


蟹江町では、平成 27年に策定した「蟹江町地域福祉計画」と「蟹江町地域福祉活動計画」の計画期間が終了する
ことから、関連計画と整合を図りながら、地域福祉を取り巻く変化や現状を踏まえ、地域福祉をさらに推進するため、
「第２次蟹江町地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定しました。本計画は令和２年度からの６年間の地域福祉推
進の基本的な方向性を示したものです。

　蟹江町社会福祉協議会では愛知県社会福祉協議会の委託を受け、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等
で減収され、生活資金にお困りの方々に緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施しています。 

●一般的なお問い合わせは厚生労働省が設置し
ている「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相
談コールセンター」でも受け付けています。
TEL:0120-46-1999
 ※ 9:00 ～ 21:00（土日・祝日含む）

●問合せ
蟹江町社会福祉協議会
ＴＥL:0５６７-９６-２９４０
※ 9:00～ 17:00（月～金曜日・祝日除く）

65歳以上の方 

障害をお持ちの方 

暮らしにお困りの方 

健康相談 

蟹江町地域包括支援センター 
　蟹江川より東にお住まいの方　0567-94-3320 
　蟹江川より西にお住まいの方　0567-94-1165 

蟹江町役場　住民課 
　0567-95-1111 
海部福祉相談センター　地域福祉課
（生活困窮者自立支援制度） 
　0567-24-2111 

蟹江町保健センター 
0567-96-5711 

蟹江町社会福祉協議会障がい者相談支援事業所 
　0567-96-3736

　認定特定非営利活動法人セカンドハーベスト名
古屋との協定により、生活にお困りの方に食品の
詰め合わせをお届けしています。 

①多世代交流の推進【重点】 
②福祉教育の充実 
③地域共生社会の実現に向けた理解の浸透 

①意見交換の機会づくり【重点】 
②ボランティアセンターの充実 
③担い手の育成 　④地域福祉活動への支援 

①地域福祉推進体制の整備【重点】 
②地域におけるコーディネート
　機能の強化【重点】 
③総合相談の充実 
④多職種連携の推進 

①権利を守る支援策の充実【重点】 
②情報発信 　③防災・防犯活動の充実 
④生活困窮者への支援 　⑤顔の見える関係づくり

特 集

1 3

2 4

緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付 

緊急小口資金

４つの基本目標と施策の方向 

第２次蟹江町地域福祉計画・
地域福祉活動計画を策定しました

つながりあい 幸せを実感できるまち“かにえ”基本理念

新型コロナウイルスの影響で生活にお困りの方へ

地域福祉を進める
意識を高める 

地域福祉の担い手
を育てる 

地域福祉を進める
しくみをつくる 

安心して生活できる
地域の環境をつくる 

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい家計が苦しいなど、生活のことでお悩みはありませんか？ 
蟹江町社会福祉協議会では特例貸付や食品の支援などを行っています。
　また、他の様々な機関でも相談窓口や支援策があります。 おひとりで抱え込まずに、まずはお話を聞かせていただけませんか。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行います。 

対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計 
     維持のための貸付を必要とする世帯
     ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。 
貸付上限額　学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
　　　　　   その他の場合、10万円以内
据 置 期 間   １年以内
償 還 期 限　 ２年以内
貸付利子・保証人　無利子・不要

総合支援資金
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。 

対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維
     持が困難となっている世帯
     ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。  
貸付上限額　（２人以上）月20万円以内
　　　　　　（単身） 月15万円以内（貸付期間：原則３ヶ月以内）
据 置 期 間   １年以内
償 還 期 限　 10年以内
貸付利子・保証人　無利子・不要

※ 今回の特例措置では、新たに償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。 

※情報は令和２年５月29日時点のものです。 

※労働金庫・郵便局で申込みを受け付ける
　のは緊急小口資金のみであり、総合支援
　金についてはお住まいの市区町村社会
　福祉協議会にご相談ください。

貸付手続きの流れ

食品の支援 

その他の相談窓口 

蟹江町社会福祉協議会又は県内の
労働金庫・蟹江郵便局（小口のみ）※

愛知県
社会福祉協議会

申込み申
込
み
の
方 

送　付

貸付決定・送金

※【重点】は各基本目標の中で特に力を入れて推進していく取り組み事項です。

お知らせ
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蟹江町では、平成 27年に策定した「蟹江町地域福祉計画」と「蟹江町地域福祉活動計画」の計画期間が終了する
ことから、関連計画と整合を図りながら、地域福祉を取り巻く変化や現状を踏まえ、地域福祉をさらに推進するため、
「第２次蟹江町地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定しました。本計画は令和２年度からの６年間の地域福祉推
進の基本的な方向性を示したものです。

　蟹江町社会福祉協議会では愛知県社会福祉協議会の委託を受け、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等
で減収され、生活資金にお困りの方々に緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施しています。 

●一般的なお問い合わせは厚生労働省が設置し
ている「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相
談コールセンター」でも受け付けています。
TEL:0120-46-1999
 ※ 9:00 ～ 21:00（土日・祝日含む）

●問合せ
蟹江町社会福祉協議会
ＴＥL:0５６７-９６-２９４０
※ 9:00～ 17:00（月～金曜日・祝日除く）

65歳以上の方 
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暮らしにお困りの方 

健康相談 

蟹江町地域包括支援センター 
　蟹江川より東にお住まいの方　0567-94-3320 
　蟹江川より西にお住まいの方　0567-94-1165 

蟹江町役場　住民課 
　0567-95-1111 
海部福祉相談センター　地域福祉課
（生活困窮者自立支援制度） 
　0567-24-2111 

蟹江町保健センター 
0567-96-5711 

蟹江町社会福祉協議会障がい者相談支援事業所 
　0567-96-3736

　認定特定非営利活動法人セカンドハーベスト名
古屋との協定により、生活にお困りの方に食品の
詰め合わせをお届けしています。 

①多世代交流の推進【重点】 
②福祉教育の充実 
③地域共生社会の実現に向けた理解の浸透 

①意見交換の機会づくり【重点】 
②ボランティアセンターの充実 
③担い手の育成 　④地域福祉活動への支援 

①地域福祉推進体制の整備【重点】 
②地域におけるコーディネート
　機能の強化【重点】 
③総合相談の充実 
④多職種連携の推進 

①権利を守る支援策の充実【重点】 
②情報発信 　③防災・防犯活動の充実 
④生活困窮者への支援 　⑤顔の見える関係づくり

特 集
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緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付 

