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令和２年度 

事 業 報 告 書 
 

（自）令和２年４月 １日 

（至）令和３年３月３１日 

 

 

 
 

 
社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会 
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【事業内容】 

I 法人運営部門 

円滑な法人運営と充実した事業を展開するため、組織運営・経営体制の充実強化に努めました。 

事業名 内  容 

１ 法人の運営等に関する事項 

(1)理事会、評議

員会等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 理事会 

ア）６月１１日（木）〔第２１６回〕 

・評議員候補者の選任について 

・平成３１年度事業報告について 

・平成３１度一般会計決算について 

・財産について（監査報告） 

イ）１０月２日（金）〔第２１７回〕 

・第４９回豊明市社会福祉大会について 

・一般会計補正予算について 

ウ）１２月 ４日（金）〔第２１８回〕 

・慶弔規程の一部改正について 

・一般会計補正予算について 

・グループホームについて 

エ）令和３年３月８日（月）〔第２１９回〕 

・一般会計補正予算について 

・令和３年度事業計画について 

・令和３年度一般会計予算について 

・役員等賠償責任保険の契約について 

・臨時職員の雇用に関する規則の一部改正について 

・グループホームについて 

イ 評議員会 

ア）６月２６日（金）〔第１２０回〕 

・役員の選任について 

・平成３１年度事業報告について 

・平成３１年度一般会計決算について 

・財産について（監査報告） 

イ） １０月２１日（水）〔第１２１回〕 

・一般会計補正予算について 

ウ）１２月２２日（火）〔第１２２回〕 

・一般会計補正予算について 

エ） 令和３年３月２６日（金）〔第１２３回〕 

・一般会計補正予算について 

・令和３年度事業計画について 

・令和３年度一般会計予算について 
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 ・臨時職員の雇用に関する規則の一部改正について 

・グループホームについて 

ウ 監査 

ア）５月２９日（金） 

・平成３１年度事業報告について 

   ・平成３１年度一般会計決算について 

   ・財産について 

エ 評議員選任・解任委員会〔第６回〕 

  ア）６月１６日（火） 

・評議員の選任、解任について  

(2)役職員研修 

 

人権映画会「こんな夜更けにバナナかよ」の鑑賞を役員研修としました。 

日 時 １２月５日（土）１３時３０分～ 

場 所 文化会館小ホール 

(3)総合福祉会館

貸館業務 

福祉団体、ボランティアグループ等に会議室等を貸し出しました。感染拡大の

状況により利用人数等の制限をしました。 

利用人数 １５，９４４人    

２ 財務強化等に関する事項 

(1)会員募集事業 ア 一般会員の募集 

各町内会、団地自治会に依頼し実施しました。 

  実施期間    ：7月１日～３１日 

   一般会員口数  ：１０，１３３口 〔5,066,500円〕 

イ 法人、特別会員等の募集 

本会理事、民生・児童委員、職員にて実施しました。 

   実施期間    ：７月８日～７月２１日 

   法人･施設会員数 ：２２２法人・施設〔1,280,000円〕 

   特別会員数   ：２９８人〔392,000円〕 

※ 寄付扱い   ：２２件〔4,652円〕 

   合計 ６，７４３，１５２円 

(2)赤い羽根共同

募金運動への

協力 

 

地域福祉を推進するために必要な財源確保と財政基盤の強化を図ることを目的

に、赤い羽根共同募金運動による助け合い運動を積極的に推進しました。 

募金総額 ７，６３６，４７５円（３１年度：７，１７６，６４０円） 

ア 戸別募金 

ア）実施期間 １０月１日～１０月３１日 

 イ) 実績額 ５，３４０，９２１円（平成３１年度：５，２６０，１６４円） 

イ 街頭募金 

ア）実施期間 １０月２日 

 イ）実績額  ７，５０２円（平成３１年度：３３，２０９円） 

ウ 法人募金 

 ア）実施期間 １０月１日～１０月１４日 
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 イ）実績額  １，２８９，０００円（平成３１年度：１，２４２，５００円） 

エ 職域募金 

ア）実施期間 １０月１日～１０月３１日 

 イ）実績額  ３１０，０２４円（平成３１年度：２３３，４０５円） 

オ 学校募金 

ア）実施期間 １０月１日～１０月３１日 

 イ）実績額  ２７１，５３２円（平成３１年度：２５５，４０４円） 

カ その他の募金 

ア）実施期間 １０月１日～１２月２８日 

 イ）実績額 １５０，８０１円（平成３１年度：１０２，２９３円） 

キ テーマ型の募金 

ア）実施期間 １月１日～３月３１日 

 イ）実績額 ２３８，８００円 

ク 地域歳末たすけあい募金 

ア）実施期間 １２月１日～１２月２８日 

 イ）実績額 ２１，２４９円（平成３１年度：４９，６６５円） 

３ 広報に関する事項 

(1)社協だより 

「ほほえみ」の発

行 

ア 社協だより「ほほえみ」の発行 

コロナ禍の中での社協の事業報告や福祉の啓発などを、発行回数や紙面を増

やし情報発信に努めました。 

(2）社協ホーム 

ページの充実 

ア ホームページを適時更新し、最新の情報発信を行いました。 

イ Facebook・Twitterにて情報発信を行いました。 

(3) 社会福祉大会

の開催 

    

ア 開催日 １１月１２日（木）【第４９回】 

イ 場 所 豊明市文化会館・大ホール 

ウ 内 容 コロナウィルスの感染拡大を踏まえ、多くの人が集まらないようア

トラクションは行わず、福祉功労者の顕彰のみを行いました。 

エ 参加者 福祉関係者等 約１００名 

(4)「赤い羽根共

同募金」公開プレ

ゼンテーション

助成事業 

 

 

 

 

