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令和３年度 事業報告 
 

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえながら、利用者のために

事業継続をすることに意識を置いて事業を進める１年となりました。結果的には、当会の

いずれの事業所においても、利用者、職員のいずれにおいても、感染拡大することなく、

いずれの事業も継続することができました。 

この間、緊急事態宣言やまん延防止重点措置などが繰り返され、職員や利用者に感染者

が出たこともあり、様々な経験を重ねました。感染拡大の大きな波が何度もやってくる中、

これまでの経験を活かし、自粛が続いたボランティア活動や地域の行事も少しずつ形を変

えて、再開されています。当会としても、貴重な経験を重ねた１年となりました。 

生活困窮者への貸付は、県社協の窓口として、関係機関と連携し、制度が度々延長され

る中、必要な世帯への支援を継続しました。また、障がい者支援では、新たにスタートし

た「たかはまくらし安心ネット（地域生活支援拠点）」が活用される状況となりました。 

保育園では学級閉鎖が続いた時期があり、行事は参加人数を制限することが続きました

が、休園することなく園運営を継続することができました。在宅福祉サービスの提供も同

様に感染防止対策を徹底し、事業を継続することができました。 

このほか、令和３年度の重点事業の実施状況は、以下のとおりです。 

 

１ 高齢者・障がい者・子どもを含む包括的な支援 

高浜市が進める地域特性に応じた「たかはま版地域包括ケアシステム」の構築に向け

た取り組みの一つとして、コミュニティーソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を小学校区単

位で配置し、地域に訪問することで、地域ニーズの把握などに努めました。 

また、南部、吉浜のまちづくり協議会の見守り、困りごと相談活動の推進に努めまし

た。  

 

２ 日常生活における困りごと対応力の強化 

延長が繰り返される県社会福祉協議会の貸付制度の相談窓口として、関係機関と連携

し、新型コロナウイルスの影響により困窮した世帯への支援に努めました。 

加えて、新型コロナ感染者等への買い物支援事業を実施しました。 

 

３ ボランティア活動の推進 

コロナ禍で、ボランティアのモチベーション維持のための取組みとして、ボランティ

ア受入れ先である市内事業所と連携し、ボランティアに向けたメッセージ動画を作成し、

ボランティアセンターのホームページで公開しました。 
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また、次年度から行う小規模ボランティア交流会やボランティア活動広場開設の周知

を行いました。 

 

４ 子育て支援事業の推進 

保育園では、市内で感染が拡大する時期がありましたが、拡大防止対策に努めた結果、

いずれも休園することなく園運営を継続することができました。 

このほか、令和４年３月末で家庭的保育おひさまを廃止し、定員１２名の小規模保育

としての開始準備を完了しました。 

 

５ 障がい者の地域生活支援づくり 

４月１日より「たかはまくらし安心ネット（地域生活支援拠点）」事業を開始し、地域

生活支援コーディネーターを中心に、地域生活支援拠点事業の機能の整備に努めるとと

もに、オンラインを活用しながら、市内の相談支援事業所との連携強化に努めました。 

 

６ 高齢者への在宅福祉サービスの充実 

各事業所で感染拡大防止対策に努めた結果、いずれの事業所も長期に休所することな

く、通所・訪問など各サービスを継続することができました。 

また、宅老所は、緊急事態宣言などの発令状況に応じて、食事の提供中止などの対策

を取りながら、利用継続に努めました。 

 

７ 法人内連携の強化・人材の育成 

新型コロナウイルス感染症対策として、法人内会議にオンライン会議を導入したほか、

抗原検査キットの確保などにより、法人としての新型コロナ対策を拡充しました。 

時期的に行事をいくつか中止しなければならない状況になりましたが、会場の分散や

人数制限などの対策を徹底することで、ボッチャ大会を開催することができました。 
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主要成果 
 