緊急小口資金

４つの基本目標と施策の方向 

第２次蟹江町地域福祉計画・
地域福祉活動計画を策定しました

つながりあい 幸せを実感できるまち“かにえ”基本理念

新型コロナウイルスの影響で生活にお困りの方へ

地域福祉を進める
意識を高める 

地域福祉の担い手
を育てる 

地域福祉を進める
しくみをつくる 

安心して生活できる
地域の環境をつくる 

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減ってしまい家計が苦しいなど、生活のことでお悩みはありませんか？ 
蟹江町社会福祉協議会では特例貸付や食品の支援などを行っています。
　また、他の様々な機関でも相談窓口や支援策があります。 おひとりで抱え込まずに、まずはお話を聞かせていただけませんか。

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行います。 

対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計 
     維持のための貸付を必要とする世帯
     ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。 
貸付上限額　学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
　　　　　   その他の場合、10万円以内
据 置 期 間   １年以内
償 還 期 限　 ２年以内
貸付利子・保証人　無利子・不要

総合支援資金
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。 

対 象 者　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維
     持が困難となっている世帯
     ※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。  
貸付上限額　（２人以上）月20万円以内
　　　　　　（単身） 月15万円以内（貸付期間：原則３ヶ月以内）
据 置 期 間   １年以内
償 還 期 限　 10年以内
貸付利子・保証人　無利子・不要

※ 今回の特例措置では、新たに償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。 

※情報は令和２年５月29日時点のものです。 

※労働金庫・郵便局で申込みを受け付ける
　のは緊急小口資金のみであり、総合支援
　金についてはお住まいの市区町村社会
　福祉協議会にご相談ください。

貸付手続きの流れ

食品の支援 

その他の相談窓口 

蟹江町社会福祉協議会又は県内の
労働金庫・蟹江郵便局（小口のみ）※
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蟹江町社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティア活動をしたい方とボランティ
アの手助けが必要な方や施設などとの橋渡しをすることで、誰もが安心して暮らせるまちづくり
をお手伝いしています。また、ボランティア活動者や興味・関心のある方、ボランティア団体等へ
のボランティアに関わる情報の提供や相談などを行っています。

ねこネットあま 

点字サークル　つくしんぼ 

かにえ音訳グループ　音ごよみ 

非営利団体ONiGiRi 

蟹江オカリナ教室“ヨシキリ” 

NPOボランティア　愛知手伝隊　希望の木 

かにえ国際交流友の会 

藤丸自主防犯委員会 

蟹江町保健センター　読み聞かせボランティア 

フィル・ハートあいち 

近鉄蟹江駅前防犯パトロール 

かにえ子ども日本語の会 

かにえ防災減災の会 

傾聴ボランティアふくみみ 

にこにこママネットワーク 

かにえボランティアサークル 

町内外の方への蟹江町ガイド活動 

飼い主の無い猫の不妊去勢手術、猫の保護・
里親探しなど 

点訳活動、点字指導など 

声の広報の吹き込みなど 

被災地支援、青少年健全育成 

高齢者施設等でのオカリナ演奏 

家具固定・移動、防災啓発など 

外国人との交流会、ホームステイ交流、日本
語教室など 

徒歩・青色パトロール車による巡回、学童・
下校時の見守り 

高齢者施設での読み聞かせ・紙芝居 

乳幼児と保護者を対象とした絵本・紙芝居の
読み聞かせ 

日光川近辺の清掃活動など 

防犯ステーション立番、通行人への安全呼び
かけ・挨拶 

外国にルーツを持つ子どもと保護者の支援 

蟹江町内での防災・啓発活動 

高齢者施設等での傾聴活動 

子育て支援、プレママ・産後ケアサロン運営 

障がい者・高齢者支援 

蟹江町社会福祉協議会ボランティアセンターには、以下のボランティア団体に
ご登録いただいています。興味・関心のある団体がありましたら、ご紹介すること
ができますので、お気軽にご相談ください。 

●蟹江町社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティア活動者・ボランティアに関心
のある方・ボランティア団体の登録を募集しています。ボランティアセンターにご登録いただ
くと、ボランティア関連情報のお届けや多世代交流施設のボランティアグループ室に設置の
ロッカーの利用（団体のみ、別途申請が必要です）など、様々な特典があります。ボランティア
センターへの登録をご希望される場合は、以下の項目を確認し蟹江町社会福祉協議会
　（TEL0567-96-2940）へお問合わせください。 