地域に根ざした福祉活動を行う団体の発展と共同募金への理解の拡大を目的

に、共同募金の配分金を財源に公募にて助成を行いました。 

５団体に合計２３９，０００円を助成 

 団体名 事 業 内 容 

１ 
とよあけ健康ジョギン

グクラブ 

第８回勅使池「チョコっと」ジョギング大会の開

催 

２ 豊明おもちゃ病院の会 おもちゃ修理の部品等購入 

３ 
レクリエーション指導

部「オオタカ」 

スポーツレクリエーションゲームの実践指導を通

じて市民の健康増進と多世代交流として資材購入 

４ 
音訳ボランティア 

「草笛の会」 

音訳技術のレベルアップのための研修 
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５ 
傾聴ボランティア 

「とよあけ」 

コロナ禍における傾聴活動の感染予防用品 

 

４ 衛生管理体制の強化 

(1)職場の衛生管

理の強化 

産業医による職場巡視 月 1回 

ストレスチェック受検者 ３８名 

 

Ⅱ 地域福祉部門 

  豊明市地域福祉活動計画に基づき、住民参加による「福祉でまちづくり」の取り組みを進め、地

域福祉の中核としての機能を強化しました。 

事業名 内  容 

１ 地域コミュニティに関する事項 

(1) 地域支えあい

推進員の配置 

（○市） 

日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅

生活を継続していくために、介護保険法に規定する生活支援体制整備事業の円滑

な実施を図ることを目的として実施しました。 
 

ア 地域における生活支援体制の構築に向けたコーディネート業務 

ア）生活支援ニーズの把握 

イ）地域関係者及び市、地域包括支援センター等の間のネットワーク構築 

  ウ）認知症地域生活推進員活動 

エ）地域福祉組織の組織化支援 

オ）地域個別ケース対応（１９件） 

イ 生活支援サービスの担い手となるボランティア等の養成及び活動の支援に関

する業務 

ア）生活支援の担い手の育成及び相談支援 

  イ）ホッこりカフェ事業の推進（訪問３３件） 

  ウ）地域サロン立ち上げ協力（１件） 
 

ウ 生活支援コーディネーターの関係づくり構築と資質向上 

  ア）尾張東部圏域内の第１層・第２層生活支援コーディネーターつながりづ

くり研修会の開催 

開催日 １１月９日（月）９時３０分～１３時００分   

参加者 ３０名 

(2)第４次地域福

祉活動計画の推

進 

誰もが住み慣れた地域で、生き生きと自立した生活が送れるように、共に支え

合い、助け合う地域社会づくりを目指し、計画に基づき推進しました。主な事業

としては「あいさつ運動」を重点事業と捉え、あいさつで地域のつながりを強化

するため、市と協働で実施しました。 
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(3) 支えあいのま

ちづくりの推進 

ア 走る子ども食堂 

新型コロナウイルス感染拡大を受けて、市内小中学校の休業期間が３月から延

長されたのに伴い、キッチンカーを活用して昼食等を提供し、子どもを持つ家庭

の支援を第１弾に続き行いました。 

第２弾 ４月１３日（月）～１７日（金） 

市内児童館又は小学校 １０か所 １５００食配布 

第３弾 ５月２０日（水）～２２日（金） 

市内公園・公共施設駐車場等 １５か所 ６０６食配布 
 

イ 子ども食堂 

新型コロナウイルス感染拡大を受け、“にこにこ子ども食堂”を弁当配付形式で

開催しました。 

開催場所  唐竹公園かるがも広場 

開 催 日  7月１４日（火）１７時３０分～１８時３０分 ２５０食配布 

 次に会場を変更し、「子どもの居場所」づくりとして、“なかよし子ども食堂”

