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１ 基本方針 

近年、大規模な自然災害や、新型感染症の流行などにより、私たちの生活環

境は常に危険と隣り合わせであることを考えさせられる状況にあります。私た

ちは多くの災害を通して、社会的インフラや人と人とのつながりの脆弱なとこ

ろに、そのひずみが生まれることを学びました。こうした中で蟹江町社会福祉

協議会は、住民同士が共に支え合い、安心していきいきと暮らせる町であるた

めに、生活課題を掘り起こし、早めに必要な手当をしていく「人づくり」と「仕

組みづくり」に積極的に取り組んでまいります。 

社会福祉協議会は地域福祉推進の中核的な組織として、令和２年度から令和

７年度の６年間を計画期間とした、蟹江町の「地域福祉計画」と本会の「地域

福祉活動計画」を一体的に策定し、今年度は計画の２年目となります。基本理

念である「つながりあい 幸せを実感できるまち かにえ」に基づき、計画の

重点的な取り組みや基本施策を展開していきます。 

  住民参加型の生活支援「かにえまるごとサポートセンター」は、制度の狭間

の困りごとや複合的な生活課題を抱える住民のニーズに応じ、地域住民の力で

解決するしくみの１つとして展開しております。昨年の12月より蟹江町の南部

地域では、民間の力もお借りしながら、モデルケースではありますが「移動支

援ボランティア事業『かにあし』」がスタートしました。引き続き、地域力の

強化や「地域共生社会」の実現にもつながる地域福祉活動として、さらなる事

業の充実に取り組んでまいります。 

  また、社会福祉協議会は、地域福祉と在宅介護サービスが揃う「ふくしの専

門店」として、分野を問わず、さまざまな相談を受け止め、一人ひとりの困り

ごとを解決するための生活支援・介護サービスから、ボランティアの支援、地

域の絆と交流を育む居場所づくりの支援まで幅広い地域福祉活動を行い、この

町のすべての人々の暮らしを支える組織となれるよう努力してまいります。 

  そして、災害時におけるボランティア活動に迅速に対応するため、災害ボラ

ンティアの育成や連絡調整機能の強化等、災害時における支援体制づくりを進

めてまいります。 

 多世代交流施設「泉人」につきましては、昨年の10月で２周年を迎えました。

天然温泉を使用した源泉かけ流しの入浴施設や会議室・多目的室等の貸館利用

を中心に、たくさんの住民の方にご利用いただいております。今後も、子ども

から高齢者まで多くの世代の方々の活動の場や交流の場となるよう、引き続き

多様な事業を推進し、質の高い住民サービスを提供してまいります。 

  その実現に向けて、公益性と透明性の高い事業・組織の経営を行いながら、

住民の皆さまとともに歩む地域福祉の推進と親しまれる福祉

サービスの提供に努め、以下の諸事業を実施してまいります。 
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２ 重点的な取り組み 

基本目標 重点事業 施策の方向 

地域福祉を

進める意識

を高める 

多世代交流の推進 子どものころから福祉に対する意識の

向上を図るとともに、お互いを理解し尊重

しあうこころを育むため、多世代交流の機

会の充実を図ります。 

地域福祉を

進めるしく

みをつくる 

地域福祉推進体制

の整備 

地域を町全体として捉えるだけでなく、

中学校区・小学校区・町内会単位での多層

的な地域福祉の推進を視野に入れた地域

福祉推進体制を整備します。 

地域におけるコー

ディネート機能の

強化 

地域における自立生活を支援するため

の環境整備を行う生活支援コーディネー

ターや、地域福祉の推進を支援するコミュ

ニティソーシャルワーカーを育成・設置

し、その活動の活発化を通じて、地域にお

けるコーディネート機能を強化します。 

地域福祉の

担い手を育

てる 

意見交換の機会づ

くり 

町民・町・社会福祉協議会が一緒に地域

福祉の推進を考え、意見交換を行う地域懇

談会などの機会をつくり、定期的に実施し

ます。同時に、町や社会福祉協議会の職員

が地域で意見交換を行うための資質の向

上に努めます。 

安心して生

活できる地

域の環境を

つくる 

権利を守る支援策

の充実 

障害や認知症等により判断能力に不安

がある方が、地域で安心して暮らせるよう

に、成年後見制度の利用を促進する等、権

利擁護を推進します。 
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３ 事業の主な取り組み 

⑴ 法人運営事業 

 ア 法人運営事業 

   事業名等 内         容 

理事会等の開催 

【予算額 535 千円】 

 

各種事業を効率的・効果的に実施するために、

業務執行機関としての理事会、議決機関である評

議員会を開催します。（5 月・6 月・9 月・3 月など） 

また、評議員選任・解任委員会の設置により法

人組織の基盤強化に努めます。 

 

 

