給休暇等に関する規程の一部改

正について (理事会) 

   ・高浜市社会福祉協議会職員の育児休業等に関する規程の廃止につい

て (理事会) 

   ・高浜市社会福祉協議会給与規程の一部改正について (理事会) 

・高浜市社会福祉協議会こころんサービス事業所運営規程の一部改正

について (理事会) 

・高浜市社会福祉協議会日中一時支援事業所運営規程の一部改正につ

いて (理事会) 

・高浜市社会福祉協議会指定訪問介護事業所運営規程の一部改正につ

いて (理事会) 

・高浜市社会福祉協議会指定訪問入浴介護事業所運営規程の一部改正

について (理事会) 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会評議員の選任について  

 (理事会) 

・平成２５年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会一般会計補正予算

（第３回）について (理事会・評議員会) 

 

■ 理事会、評議員会  平成２６年３月２４日 いきいき広場 研修室 

 ○報告事項 

・指名競争契約について (理事会・評議員会) 



    ※表の（ ）内は平成 24 年度実績 

○主な議案 

・平成２５年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会一般会計補正予算

（第４回）について (理事会・評議員会) 

・高浜市社会福祉協議会高浜市ふれあいサービス事業実施要綱の一部

改正について (理事会) 

   ・平成２６年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会事業計画について(理事

会・評議員会) 

   ・平成２６年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会高浜南部保育園事業計

画について(理事会・評議員会) 

・平成２６年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会中央保育園事業計画に

ついて(理事会・評議員会) 

・平成２６年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会一般会計予算について

(理事会・評議員会) 

・平成２６年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会特別会計予算について

(理事会・評議員会) 

・給食調理業務委託（高浜南部保育園・指定通所介護事業所）に係る随意契約

について(理事会・評議員会)     

 

■ 監査会  平成２６年５月１３日 いきいき広場 会議室 

・平成２５年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会事業報告について 

・平成２５年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会一般会計決算について 

・平成２５年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会特別会計決算について 

・平成２６年３月３１日現在の財産目録及び貸借対照表について 