・ボランティア活動者 

・ボランティアに関心のある方 

当センターにお越しいただ

き、登録申請書をご提出く

ださい。 

・ボランティア関連情報をお届けします。 

当センターへお越しいただき、

以下の申請書類をご提出

ください。 

・登録申請書 

・会員名簿 

・団体パンフレット、刊行物、  

 その他活動の概要が分か 

 るもの 

・会則・規約・設立趣意書・

 定款など活動の目的が

 分かるもの 

・蟹江町社会福祉協議会の広報誌や

 ホームページに団体の活動・募集情報 

 を掲載します。 

・多世代交流施設のボランティアグループ室 

 に設置のロッカーを利用できます。

 （別途申請が必要です。） 

・多世代交流施設の貸館料金が免除される  

 場合があります。 

・当ボランティアセンターからボランティア

 関連情報・助成金情報などをお伝えします。 

・印刷機を無料でご利用いただけます。

 （コピー用紙はご持参ください） 

ボランティアセンターのご案内 

ボランティア登録の手続き 

登録団体一覧 

団体 

個人 

登録のメリット 登録方法 対象 

活動内容 団体名 

ボランティア探訪ボランティア探訪

かにえガイドボランティア夢案内人 
ゆめあないびと

朗読勉強会　言の葉 
こと は

・主に蟹江町内において自主的

・継続的なボランティア活動を

 行う団体

・営利・政治・宗教活動を目的

 としていない団体 

※団体運営のための会則・名簿

 があること
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蟹江町社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティア活動をしたい方とボランティ
アの手助けが必要な方や施設などとの橋渡しをすることで、誰もが安心して暮らせるまちづくり
をお手伝いしています。また、ボランティア活動者や興味・関心のある方、ボランティア団体等へ
のボランティアに関わる情報の提供や相談などを行っています。

ねこネットあま 

点字サークル　つくしんぼ 

かにえ音訳グループ　音ごよみ 

非営利団体ONiGiRi 

蟹江オカリナ教室“ヨシキリ” 

NPOボランティア　愛知手伝隊　希望の木 

かにえ国際交流友の会 

藤丸自主防犯委員会 

蟹江町保健センター　読み聞かせボランティア 

フィル・ハートあいち 

近鉄蟹江駅前防犯パトロール 

かにえ子ども日本語の会 

かにえ防災減災の会 

傾聴ボランティアふくみみ 

にこにこママネットワーク 

かにえボランティアサークル 

町内外の方への蟹江町ガイド活動 

飼い主の無い猫の不妊去勢手術、猫の保護・
里親探しなど 

点訳活動、点字指導など 

声の広報の吹き込みなど 

被災地支援、青少年健全育成 

高齢者施設等でのオカリナ演奏 

家具固定・移動、防災啓発など 

外国人との交流会、ホームステイ交流、日本
語教室など 

徒歩・青色パトロール車による巡回、学童・
下校時の見守り 

高齢者施設での読み聞かせ・紙芝居 

乳幼児と保護者を対象とした絵本・紙芝居の
読み聞かせ 

日光川近辺の清掃活動など 

防犯ステーション立番、通行人への安全呼び
かけ・挨拶 

外国にルーツを持つ子どもと保護者の支援 

蟹江町内での防災・啓発活動 

高齢者施設等での傾聴活動 

子育て支援、プレママ・産後ケアサロン運営 

障がい者・高齢者支援 

蟹江町社会福祉協議会ボランティアセンターには、以下のボランティア団体に
ご登録いただいています。興味・関心のある団体がありましたら、ご紹介すること
ができますので、お気軽にご相談ください。 

●蟹江町社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティア活動者・ボランティアに関心
のある方・ボランティア団体の登録を募集しています。ボランティアセンターにご登録いただ
くと、ボランティア関連情報のお届けや多世代交流施設のボランティアグループ室に設置の
ロッカーの利用（団体のみ、別途申請が必要です）など、様々な特典があります。ボランティア
センターへの登録をご希望される場合は、以下の項目を確認し蟹江町社会福祉協議会
　（TEL0567-96-2940）へお問合わせください。 

・ボランティア活動者 

・ボランティアに関心のある方 

当センターにお越しいただ

き、登録申請書をご提出く

ださい。 

・ボランティア関連情報をお届けします。 

当センターへお越しいただき、

以下の申請書類をご提出

ください。 

・登録申請書 

・会員名簿 

・団体パンフレット、刊行物、  

 その他活動の概要が分か 

 るもの 

・会則・規約・設立趣意書・

 定款など活動の目的が

 分かるもの 

・蟹江町社会福祉協議会の広報誌や

 ホームページに団体の活動・募集情報 

 を掲載します。 

・多世代交流施設のボランティアグループ室 

 に設置のロッカーを利用できます。

 （別途申請が必要です。） 

・多世代交流施設の貸館料金が免除される  

 場合があります。 

・当ボランティアセンターからボランティア

 関連情報・助成金情報などをお伝えします。 

・印刷機を無料でご利用いただけます。

 （コピー用紙はご持参ください） 

ボランティアセンターのご案内 

ボランティア登録の手続き 

登録団体一覧 

団体 

個人 

登録のメリット 登録方法 対象 

活動内容 団体名 

ボランティア探訪ボランティア探訪

かにえガイドボランティア夢案内人 
ゆめあないびと

朗読勉強会　言の葉 
こと は

・主に蟹江町内において自主的

・継続的なボランティア活動を

 行う団体

・営利・政治・宗教活動を目的

 としていない団体 

※団体運営のための会則・名簿

 があること
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つながりあい 幸せを  実感できるまちつながりあい 幸せを  実感できるまちかにえ
社協の１年間の計画と予算

災害準備品等の購入・管理
災害の発生に備え、災害時における必要物品の購入・管理・
整備を図ります。

低所得等で資金にお困りの方に、生活福祉資金・小口資金
などの貸し付けを行います。

ケアマネジャーが介護を必要とされる方のケアプランを作
成し、さまざまな介護サービスの連絡・調整を行います。

訪問介護事業
要支援・要介護認定を受けた高齢者の居宅へホームヘル
パーを派遣し訪問介護を行います。
介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービスＡの指定事業者として、要支援者の方を対
象に掃除や洗濯等の生活支援サービスを提供します。
自費ホームヘルプサービス事業
介護保険の対象外となるサービスを提供し、利用者の生活
の質を高め、地域における自立生活などの促進を図ります。