監査及び会計指導 

【予算額 1,162 千円】 

ガバナンスの強化や透明性の高い法人運営（経

営）を図るため、監事による監査及び公認会計士・

顧問税理士・社会保険労務士との業務委託を行い

ます。 

 

自主財源の確保 

（会員募集） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①一般会員 

地域の町内会等のご協力を得て、会員を募集し

ます。加入率・会費額が毎年減少傾向にあること

から、町内会の総会及び会合等へ積極的に出向き、

趣旨等を説明しご理解を得るよう加入促進を図り

ます。 

②法人会員 

民生委員協議会と社協が一体となり会員を募集

します。昨年度の実績を踏まえながら本年度も新た

な法人・事業所等の新規開拓を積極的に図ります。 

③会員章 

 町民の皆様に親しまれやすいように会員章のデ

ザインを改良し、自主財源の確保に努めます。 

一般会員章…緑色 特別会員章…銀色 

法人会員章…金色 

④会費募集パンフレット・会費封筒 

 紙の材質を調整し、パンフレットを１色刷りに

するなど経費節減を図ります。 
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   事業名等 内         容 

（福祉愛応援シール） 

 

 

自主財源の確保と社協のＰＲを兼ねた「福祉愛

応援シール」を各種団体、法人・事業所、個人等

に対し積極的にご協力をお願いしていきます。 

各種団体に対しては、団体の役員会及び事業開

催時等を利用してご協力をお願いします。 

法人・事業所においては、会費依頼時等を利用

してご協力をお願いしていきます。 

職域として職場における職員・社員・従業員の

方などへもご協力をお願いしていきます。 

個人店舗への設置などＰＲに努めていきます。 

 

有料広告の募集掲載 自主財源の確保になる有料広告の掲載を広報紙

及びホームページを対象に取り組んでいきます。 

 

民生委員児童委員 

協議会との連携強化 

 

毎月の定例民協への出席を始め、民生委員協議

会の主催する各種事業等へも積極的に参加するな

ど、民生委員協議会と社協との良好な連携関係を

構築していきます。 

 

職員研修の充実 

 

職員のスキルアップのため、県社協などの関係

機関や各種団体が主催する講座・研修会等へ積極

的に職員を派遣します。 

 

その他 

 

 会費や寄付金等の自主財源の確保には、社協の

認知度を高めていく必要があります。 

社協の広報紙（年４回）やホームページなど社

協自らで自己ＰＲを行うにも限界があるため、社

協活動と車の両輪に例えられる町（行政側）にも

町広報などを通じて社協を積極的にＰＲしてもら

えるような働きかけをしていきます。 
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  イ 広報啓発活動事業 

事業名等 内         容 

広報紙の発行 

【予算額 1,502 千円】 

 

広報紙は、社協の活動を住民の皆様に知ってい

ただく広報手段です。広報紙「笑顔～かにえの福

祉」を年４回（４月、７月、10 月、１月）発行し

全戸配布します。 

紙面は、社協事業、ボランティア活動、住民福

祉活動を主眼におき、文字の大きさは、高齢者に

配慮して大きくし文字量を少なくします。そして、

できるだけ写真やイラストを多くふんだんに掲載

することを心掛け、「読む広報」から「見る広報」

へと親しみのある紙面づくりをしていきます。 

ホームページの充実 

 

タイムリーな情報発信を行い、写真やイラスト

を掲載して分かりやすく、見やすい画面を心掛け、

地域福祉活動への関心を高めていきます。 

音訳・点訳による広報

の充実 

音訳・点訳グループのご協力を得て、広報紙「笑

顔～かにえの福祉」や町広報「まちから」等の音

訳・点字作成を行い、目の不自由な皆様へお届け

します。 

 

ウ 福祉基金事業 

   事業名等 内         容 

福祉基金 

 

個人及び団体などに寄付していただくよう広報

紙やホームページを通じて積極的に寄付をお願い

していきます。また、お店や個人事業所等への卓

上基金箱も設置拡大していきます。 

 

エ 生活困窮者支援事業 

   事業名等 内         容 

フードバンクの利用 

【予算額 30 千円】 

 

生活困窮者を援助するため、社協とセカンドハ

ーベストが協定を結び、食料品など社協を通じて

お届けします。 
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⑵ 地域福祉推進事業 

ア 会食会事業  

   事業名等 内         容 

会食会事業 

【予算額 442 千円】 

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（学区役員・婦人部協力員）の皆様方

のご協力を得て昼食会を開催します。 

業者よりご飯類、汁物、おかずを大鍋等により

搬入し、長寿会婦人部の皆さまのご協力により食

事提供を実施します。長寿会婦人部の皆さまや老

人クラブ会長さんには、盛付や受付、配膳及び後

片づけの協力をお願いします。 

また、会食会の後は、保育所園児による高齢者

とのふれあいやマジックなど余興を開催し楽しい

時間を過ごしていただきます。 

 