を開催しました。 

開催場所  豊明市総合福祉会館 １１時３０分～１３時 

開 催 数    ６回（９、１０、１１、１２、１、３月） 

１月、３月は弁当配付形式で開催 

   参 加 者 延べ 子ども２８６名、保護者４３名、ボランティア８１名 

※運営スタッフ打合せ会議にて、ボランティアが開催前に運営等について

検討しました。 
 

イ 地区社協事業の実施  

南部地域の地域福祉の推進のため、福祉の窓口として南部地区社協を開設し

ました。福祉サービスの受付や福祉に関する教室、相談窓口を開設しました。 

開 所 日 毎週月曜日・木曜日 ９時３０分～１６時 

毎週木曜日午後は、専門相談員（高齢者、障がい者、自立生活、 

ひきこもり）による相談窓口を開設 

場   所 山ノ神集会所（新栄町） 

実施内容 社協各種事業・相談窓口の紹介、各種講座（介護予防、健康づくり、

工作、スマホ講座など）の開催 

      南部地区社協だより ８回発行 

       ※新型コロナ感染拡大防止のため、４月１８日～５月３１まで休

館となりました。 

 利用者数：延べ３２９人/年 
 

ウ 支えあいのまちづくり助成事業 

  地域における、ふれあい、見守り活動を支援しました。 

ア）暮らし助け合い事業（区分１） 

１団体 ２０，０００円 
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イ）サロン事業（区分２） 

４２団体：助成額 ８７０，０００円 

ウ）地域交流事業（区分３） 助成額６９３，７９４円  

  各区に会員募集実績額に応じて、夏祭り、運動会、文化祭など地域内の親

睦、交流事業に対し助成しました。 

エ）支えあいまちづくりモデル事業 

  １団体  ５０，０００円 
      

エ 支えあいのまちづくり事業「まちづくり実践者連絡会」 

  地域サロンを実施している代表者に、支えあいのまちづくり助成金の説明を

行いました。 

 開催日 ①３月９日（火）９時３０分～、１１時００分～ 

②３月１２日（金）１３時３０分～、１５時００分～ 

     ※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため例年の交流会は中止 

 会 場 総合福祉会館 ３階 大会議室 

   内 容 ・令和年３度支えあいのまちづくり事業について 

       ・講師派遣について 

   対象者 ・令和２年度支えあいのまちづくり事業登録団体 

 参加者  ５３名 
 

オ 市民・地域福祉講座の開催 

  市民や地域での関心の高いテーマを選び、講座を開催しました。 

ア）「子ども食堂講座」 

   地域でつくる子どもの居場所～これから活動していくあなたに向けて～ 

開催日 ７月１８日（土）１０時００分～１２時００分 

  会 場 総合福祉会館 ３階 大会議室 

 講 師 特定非営利活動法人こども NPO 事務局長 河村玲子氏 

 参加者 ２８名 

※昨年度３月に実施予定のものをコロナ感染拡大のため延期したもの 

イ）「シニア向けはじめの一指」 

～スマートフォンに触れてみよう 初心者向け講座～ 

  開催日 ①１１月１７日（火）１３時３０分～、１５時００分～ 

②１１月２０日（金）１３時３０分～、１５時００分～ 

会 場 総合福祉会館 ３階 大会議室 

講 師 auショップ豊明 村瀬里恵 氏 

参加者 ６０名 

ウ）「子どもの居場所講座」 ～子どもがつなぐもの～ 

  開催日 １月１６日（土）１０時００分～１５時００分 

  会 場 総合福祉会館 ３階 大会議室 

講 師 全国子ども食堂支援センターむすびえ 理事長 湯浅誠氏 

参加者  ３８名 
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エ）「相続・遺言・成年後見」「生前整理」について 

 開催日 ３月３月（水）１０時００分～１２時００分 

 会 場 総合福祉会館 ３階 大会議室 

 内 容 ・相続のルール、遺言の種類と作成方法、活用場面 

       ・成年後見制度の説明と活用法 

       ・生前整理の定義、メリットやデメリット、整理のコツ 

 講 師  愛知県司法書士会 吉川 豊氏 

      株式会社中西営業部 主任 高橋良明 氏 

参加者  ２９名 

(4）ふれあいサロ

ン事業 

ひとり暮らし高齢者を対象に、住み慣れた身近な場所でサロンを実施すること

により、閉じこもり防止や高齢者同士、ボランティアとのふれあいを地域におい

て深めることを目的に実施しました。新型コロナウイルス感染拡大を受け、従来

通りの食事の提供は行わず、時間を短縮しての茶話会としました。 

開催数  ６地区に分けて、各地区３回、計１８回    

場  所  地域の公民館、集会所など 

参加者  ひとり暮らし高齢者     延べ２４４名 

ふれあいサロンボランティア 延べ１６８名 

協 力  民生児童委員協議会 

※年３６回実施予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け１８回を

中止としました。中止が続いたため、お元気カードを作成し、民生児童委員協

議会の協力のもと１月にサロン登録者全員（１８３名）に配布し、健康維持の

啓発を行いました。 

 

Ⅲ 福祉サービス部門 

住民参加や協働による福祉活動の支援、福祉サービスなど多様な事業を総合的に展開しました。 

事業名 内  容 

１ ボランティア推進に関する事項 

(1)ボランティア

センター運営事

業 

ア ボランティアセンター運営委員会の開催 

   開催日  ３月１９日(金） 

イ ボランティアコーディネーターの配置  

ウ ボランティアグループへの育成支援 

ボランティアグループに講座や助成金情報等の提供 

エ ボランティアセンター登録、ボランティア活動･行事保険、相談業務の実施 

（令和３年３月末日現在） 

電話相談 ３８０件 来所相談 ８３１件 

グループ登録 ９２団体 個人登録 ５８名 

活動保険 １２３件 行事保険 ６件 

総合保険 ４件  
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オ ボランティアとニーズとの連絡調整 

個人や施設からのニーズに対して、ボランティアの連絡調整を行いました。 

(2)災害ボランテ

ィアセンター設

置・運営訓練 

 新型コロナウィルス感染症等の拡大時を想定したマニュアルを作成し、その

検証を兼ねて災害ボランティアセンターの設置・運営訓練を行いました。 

   開催日 １１月２９日（日）午前８時から正午 

   場 所 豊明市総合福祉会館及び豊明勤労会館 

   参加者 ８７名 

とよあけ災害ボランティアネットワーク、災害ボランティア 

区長、民生児童委員、一般市民、市役所職員、社協職員等 

(3)災害ボランテ

ィアコーディネ

ーター養成講座 

豊明市防災計画に示される体制整備の一環として、豊明市の被災時に災害ボ

ランティアセンターを設置し、ボランティアの受入、活動、依頼の調整を円滑

に行うための「災害ボランティアコーディネーター」を養成しました。 

開催日 １０月４日(日)、１１日（日）９時１５分～１６時３０分 

場 所 豊明市総合福祉会館 

講 師 とよあけ災害ボランティアネットワーク 

受講者 ８名（修了者７名） 

(4)ボランティア

講座 

「おもちゃドクター養成講座」 

おもちゃ病院の会の会員増員と地域の中で世代間交流の場を提供し、生き生

きと暮らす活動をしていくきっかけや仲間づくりを目的に開催しました。 

開催日  ３月１６日、２３日、３０日（毎火）１３時３０分～１６時 

内 容  おもちゃドクター入門編、プラレール分解組付け 

電子工作キット組付け 

場 所  豊明市総合福祉会館 

講 師  おもちゃ病院の会 

参加者  延べ３０人 

(5)セカンドライ

フデビュー講

座 

「スマートフォン講座」 

定年退職後のシニア世代が、地域で豊かに生き生きと暮らしていくための 

きっかけや仲間づくり、世代間交流の拡大、支援を目的に開催しました。 

開催日  ２月１９日、２６日（毎金）１３時３０分～１５時３０分 

内 容  スマートフォンの操作方法 入門編 

講 師  ソフトバンクスマホアドバイザー 

参加者  各日 １５名 

(6)ボラフェスタ

の支援 

ボラフェスタは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。 

(7)マスク届け隊 新型コロナウイルス感染拡大によりマスクが品薄になったのをきっかけに、

マスクを手作りし、高齢者や障がい者に配布しました。 

協 力 ボランティアグループひいらぎ会・社協登録ボランティア 

医師会・民生児童委員協議会 
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２ 福祉教育活動推進に関する事項 