障がい者居宅介護事業
障がいのある方へホームヘルパーを派遣し訪問介護を行
います。

会議の開催
理事会（業務執行機関）、評議員会（議決機関）を開催します。
また、評議員選任・解任委員会を設置します。
自主財源の確保
皆さまにご協力いただく会員制会費、福祉愛応援シールや
福祉基金により、自主財源を確保します。
広報
広報紙「笑顔～かにえの福祉」の発行やホームページの運
営を行います。
音訳版・点訳版広報を配布
音訳グループと点訳グループのご協力を得て、社協や町の
広報紙等の音訳ＣＤや点字作成を行い、視覚障がい者の皆
さまへお届けします。
フードバンクの利用
ＮＰＯ法人セカンドハーベスト名古屋と社協が協定を結び、
生活にお困りの方に食料品をお届けします。

会食会
65歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、長寿会連合
会の皆さま方のご協力を得て、月１回、食事と温泉入浴・余
興をお楽しみいただけます。
配食サービス（町受託事業）
65歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、業者によ
る安否確認を兼ねた昼食用のお弁当を自宅まで毎週月
曜日から金曜日の内、希望日にお届けします。
友愛訪問活動
65歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、地域の方
が訪問する見守り活動です。
日常生活自立支援事業（県社協受託事業）
認知症高齢者等で判断能力が不十分な方に、福祉サービ
スの利用援助や日常的な金銭管理等のサポートを行います。
戦没者追悼式事業
先の大戦における本町の戦没者等に対し、御霊を追悼する
とともに、恒久平和を祈念するため戦没者追悼式を行い
ます。
心配ごと相談事業
弁護士による法律相談（月２回）と司法書士による相続・登
記・成年後見相談（偶数月１回）を行います。

ボランティアセンター
ボランティア登録、連絡調整やボランティア活動保険の加
入を行います。
かにえふくし探検隊
町内の小・中学生を対象に「ふくし」に関わる様々な人・物・
場所を訪ね、取材を行います。
障がい者スポーツ体験
町内の小学生を対象に障がい者スポーツの体験会を行います。
福祉実践教室
小学生が車いす・盲導犬・手話・点字の体験学習を行います。
青少年等ボランティア体験学習
中学生・高校生が、町内の保育所や高齢者福祉施設、地域
のサロンなどでボランティアを体験します。
ボランティア講座
手話講座や入門講座などを開催し、ボランティアを育成します。
泉人まつり
多世代交流施設を会場として、さまざまな方が交流し、地
域活動の啓発につながるイベント「泉人まつり」を行います。
寺子屋
町内の小学生を対象に、宿題や遊びを集まってできる寺子
屋を行います。
入浴健康講座
多世代交流施設の天然温泉を利用して、温泉の効果的な
入り方や効果、入浴後の体操などの方法を学ぶ健康講座を
行います。
共生型こども食堂
地域住民等の協力を得て、「共生型こども食堂」を行います。
出前講座
地域住民の要望に応じ、それぞれの地域に出向き、プログ
ラムの中からリクエストされた講座を行います。

車いすの無料貸出
ちょっとしたお出かけ時や一時的な利用にお貸ししてい
ます。
ふれあいバス旅行
65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、日帰りバス旅行
を実施します。
社会見学
身体障がい者の皆さまを対象に日帰りバス旅行を実施します。
子ども会活動の援助
子ども会活動中の傷害・賠償責任を補償する子ども会安全
共済会の加入を補助します。
中学校卒業生徒へ祝品贈呈
ひとり親家庭などの中学校卒業生徒へ祝品を贈呈します。
福祉団体などへ助成
福祉団体や、ふれあいいきいきサロンへ助成します。

移動支援事業
障がいのある方に対して、状況や環境に応じて外出時にお
ける移動中の介護などの支援、地域における自立生活及
び社会参加の促進を図ることを目的に移動支援事業を行
います。

障がいのある方からの相談に応じ、サービス等利用計画を
作成するなど、障がいのある方が住み慣れた地域で継続し
て本人らしく生活できるよう支援を行います。

生活支援体制整備事業
住民と関係機関などをつなぎ、「お互いさま」と思える暮ら
しやすい地域をみんなで作るお手伝いをします。
かにえまるごとサポートセンター事業
手助けをしてほしい人と手助けをする人が登録し、支えあ
い活動の支援を行います。また、地域支えあいサポーター
養成講座などを開催し、自発的な行動に向かう人材の育成
を行います。

蟹江町から指定管理者制度の委託を受け、「蟹江町多世代
交流施設」の管理運営を行います。当施設では、町民の福
祉向上と健康増進を図るとともに、世帯間の交流を通じた
活力ある地域づくりを図るため、広く町民の方に利用して
いただけるようにイベントや事業を提供し、地域福祉の充
実を図り、安心・安全に暮らせるまちの実現を目指します。

※1万円未満を四捨五入しています

寄附金収入
41 万円

経常経費
補助金収入
3,630 万円

貸付事業収入
10 万円

受託金収入
7,050 万円

事業収入
1,277 万円

介護保険
事業収入
1,824 万円

障害福祉
サービス等
事業収入
1,719 万円

受取利息
配当金収入
1 万円

基金積立
資産取崩収入
366 万円

事業区分間
繰入金収入
200 万円

前期末支払
資金残高
755 万円 会費収入

484 万円

法人運営事業
4,085 万円

地域福祉推進事業
1,220 万円

ボランティア
活動育成事業
85 万円

共同募金
配分事業
645 万円

資金
貸付事業
39 万円
居宅介護
支援事業
610 万円

居宅介護事業
1,170 万円

障がい福祉
サービス事業
24 万円

障がい者
相談支援事業
1,718 万円

生活支援体制
整備事業
1,218 万円

多世代交流施設
指定管理事業
6,450 万円

令和2年度予算

地域福祉推進事業

法人運営事業 ボランティア活動育成事業

資金貸付事業

障がい者相談支援事業（町受託事業）

生活支援体制整備事業（町受託事業）

多世代交流施設指定管理事業（町受託事業）

共同募金配分事業

NEWNEWNEW

居宅介護支援事業

居宅介護事業

障がい福祉サービス事業

収入
17,357万円

支出
17,264万円

※令和２年度事業計画と予算は本会において閲覧することができます。

翌年度への繰越額 93万円
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つながりあい 幸せを  実感できるまちつながりあい 幸せを  実感できるまちかにえ
社協の１年間の計画と予算

