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手話講座にて

特集！
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地域ささえあい情報室「社会的孤立」
知っ得！介護・障がいトピックス
泉人まつり2022×にこにこママフェスタ
社協の１年間の報告と決算
ほっとだより
「泉人」かわらばん

クイズにお答え
いただいた方の中から抽選で

図書カード
（1,000円）を
1名様にプレゼント!!

かにまる通信
掲載している行事予定は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる場合があります。ホームページまたは各問合せ先でご確認ください。

特集！

地域ささえあい情報室
しゃ
しゃ

か
かい
い

てき
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こ
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「社会的孤立」

は？
社 会 的 孤 立と
社会の高齢化、またコロナ禍の長期化から近年
「社会的孤立」
という言葉が大きく取りざたされるように
なりました。今回の地域支え合い情報室では、この
「社会的孤立」
について考えていきたいと思います。
ところで
「社会的孤立」
とはどのような状態のことを言うのでしょうか。
「社会的孤立」
についての確定され
た定義は現状ありませんが、さまざまな研究の定義をまとめると、おおむね次のような特徴があるものとし
て説明されます。
①手助けをしてくれる人や気にかけてくれる人がいないこと
②自分から声をかけたり関わろうとする相手がいないこと
③社会活動に参加しない、参加できない状態にあること
④総じて社会的な交流が欠如していること
（家族や地域、その他の集まりや
組織などとつながりがない。会話の機会がないなど）
また、
「孤立」
と似た概念に
「孤独」
がありますが、
「孤独」
は仲間がいないことなどによるさみしさという自
分の感情的な面から説明されるのに対し、
「孤立」
は
「家族や地域とほとんど接触がないという客観的状態」
として説明されます。つまり
「社会的孤立」
とは、本人の感情とは関わりなく、家族や地域などの社会的な関
係が希薄で、他者とのつながりが著しく弱いという客観的な状態を指しています。

リスク
社会的孤立の
それでは、この
「社会的孤立」
にはどのようなリスクがあるのでしょうか。厚生労働省から発表された
「社
会的孤立の実態・要因等に関する調査分析等研究事業報告書」
（厚生労働省、令和３年４月）
では、社会的孤
立のリスクとして次の４つを挙げています。
①自分の現在の状況や環境を適切に認識できなくなる。
②生きる意欲や働く意欲が低下する。生きる動機・活動するための動機が
見いだせなくなる。
③社会的なサポートとつながらず、支援が届きにくくなる。
④病気などの様々なトラブルへの対処が遅くなり、問題が深刻化しやすく
なる。
また、これらとは別に、特に孤立状態の高齢者を狙った訪問販売などの消費者トラブルが、近年増加して
います。
こうした理由から
「社会的孤立」
は個人の健康面や生活の質だけでなく、孤立による課題を抱える社会全
体にも深刻な影響を与えることから、現代では個人の問題としてだけでなく、社会全体の問題としてその対
策が進められています。
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蟹江町における社会的孤立への予防対策の一例として、地域での見守り活動の実施やふれあい・いきい
きサロン等地域の居場所づくり・参加が進められています。しかし、こうした取り組みでは、すでにあるつな
がりや関係をより豊かにすることはできても、そもそも孤立状態にある人の問題解決にはならないことが示
唆されています。
そのため、どんな人でも、どんな内容でも相談できる総合相談窓口の設置や、地域の中を活動基盤として
支援活動を進めるコミュニティソーシャルワーカーの配置などが検討されています。
こうした様々な取り組みや対策を通して、誰もが生きがいを持って安心して暮らせる社会が目指されています。

イベント情報
地域共生社会講演会

「人との関わり合いの中で生きる」
「地域共生社会」
ってなんだろう？
最近色々な機会で耳にするようになった言葉ですが、実際にこの
言葉が何を意味しているのかわからない方も多いと思います。
近年、少子高齢化や独居・核家族化が進む中で、社会的な孤立や地域のつながりが弱くなることに
よる
「見守るちから」
の低下などが起こっています。また、日々の生活において抱える困りごとや必要と
する援助やサービスも、それぞれの事情によって大変幅広く、複雑になっています。
こうした状況の中で、地域の中でより安心して暮らすことができるように、人と人、人と社会がつな
がり、協力して生活を営んでいくための取り組みが生まれてくるような新しい考え方や方法が求められ
ています。
それぞれの生活の中で困りごとを抱えながらも、住み慣れた地域で無理なく暮らし続けていくため
にどんなことが考えられるでしょうか。その一つの考え方として、地域の様々な人やもの、団体等がつ
ながり、関わり合うことによって生活を形作っていく
「地域共生社会」
というものが提唱されています。
今回の講演会では、日本福祉大学の小松先生を講師に迎え、この
「地域共生社会」
という考え方をわか
りやすくかみくだいて、これからの地域社会が目指そうとする形についてまなびます。みなさまお誘い
あわせのうえ、ぜひご参加ください。
日