Ⅰ 社会福祉事業 

１ 法人運営部門 

（1） 法人運営事業 

① 会員募集 

地域福祉活動の大切な財源のひとつとして、本会事業の趣旨に賛同し会員として、

地域の皆様にご協力いただくことにより、地域福祉活動を支えていただきました。 

区 分 
 令和３年度  令和２年度 

会費 会員数 会費 会員数 

一 般 会 員 

年額 300 円 （１口） 
2,165,887円 7,535人 2,208,478円 7,843人 

特 別 会 員 

年額 1,000 円 （１口） 
70,700円 64人 71,500円 65人 

法人(団体)会員 

年額 2,000 円 （１口） 
457,000円 51社 442,000円 43社 

合  計 2,693,587円 ― 2,721,978円 ― 

② ボッチャ普及の取り組み 

だれでも気軽に楽しめる障がい者スポーツ「ボッチャ」の普及を通して、障がい

に対する理解の促進、年代を問わないコミュニケーションツールとして活用できる

よう、ボッチャ普及推進委員会で普及啓発に取り組みました。 

■ 主な取り組み内容 

・小学校、高等学校での福祉教育の実施 

～障がい者スポーツを知ろう ボッチャ体験～ 

      ６校（高浜小、吉浜小、高取小、港小、翼小、高浜高等学校） 

・高浜児童センターでのボッチャ教室 

    ・市制５０周年記念 第７回たかはまボッチャ競技大会 

      予選 １１月１４日 参加：３１チーム １１１名 ボランティア１１名 

         １１月２１日 参加：１９チーム  ６２名 ボランティア ５名 

      決勝 １１月２７日 参加：１６チーム  ５６名 ボランティア ８名 

 

２ 地域福祉活動部門(自主事業)  

（1）地域福祉活動事業 

① 社会福祉協力校（福祉実践教室開催校）指定事業 

市内の小学校（５校）、中学校（２校）、高等学校（１校）が実施する福祉実践教

室に対して助成を行い、児童生徒への福祉教育の充実に努めました。 

区 分 学校数 助成額 

社会福祉協力校指定（助成）事業 8校 800,000円 
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② 心配ごと相談事業 

月２回、専門家である弁護士が市民の日常生活のあらゆる相談に応じ、適切な助

言、援助を行い、市民生活の不安解消に努めました。 

■ 相談内容別件数 

区 分  令和３年度  令和２年度 

離婚   21件   17件 

相続 19件 15件 

人間関係トラブル 2件 1件 

金銭トラブル 9件 7件 

家庭内・夫婦間トラブル 1件 3件 

不動産トラブル 11件 17件 

借金・自己破産    9件    5件 

その他 11件 8件 

合 計 83件 73件 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態宣言が発令されたため、６

月１７日、９月２日、９月１６日の３回を中止としました。 

 

③ 車椅子貸出事業 

在宅の要介護者及び身体障害者等に車椅子を貸し出し、日常生活の便宜や外出の

促進を図りました。 

■ 利用状況 

区 分  令和３年度  令和２年度 

利用者数 125人 104人 

貸出件数 419件 261件 

年度末所有台数 71台 63台 

稼動台数 50台 59台 

 

④ 助成事業 

福祉団体に対する助成により団体の活動を支援し、地域福祉活動の推進に努めま

した。 

区 分 団体(園)数 助成額 

福祉団体に対する助成 （計） 16 1,095,000円 

 

一般助成 12 440,000円 

指定助成 1 385,000円 

特別事業助成 3 270,000円 
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（2）ボランティアセンター事業 

ボランティア活動のコーディネートをはじめ、年５回の広報ふくしに合わせたボラン

ティアセンターだよりの発刊などにより、市民のボランティア活動を支援しました。 

 

■ ボランティア登録状況 

区 分  令和３年度  令和２年度 

団 体 
団体数 112団体 113団体 

人数 2,057人 2,008人 

個 人 人数 37人 33人 

 

■ ボランティア保険加入状況 

区 分  令和３年度  令和２年度 

活動保険 1,349人 1,263人 

行事保険  9件 2件 

移送保険    10人   11人 

 

■ ボランティア相談・コーディネート状況 

区 分  令和３年度  令和２年度 

ボランティアの支援相談 34件 30件 

ボランティアの活動相談 2件 1件 

支援調整(ｷｬﾝｾﾙ対応等) 10件 1件 

コーディネート件数 46件 32件 

 

■ ボランティア講座の開催 

講 座 名 回数 参加者 

碧海５市災害ボランティアコーディネーター養成

講座（公開講座を含む） 

1回 

 

4人 

 

手話奉仕員養成講座 基礎課程 31回 11人 

 