実 施 日 毎月第２水曜日 

実施時間 午前 10 時から午後１時 30 分まで 

実施場所 
多世代交流施設２階多目的室１

他 

実施内容 温泉入浴・昼食・余興 

利 用 料 
１回 200 円 

（お風呂料金は別途必要） 

交通機関 町お散歩バスなど 

参 加 者 41 人（Ｒ３年２月現在） 
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イ 配食サービス事業 

事業名等 内         容 

配食サービス事業 

（町受託事業） 

【予算額 8,501 千円】 

 

 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び 65 歳以上

の者のみで構成される世帯並びに会長が認めた特

例世帯に対して、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お届けしています。 

配食日を週５回（月曜日～金曜日）とし、引き

続きひとり暮らし高齢者等への福祉サービス向上

を図ります。 

 なお、調理及び配達、注文、集金はすべて業者

へ委託し、高齢者食、一般食、医療食など利用者

が豊富な食材から自ら選択できるよう事業の充実

を図ります。 

 

実施日 
毎週月曜日から金曜日までの内、希望日 

（祝日及び年末年始を除く） 

利用料 １食 230 円他（委託料 270 円含まず） 

利用者 263 人（Ｒ３年１月現在）※申請者含む 

申込み 随時受付をしています 
 

 

ウ 友愛訪問活動事業 

事業名等 内         容 

友愛訪問活動事業 

【予算額 1,814 千円】 

 

 

婦人会と長寿会連合会の皆さまのご協力によ

り、65 歳以上のひとり暮らし高齢者等の安否確認

や悩みごと相談を行い、心身の健康保持と生活の

安定を図ります。 

また、地域の協力員が訪問することにより、地

域とのつながりを深めることができます。 

月２回 10 人（婦人会 第 1・3 週） 

月２回 87 人（長寿会 第 2・4 週） 

毎週 12 人（婦人会・長寿会連合会） 

利用者合計 109 人（Ｒ３年 1 月現在） 
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エ 日常生活自立支援事業 

事業名等 内         容 

日常生活自立支援事

業(県社協受託事業） 

【予算額 586 千円】 

 

日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知

的障がい者、精神障がい者などの方で、判断能力

が不十分な方が地域で自立した生活を送ることが

できるよう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。 

実施日 
月曜日から金曜日まで   

（祝日及び年末年始を除く） 

実施時間 午前８時 30 分から午後５時 15 分 

利用料 

福祉サービス利用手続き・金銭管理

サービス→1 回 1,200 円 

書類預かりサービス→年間 3,000 円 
 

 

オ 団体助成事業 

事業名等 内         容 

団体助成事業 

【予算額 640 千円】 

 

 

関係団体が自立して自らの団体の目指す活動

ができるように支援するとともに、補助金や助成

金の交付、バスの借上げなどを行っていきます。 

関係団体 

長寿会連合会・ボーイスカウト 

子ども会連絡協議会・保護司会 

人権擁護委員会 
 

 

カ 戦没者追悼事業 

事業名等 内         容 

戦没者追悼式事業 

【予算額 339 千円】 

 

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、

遺族会の協力により戦没者追悼式を開催します。 

実施日 毎年 10 月中旬 

実施場所 中央公民館分館 ４階 大会議室 

参列者 遺族、町長、町議会議長、町遺族会

会長、嘱託員会会長他 

参列者数 約 40 人 
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キ 心配ごと相談事業 

事業名等 内         容 

心配ごと相談事業 

【予算額 585 千円】 

 

住民の皆さまからの生活に関わる相談に適切

に対応できるように相談体制の充実を図ります。 

●弁護士による法律相談（予約制） 

実施日時 毎月第２・第４金曜日  

午後１時から午後３時まで 

所用時間 1 人 30 分 

実施場所 多世代交流施設 

相談員 弁護士（県弁護士会からの派遣） 

●司法書士による相続・登記・成年後見相談

（予約制） 

実施日時 偶数月第３水曜日 

午後 1 時から午後３時まで 

所用時間 1 人 30 分 

実施場所 多世代交流施設 

相談員 司法書士（県司法書士会からの派

遣） 

※相談種別毎に１年度につき一人２回まで 
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⑶ ボランティア活動育成事業 

事業名等 内         容 

ふくし映画鑑賞会 

【予算額 7 千円】 

 

 

町内の小中学生を対象として、「ふくし」に関わ

る映画を鑑賞し、意見交換を行います。意見交換

を通して「ふくし」への理解を深めるとともに、

様々な人の意見を尊重する姿勢を学びます。 

実施内容 
「ふくし」に関する映画の鑑賞及

び意見交換会の実施。 

実施日 ８月上旬 

対象者 町内の小中学生 

参加予定者数 約 30 人 
 

障がい者スポーツ体験 

（県社協助成事業） 

【予算額 48 千円】 

 