(1) 福祉教育推

進事業 

 

ア 市内の小・中学校、高等学校で行う福祉教育での、福祉学習に関する相談・

支援を行うとともに、助成金を交付しました。  

イ 福祉実践教室の開催 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

（自主実施：中央小学校） 

ウ 青少年ボランティア体験学習の実施 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。  

（自主実施：豊明高校） 

エ 福祉実践教室意見交換会、福祉協力校連絡会、教諭体験学習は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため中止。 

 

３ 福祉サービス等に関する事項 

(1)まごころサー

ビス事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援者または事業対象者を対象に、自立した日常生活が送れるよう介護予

防に向けた支援を行いました。日常の掃除・洗濯・ゴミ出し・買物代行等の生

活支援です。 

ア 利用者                  （令和３年３月末日現在） 

区  分 対 象 者 数 

事業対象者    １名 

要支援１ ８名 

要支援２ １５名 

計      ２４名 

 

イ サービス支援員       ２０名 
 

ウ サービス利用の状況  
 

区 分 件 数 

事業対象者 ９６件 

要支援１ ５５２件 

要支援２ ７４２件 

   計  １，３９０件 

(2)墓守同行サー

ビス事業 

高齢や障がいなどでお墓参りやお墓の掃除等のできない方を対象にした墓守

同行サービスを行いました。(利用件数 １件) 

(3)日常生活自立

支援事業 

愛知県社会福祉協議会と連携して、生活支援員が、判断能力が十分でない方

の金銭管理等を支援しました。         （令和３年３月末日現在）  

 利用者１１名 （認知高齢者 ２名、知的障害者 ４名、精神障害者 ５名） 

 生活支援員  ２名 
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(4)日常生活サポ 

ート事業 

 

身体障がい者や身体の不自由な高齢者等を対象とし、金銭管理に支障のある

場合、管理事務の一部を代理し、日常生活の自立を促進します。 

（令和３年３月末日現在） 

 申請者   １名   

 利用者   １名 
 

(5)すこやか教室

の開催（○市） 

 

地域において介護予防に関する知識の普及と啓発を行いました。 

 対象者   概ね６５歳以上の高齢者で構成される団体（老人クラブ等） 

 開催場所  市内老人憩いの家、公民館等 

 講  師  理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士 

地域包括支援センター、健康づくりリーダー 

 開催回数  ２０回 

 参 加 者  ３８５名 

 内   容  筋力アップ、食生活、認知症予防、腰痛予防、口腔ケア等 
 

(6)家族介護支援

事業 

ア 介護者交流会 

介護に関する情報交換と交流、介護疲れの解消を目的に実施しました。 

対象者 在宅で高齢者を介護している人 

実施日 １１月４日（水） 

行き先 名古屋港ワイルドフラワーガーデン“ブルーボネット”  

参加者 １３名 

イ 介護者のつどい（ひまわりカフェ）  

在宅の高齢者の介護をしている家族を対象に、介護者同士の交流の場を設

け、日ごろの悩みや介護疲れを癒し、精神的負担軽減を図りました。 

開催回数９回（６、７、８、９、１０、１２、１、２、３月）  

参加者 延１３０名 
 

(7)栄養改善サー

ビス事業（○市） 

介護保険の要介護者・要支援者に対し、宅配給食による栄養改善を目的とし、

必要時、栄養士による訪問栄養指導をしました。  （令和３年３月末日現在） 

   利用者延数  ２，１６３人 （年間）  

   食数    ３９，２６０食 （年間） 

   栄養訪問件数    １２件 （年間） 
 

(8)緊急電話設置

費等助成事業

（○市） 

７０歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯に体調の異変等を親

族、近隣、消防署に通報できる緊急電話通報装置の設置費及びレンタル料金の

半額を助成しました。              （令和３年３月末日現在） 

   利用世帯  ２３９世帯 

   通報件数    ２０件 
 

(9)ねたきり高齢

者友愛訪問への

協力 

ねたきり高齢者宅を民生児童委員にて訪問し、家庭との交流を深めました。 

    対象者    ８名             
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(10)紙おむつの

支給事業 
在宅で３か月以上寝たきり状態にある６５歳以上の高齢者及び障がい児者に

対し、介護者の介護経費の負担軽減を目的に紙おむつを購入できる購入券をお

渡ししました。                 （令和３年３月末日現在） 

対 象 者   ねたきり高齢者及び障がい児者 

購入券配布人数 ８人             

(11)敬老事業 数え１００歳以上の方に対し、祝い品を添えて長寿をお祝いしました。 

 対 象 者    数え年１００歳以上  ３８名 

(12)重度障がい

者友愛訪問への

協力 

重度障がい児者宅を民生児童委員にて訪問し、家庭との交流を深めました。 

対 象 者  身体障害者手帳(１・２級)及び、療育手帳（Ａ判定）所持者 

    ９６２名 

(13)障がい者 

バスハイク事業 

新型コロナウイルスの感染状況の見通しが立たず、参加者の安全が守れない

ため中止としました。 

(14)障がい者 

歯科保健指導 

心身障がい児者を対象とし、歯の健診を行いました。 

実施日  １２月３日（木）、１２月１０日（木） 

 メイツ・フレンズ 参加者 ６３名 

実施日  １２月２４日（木） 

          くるみの会    参加者 ６名 

実施日  １０月１６日（木） 

        ゆたか苑        参加者 ５１名 

(15)おもちゃ図

書館の運営 

障がい児と３歳未満の幼児を対象におもちゃを通して発達を促すために遊び

場の提供とおもちゃの貸し出しを行いました。 

開催日時  ・７月から９月 

毎月第１・２・４ 木曜日 １３時３０分～１５時００分 

・１０月から３月 

毎月第１・２・４ 木曜日 １３時３０分～１６時００分 

＊年間２２回 

利用者   延べ４６名（子ども２０名、おとな２６名） 

おもちゃ貸出件数 ５件 

運営協力 ボランティアグループ豊明おもちゃの会 延べ５０名 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月から６月まで中止。 