時

令和４年１１月２６日
（土）
午前１０時から正午まで

場

所

蟹江町産業文化会館 ４階

講

師

小松

定

員

５０名
（席に空きがあれば当日参加も可）

参 加 費

無料

理佐子

大会議室

氏
（日本福祉大学

申込み先

社会福祉学部

教授）

申込締切

１１月１１日
（金）

蟹江町社会福祉協議会 ℡0567-96-2940

◆講師プロフィール
小松 理佐子 氏
（日本福祉大学 教授）
大学卒業後、東京都民生児童委員連合会で民生児童委員研修を担当。その後、中部学
院大学を経て、2003年に日本福祉大学に赴任。博士
（社会福祉学）
。専門は地域福祉、生活
支援。人口減少社会における日本型社会福祉モデルの開発をテーマに、委嘱型ボランティ
アの分析、日本・ドイツ・韓国の福祉システムの比較研究を進めている。現在、放送大学客員
教授、日本地域福祉学会副会長、社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会評議員、豊田市社
会福祉審議会地域福祉専門部会長、岐阜県民生委員なり手確保検討会長などを務める。
最近の著書に『地域福祉の課題と展望』
（共編）
、
『現代社会福祉の史的分析』
（共著）
、
『人口減少時代の生活支援論』
（共編）
などがある。
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介護・障がい
知っ得！ トピックス
〜ホームヘルパー
（臨時職員）募集中〜
一緒に働いていただける方を募集しています！
！

どんな仕事？

時給や待遇は？

介護等支援を必要としている高齢者・障害のあ
る人等の家庭を訪問します。
自立した生活を送るように目指したり、今でき
ることを維持できるように支援します。
また、その人らしい充実した生活を送ることが
できるようにサービスを提供します。

勤務日や勤務時間は？

生活援助 1,100 円（1,060 円）
身体介護 1,430 円（1,390 円）
※（ ）内は新規雇用から３ヶ月間の時給です。
その他 休日手当・早朝手当・深夜手当あります。
手当等 年次有給休暇等や賞与有
（支給条件あり）

必要な資格は？

勤務日や勤務時間は要相談
仕事は自宅から直行直帰です！
空いている時間など短時間でもOK！！

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、介護初任者研修・実務者研
修の修了者のいずれかの資格をお持ちの方。

「社協で働くヘルパーの声」
自分の都合に合わせて働く時間を決められるのでありがたい。（勤続 2 年）
体調が悪い時や急な変更も対応してもらえるので安心。（勤続 20 年）
楽しく、一緒に働きましょう！（勤続 22 年）

〜サービス提供責任者（臨時職員）募集中〜
仕事内容は？

時給や待遇は？

ご利用者様宅へ訪問し、サービス
の見直しやヘルパー（訪問介護員）
への技術指導やアドバイス、計画
書作成など。
先輩ヘルパーが同行し
ます!
親切丁寧にサポートし

少しでも気になれば
お気軽にお電話を!

時
給：1,200 円
勤 務 日：週４〜５日（週 20 時間勤務）
勤務時間：午前 9 時〜午後４時（内４時間）
※勤務日・時間等は要相談
年次有給休暇等や賞与・通勤手当有
その他
手当等 （支給条件あり）
応募資格 介護福祉士

●申込みは電話にてお願いします。担当者より
改めて面談日時をお伝えします。
●面談時に履歴書と資格証をご持参ください。
まずはお気軽にお電話ください。
℡0567-96-3736 訪問介護事業所
4
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泉人まつり2022
×
にこにこママフェスタ

「泉人まつり２０２２ × にこにこママフェスタ」は、地域活動に関わるさまざまな方たちが集まり、日ごろの
取り組みを地域のみなさまに広く伝えられる機会となるような場所を目指しています。当日は多世代交流施設
「泉人」にて、ブース出店やフリーマーケットなどを行い、日ごろ地域活動と接点が少ない方でも楽しめるイベ
ントになっています。また、本イベントの収益金は、被災地支援や蟹江町に地域福祉のために寄付し、より良
い社会につながるように活用します。ぜひ地域の交流の機会としてお越しください。