 

 

 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。スポーツを通じて障がいや障が

いのある方への理解を深め、多様な人々が参画す

る社会の魅力を発見します。 

実施内容 障がい者スポーツについての

講習及び体験 

対象者 町内の小学生 

参加予定者数 約 60 人 
 

福祉実践教室の開催 

（県社協助成事業） 

【予算額 200 千円】 

 

 

小学校と連携し、手話、点字、車椅子、盲導犬

などの体験学習と障がい者を理解するための講演

会などを行います。 

実施日 ５月から 10 月 

実施場所 小学校（５校） 

実施内容 手話、点字、車椅子、盲導犬の 

体験学習及び講演 

対象者 ３年生から６年生まで 

参加予定者数 約 1,300 人 
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事業名等 内         容 

青少年ボランティア

体験学習事業 

（県社協助成事業） 

【予算額 62 千円】 

 

夏休み期間を利用して、中学・高校生を対象と

したボランティア講座や体験学習を行います。 

実施日 ８月上旬（事前説明会） 

８月下旬（体験学習） 

実施場所 町内の保育所、福祉関連施設、

地域のサロンなど 

実施内容 保育所、介護施設、地域のサロ

ンなどでの体験学習 

対象者 町内の中学・高校生 

参加予定者数 約 40 人 
 

ボランティア講座の

開催 

（県社協助成事業） 

【予算額 171 千円】 

 

 

 

 ボランティアに関心のある町民を対象に各種の

講座を開催します。受講された方へボランティア

登録をお願いし、受講後もボランティア活動の場

を提供します。 

ボランティア講座 

手話講座・傾聴講座・ボランティア入門講座 
 

ボランティア活動の

支援 

 

ボランティアセンターの機能充実とボランティ

ア活動を支援します。 

ボランティアの登録及び連絡調整 

ボランティア活動保険の加入 

福祉体験をテーマとした作文の募集 

高齢者擬似体験セットの貸出 

ボランティア交流会の実施 
 

地域におけるコーディ

ネート機能の強化 

地域福祉の推進を支援するコミュニティソーシ

ャルワーカー（CSW）を育成・設置し、その活動を

活発化することで地域におけるコーディネート機

能を強化します。 
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事業名等 内         容 

災害時におけるボラ

ンティア体制の整備 

 

災害時におけるボランティア活動に迅速に対応

するため、災害ボランティアの確保・育成や連絡

調整機能の強化、平常時からの関係団体とのネッ

トワークづくりなど、災害時における支援体制の

整備を図ります。 

災害ボランティアセンターの設置 

災害ボランティアセンターの運営・マニュア

ルの見直し・検討 

行政や町内会を始め、ボランティア団体など 

の関係機関との連携体制の構築 

防災ボランティアコーディネーター養成講

座の共催 

県社協及び西尾張地区内社協災害時支援協

定に基づく活動の実施 

災害備品類の購入・管理 

災害ボランティアセンター設置訓練の実施 
 

多世代交流施設での

泉人まつりの開催 

（県社協助成事業） 

【予算額 164 千円】 

 

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」を開催します。 

実施回数 年間１回 

実施場所 蟹江町多世代交流施設 

実施内容 多世代交流を目的としたイベ

ントの開催 
 

寺子屋の開催 

【予算額 12 千円】 

 

主に町内の小学生を対象として、宿題や遊びを

集まってできる寺子屋を開催します。 

実 施 日 毎月第２日曜日 

午前10時～正午まで（年間12回） 

実施場所 蟹江町多世代交流施設 

実施内容 宿題、遊び、相談など子どもを

対象としたつどいの場の開催 

対象者 主に町内の小学生 

参加予定者数 各回約 15 人（年間約 180 人） 
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事業名等 内         容 

共生型こども食堂の

開催 

【予算額 82 千円】 

 

地域住民等の協力を得て「共生型こども食堂」

を開催します。 

実施回数 年間２回 

実施場所 蟹江町多世代交流施設 

実施内容 子どもを中心に多世代が交わ

ることができる食堂の開催 

予定食数 各回 30 食（要予約） 
 

出前講座の開催 地域住民の要望に応じて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

開催します。 

実施回数 年間最大 12 回 

実施内容 社会福祉協議会事業、福祉全般

に関する講座の実施 

予定人数 各回 30 名程度 
 

ふれあい・いきいき 

サロンの支援 

 

身近な場所で支え合いの関係づくりができるよ

うに、サロン活動の支援と拡充を図ります。また、

助成金や補助金の交付を通して、サロン活動の安

定した継続を支援します。これらにより、住み慣

れた地域で安心していきいきとした生活を送って

いくための地盤づくりを進めます。 

 