災害準備品等の購入・管理
災害の発生に備え、災害時における必要物品の購入・管理・
整備を図ります。

低所得等で資金にお困りの方に、生活福祉資金・小口資金
などの貸し付けを行います。

ケアマネジャーが介護を必要とされる方のケアプランを作
成し、さまざまな介護サービスの連絡・調整を行います。

訪問介護事業
要支援・要介護認定を受けた高齢者の居宅へホームヘル
パーを派遣し訪問介護を行います。
介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービスＡの指定事業者として、要支援者の方を対
象に掃除や洗濯等の生活支援サービスを提供します。
自費ホームヘルプサービス事業
介護保険の対象外となるサービスを提供し、利用者の生活
の質を高め、地域における自立生活などの促進を図ります。

障がい者居宅介護事業
障がいのある方へホームヘルパーを派遣し訪問介護を行
います。

会議の開催
理事会（業務執行機関）、評議員会（議決機関）を開催します。
また、評議員選任・解任委員会を設置します。
自主財源の確保
皆さまにご協力いただく会員制会費、福祉愛応援シールや
福祉基金により、自主財源を確保します。
広報
広報紙「笑顔～かにえの福祉」の発行やホームページの運
営を行います。
音訳版・点訳版広報を配布
音訳グループと点訳グループのご協力を得て、社協や町の
広報紙等の音訳ＣＤや点字作成を行い、視覚障がい者の皆
さまへお届けします。
フードバンクの利用
ＮＰＯ法人セカンドハーベスト名古屋と社協が協定を結び、
生活にお困りの方に食料品をお届けします。

会食会
65歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、長寿会連合
会の皆さま方のご協力を得て、月１回、食事と温泉入浴・余
興をお楽しみいただけます。
配食サービス（町受託事業）
65歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、業者によ
る安否確認を兼ねた昼食用のお弁当を自宅まで毎週月
曜日から金曜日の内、希望日にお届けします。
友愛訪問活動
65歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、地域の方
が訪問する見守り活動です。
日常生活自立支援事業（県社協受託事業）
認知症高齢者等で判断能力が不十分な方に、福祉サービ
スの利用援助や日常的な金銭管理等のサポートを行います。
戦没者追悼式事業
先の大戦における本町の戦没者等に対し、御霊を追悼する
とともに、恒久平和を祈念するため戦没者追悼式を行い
ます。
心配ごと相談事業
弁護士による法律相談（月２回）と司法書士による相続・登
記・成年後見相談（偶数月１回）を行います。

ボランティアセンター
ボランティア登録、連絡調整やボランティア活動保険の加
入を行います。
かにえふくし探検隊
町内の小・中学生を対象に「ふくし」に関わる様々な人・物・
場所を訪ね、取材を行います。
障がい者スポーツ体験
町内の小学生を対象に障がい者スポーツの体験会を行います。
福祉実践教室
小学生が車いす・盲導犬・手話・点字の体験学習を行います。
青少年等ボランティア体験学習
中学生・高校生が、町内の保育所や高齢者福祉施設、地域
のサロンなどでボランティアを体験します。
ボランティア講座
手話講座や入門講座などを開催し、ボランティアを育成します。
泉人まつり
多世代交流施設を会場として、さまざまな方が交流し、地
域活動の啓発につながるイベント「泉人まつり」を行います。
寺子屋
町内の小学生を対象に、宿題や遊びを集まってできる寺子
屋を行います。
入浴健康講座
多世代交流施設の天然温泉を利用して、温泉の効果的な
入り方や効果、入浴後の体操などの方法を学ぶ健康講座を
行います。
共生型こども食堂
地域住民等の協力を得て、「共生型こども食堂」を行います。
出前講座
地域住民の要望に応じ、それぞれの地域に出向き、プログ
ラムの中からリクエストされた講座を行います。

車いすの無料貸出
ちょっとしたお出かけ時や一時的な利用にお貸ししてい
ます。
ふれあいバス旅行
65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、日帰りバス旅行
を実施します。
社会見学
身体障がい者の皆さまを対象に日帰りバス旅行を実施します。
子ども会活動の援助
子ども会活動中の傷害・賠償責任を補償する子ども会安全
共済会の加入を補助します。
中学校卒業生徒へ祝品贈呈
ひとり親家庭などの中学校卒業生徒へ祝品を贈呈します。
福祉団体などへ助成
福祉団体や、ふれあいいきいきサロンへ助成します。

移動支援事業
障がいのある方に対して、状況や環境に応じて外出時にお
ける移動中の介護などの支援、地域における自立生活及
び社会参加の促進を図ることを目的に移動支援事業を行
います。

障がいのある方からの相談に応じ、サービス等利用計画を
作成するなど、障がいのある方が住み慣れた地域で継続し
て本人らしく生活できるよう支援を行います。

生活支援体制整備事業
住民と関係機関などをつなぎ、「お互いさま」と思える暮ら
しやすい地域をみんなで作るお手伝いをします。
かにえまるごとサポートセンター事業
手助けをしてほしい人と手助けをする人が登録し、支えあ
い活動の支援を行います。また、地域支えあいサポーター
養成講座などを開催し、自発的な行動に向かう人材の育成
を行います。