日時

10 月 30 日(日)

午前 10 時〜午後1時

「泉人」
（蟹江町大字西之森字海山326番地3）

場所 蟹江町多世代交流施設

チャリティフリーマーケット

ブース出店

子ども服やおもちゃ、
生活雑貨などを販売！収
益金を被災地支援や蟹江
町の防災に活かすために
寄付します。

・手作り雑貨
・ワークショップ
・福祉事業者ブース
・ボランティアブース
・飲食店ブース など

アクティビティ

福祉に関する
相談や体験ブース

・パラスポーツ体験（ボッチャ）
・ハイハイレース
・子どもの遊び場
・ステージ発表 など

・介護、保健に関する
相談

泉人からのお願い

●イベント開催中は施設内の駐車場はご利用できません。

・施設内駐車場の開放は午後2時頃を予定しています。
・入浴施設利用者及びイベント来場者の駐車場は尾張温泉東海センター南側駐車場をご利用ください。
・駐車場は尾張温泉東海センター様のご厚意で駐車場をお借りしています。ご来場の際は尾張温泉東海センター温泉利
用者・関係者の方々へご迷惑のないようご協力をお願い致します。

●当日は混雑が予想されます。徒歩や自転車、お散歩バスにてご来場ください。

・お散歩バスの停留所を変更しますのでご注意ください。 ・来場時は必ずマスクを着用してください。
・発熱やせき、体のだるさなど体調がすぐれない場合は来場をお控えください。
・館内での飲食はお控えください。また、感染症拡大防止のため、屋外での飲食も極力お控えください。
・敷地内は全面禁煙となっております。喫煙スペースもありませんのでご容赦ください。
・ゴミは各自お持ち帰りください。
・館内は土足禁止です。イベント来場者はくつ箱の利用はご遠慮いただき、くつ袋をご利用ください。
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法人運営事業
●理事会等の開催

理事会（業務執行機関）、評議員会（議決機関）、評議
員選任・解任委員会を開催しました。
（理事会４回（書面）、
評議員会３回（書面）、監査１回、評議員選任・解任委員会１回）

●会員制会費等

地域の皆さまから会員制会費へのご協力及びお米や
生理用品などの物品寄附や寄附金のご協力をいただ
きました。
（会員制会費 4,699,100 円、法人寄附金 176,950 円、

福祉基金寄附金 689,780 円、福祉愛応援シール協力金 26,267 円、
施設整備寄附金 610,000 円）

●広報啓発活動

広報紙「笑顔〜かにえの福祉」の発行やホームページ
の運営を行いました。
（広報紙発行回数年４回）

●生活困窮者支援事業（フードバンクの利用）

生活にお困りの方を援助するため、社協とセカンド
ハーベスト名古屋が協定を結び、緊急食料の提供を
行いました。
（利用件数 104 件）

ボランティア活動育成事業
●ボランティアセンター登録等

ボランティア登録、連絡調整やボランティア活動保
険の加入を行いました。
（登録数：21 団体 719 名、個人 41
名）

●ボランティア講座

手話講座及び傾聴講座を開催し、ボランティアを育
成しました。
（手話講座：全４回、参加者数 14 名、傾聴講座：

全１回、参加者数 24 名）

地域福祉推進事業
●会食会事業

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、食事と余興をお楽
しみいただきました。
（延べ利用者数 233 名）※５月、６月、９月、

２月及び３月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止しました。

●配食サービス事業（町受託事業）

65 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、昼食用のお
弁当を毎週月曜日から金曜日の内、希望日にご自宅まで
お届けし安否確認を行いました。
（延べ利用食数 26,199 食）

●友愛訪問活動事業

65 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、長寿会及び
婦人会等の協力員が訪問し見守り活動を行いました。
（延べ
訪問件数 2,664 件）

●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
した。
（相談件数 987 件、契約件数 11 件）

●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（２か月に１回）を行いました。
（相談件

数：法律相談 67 件、相続・登記・成年後見相談 18 件）※新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止のため、法律相談４回及び司法書士相談１回を中止
しました。

●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遺族会の協力により戦没
者追悼式を行いました。
（参列者 24 名）※新型コロナウイルス感染症
の影響により規模を縮小して実施しました。

●音訳版・点訳版広報紙等を配布

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
障がい者へ配布及び公共施設で配架しました。

●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
行いました。
（開催校３校、参加者数 459 名）※新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため２校は中止となりました。