(16)障がい児者

クリスマス会 

 地域で生活をしている障がい者（児）、その家族等に対し、季節の行事を通し、

時節を感じる行事を実施することにより対象者の感性を養うことを目的に実施

しました。 

実施日 １２月２０日（日） 

場 所 豊明市文化会館 ギャラリー１～４ 

参加者 １９８名 

※企業からクリスマスケーキ、クリスマスブーツのご寄付をいただきました。 
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(17)ひとり親家

庭への日常生活

支援事業（○市） 

母子家庭、父子家庭等を対象として、日常生活の支援を行い、生活の安定を

図ることを目的としていますが、今年度の利用者はありませんでした。 

(18)車いす専用

車貸出事業 

車いすのまま乗り降りできる車をガソリン代実費程度で貸し出し、通院等の

日常生活を支援しました。           （令和３年３月末日現在） 

利用登録者  ３０名 

貸出し件数  ８２件（延べ件数） 

(19)車いす貸出

事業 

 急に車いすが必要になった方に無料で貸し出しをしました。 

  貸出し件数  １２６件（延べ件数）    （令和３年３月末日現在） 

(20)高齢者健康

寿命延伸外出支

援事業（○市） 

一般介護予防事業として、市内にお住いの６５歳以上の方を対象として、送

迎バスで利用できる教室を、火曜日から金曜日に老人センター内で実施いたし

ました。介護保険サービス等に依存せず、地域で自立した生活が継続できるよ

う、運動機能向上、口腔機能向上、認知症予防を図る３０分の介護予防体操、

６０分の専門講座を実施しました。 
 

専門講座・・・音楽療法、口腔講座、栄養講座、健康体操、DAM体操、レク等 

日替わりで実施 

送迎バス・・・火曜日は北部エリア、水曜日は北部中部エリア、木曜日は中

部南部エリア、金曜日は南部エリアを巡回 

参加者数・・・延べ２，９４２名 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、４月、５月の通常らくらすは中

止し、お元気電話等を実施。延べ３７８名                   

 

４ 相談事業に関する事項 

(1)総合相談ワン

ストップ事業 

介護、障がい、子ども、生活困窮、ひきこもりをはじめ身の回りの困りごと

などの相談に応じました。 

また、臨床心理士による相談「こころ悩み相談」を行いました。 

ア 総合相談 

相談件数  延件数４３件 

相談内容  金銭問題、心身状況、サービス利用など 

イ こころ悩み相談 

相談件数  ３件 

ウ 広報啓発  社協だより「ほほえみ」、ホームページ、地域サロン等での啓

発、福祉職への啓発など 

(2)生活困窮者自

立支援事業 自

立生活相談セン

ター「よりそい」

（○市） 

生活に困窮する方の相談に応じ、相談者が抱える課題を包括的に受け止め、

必要な情報提供及び助言を行うとともに、必要に応じて支援の種類、内容等を

記載した計画を作成し、生活の自立に向けた支援を実施しました。 
 

ア 相談支援                  （令和３年３月末日現在） 

相談人数        ６２５名（新規） 
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プラン策定人数      ４１名 

就労支援（就労実績）   ４４件 

食料支援        １０３件（セカンドハーベスト名古屋７０件） 

支援調整会議       １１回 

住居確保給付金申請    ７４件（新規） 

支援実績      ５，４０３件（延べ件数） 

 

イ 研修 

生活困窮者自立支援制度人材養成研修 

生活困窮者自立支援制度ブロック別研修（東海・北陸ブロック） 
 

ウ 地域づくり 

南部地区社協での相談窓口開設（月１回） 

子どもの料理教室「ちゃちゃっと飯」（新型コロナウィルス感染拡大防止

のため中止しました） 

親子向けマネーセミナー「クイズでお金と社会の仕組みを知ろう」 

 

エ 広報活動 

民生児童委員協議会生活福祉部会での事業説明 

チラシ・啓発カード・クリアファイルによる啓発 

社会福祉協議会ホームページによる啓発 

よりそい通信の発行 

相談相手 方法 件数 

利用者 電話相談・連絡 １，４０４件 

 訪問・同行支援   ８７件 

 面談 １，８２２件 

関係機関 会議、打ち合わせ等   ３８６件 

電話照会・協議等 １，７０４件 

(3)障がい者基幹

相談支援センタ

ー「フィット」

（○市） 

ア 相談支援（一般相談） 

市内において、障がい福祉の中核的な相談支援機関である基幹相談支援セン

ターとして、さまざまな相談に対応し、総合的な支援を行いました。 

ア）実利用者の状況（主たる障がい）      （令和３年３月末日現在） 

    身体障がい者        ２１名 

知的障がい者        １８名 

重症心身障がい者       １名 

精神障がい者        ９１名 

発達障がい者        ２７名 

高次脳機能障がい者      ５名 

    その他（診断前含）     １５名       

 計  １７８名 
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イ）支援内容（一般相談） 

    福祉サービス利用に関する支援     ６３２件 

    障害や症状の理解に関する支援     １７２件 

    健康・医療に関する支援        ３０９件 

    不安の解消・情緒安定に関する支援   １７２件 

    保育・教育に関する支援         ７４件 

    家族・人間関係に関する支援      １５７件 

    家計・経済に関する支援        １３０件 

    生活技術に関する支援          ７７件 

    就労・就業に関する支援        ３０６件 

    社会参加・余暇活動に関する支援     ３２件 

    権利擁護に関する支援          ６０件 

     その他                 ９８件  

 計  ２，２１９件 

    