（3）ふれあいサ－ビス事業 

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。 

■ 会員登録 

区 分  令和３年度  令和２年度 

利用会員 70人 71人 

協力会員 18人 15人 

賛助会員 81人 71人 
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■ 活動状況 

 区 分 
令和３年度  令和２年度 

活動件数 活動時間 活動件数 活動時間 

家事援助サービス 132件 141時間 123件 131時間 

介護サービス 112件 186時間 55件 80時間 

障がい者自立支援サービス 0件 0時間 0件 0時間 

子育て支援サービス 13件 13時間 13件 13時間 

移送サービス 617件 658時間 503件 541時間 

 

（4）こころん号貸出事業 

車いすを必要とする方が通院、旅行、その他外出するため、車いす専用車「こころん

号」を貸出し、外出の促進を図りました。 

■ 利用実績 

区 分  令和３年度  令和２年度 

利用件数 94件 122件 

 

３ 地域福祉活動部門（受託事業） 

(1)  生活支援員派遣事業 

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、要介護者等が地域で自立した生活が送れるよ

う支援しました。 

区 分 令和３年度  令和２年度  

障がい者 
利用者 17人 15人 

延べ支援回数 665回 632回 

高齢者 
利用者 22人  16人 

延べ支援回数 600回 595回 

  ※新規利用者 13件 

 

(2)  高齢者給食サ－ビス事業 

６５歳以上の一人暮らしと高齢者のみ世帯を対象に、市内５店の協力を得て、夕食を

１食６６０円で毎日配達し、在宅生活での自立支援と安否確認に努めました。 

※１食６６０円 

区 分 本人負担 
 令和３年度  令和２年度 

利用者数 延べ配食数 利用者数 延べ配食数 

自立支援 350円 68人 10,674食 82人 11,383食 

見守り 450円  2人 431食  2人 435食 
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(3)  送迎サービス事業 

宅老所の利用等を支援するため、送迎を実施しました。 

※片道１回１００円 

区 分  令和３年度   令和２年度  

宅老所 
回数（片道：１回） 1,030回 480回 

延べ人数 5,096人 4,299人 

 

(4)  いきいき健康マイレージ事業 

■ 登録状況 

区 分  令和３年度  令和２年度 

福祉ボランティア活動 

新規登録 2人 11人 

更新登録 67人 84人 

辞退 3人 10人 

 

(5)  ライフサポートアドバイザー（ＬＳＡ）派遣事業 

市内２か所の県営住宅の高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）で生活する高齢者

に対して、年間２４０日、生活援助員を派遣しました。 

区 分 
 令和３年度  令和２年度 

赤松住宅 葭池住宅 赤松住宅 葭池住宅 

緊急通報 0件 4件 0件 4件 

誤報 16件 15件 10件 17件 

生活相談 0件 0件 1件 1件 

対人関係 0件 2件 0件 1件 

その他 2件 10件 14件 8件 

 

(6)  居宅介護等支援給付事業 

介護用品や理・美容サ－ビスに利用できる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 
令和３年度 令和２年度 

店舗数 換金額 店舗数 換金額 

介護用品販売業 24件 11,353,400円 17件 12,605,300円 

理容業 23件 1,755,300円 24件 2,031,100円 

美容業 29件 2,140,800円 27件 2,037,500円 

その他 17件 406,800円 4件 210,500円 

合 計 93件 15,656,300円 72件 16,884,400円 
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(7)  生活支援体制整備事業 

①  ひとり暮らし高齢者のニーズ把握 

民生・児童委員の協力を得て、７０歳以上のひとり暮らし高齢者(６５～６９歳の

見守り希望者含む) ８７３人を対象に日常生活の困りごとや不安に関する聞き取り

調査を行いました。 

 

②  各小学校区まちづくり協議会への参加 

各小学校区の担当職員がまちづくり協議会の定例会議やグループ会議に参加し、

地域活動への助言を行うなど、生活支援コーディネーターとして地域との関係構築

を図りました。 

地 区 担当者数  令和３年度   令和２年度  

港小学校区 2人 11回 12回 

吉浜小学校区 2人 21回 10回 

翼小学校区 2人 3回 4回 

高取小学校区 2人  1回  3回 

高浜小学校区 2人 7回 11回 

 