サロン助成金の交付 

【予算額 480 千円】 

・助成金交付サロン数：13 個所（令和２年度） 

 

サロン補助金の交付 

【予算額 1,150 千円】 

（町受託事業） 

・補助金交付サロン数：７個所（令和２年度） 
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⑷ 共同募金配分事業 

 ア 高齢者福祉活動事業 

事業名等 内         容 

ふれあいバス旅行の

実施 

【予算額 672 千円】 

 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者に対して、民協

高齢者福祉部会のご協力により、日帰りバス旅行

を実施することで外出の機会を提供し社会参加を

促します。 

実施月 ６月下旬 

参加予定者 約 90 人（バス２台） 
 

団体助成事業 

【予算額 500 千円】 

 

関係団体等が自発的に、自立して自らの団体の

目指す活動ができるよう助成を行っていきます。 

関 係 団 体 

長寿会（50 単位老人クラブ約 2,700 人） 
 

 

イ 障がい児・者福祉活動事業 

事業名等 内         容 

身体障がい者社会見

学の実施 

【予算額 941 千円】 

 

身体障がい者に対して、民協障がい部会やボラ

ンティアの皆さま方のご協力により、日帰りバス

旅行を実施することで外出の機会を提供し社会参

加を促します。 

実施月 ９月中旬 

参加予定者 約 110 人（バス３台） 
 

団体助成事業 

【予算額 403 千円】 

 

 

障がい関係団体等が自発的に、自立して自らの

団体の目指す活動ができるよう助成を行っていき

ます。 

関 係 団 体 

心身障害児（者）保護者会 

ワークス保護者会 

身体障害者福祉会 
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ウ 児童・青少年福祉活動事業 

事業名等 内         容 

全国子ども会安全共

済会への加入助成 

【予算額 202 千円】 

 

 子ども会活動を安心して行うために、子ども会

が主催する活動における事故のけが等について補

償される共済会へ加入助成をします。 

対象予定者 加入者全員 約 1,680 人  

加入額 年１人 120 円(10 月以降 110 円) 
 

小中学校児童生徒会

活動助成金 

【予算額 57 千円】

 

 児童生徒会活動を支援するため、小中学校児童

生徒会に対して、昨年度共同募金に寄付をいただ

いた実績額に応じて助成金を配分します。 

小学校５校・中学校２校 

 

 

 

団体助成事業 

【予算額 446 千円】 

関係団体等が自発的に、自立して自らの団体の

目指す活動ができるよう助成を行っていきます。 

関 係 団 体 

子ども会（45 単位子ども会約 1,680 人） 
 

 

エ 母子・父子福祉活動事業 

事業名等 内         容 

ひとり親家庭等中学

校卒業祝品の支給 

【予算額 114 千円】 

 

母子・父子家庭等のひとり親家庭や両親のいな

い家庭の中学校（特別支援学校の中学部含む）を

卒業する生徒へのお祝いと激励の意味を込めて、

祝品（図書カード）を贈呈します。 

 

対象予定者 38 人 
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オ 福祉育成・援助活動事業 

事業名等 内         容 

福祉用具貸出事業 

【予算額 140 千円】 

 

 一時的に車椅子が必要な方に対して、無料で貸

し出しを行います。 

車椅子保有台数 24 台 

対象者 町に住所がある方 

貸出期間 原則３か月以内 
 

団体助成事業 

【予算額 204 千円】 

 

 

関係団体等が自発的に、自立して自らの団体の

目指す活動ができるように、昨年度の共同募金実

績額に応じて助成を行っていきます。 

関 係 団 体 

長寿会連合会 子ども会連絡協議会 

身体障害者福祉会 遺族会 

保護司会 ボーイスカウト 

婦人会 心身障害児（者）保護者会 

はばたき保育園 町内保育所（６ヶ所） 
 

ボランティアグループ

への助成 

【予算額 1,945 千円】 

 

 

福祉団体等の活動を支援するため、昨年度共同

募金に寄付をいただいた実績額に応じて助成金を

配分します。 

関 係 団 体 

各町内会 

かにえボランティアサークル（福祉ﾊﾞｻﾞｰ） 

その他の助成 

民生委員児童委員協議会 

かにえボランティアサークル 

婦人会 

長寿会婦人部 

遺族会 
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カ 歳末たすけあい配分事業 

事業名等 内         容 

災害準備品等 

【予算額 30 千円】 

 

災害の発生に備え、災害時における必要物品・

備品類の購入・管理・整備を図ります。これによ

って、災害発生時に迅速な安全の確保・避難場所

等の設置ができる体制を整えます。 

 