イ 障がい福祉講演会 

 講演会「With コロナ時代における新しい防災～複合災害への対応と対策を見

直そう～」と題して講演会を企画していましたが、新型コロナウイルスの感染

拡大のため、中止・延期としました。 
 

ウ ひまわり作品展（障がい者・児作品展） 

 障がいのある方が心をこめて作った芸術作品を、多くの方にみていただき、

作品を通じて、障がい者・障がい児の個性を広く知ってもらうことを目的に開

催しました。市内の障がい福祉事業所と共同することで、作品・事業所・地域

とつながりを作り、まち全体の障がい福祉の活性化につなげていきます。 

開催日：１２月３日（木）～５日（土）９時～１７時 

開催場所：豊明市文化会館 ギャラリー１～４ 

作品数：１９１点（絵画、立体作品、共同作品など）   

来場者数：２９４名 

協力：市内障がい福祉事業所 

  新型コロナウイルス感染予防対策として、出入口を分け人の流れを制限し、

来場者に体調確認の協力、手指消毒、換気を徹底しました。 
 

エ 豊明市障がい者地域自立支援協議会事務局事業 

ア）豊明市障がい者地域自立支援協議会 本会議 

開催日：令和３年３月１５日（月） 

参加委員：１４名 

事務局：１２名 
 

イ）そだつ部会  

   １０月１９日（月）打合せのみ実施。 
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ウ）地域生活支援部会 

   障がい者児の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のため

の機能（相談、体験の機会や場、緊急時の受入れや対応、専門性、地域の

体制づくり）を、地域の実情に応じた相違工夫により整備し、障がい者の

生活を地域全体で支えるサービス提供体制に向けて、市と協議を行いまし

た。 
 

オ みなスマサロン 

居場所づくりとして、「みなスマ」サロンを開催。 

会場：Egao 家（三崎町高鴨１１－６） 

開催日：Egao家 毎月第２木曜日 １３時３０分～１５時３０分 

     ※新型コロナウイルスの感染拡大のため時間を短縮し、開催予定の内 

７回（４月、５月、７月、８月、９月、１月、２月）中止しました。 

参加者：延べ２２名 

スタッフ：延べ６名 
 

カ 豊明市ソーシャルワーカー連絡協議会事務局事業 

  豊明市ソーシャルワーカー連絡協議会は、豊明市内の地域で抱える様々な

福祉課題を解決するために本人及びその家族、地域の方々等からの相談を受

け、安心して暮らしていくことが出来る環境づくりに貢献することを目的と

した活動を行い、当会が事務局を担い運営をしている。 

総会・定例会：新型コロナウイルスの感染拡大のため中止。 

運営委員会：１２月２４日（木）１８時～１９時 参加者８名 

３月１８日（木）１７時３０分～ＺＯＯＭにて開催 

       参加者９名 

((4)豊明市ひきこ

もり対策推進事

業（○市） 

 ひきこもり相

談窓口「はばた

き」 

義務教育終了後の方で、 自宅にひきこもりがちで社会とのつながりが希薄に

なっている方とその家族、関係者からの生活、就労等の相談支援を行いました。 
 

ア 相談支援                  （令和３年３月末日現在） 

 相談人数                ３１名（新規） 

 居場所支援（フリースペース スワロー）毎週水曜日 １１名（実人数） 

 居場所支援（家族のつどい）月 1回    １１名（実人数） 

 就労支援（就労体験含む）        １９名（実人数） 

 支援調整会議               ６回 

 ひきこもりサポーター活動実績      ３２回（居場所にて活動） 

 専門相談（精神保健福祉士による）    １０名（実人数） 

 専門相談（ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰによる）     ２名（実人数） 

 支援実績             １，２４８件（延べ件数） 
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※その他には 

「居場所支援」「居場所支援（家族のつどい）」「支援会義」件数含む 
 

イ 市民啓発活動 

ひきこもりや、孤立している方を地域で支えるため、理解の促進と、啓発

活動を行いました。 

ア）市民向け講演会の開催 

心理学が導く「ひきこもり回復」講演会 

～学童期から５０歳を過ぎた子どもをもつすべての親へ～ 

安心できる家族関係へのプロセス 

開催日：１２月６日（日） 

講師：一般社団法人 SCSカウンセリング研究所 副代表 桝田智彦氏 

参加者：３５名 

イ）ひきこもりサポーター養成講座の開催 

１日目 令和３年２月 ８日（月）ひきこもりに関する基礎知識 

２日目 令和３年２月１２日（金）居場所について 

補 講 令和３年２月１５日（月） 

講師：愛知教育大学 准教授 川北 稔 氏 

   若年者自立支援ステップアップ事業 北部ステップアップルーム 

    「みら ie」今井智貴氏 

   はばたきサポーター 佐藤道子氏 

修了者２３名（はばたきサポーター登録者１３名） 

ウ）stand by 活動（ひきこもりという状態について正しい理解を啓発するこ

とで、偏見をなくし、温かく見守れる地域づくりを目指す活動）として

勉強会「実は身近なひきこもりを知ろう」の開催 

  対象：豊明市の方なら誰でも 

  全３４回 参加者９９名 

ウ ネットワークづくり 

ア）豊明市ひきこもり地域連携会議準備委員会の開催 

相談相手 方法 件数 

利用者 電話相談・連絡 １２７件 

来所相談 ９３件 

訪問相談 ３５件 

付き添い（外出支援） ５件 

 メール・手紙 １１２件 

 その他 １９８件 

本人以外 

（家族・関係機関） 

電話相談・連絡 ３７８件 

来所相談 １３７件 

訪問相談 ４３件 

付き添い（外出支援） ２件 

メール・手紙 ７０件 

その他 ４８件 
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イ）社会福祉課、はばたき連絡会の開催（毎月） 