③  地域ニーズの把握・集約 

地域ニーズを把握するため、地域ケア会議（高齢）や支援調整会議、青空市など

の会議や活動に参加し、情報収集を行いました。 

会 議 名  令和３年度   令和２年度  

地域ケア会議・サービス調整会議 2回 2回 

定例民生委員・児童委員協議会 9回 8回 

地域・社会資源への訪問（青空市等） 40回 19回 

 

④ 地域関係者のネットワーク化 

   ・「地域のネットワークづくり」について 

     南部まち協の「見守り支援」の協力者の拡充。 

   ・「個人の暮らしを支えるネットワークづくり」について 

     吉浜まち協の「お互いじゃんネット」の組織の定着化推進。 

 

⑤ 生活支援サービスの担い手の養成 

令和４年３月１８日(金)にいきいき広場で、養成講座を開催しました。 

参加者は８名（定員１０名）でした。 
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(8)  療養者生活支援事業（新規） 

 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等に対して、生活に必要な日用品や食料品の買

い物支援、薬の受取代行などを実施しました。 

■利用者数 のべ 15名 

■利用状況（延べ回数） 

 買い物支援 薬等の受取 その他 計 

令和３年度 11回 7回 2回 20回 

 

４ 地域福祉活動部門(資金貸付) 

（1） 生活福祉資金貸付事業(特例貸付) 

区 分 
 令和３年度   令和２年度  

延べ件数 金額 延べ件数 金額 

緊急小口資金 162件 27,970,000円  412件 63,790,000円 

総合支援資金 172件 79,990,000円 44件 17,761,000円 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少した世帯に 

対する生活福祉資金の特例貸付として令和２年３月２５日より実施。 

※ 愛知県社会福祉協議会からの受託事業。県社協より直接貸付。 

 

（2） 愛の援護資金貸付事業 

区 分 
 令和３年度   令和２年度  

件数 金額 件数 金額 

貸 付  0件  0円  1件 100,000円 

償 還 0件 0円 1件 95,000円 

免 除 0件 0件 0件 0円 

※ 貸付限度額  100,000円／世帯 

 

（3） 法外援護資金貸付事業 

区 分 
 令和３年度  令和２年度 

件数 金額 件数 金額 

貸 付 13件 199,500円 16件 298,500円 

償 還 30件 204,500円 29件 264,000円 

免 除 10件 245,000円 3件 35,000円 

※ 貸付限度額  30,000円／世帯 

 

（4） 高等学校奨学金貸付事業 

貸付実績なし 
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５ 地域福祉活動部門(共同募金)  

   共同募金の配分金により次の事業を実施しました。 

区 分 令和３年度  令和２年度 

高齢者福祉事業 

ふれあいサービス事業、車い

す貸出事業整備費、生活支援

体制整備事業 

1,191,959円 1,054,000円 

障害児(者)福祉事業 
おもちゃライブラリーの運

営、こころん号貸出事業 
440,000円 373,000円 

児童福祉事業 社会福祉協力校指定事業 700,000円 700,000円 

ボランティア等事業 

広報「ふくし」の発行、わく

わくフェスティバル、心配ご

と相談 

303,500円 1,059,399円 

歳末たすけあい事業 
生活困窮・学習支援事業支援

費 
80,000円 115,178円 

配分額総額 2,715,459円 3,301,577円 

 

６ 障がい者支援部門 

（1）障がい者相談支援事業【障がい者支援センター】 

コロナ禍においても、滞りなく相談援助を継続するため、オンラインツールを使用

し、基本相談、計画相談、就労支援を実施しました。 

令和３年４月から、新たに「たかはまくらし安心ネット（地域生活支援拠点）事業

を開始しました。社会福祉法人昭徳会から地域生活支援拠点コーディネーター１名を

受け入れ、地域の障害福祉サービス事業所などと協力・連携し、地域生活支援拠点事

業の周知などに努め、緊急的な対応が必要なケースに対応しました。 

 

① 相談支援実施状況 単位：人 

区 分 
身体 

障害 

重度心身 

障害 

知的 

障害 

精神 

障害 

発達 

障害 

高次脳 

機能障害 
その他 合 計 

障害者 
３年度 180 10 271 318 52 6 12 849 

２年度 173 5 305 302 46 9 13 853 

障害児 
３年度 48 7 201 11 135 0 5 407 

２年度 57 6 203 11 127 0 5 409 

合 計 
３年度 228 17 472 329 187 6 17 1,256 

２年度 230 11 508 313 173 9 18 1,262 

 