⑸ 資金貸付事業 

事業名等 内         容 

生活福祉資金貸付事業 

（県社協受託事業） 

【予算額 2,269 千円】 

 

低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に対して、

低金利又は無利子で貸付を行い、世帯の経済的自

立を図ります。また、民生委員と連携を取りなが

ら、償還指導や生活援助活動も行っていきます。 

●資金の種類● 

総合支援資金 生活支援費・住宅入居費・一

時生活再建費 

福祉資金 福祉費・緊急小口資金 

教育支援費 教育支援費・就学支度費 

不動産担保型

生活資金 

（要保護）不動産担保型生活

資金 
 

小口資金貸付事業 

（本会の単独事業） 

【予算額 100 千円】 

生活が不安定な低所得世帯に対して、生活費や

医療費などの一時的な出費など、日々の暮らしの

維持に必要な資金の貸付を行い、経済的自立の助

長を図ります。限度額 100,000 円以内 
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⑹ 居宅介護支援事業 

⑺ 居宅介護事業 

事業名等 内         容 

訪問介護事業 

【予算額15,131千円】 

 

 

要介護認定を受けた高齢者が、住み慣れた地域

での生活を継続できるように、その居宅にホーム

ヘルパーを派遣し訪問介護を行います。 

また、サービス提供責任者からヘルパーへ技術

指導や情報交換を積極的に行い、サービスの質を

高めていきます。 

サービス提供日 日曜日から月曜日まで 

（祝日を含む） 

サービス提供時間 午前６時から午後 10 時まで 

●派遣見込時間数（月平均）● 

身体介護 91 時間 

生活援助 131 時間 

ヘルパー打合せ会 毎月１回 
 

事業名等 内         容 

介護サービス計画の作成 

【予算額 7,364 千円】 

 

 

介護を必要とされる方が、自宅で適切なサービ

スを利用できるように、ケアマネジャーが心身の

状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿ってケ

アプランを作成したり、ケアプランに位置づけた

サービスを提供する事業所等との連絡調整などを

行います。また、地域包括支援センターを始め、

医療・保健機関・行政等との連携も図り、受け入

れ体制を整え、町民の安心生活に寄与します。 

●ケアマネジメントの実施● 

介護に関する相談・アセスメント 

ケアプラン（介護・予防サービス計画）作成 

サービス担当者会議の開催 

サービスの実施（依頼・連絡・調整） 

モニタリング（状況確認・評価） 

利用見込数 
要介護 1～5   33 人 

要支援 1・2      21 人 
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事業名等 内         容 

介護予防・日常生活支

援総合事業 

 

 

要支援者及び基本チェックリスト該当者が、住

み慣れた地域で安心して暮らし続けることができ

るように、ご自身の持つ能力を最大限に活かしつ

つ、要介護状態になることを予防するために、訪

問型サービス（現行型Ⅰ～Ⅲ）、訪問型サービスＡ

（Ⅰ～Ⅲ）それぞれの基準に沿った日常生活上の

支援を行います。 

 

派遣見込時間 

訪問介護サービス（現行型Ⅰ） 月 12時間 

訪問介護サービス（現行型Ⅱ） 月 24 時間 

訪問型サービスＡ Ⅰ 月 17 時間 

訪問型サービスＡ Ⅱ 月 23 時間 
 

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するこ

とにより、利用者の生活の質を高め、地域におけ

る自立生活や社会参加の促進を図り、自分らしい

生活を維持できるように支援していきます。 

●サービス内容● 

外出時の介助(病院への見舞い、冠婚葬祭など) 

喫茶店や飲食店への付き添い 

理美容院への付き添い 

買物 

見守り 

急な体調不良時の身の回りのお世話 

 

利用料金 

 

30 分 1,200 円程度 
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⑻ 障がい福祉サービス事業 

事業名等 内         容 

障がい者居宅介護事業 

【予算額 600 千円】 

 

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律「障害者総合支援法」に基づき、

障がい者が地域で自立して暮らしていけるよう、

生活全般について支援していきます。 

サービス提供日 日曜日から月曜日まで

（祝日を含む） 

サービス提供時間 午前６時から午後10時まで 

●派遣見込時間数（月平均）● 

身体介護 １時間 

生活援助 12 時間 
 

移動支援事業 

（地域生活支援事業） 

 

 

支給決定を受けた障がい者及び障がい児に対

し、居宅において日常生活を営むことができるよ

う、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

参加の促進を図ります。 

サービス提供日 月曜日から金曜日まで

（祝日を除く） 

サービス提供時間 午前 8時 30分から午後 5

時 15 分まで 

派遣見込時間数 月 2 時間 
 

⑼ 障がい者相談支援事業 

事業名等 内         容 

障がい者相談支援事業 

（町受託事業） 

【予算額16,871千円】 

 

 

 