ウ）学校支援室、子育て支援課、健康長寿課との情報共有（随時） 

エ）ひきこもり支援に係る情報共有のため市内外の関係機関への訪問、来訪 
 

エ 広報活動 

ア）社会福祉協議会ホームページ、facebook・Twitter による情報発信 

イ）民生児童委員協議会、ボランティアグループ等、地域の福祉活動団体の

集会にて事業説明 

ウ）市内中学校校長会、養護教諭会での事業説明 

エ）ひきこもりガイドブックの発行 

オ）はばたきニュースの発行 
 

オ その他 

 非雇用型就労訓練 

 長期離職者やひきこもっていた期間が長かった方、心身に不安がある方など

に対し、社会福祉協議会内で軽作業や清掃等、就労の訓練を行いました。 

 ５月～７月に１名、３月に 1 名実施 
   

(5)弁護士相談 弁護士による無料相談を実施しました。 

開所日時  毎月第２火曜日、午前１０時 ～正午 

相談員   愛知県弁護士会より派遣の弁護士 

開所日数  １２日 

取扱件数  ５２件 
 

(6)ひきこもり居

場所事業 

ひきこもり状態にある方が気軽に訪れることのできる場所として「フリース

ペース・スワロー」と、ひきこもり状態にある方を支える家族を対象とした交

流の場「家族のつどい」を開催しました。 

開催日時   毎週水曜日 １０時～１５時 

         毎月第１水曜日午後は家族のつどい 

延べ参加人数 スワロー参加者１７７名 家族のつどい４１名 
 

５ 介護保険事業に関する事項 

(1) 介護保険 

居宅介護支援

事業 

 

 

 

 

 

 

特定事業所として２４時間連絡体制をとり、医療・介護連携が必要な利用者

への支援にも積極的に取り組みました。 

ケアマネジャーとして利用者・家族の意向を尊重しながら、自立支援・重度

化予防を目的としたケアプランの作成を行いました。 

また、生活の見える化を図り、介護保険外のサービスもケアプランに明記す

ることにより、より適切な支援を行いました。 

居宅介護支援事業所として、豊明市の多職種合同カンファレンスに、事例提

出しました。支援難ケースについては、包括支援センター・後見センターと連

携を図り地域ケア会議に参加しました。 
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ア 介護支援専門員：常勤４名 パート 1名  事務員：パート１名 

イ 利用者の状況           （令和３年３月末日現在） 
 

区  分 対 者数 

要支援１ ２名 

要支援２ ３名 

要介護１ ５３名 

要介護２  ５７名  

要介護３ ２１名 

要介護４ ７名 

要介護５  １３名 

計 １５６名 
 

 

(2)介護保険 

訪問介護事業 

 
要介護者等が自立した日常生活を営むことができるよう、生活全般にわたる援

助をケアマネジャー、他のサービス事業所等と連携して利用者支援を行いまし

た。 

ア 訪問介護員 

ア）サービス提供責任者  ４名 

イ）訪問介護員〔サービス提供責任者を含む〕 ３２名 

 

イ サービス提供の状況         （令和３年３月末日現在） 

ア）要介護１～５ 

援助区分 件 数 

身体介護 ３０１回 

生活援助 １２１回 

 身体介護・

生活援助 
１６７回 

計   ５８９回 

 

イ）要支援、事業対象者 

援助区分 件 数 

週１回程度 ３名 

週２回程度 ５名 

週２回超 １名 

計 ９名 

 

 

ウ サービス利用者の状況      
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 ア）要介護１～５ 

区 分 対 象 者 数 

要介護１ １３名   

要介護２ ２０名   

要介護３ ６名   

要介護４ ４名   

要介護５ ４名   

計 ４７名   

 

イ）要支援、事業対象者 

区  分 対 象 者 数 

要支援１   ４名 

要支援２ ５名   

事業対象者 ０名   

計 ９名   
 

６ 障がい者自立支援事業に関する事項 

(1)指定障がい者

福祉サービス事

業 

障害者総合支援法において、利用者にホームヘルパーを派遣しました。 

                （令和３年３月末日現在） 

ア 居宅介護（身体介護、家事援助） 

ア）サービス利用者の状況      

    身体障がい者  １４名 

 知的障がい者   ５名 

 精神障がい者  ２０名 

イ）サービス提供の状況       

 

 

 

 

 

 
 

イ 移動支援 

ア）サービス利用者の状況         

    身体障がい者   ４名 

 知的障がい者   ６名 

 精神障がい者   ５名 
 

イ）サービス提供の状況          

  ア 移動支援（身体介護有） 支援回数４６回 

援助区分 件 数 

居宅身体介護  ２４１件 

居宅家事援助 １１７件 

同行援護（身体介護有） ３８件 

     計     ３９６件 
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ウ 障がい者共同生活援助事業 

障がい者の方々が地域で安心して暮らすことができるよう、グループホーム

建設に向けて用地取得の準備や設計の検討等をすすめました。愛知県社会福祉

施設等施設整備費補助金申請を行い、交付決定しました。 
 

(2)特定相談支援

事業 

豊明市社協相談支援事業所として、以下の通り、支援を行いました。 

                    （令和３年３月末日現在） 

ア 計画相談支援の契約者数   ２１４ 名 

  (主たる障害)   身体     ６１名 

           重症心身    ７名 

           知的     ２９名 

           精神     ９６名 

           発達     １６名 

           高次脳機能   ５名 
 

イ 支援方法（計画相談） 

   訪問             ５６５件 

   来所相談           ２９３件 

   同行             １０１件 

   電話相談         ３，０１０件 

   電子メール           ５４件 

   個別支援会議（主催）      ５８件 

   個別支援会議（参加）      ３２件 

   関係機関との連絡調整   １，９２１件 

その他            １００件 

              計  ６，１３４件 
 

ウ 支援内容（計画相談） 

福祉サービス利用に関する支援    ３，７７６件 

   障害や症状の理解に関する支援     １１７件 

   健康・医療に関する支援        ８９０件 

   不安の解消・情緒安定に関する支援   ３４１件 

   保育・教育に関する支援         ３１件 

   家族・人間関係に関する支援      １９４件 

   家計・経済に関する支援        ２９２件 

   生活技術に関する支援         １６６件 

   就労・就業に関する支援        １２８件 

   社会参加・余暇活動に関する支援     ４９件 

   権利擁護に関する支援         １１３件 

    その他                １２６件 

                 計  ６，２２３件 
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エ サービス等利用計画の作成 １９９件  
           