② 就労支援対象者数 ６人 

 うち  就労担当の直接支援対象 １名 

就労移行支援事業所との連携支援対象 ５名 

③ 緊急ケース対応 ３８件（実働） 
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７ 在宅福祉サービス部門 

（1） 訪問介護事業【ヘルパーステーション】 

■ 訪問介護 

区 分 
令和３年度  令和２年度  

延べ利用者 延べ利用回数 延べ利用者 延べ利用回数 

事業対象者 13人 132回 4人 16回 

要支援１ 131人 977回 83人 667回 

要支援２ 145人 1,360回 137人 1,065回 

要介護１ 362人 4,612回 359人 4,629回 

要介護２ 197人 3,053回 216人 2,563回 

要介護３ 51人 802回 58人 946回 

要介護４ 91人 2,811回 64人 2,722回 

要介護５ 76人 1,700回 76人 3,290回 

合 計 1,066人 15,447回 997人 15,898回 

 

（2） こころんサービス事業【ヘルパーステーション】 

■ 利用状況 

区 分 
令和３年度  令和２年度  

延べ利用者 延べ利用時間 延べ利用者 延べ利用時間 

居宅介護 634人 7,409時間 589人 7,085時間 

同行援護 50人 367時間 64人 419時間 

重度訪問介護 5人 19時間 0人 0時間 

移動支援 252人 800時間 237人 956時間 

合 計 941人 8,595時間 890人 8,460時間 

 

（3） 保険外サービス事業【ヘルパーステーション】 

■ 利用状況 

区 分 
令和３年度  令和２年度  

延べ利用者 延べ利用時間 延べ利用者 延べ利用時間 

合 計 23人 63時間 26人 16時間 
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（4） 通所介護事業【南部デイサービスセンター】 

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。 

■ 主な行事 

・誕生日会（毎月） 

・季節行事（花見、七夕、敬老会、秋ミニ祭り、クリスマス会、忘年会、初詣、 

節分等。）※新型コロナ感染予防対策をし、可能な範囲で実施しました。 

   ■ 利用定員 ２５人 

■ 利用実績（延べ利用回数） 

区 分  令和３年度   令和２年度  

要支援１ 89回 189回 

要支援２ 179回 206回 

要介護１ 2,107回 2,234回 

要介護２ 820回 543回 

要介護３ 387回 359回 

要介護４ 384回 451回 

要介護５ 297回 355回 

合 計 4,263回 4,337回 

 

（5） 障害者（児）デイサービス事業【南部デイサービスセンター】 

障がい者（児）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、食事の介助等を行いました。 

■ 利用状況（延べ利用者数） 

区 分  令和３年度   令和２年度  

生活介護 753人 1,097人 

放課後デイ 26人 12人 

合 計 779人 1,109人 
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（6） 認知症対応型共同生活介護事業【グループホームあ・うん】 

要介護者であって認知症状態にある高齢者に対し、家庭的な環境の下で、それぞれ

の気分や体調にあわせながら、食事作り、洗濯、掃除を行うなど、日常生活活動を通

じて認知機能低下予防・残存機能維持を図りました。又、体力維持に向けて散歩を日

課とし、本人の生活スタイルや希望を重視することで、穏やかに安心できる環境作り

を大切にしました。 

■ 主な行事 

・季節行事 

（花見、ドライブ、敬老会、日帰り旅行、忘年会、お節料理、新年会、節分、     

ひな祭り、畑活動、おやつ作り） 

・外部評価 

・ボランティア活動（毎月芳川町海岸清掃活動に参加） 

・避難訓練 

■ 利用定員 ６人 

■ 利用者要介護度（各年度３月末現在） 

区 分  令和 3年度  令和２年度 

要介護１ 2人 2人 

要介護２ 3人 3人 

要介護３ 1人 1人 

要介護４ 0人 0人 

要介護５ 0人 0人 

合 計 6人 6人 

 