特定相談支援事業所の指定を受け、障がい（知

的・身体・精神・難病）のある方からの相談に応

じて必要な便宜を供与するほか、サービス等利用

計画（ケアプラン）を作成するなど、障がいがあ

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。 

●サービス内容● 

日常生活に関する相談 

アセスメント（生活課題の分析・抽出） 

サービス等利用計画の作成 

継続的なモニタリング（状況確認） 

評価～再アセスメント 
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⑽ 生活支援体制整備事業 

事業名等 内         容 

生活支援体制整備事

業 

（町受託事業） 

【予算額18,256千円】 

 

地域共生社会の実現に向け、住民と関係機関な

どをつなぎ、現在ある取り組みや組織などを活か

しながら、「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。 

●事業の内容● 

地域資源のマッピング（資源の見える化） 

全町域の協議体（第１層）で関係者のネット

ワーク構築 

中学校区の協議体（第２層）への参加・支援 

小学校区での住民参加型会議（第３層）「福

祉懇談会」の開催 

町内会単位での話し合いの場（第４層）の創造 

かにまるカフェの開催 

地域のつどいの場の立ち上げ・運営支援 

地域課題やニーズの把握、関係者との情報共

有体制の構築、地域住民等のマッチング 
 

移動支援ボランティ

ア事業「かにあし」の

運営支援 

 

かにえ移動支援ボランティア事業「かにあし」

は、移動や外出に困難を抱える人たちに対し、地

域のボランティアの方々の運転によって移動・外

出の支援を行う活動です。本事業は地域住民を主

体とし、企業、社会福祉協議会、行政が連携して

運営しています。住民主体の取り組みとして、本

事業が安全かつスムーズに運営できるように、ボ

ランティアの育成や活動者・利用者の調整、補助

的な事務作業等を支援します。 

また、町内でのアンケート調査などを通して、

今後の社会の高齢化によって増加してくることが

予想される外出支援のニーズを調査・把握し、そ

の対策を検討することに努めます。 
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事業名等 内         容 

かにえまるごとサポ

ートセンターの運営 

かにえまるごとサポートセンターでは、手助け

をしてほしい人（利用会員）と手助けをする人（か

にまるサポーター）が登録し、両者の支えあい活

動が円滑に進むよう支援を行います。 

また、地域の担い手が高齢化し、人材不足が問

題となる中、地域のためにやりたいこと、出来る

ことを住民自身が実行できるように「地域支えあ

いサポーター養成講座」を開催します。講座終了

後は地域の担い手として問題意識を持ち、自発的

な行動に向かう人材の育成を行います。 

●事業の内容● 

かにえまるごとサポートセンターの運営 

かにまるサポーター交流会 

地域支えあいサポーター養成講座 

エコサポーター（ゴミ出し支援）養成講座 

フォローアップ講座の開講 
 

 

⑾ 共同募金（赤い羽根・歳末たすけあい）運動の推進 

事業名等 内         容 

 

 

 

 

 

①共同募金運動及び

歳末たすけあい募

金運動に対する協

力 

②共同募金配分金事

業の適正実施 

 

赤い羽根共同募金運動は、戦後間もない昭和 22

年から始められ、平成 28 年に運動創設 70 周年を

迎えました。 

本年度も 10月１日から 12月 31 日まで実施する

「赤い羽根共同募金運動」に対し、積極的に協力

し、地域における民間福祉活動を支える貴重な財

源確保に努めます。 

 また、“はねっと”（全国の市町村すべての共同

募金配分結果が閲覧できるインターネットサイ

ト）を活用し、情報公開するなど使途内容につい

ても明確化を図ります。 
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⑿ 多世代交流施設指定管理事業 

事業名等 内         容 

多世代交流施設の指定

管理 

（町受託事業） 

【予算額 62,976 千円】 

 

 

 

≪１階屋外≫ 

【足湯の利用】 

（無料） 

 

 

 

 

【ピロティの利用】 

 （有料） 

 

≪１階屋内≫ 

【ロビー】 

 

 

町民の福祉向上と健康増進を図るとともに、世

代間の交流を通じた活力ある地域づくりを図る

ため多世代交流施設の管理・運営を次のとおり実

施します。 

⑴地域福祉の充実を図ること 

⑵ボランティア活動の活性化を図ること 

⑶町民の交流を促進すること 

⑷町民の健康づくりを促進すること 

⑸子育て支援を促進すること 

⑹各部屋その他施設を利用させること 

 

 

天然温泉を利用した町民同士が語り合える憩

いの場を提供し、長寿のまちを目指します。また、

観光協会が作成した「かに丸タオル」を自動販売

機で販売し、幅広い年齢層に喜ばれる足湯を無料

で提供します。 

健康増進コーナーでは、代謝改善や血行促進に

効果がある「足つぼロード」を設けています。 

 