●てらこや「かにまるキッズひろば」

多世代交流施設で子どもの居場所づくりと地域交流
を目的として毎月１回開催しました。
（全 12 回、参加者

58 名）※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため内６回は中
止しました。

●西尾張ブロックボランティアフェスティバル
（共催）

多世代交流施設「泉人」にパブリックビューイング会
場を設置しました。

●フードパントリーの開催

18 歳以下の子供を抱える世帯を対象に NPO 法人に
こにこママネットワークと協力して食糧を配布しまし
た。
（８回）

●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作りができるようにサ
ロン活動を支援しました。

（サロン助成金交付 14 サロン 402,500 円）
（サロン補助金交付（町受託） ９サロン 744,398 円） NEW
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共同募金配分事業
●高齢者福祉活動（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
を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止しました。

●障害児・者福祉活動（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す
る予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため中止しました。

●児童・青少年福祉活動（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した。
（補助対象加入者 1,443 名）

●母子・父子福祉活動（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し
た。
（贈呈者 16 名）

●福祉育成・援助活動（車いすの無料貸出、関係福祉
団体助成）

●ちょっとしたお出かけ時や一時的な利用に車椅子を貸
出しました。
（貸出台数 107 台）
●関係福祉団体、民間保育所及び町内会へ助成しました。
（福祉団体 13 か所、民間保育所１か所、町内会 32 地区）

●歳末たすけあい配分事業

災害準備品の整備を行いました。

実感できるまち
資金貸付事業

かに え

障がい者相談支援事業（町受託事業）

低所得等で資金にお困りの方に、生活福祉資金・小口
資金などの相談及び貸付を行いました。また、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で減収や失業された方を対象に
特例貸付の相談及び貸付を行いました。
（相談件数 2,273 件）

ケアプラン作成 104 件、モニタリング 320 件、認定調査 99 件）

生活支援体制整備事業(町受託事業)
「お互いさま」と思える暮らしやすい地域を地域住民と
共に作るための支援を行いました。

居宅介護支援事業
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
ました。
（ケアプラン作成延べ 594 件、認定調査延べ 26 件）

居宅介護事業

●サロンへの訪問・聞き取り調査（20 回）
●サロン実践者のつどい（２回 延べ参加者数 47 名）
●協議体

（第１層（町全域）１回、第２層（中学校区域）蟹中学区６回、北中学区７
回、合同３回）※５月、６月及び９月は新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止しました。

●地域で開催される会議への出席

（地域ケア会議４回、民生委員・地域包括支援センター懇談会７回、地
区住民との懇談会 10 回）

●訪問介護事業・居宅介護事業

要支援・要介護認定を受けた高齢者や障がい者の居宅
へホームヘルパーを派遣し訪問介護を行いました。
（ホー
ムヘルパー派遣

障がいのある方のいろいろな相談に応じ、情報提供や助
言を行いました。
（相談支援利用者 1,007 名、相談件数延べ 3,318 件、

対象者数延べ 644 名、回数延べ 4,989 回）

●地域支え合いサポーター養成講座（全２回、参加者数９名）
●かにまるカフェ・泉人
（全 12 回、延べ参加者数 227 名）※新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため内６回を中止しました。

●かにえまるごとサポートセンターの運営

多世代交流施設指定管理事業（町受託事業)
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、蟹江町か
ら指定を受け指定管理者として「蟹江町多世代交流施設」
の管理運営を行いました。
（開館日数 246 日、総来場者数 83,079
名、入浴施設利用者数 38,823 名、貸館利用団体数 1,073 団体）※新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止に伴い、令和３年５月 14 日から６月 20 日
まで及び令和３年８月 28 日から９月 30 日まで臨時休館しました。

令和3年度
施設整備等
寄附金収入
61万円

決算

翌年度への繰越額

その他の
前期末支払資金残高
活動による収入
826万円
54万円

その他の収入
138万円

（サポートセンター登録利用会員 69 名・かにまるサポーター 62 名、
年間活動数延べ 1,515 回、かにまるサポーター交流会全 12 回 113 名
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため内５回を中止しました。）

●移動支援ボランティア事業

舟入地区、鍋蓋新田・南地区に住む移動に課題を抱え
る 65 歳以上の高齢者を対象として、買い物・通院・そ
の他生活に必要となる場所への移動支援を行いました。

（利 用 会 員 111 名、協 力 会 員 ６ 名、運 行 日 数 223 日、利 用 者 総 数
1,093 名、住民説明会２回、イベント啓発１回、運営委員会開催５回、
ドライバーミーティングの開催４回）