（7） 地域共生型総合事業【通所型サービスあっぽ】 

総合事業対象者の高齢者に対して、その有する能力に応じ、自立した日常生活がで

きるよう、日常生活上の世話・支援及び機能訓練を行いました。 

利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契

約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と

綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護

状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めました。 

■ 主な行事 

・誕生日会、季節行事（あっぽ５周年、新年会、節分（射的）、花見、敬老会、 

 ハロウィン（輪投げ大会）、クリスマス・忘年会（ビンゴ大会）等） 

・テーブルゲーム、脳トレ 

・おやつ作り 

・手作り品（マスク等）制作・販売、その他手作り品 

    (季節の壁画作り、年賀状、ハロウィンの飾り、貼り絵、折り紙等) 
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■ 利用定員 ３０人 

■ 利用実績 

区 分 
 令和３年度  令和２年度 

延べ利用者 月平均人数 延べ利用者 月平均人数 

事業対象者 182人 15.17人 179人 14.92人 

要支援１ 365人 30.42人 323人 26.92人 

要支援２ 73人 6.08人 49人 4.08人 

合 計 620人 51.67人 551人 45.92人 

 

（8） 地域共生型グループホーム事業【グループホームあっぽ】 

■ 主な行事 

・季節行事・外出（初詣、花見、敬老会、誕生日会、キッチンカー 

（オレンジＢＯＸ、大磯屋）、ひな祭り会、節分、ＢＢＱ等） 

・避難訓練、運営推進会議 

■ 利用定員 １８人 

■ 利用者要介護度（各年度３月末現在） 

区 分  令和３年度  令和２年度 

要支援２ 1人 1人 

要介護１ 11人 9人 

要介護２ 5人 6人 

要介護３ 1人 1人 

要介護４ 0人 0人 

要介護５ 0人 0人 

合 計 18人 17人 
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８ 子育て支援部門(南部保育園事業) 

（1） 南部保育園管理運営事業 

高浜南部保育園の特性を十分に生かし、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、児童の心身の健全な育成に努めました。 

 

■ 入園状況 

定 員 弾力化定員 
月平均 

利用園児数 

年間延べ園児数 

 令和 3年度  令和 2年度 

 120人 140人 133.2人 1,598人 1,522 

■ 年齢別園児数 

区 分  0歳児 1～2歳児  3歳児 4～5歳児 

令和３年度  6人 42.2人 29.1人 55.9人 

令和２年度 5.1人 41.5人 23.2人 57.1人 

 

（2） 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、保護者の子育て支援に努めました。 

 

■ 利用状況 

区 分 令和３年度 令和２年度 

利用児童数 467人 719人 

１日平均 1.59人 2.45人 

 

９ 子育て支援部門(中央保育園事業) 

（1）中央保育園管理運営事業 

   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 

定 員 弾力化定員 
月平均 

利用園児数 

年間延べ園児数 

 令和３年度  令和２年度 

 190人 196人 163.1人 1,957人 2,111人 

■ 年齢別園児数 

区 分  0歳児 1～2歳児  3歳児 4～5歳児 

 令和３年度  7.1人 32.6人 37.5人 85.9人 

 令和２年度  5.3人 33人 40.7人 97人 
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１０ 子育て支援部門(高浜児童センター) 

（1） 高浜児童センター管理運営事業 

主に小学生の居場所として、児童が豊かで多様な経験ができるような行事やクラブ

活動を提供するとともに、健診後の気になる児童のフォローとして乳幼児親子に対し、

こども発達センターと連携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などを実施しました。 

 

■ 利用状況 

 令和 3年度  令和２年度 

14,612人 4,042人 

■ 活動別利用状況 

区 分 令和 3年度 令和２年度 

自由遊び 8,379人 2,464人 

運動遊び 1,649人 271人 

母親クラブ 605人 296人 

子どもクラブ 120人 58人 

親子教室 993人 229人 

センターキッズ 2,036人 509人 

行事 830人 215人 

計 14,612人 4,042人 

 

（2） 高浜児童クラブ運営事業 

昼間保護者のいない家庭の小学生１～６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や長期休業を

過ごせるようにしました。 

 

■ 利用状況 

定 員 
平均在籍児数 年間延べ利用児数 

令和３年度  令和２年度  令和３年度 令和２年度 

40人 49.42人 42.83人 7,740人 6,538人 
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１１ 子育て支援部門(自主事業)            

（1） 子育て支援センター事業【子育て支援センターあっぽ】                            

子育て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。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、オンライン相談も引き続き行いました。