蟹江町から指定管理者制度の委託を受け、「蟹江町多世代
交流施設」の管理運営を行います。当施設では、町民の福
祉向上と健康増進を図るとともに、世帯間の交流を通じた
活力ある地域づくりを図るため、広く町民の方に利用して
いただけるようにイベントや事業を提供し、地域福祉の充
実を図り、安心・安全に暮らせるまちの実現を目指します。

※1万円未満を四捨五入しています

寄附金収入
41 万円

経常経費
補助金収入
3,630 万円

貸付事業収入
10 万円

受託金収入
7,050 万円

事業収入
1,277 万円

介護保険
事業収入
1,824 万円

障害福祉
サービス等
事業収入
1,719 万円

受取利息
配当金収入
1 万円

基金積立
資産取崩収入
366 万円

事業区分間
繰入金収入
200 万円

前期末支払
資金残高
755 万円 会費収入

484 万円

法人運営事業
4,085 万円

地域福祉推進事業
1,220 万円

ボランティア
活動育成事業
85 万円

共同募金
配分事業
645 万円

資金
貸付事業
39 万円
居宅介護
支援事業
610 万円

居宅介護事業
1,170 万円

障がい福祉
サービス事業
24 万円

障がい者
相談支援事業
1,718 万円

生活支援体制
整備事業
1,218 万円

多世代交流施設
指定管理事業
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令和2年度予算

地域福祉推進事業

法人運営事業 ボランティア活動育成事業

資金貸付事業

障がい者相談支援事業（町受託事業）

生活支援体制整備事業（町受託事業）

多世代交流施設指定管理事業（町受託事業）

共同募金配分事業

NEWNEWNEW

居宅介護支援事業

居宅介護事業

障がい福祉サービス事業

収入
17,357万円
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17,264万円

※令和２年度事業計画と予算は本会において閲覧することができます。

翌年度への繰越額 93万円
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かにまるカフェ　&　かにまるキッズひろば

日常生活でお困りのことはありませんか？

入門『手話講座』参加者募集
にゅう  もん しゅわ こう　　ざ さん　 か     しゃ     ぼしゅう

問合せ
参加費

内　容

場　所
日　時

多世代交流施設「泉人」
毎月第２日曜日　10:00～12:00

100円（小学生以下無料）

蟹江町社会福祉協議会　TEL0567-96-2940

工作・体操・茶話会・手相占い、オセロ、将棋、
麻雀等

８月　水のボールOoho!づくり
９月　敬老肩たたき棒づくり

無料

かにまるカフェ・泉人 てらこや「かにまるキッズひろば」

〇ご利用できる方
蟹江町民（在勤・在学の方を含む）
〇ご利用にあたって
・オムツを着用している方、介助が必要な方のご入浴は衛生・安全管理上お断りさせていただきます。
・駐車スペースに限りがありますので、お散歩バス等を利用してお越しください。

開館時間　午前１０時から午後６時まで
　　　　　浴室、貸館は午後５時まで（浴室の最終受付は午後４時３０分）
休  館  日　月曜日及び年末年始
               ※月曜日が祝日・休日の場合は直近の平日
住      所   蟹江町大字西之森字海山326番地３
Ｔ　Ｅ　Ｌ　 0567-95-0026
駐  車  場　47台

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催中止になる場合があります。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により開催中止になる場合があります。

会議室等の貸出しも行っていますので、詳しくはお問い合わせください。

「泉人」かわらばん
せんと

多世代交流施設「泉人」のご利用案内

無料

法律相談（予約制）

日　　時

場　　所
対 象 者
受 講 料
定　　員

申 込 み

８月２日、９日、１６日、２３日　毎週日曜日
午前10時10分～11時40分（全４回）
多世代交流施設「泉人」３階
小学生以上。1回だけの参加も可能です。
学生は無料。学生以外は200円（テキスト代等）
20名（応募者多数の場合は抽選）
※新規申込者が４名以下の場合は中止します
※以前に講座を受けた方もお申込みできますが
　新規の方を優先します
７月20日（月）までに蟹江町社会福祉協議会
TEL96-2940

相続・登記・成年後見相談（予約制）

電話予約 TEL:0567-96-2940　月曜日～金曜日（祝日除く）　午前８時30分～午後５時

予約方法 相談したい月の前月１日から
電話予約（TEL0567-96－2940）ができます。
※１日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から
月曜日～金曜日（祝日除く）

相談時間 午後１時～３時（１件あたり30分程度）場　　所 多世代交流施設「泉人」（１階で受付）

予約方法 相談したい月の前月１日から相談日の前週の
金曜日まで電話予約（TEL0567-96－2940）
ができます。
※１日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から

7月
10日（金）
31日（金）

8月
14日（金）
28日（金）

9月
11日（金）
25日（金）

相 談 日
予約締切

8月
19日（水）
14日（金）

10月
21日（水）
16日（金）

「かにまるカフェ」は、「来た人たちがそれぞれの過ごしたいように過ごせる
場所」をモットーに、思い思いに過ごせる場所づくりを行っています。今年度
は子どもたちのつどいの場「かにまるキッズひろば」も同時開催することによ
り、様々な世代が集まる居場所として楽しんでいただけます。

耳の聞こえない方とお話ししたことはありますか？ 耳の聞こえない人たちのことを知って、楽しく
手話を学びませんか？ 手話は聞こえに障がいのある方たちが手で話す大切な「ことば」です。