1,262万円

会費収入
470万円
多世代
交流施設
指定管理事業
4,866万円

寄附金収入
95万円
経常経費
補助金収入
3,847万円

受取利息
配当金収入
1万円
収入合計

障害福祉
サービス等
事業収入
2,013万円

17,280

※1万円未満を四捨五入しています

法人運営事業
3,545万円
支出合計

16,018
万円

生活支援体制
整備事業
1,521万円

受託金収入
6,808万円
事業収入
1,079万円

ボランティア
活動育成事業
186万円
共同募金
配分事業
496万円

万円

介護保険
事業収入
1,888万円

地域福祉
推進事業
1,293万円

障がい者
相談支援事業
1,723万円
障がい福祉
サービス事業
25万円

資金貸付事業
523万円
居宅介護事業
1,177万円

居宅介護支援事業
663万円

※令和３年度事業報告と決算は本会において閲覧することができます。
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かにまる通信

あなたの想いを
サポートします！
ずっと暮らし

こ の 場 所 で暮

てきた

らし続けたい

の紹介
かにまるサポーター交流会
かにえまるごとサポートセンターでは、毎月１回かにまるサポーターが集
い、
「かにまるサポーター交流会」
を開催しています。 こころざし
６月の交流会では、福祉用具を取り扱うライフサポート志様にご協力いただ
き、
「福祉用具体験会」
を行いました。歩行器や車いす、ポータブルトイレ、電
動ベッドなどを実際に体験することで、日々の生活において福祉用具がどう活
用されているか理解を深めました。また７月の交流会では、蟹江町消防署様に
講師を依頼し、
「救命講習会」
を行いました。今回は人形を使った胸骨圧迫（心
臓マッサージ）
とＡＥＤの体験を中心に、併せて熱中症予防と小児への緊急時
の対応方法についても救命救急士より説明をいただき、学びを深めました。

体験会の感想

実際に見て聞けて勉強になりました。 知ることは力
になると思いました。
（サポーターＴ）

家族が使っていた時より車いすが軽く使いやすさに
感動しました。
（サポーターＩ）

以前にも講習を受けていますが、 改めて役立ちました。
こういう時期ですから熱中症のお話も聞けて良かった
です。
（サポーターＩ）

福祉用具は毎年新しい機能が充実され、介護する人の
労力削減になっているなと思いました。 （サポーターＫ）
以前、 何回かＡＥＤの実施訓練体験をしたことが
ありましたが忘れかけていたので、 胸骨圧迫 ・ 人
工呼吸も含めて良い体験ができました。 実際に緊
急を要する場面に遭遇した場合、 実践できたらと
思います。
（サポーターＫ）

10 年以上前にＡＥＤの３時間講習も受けたことがあ
りますが、 忘れていたことがよみがえってきました。
サポーターとして行動しているとどんなことに出合う
かわからないのでとても勉強になりました。
（サポーターＴ）

サポーターの声
転勤族の夫についてまわって、 蟹江の今の住まいは 11 か所目。 私の終の棲家。
名古屋市へ転勤しながらヘルパーさんの協力を受け、 義父母の介護に携わり、 その後介護資格を取得し、
介護に関する講座をいろいろ受講してきました。 かにまるサポーター養成講座もその一つです。
私も大好きな蟹江でずーっと暮らしたい。 いつか私もお世話になるかも？と思うと、 今できることをかにまるサ
ポーターとして行い、 共に助けあっていきたいと思います。
（サポーター T）

日

祝

火

水

木

金

総 務・地 域 福 祉

0567-96-2940 ◯

◯

◯

◯

◯

8:30-17:15

介 護・障 が い 相 談

開所時間

0567-96-3736 ◯

◯

◯

◯

◯

8:30-17:15

かにえまるごとサポートセンター 0567-31-6346 ◯

◯

◯

◯

◯

9:00-17:00

蟹江町多世代交流施設 0567-95-0026 ※

◯

◯

◯

◯

蟹江町多世代交流施設内

◯

◯

◯ 10:00-18:00

※月曜日が祝日・休日の場合は開館日となり、直近の平日が休館日となります

蟹江西子育て支援センター 0567-31-8345

◯

◯

◯

◯

◯

10:00-15:00

ファミリーサポートセンター 0567-96-8671

◯

◯

◯

◯

◯

9:30-15:00

FAX 0567-95-7986

E-mail:k̲syakyo@clovernet.ne.jp
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土

月

電話番号

※番号をお確かめのうえおかけください。
間違い電話は大変迷惑となりますので、ご協力をお願いします。

https://www.kanie-syakyo.jp/ かにえ社協
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