また、グループホームの入居者と接触しないよう多目的広場から直接支援センターを

利用する親子の入室を行い、入り口を分ける配慮し、あっぽ１階の多目的広場で事業

を継続しました。  

 

■ 利用状況 

令和 3年度 令和２年度 

4,713人 2,992人 

■ 受入状況 

項目 回数 利用者（人） 

相談 随時 140 

自主活動の日（自由遊び） 243 3624  

遊びの時間 10 229    

ママタイム（リフレッシュ講座） 1 4   

親子体操「パパと一緒♪」 1 23    

個々育教室 5 50    

親子教室 54 388    

わらべうた de遊ぼう 11 108 

オンライン講座 2 12 

お絵描き教室 1 11 

その他行事 8 124 

計 336 4713 

■保健センターとの合同事業 

 回数 利用者（人） 

のびのびひろば 11 256 

パパママ教室 1 14    

計 12 270    

 

１２ 子育て支援部門(受託事業) 

（1） こども発達センター運営事業 

   高浜市いきいき広場３階で実施しているこども発達センターに専門職を配置しまし

た。 

■ 臨床心理士 ２名 

■ 作業療法士 ２名 

■ 言語聴覚士 １名 
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Ⅱ 公益事業 

１３ 地域福祉活動部門(公益受託事業) 

（1） 権利擁護支援センター運営事業 

重層化・複雑化する相談等に対し、権利擁護の幅広い視点での対応を推進する権利

擁護支援センターの運営を行いました。 

■ 専門職や事業所からの相談件数 

 令和３年度  令和２年度 

61件 41件 

■ 権利擁護専門相談の開催 

 令和３年度  令和２年度 

3回 5回 

うち 

弁護士と福祉職  3回 

司法書士と福祉職 0回 

うち 

弁護士と福祉職  3回 

司法書士と福祉職 2回 

■ 成年後見制度職員研修の開催 

日 時 ７月２０日（火）１５：００～１６：３０ 

講 師 宮本 次郎氏（司法書士宮本事務所） 

場 所 いきいき広場２階 いきいきホール 

対 象 いきいき広場窓口職員及び市内介護及び障がい事業所職員 

参加者 ２２名 

■ 高齢者虐待研修の開催（地域包括支援センターとの共催） 

日 時 ①１１月２４日（水）１３：００～１４：３０ 

    ②１２月１５日（水）１３：００～１４：３０ 

講 師 ①奥田 亜由子氏（日本福祉大学社会福祉学部非常勤講師） 

    ②高浜市地域包括支援センター 高浜市権利擁護支援センター 

場 所 いきいき広場２階 いきいきホール 

対 象 市内介護事業所職員 

参加者 ①２９名  ②２６名 

■ 権利擁護研修の開催 

日 時 ３月１０日（木）１３：３０～１５：３０ 

講 師 上田 晴男氏（一般社団法人支援の思想研究会 理事長） 

場 所 いきいき広場２階 いきいきホール 

対 象 いきいき広場窓口職員及び市内介護及び障がい事業所職員 

参加者 １４名 
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（2） 生活困窮者自立支援事業 

いきいき広場において開設された生活困窮相談窓口に自立相談支援員を配置し、本

人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施し、生活困窮者の自立促進を

図りました。 

■ 相談件数 

区 分  令和３年度  令和２年度 

新規相談受付件数 

（本人同意なしを含む） 

296件 642件 

新規相談申込件数 

（本人特定のみ･本人同意ありのみ） 

267件 112件 

支援決定・確認件数（再プランを含む） 61件 54件 

うち 家計相談支援事業利用 0件 0件 

自立相談支援事業による就労支援利用 11件 18件 

 

(3) 宅老所管理運営事業 

(4)  宅老所いっぷく運営事業 

(5) ふれあいサロンあっぽ運営事業 

 

■ 新規登録者数 

 令和３年度  令和２年度 

18人 18人 

■ 施設利用者数 

 令和３年度  令和２年度 

4,736人 4,184人 

■ 施設別利用状況 

区 分 
延べ利用者数 １日当たり利用者数 

 令和３年度  令和２年度  令和３年度  令和２年度 

じぃ＆ばぁ 531人 542人 4.5人 4.5人 

いっぷく 672人 510人 6.6人 6.1人 

あっぽ 1,813人 1,498人 17.4人 17.6人 

こっこちゃん 557人 628人 5.6人 7.3人 

悠遊たかとり 1,163人 1,006人 11.2人 12.4人 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、5月 15日から 7月 4日、8月 23日か