※登記手続上の相談に限られます

Q.表紙の写真は蟹江町の
　 どこで撮ったものでしょうか？

４月号の答えは「③カニ」でした。
多数のご応募ありがとうございました。

正解者の中から抽選で１名様に図書カード(1,000円)・抽選で５名
様に福祉 愛 応援シールを差し上げます。抽選結果は発送をもって
代えさせていただきます。

〈締切〉令和２年７月3１日（金）（当日消印有効）
＊お預かりした個人情報は厳正に管理のうえ、図書カード等の発送
のみに使わせていただきます。
＊お寄せいただいた内容は、本会のホームページや「笑顔～かにえ
の福祉」で紹介させていただくことがあります。

♡

①　給食センターの近く
②　図書館の近く
③　泉人の近く

ハガキに①クイズの答え②郵便番号③住所④氏名⑤年齢
⑥電話番号⑦広報紙「笑顔～かにえの福祉」の感想や社
会福祉協議会へのご意見を書いてお送りください。

蟹江町大字西之森字海山326番地３
社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会「福祉クイズ」係

福祉クイズ？？
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みみ き ひとはなし

入浴施設について

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、臨時休館になる場合があります。
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蟹江町民（在勤・在学の方を含む）
〇ご利用にあたって
・オムツを着用している方、介助が必要な方のご入浴は衛生・安全管理上お断りさせていただきます。
・駐車スペースに限りがありますので、お散歩バス等を利用してお越しください。

開館時間　午前１０時から午後６時まで
　　　　　浴室、貸館は午後５時まで（浴室の最終受付は午後４時３０分）
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※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催中止になる場合があります。
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会議室等の貸出しも行っていますので、詳しくはお問い合わせください。
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多世代交流施設「泉人」のご利用案内
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※以前に講座を受けた方もお申込みできますが
　新規の方を優先します
７月20日（月）までに蟹江町社会福祉協議会
TEL96-2940

相続・登記・成年後見相談（予約制）

電話予約 TEL:0567-96-2940　月曜日～金曜日（祝日除く）　午前８時30分～午後５時

予約方法 相談したい月の前月１日から
電話予約（TEL0567-96－2940）ができます。
※１日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から
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予約方法 相談したい月の前月１日から相談日の前週の
金曜日まで電話予約（TEL0567-96－2940）
ができます。
※１日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から
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10日（金）
31日（金）

8月
14日（金）
28日（金）

9月
11日（金）
25日（金）

相 談 日
予約締切

8月
19日（水）
14日（金）

10月
21日（水）
16日（金）

「かにまるカフェ」は、「来た人たちがそれぞれの過ごしたいように過ごせる
場所」をモットーに、思い思いに過ごせる場所づくりを行っています。今年度
は子どもたちのつどいの場「かにまるキッズひろば」も同時開催することによ
り、様々な世代が集まる居場所として楽しんでいただけます。

耳の聞こえない方とお話ししたことはありますか？ 耳の聞こえない人たちのことを知って、楽しく
手話を学びませんか？ 手話は聞こえに障がいのある方たちが手で話す大切な「ことば」です。

※登記手続上の相談に限られます

Q.表紙の写真は蟹江町の
　 どこで撮ったものでしょうか？

４月号の答えは「③カニ」でした。
多数のご応募ありがとうございました。

正解者の中から抽選で１名様に図書カード(1,000円)・抽選で５名
様に福祉 愛 応援シールを差し上げます。抽選結果は発送をもって
代えさせていただきます。

〈締切〉令和２年７月3１日（金）（当日消印有効）
＊お預かりした個人情報は厳正に管理のうえ、図書カード等の発送
のみに使わせていただきます。
＊お寄せいただいた内容は、本会のホームページや「笑顔～かにえ
の福祉」で紹介させていただくことがあります。

♡

①　給食センターの近く
②　図書館の近く
③　泉人の近く

ハガキに①クイズの答え②郵便番号③住所④氏名⑤年齢
⑥電話番号⑦広報紙「笑顔～かにえの福祉」の感想や社
会福祉協議会へのご意見を書いてお送りください。

蟹江町大字西之森字海山326番地３
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 ケアラーズカフェのご案内

とだより♪とだより♪ほっ

日　　時

行 き 先
対 象 者

参 加 費
募集人数
申 込 み

そ の 他

時給体制 生活援助　時給1,100円　(1,060円)
　　　　 身体介護　時給1,430円　(1,390円)

お出かけや通院時の一時的なご利用に
車椅子を無料で貸出しています。

９月２０日（日）
午前８時出発　雨天決行
役場北側駐車場へ集合
午後５時３０分帰着予定
長野県梅花園（梨狩り）他
蟹江町在住で身体障害者手帳をお持ちの方
※介助者が必要な場合は１名まで参加できます
ひとり ３，０００円（当日お支払いください）
１１０名（応募者多数の場合は抽選）
８月７日（金）までに蟹江町社会福祉協議会
TEL96-2940　FAX95-7986
車椅子リフト付き観光バスも利用します。
（車椅子座席数に制限あり）
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、
日程変更又は中止する場合があります。

対 象 者

利 用 料
貸出期間
手 続 き

「車椅子」寄贈
令和２年３月13日、株式会社中京
銀行様より車椅子４台を寄贈して
いただきました。
ご寄贈いただきました車椅子は地
域福祉活動等で有効に使わせて
いただきます。