オ モニタリングの実施    ５１９ 件 

７ 資金貸付事業に関する事項 

(1)生活福祉資金

貸付事業 

低所得者、障がい者及び高齢者世帯が経済的自立を図るため、「よりそい」に

よる相談・支援と自立プランの作成を前提とし、安定した生活を実現するため

に必要最小限の資金貸付を行いました。またコロナ禍による失業等で収入減と

なった方に緊急小口資金等の特例貸付を行いました。 

                    （令和３年３月末日現在） 

相談件数  ８２５件 

広報の実施 ホームページでの掲載 

貸付件数  ７７６件 

(2)くらし資金、

愛の資金、緊急 

生活資金貸付事

業 

ア 愛の資金貸付事業の実施 

 生活福祉資金の貸付要件に該当しない困窮者に、生活再建のためのつなぎ資

金として貸付けを行いました。        （令和３年３月末日現在） 

貸付件数        ７件 

貸 付 額   ５５４,０００円 

イ 緊急生活資金貸付事業の実施        

 生活福祉資金の貸付要件に該当しない困窮者であり、愛の資金より少額で 

生活再建が可能な世帯に貸付けを行いました。 （令和３年３月末日現在） 

貸付件数        ３５件 

貸 付 額   ５８１，６００円 

８ 社会福祉団体支援に関する事項 

(1)福祉団体支援

事業 

社会福祉団体の活動推進のために、１１団体の事務の支援と助成金の交付を

しました。（＊印の団体については助成金交付のみ） 

助成金総額                ９１２，１００円 

１） 豊明市老人クラブ連合会         ７７，４００円 

２）豊明市子ども会連絡協議会       １１２，５００円 

３）豊明市心身障害者（児）福祉団体連合会 １８，９００円 

４）豊明市身体障害者福祉協会       ７７，４００円(※) 

５）豊明市手をつなぐ育成会        ７２，９００円(※) 

６）豊明市遺族会                       ２３０，４００円 

７）豊明市更生保護女性会               １００，８００円 

８）豊明肢体不自由児(者)父母きょうだいの会 ３５，０００円  

９）愛知保護区保護司会豊明部会＊          ８６，４００円 

１０）豊明市少年補導委員会＊                ５０，４００円 

１１）愛知保護区保護司会＊                  ５０，０００円 

※４）５）は新型コロナウイルス感染症拡大による事業縮小のため全額返還 
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９ 日本赤十字社に関する事項 

(1)日本赤十字社

社資募集の実施 
日本赤十字社社資募集の窓口業務を行いました。 

１０ 指定管理事業に関する事項 

(1)老人福祉セン

ター運営事業 

高齢者の方の憩いの場、健康増進の場として、また、教養の向上及びレクリ

エーションで活用していただくための施設を運営しました。 

（令和３年３月末日現在） 

ア 利用者数：１５，７６８人/年（６２人/日） 

 ＜内訳＞趣味講座教室       ２，１１２人 

     自主事業参加         １１０人 

老人クラブ趣味クラブ活動 １，４１５人 

らくらす事業       ２，８１６人 

同好会・サークル活動など ３，１３３人 

風呂利用         ３，３５７人 

きずなルーム利用     １，１３９人 

ロビー利用        １，６８６人 

 イ 指定事業 

     ・高齢者趣味講座教室を３講座１１教室開催しました。 

     ・ 老人いきいき作品展芸能発表は、コロナ感染拡大により、１１月 

２１日～２２日の２日間、文化会館（小ホール）にて「老人いきいき

作品展」と題し、表彰式とともに開催しました。 

      出展作品数：２５０点  来場者数：５５７人 

    ・高齢者カラオケ大会  

コロナ感染拡大により中止。 

 

 ウ 自主事業 

    イベント関係・・・交通安全教室、クリスマス会、新春落語など子ど

も会や他機関と連携し実施。 

    通年実施事業・・・血圧計設置、車いすの設置、年２回浴場水質検査、

物販販売・・・コピー、タオル、名札の販売 

売上額１５，１４０円/年 

 エ 維持管理 

    毎日のボイラー管理、給茶機保守点検２回実施 

    小規模な修繕：娯楽和室の襖・障子の張替え、浴槽配管工事、事務室

換気のための窓設置工事修繕等 

※新型コロナ感染拡大防止のため、令和２年３月１０日から７月１日の間、 

老人福祉センターを休館としました。 
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１１ 移動販売車事業に関する事項 

(1) キッチンカー

事業 

 高齢者や障がいをお持ちの方、ひとり親家庭の方などの就労機会の確保と生

きがいづくりとして、社協が地域や事業所の方々とふれあう機会を創ることで、

地域福祉の理解につなげていきました。 

地域のイベント会場や企業、大学等で飲食物の販売を行いました。 

ア 主なメニュー 

   キーマカレー、豚丼、麻婆丼、ソーセージドック、たまごドック、 

   ソフトクリーム、コーヒー、バナナドリンク、スープなど季節限定商品 

イ 主な販売先 

軽トラ市（三崎区）、中島区まつり、上高根防災訓練、吉池八剱社、ジョ

イランドゴルフ、ホシザキ電機、アルメック、日本街路灯製造、ＪＡあい

ち尾東、桜花学園、星城高校・星城中学学園祭、市役所等  

 延べ１７０か所 

 

 

 

 