 

年に１回多世代交流を目的としたイベント「泉

人まつり」を開催します。 

 

 

町や社協の福祉に関する各種事業の情報を提

供し、広く町民に参加を呼びかけます。 

館内用の車いすを用意し、どなたでも施設をご

利用いただけるようにします。また、介護用品取

扱い企業等の協力を得て、介護用品を展示し、広

く町民の介護知識を深めます。 
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【ボランティアグルー

プ室】（無料） 

 

 

 

 

 

【キッズスペース 1・2】 

（無料） 

 

 

 

【相談室】 

 

 

 

≪２階屋内≫ 

【パントリー】 

【多目的室１】 

（有料） 

社協のボランティアセンターに登録している

団体を対象にロッカーやレターケースを希望に

応じ無償で提供し、ボランティアの活動や交流を

促進します。また、用紙を持参された団体には、

コピー機や印刷機の貸出を行います。 

 ボランティアの参加・募集情報等を掲示し、多

くの人がボランティアに関する情報に触れられ

る環境を整備します。 

ボランティア情報の発信基地として様々な情

報を提供し、協働のまちづくりを推進します。 

 

 床暖房設備設置のキッズスペース１では、子育

て支援の拠点として「蟹江西子育て支援センター

にこにこ」を設置し、毎月楽しい行事が企画され

ます。子育て中のママのための講座等も定期的に

開催されます。 

キッズスペース１・２では、各種多様なイベン

トが実施されます。 

 ・英語であそぼう   ・体操であそぼう  

・三世代サロン    ・リトミック 

 

相談室は社会福祉協議会の各種事業で利用し

ます。 

・障がい者相談支援事業 

・生活支援体制整備事業 

・日常生活自立支援事業  

・資金貸付事業など 

 

 

ひとり暮らし高齢者等を対象に毎月１回長寿

会連合会の協力を得て「会食会事業」を開催する

とともに、余興を一般利用者にも開放し、楽しい

時間を過ごしていただき、福祉の充実と交流の機

会を創出します。 
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【浴室】（有料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【休憩スペース】 

（無料） 

 

 

 

地域住民等の協力を得て、「こども食堂」を年

に２回実施します。また、毎月１回、地域住民を

対象とした「かにまるカフェ」を開催します。同

時に寺子屋「かにまるキッズひろば」を開催する

ことで、多世代が交流する機会を提供します。 

・各種講座の開催 

・各種団体による無料発表会（太鼓・大正琴・演

劇など） 

・ボランティア交流会 

・かにまるサポーター交流会 

・認知症予防教室など 

 

 

天然温泉を利用し、子どもから高齢者までが一

同に入れるお風呂で、町民同士の交流の場と憩い

の場を提供します。 

清掃業務をシルバー人材センターへ委託し、毎

日温泉を換水し、清掃を行い清潔で気持ちが良い

温泉を町民へ提供します。 

町の協力を得て、保健師による「出張健康相談」

を定期的に実施し町民の健康保持増進を促進し

ます。また、民間企業による健康管理講座等の導

入も検討していきます。 

 

 

誰もが利用できる将棋・囲碁などを利用できる

スペースを提供し、幅広い世代の交流の場となる

ように努めます。 

自動販売機コーナーには、愛知県共同募金会が

推奨している赤い羽根共同募金の寄付金付き自動

販売機を設置し、地域福祉の向上に寄与します。 
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≪３階屋内≫ 

【多目的室２】 

（有料） 

 

 

 

 

【会議室１】（有料） 

【会議室２】（有料） 

 

 

 

 

【展望ロビー】（無料） 

 

 

 

 

【防災倉庫】 

 

 

会議や団体との交流、研修、講座等の貸出用の

部屋として利用します。また、東面の壁に設置し

てある鏡を利用した健康体操、ヨガ等の講座でも

利用します。 

・ボランティア同士の交流会 

・ボランティア講座 

・ヘルパー研修会 

・各種団体（長寿会・子ども会・遺族会・身体障

がい者団体など）の会議などで利用します。 

 

 

会議室１・会議室２は、有料で貸し出すと共に、

弁護士や司法書士による無料相談を実施します。 

防音壁を活かし、ボランティア団体による声の

広報や広報紙の点訳などの編集及び録音には、こ

の会議室を利用します。 

 

開放的な空間を活用し、赤い羽根共同募金のポ

スター・書道など、住民の方が手掛けた作品等を

展示し、ギャラリーコーナーとして活用していき

ます。 

 

３階には防災倉庫も設置されており、大規模な

災害を想定して食料や防災備品の備蓄をしてい

ます。 

 

 

 

上記のように施設を広く町民に利用できるよ

う提供し、町民の健康づくりと世代間の交流を促

進し、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てまいります。 

 

 