ご寄贈いただきまして、誠にありがとうございました。 ご寄付ありがとうございました（受付順）
令和２年２月13日～令和2年５月11日

“小さな善意で大きな愛の輪”募金運動
ピアゴ蟹江店　様…487,990円
名古屋ヤクルト販売株式会社　様…3,477円

　「泉人まつり×にこにこママフェス
タ」は、蟹江町で活動するボランティ
アや福祉団体・事業者と子育て支援
を行うＮＰＯ法人にこにこママネット
ワーク及び蟹江町社会福祉協議会
が協力して開催する総合的な福祉
フェスティバルです。このイベントは、
地域の福祉活動に関わる様々な方
が日ごろの活動や取り組みを伝え、
普段あまり地域の福祉活動に接点
がない方にも広く興味を持ってもら
えるようなコミュニケーションの場
をつくることを目指しています。
　蟹江町の地域福祉活動を広げ、
より暮らしやすいまちにしていくた
めにも、みなさまからのあたたかい
ご支援ご協力を賜りますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、当面の間、蟹江町地域包括支援センターが主催するケアラーズカフェは、
原則 9月まで中止します。ケアラーズカフェの開催を楽しみにされていた方々には誠に申し訳ありませんが、ご理解とご協力を
お願いいたします。
　中止・延期を決めたカフェを以下の通り、お知らせいたします。なお、ここに掲載されていなくても中止になる場合があります
ので、お出かけになる前に主催者等にご確認ください。

学生時代に抱いていた「地域福祉に
携わりたい」という夢が叶い、大変う
れしく思っています。どうぞよろしく  
　お願いいたします。

出前講座をお届けします！
　蟹江町社会福祉協議会では、様々な生活課題の表面化が
進む現代において、「ふくし」に関わる様々な出前講座をお届
けすることで、住民のみなさまのより豊かな生活環境づくり
をお手伝いします。

●開催テーマ
　福祉体験講座や介護保険関係の講座、地域の活動や現代
　の様々な生活課題についてなど、様々なテーマからお選
　びいただけます。またリクエスト講座にもお応えしますの
　でご相談ください。テーマ一覧は蟹江町社会福祉協議会
　へ問合せいただくか、ホームページをご覧ください。
●実施期間・日時
　年間を通じて随時開催します。
　※原則として平日の午前９時から午後５時の間
●開催場所
　公民館など、ご依頼の場所に出向きます。
●受講料
　無料
●問合せ
　蟹江町社会福祉協議会
　TEL 0567-96-2940

車椅子貸出し

蟹江町の福祉イベントを応援していただける方（企業、団体、個人）を募集しています。

「泉人まつり×にこにこママフェスタ」協賛のお願い

身体に障がいをお持ちの皆さまへ

登録ヘルパーさん募集

梨狩りに
でかけましょう！

※(　)内は新規雇用から３か月間の時給です
　休日手当・早朝手当・深夜手当あり

募集条件
６０歳未満で、介護福祉士・ホームヘルパー
養成研修２級課程以上の修了者または、初
任者研修・実務者研修の修了者のいずれ
かの資格をお持ちの方

町在住の方で、一時的または他制度利用までのつ
なぎに必要な方。町外の親族の方が蟹江町に滞
在し介助を必要とする時にもお貸しできます。
無料
３か月以内
申請者の印鑑と利用される方の身分証明証(免許
証・健康保険証など)をお持ちいただき、蟹江町社
会福祉協議会窓口で申請してください。

●イベント開催日時
　令和2年11月3日（祝・火）10：00～14：00
●会場　多世代交流施設「泉人」
●協賛内容
　①物品協賛
　　物品提供による協賛です。クイズラリー等の景品、参加者へのお土産、ボッチャ等
　　のゲームの参加賞として利用させていただきます。
　②資金協賛
　　資金提供による協賛です。運営費や広報等ＰＲ、子どもの遊び場等の資機材費と
　　して利用させていただきます。
　③その他の協賛
　　広告や広報誌などへの掲示による協賛。
●協賛の特典
　協賛いただいた方（企業、団体、個人）は、当日の会場看板や配布ちらし及び社会福
　祉協議会のホームページ、広報誌等で協賛者名を掲載いたします。
●募集期間
　令和２年10月16日（金）まで
●問合せ
　蟹江町社会福祉協議会
　TEL 0567-96-2940  FAX 0567-95-7986

7/2（木）教室…中止
8月…お休み
9/3（木）イベント…中止
10/1（木）カフェ
11/5（木）カフェ
11月下旬イベント…中止
12月…お休み
1/7（木）カフェ
2/4（木）カフェ
3/4（木）カフェ　

「使い捨てトイレ」寄贈
令和２年４月、連合愛知様より「使い捨て携帯トイレ」６００個を
寄贈していただきました。お受けしました品物は災害時の備
えとして活用させていただきます。

お気軽にご相談ください

他の制度について、ご不明な点がございましたらご相談ください。

なし

急募

新 入 職 員

紹 介 コ ー ーナ

新しく入った
職員を紹介
します！

総務・地域福祉係
小泉　智恵
こいずみ　　　ち     え

【時間】　10：30～11：30
【場所】　多世代交流施設「泉人」2階　多目的室1
　　　　（大字西之森字海山326番地3）
【問合せ】　蟹江町東地域包括支援センター℡0567-94-3320
　　　　　蟹江町西地域包括支援センター℡0567-94-1165

Cafe
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 ケアラーズカフェのご案内

とだより♪とだより♪ほっ

日　　時

行 き 先
対 象 者

参 加 費
募集人数
申 込 み

そ の 他
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対 象 者

利 用 料
貸出期間
手 続 き
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地域の福祉活動に関わる様々な方
が日ごろの活動や取り組みを伝え、
普段あまり地域の福祉活動に接点
がない方にも広く興味を持ってもら
えるようなコミュニケーションの場
をつくることを目指しています。
　蟹江町の地域福祉活動を広げ、
より暮らしやすいまちにしていくた
めにも、みなさまからのあたたかい
ご支援ご協力を賜りますよう、よろ
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れしく思っています。どうぞよろしく  
　お願いいたします。

出前講座をお届けします！
　蟹江町社会福祉協議会では、様々な生活課題の表面化が
進む現代において、「ふくし」に関わる様々な出前講座をお届
けすることで、住民のみなさまのより豊かな生活環境づくり
をお手伝いします。
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