ら 10 月 3 日、1 月 21 日から 3 月 21 日については昼食の提供を中止し、半日のみ

の営業としました。 
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１４ 在宅福祉サービス部門 

 (1) 日中一時支援事業【ヘルパーステーション】 

障がい者を日常的に介護している家族に対して、一時的な休息を提供できるよう、

また安全に過ごせるよう努めました。 

■ 利用状況 

利用者数 延べ利用回数 

 令和３年度  令和２年度 令和３年度 令和２年度 

167人 158人 736人 498人 

 

 (2) 居宅介護支援事業【ケアマネージャー】 

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。 

■ 利用状況 

延べ利用者数 1ヶ月当たり平均利用者数 

 令和３年度  令和２年度  令和３年度  令和２年度 

700人 758人 58.3人 63.1人 

 

■ 利用者要介護度（各年度３月末現在） 

区 分  令和３年度  令和２年度 

要支援１ 1人 1人 

要支援２ 2人 2人 

要介護１ 23人 25人 

要介護２ 16人 16人 

要介護３ 12人 7人 

要介護４ 5人 6人 

要介護５ 2人 2人 

合 計 61人 59人 
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１５ 子育て支援部門(公益自主事業)  

（1）家庭的保育事業 

家庭的保育「おひさま」で家庭的な雰囲気の中で保育し、子育て家庭を支援しまし

た。家庭的保育おひさまは、令和４年３月３１日をもって廃止し、同年４月１日から

は、新たに小規模保育事業として認可されました。 

■ 利用状況 

定 員 
月平均 

利用児童数 

年間延べ児童数 

 令和３年度  令和２年度 

 5人 5人 60人 60人 

■ 年齢別延べ児童数 

区 分 0歳児 1歳児 2歳児 計 

 令和 3年度  0人 36人 24人 60人 

 令和２年度  24人 0人 36人 60人 

 

１６ 子育て支援部門(公益受託事業)  

（1）みどり学園管理運営事業 

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。 

幼児とその保護者を早期に療育につなげるため、健康推進グループの 1 歳 6 か月児

健診事後教室にスタッフとして参加するとともに、こども発達センター専門職や保健

師等関係機関と連携し、保護者研修や保護者個別相談を実施し、子どもの発達支援と

保護者支援に取り組みました。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事や通常活動の開催は大人数になら

ないように開催の仕方や内容を変更して行ったり、グループごとで日にちを分けて行

ったりして、密にならないように配慮しました。 

子どもだけではなく、親子（家庭）の支援を他機関と連携をとって行うことができ

るよう、行事等に他機関の方を招いて一緒に楽しむ時間を設け、親子と顔見知りの関

係が築けるように配慮しました。 

職員の資質向上のため、法人内の研修や他機関が開催する研修に積極的に参加しま

した。 

 

■ 利用状況 

延べ利用者数 月平均利用者数 

 令和３年度  令和２年度  令和３年度  令和２年度 

4,686人 3,535人 390.5人 294.5人 
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Ⅲ 収益事業 

１７ 地域福祉活動部門(収益自主事業) 

（1）自動販売機設置事業 

社会福祉制度の維持・充実を図るための財源調達の一環として、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 

ヘルパーステーション            １台 

いきいき広場３階              １台 

年間利用実績 

区分 
南部保育園 

ヘルパー 

ステーション 
いきいき広場 計 

売上 

本数 

 ３年度  1,446本 778本 4,257本 6,481本 

 ２年度  1,615本 501本 4,932本 7,048本 

売上 

金額 

 ３年度  27,230円 50,610円 131,131円 208,971円 

 ２年度  56,525円 17,535円 144,478円 215,458円 

 

■ 月平均利用実績  

区 分 南部保育園 
ヘルパー 

ステーション 
いきいき広場 計 

売上 

本数 

 ３年度  120.5本 64.8本 354.8本 540.1本 

 ２年度  134.6本 62.6本 459.5本 587.3本 

売上 

金額 

 ３年度  4,217.5円 2,269.2円 10,927.6円 17,414.3円 

 ２年度  4,710.4円 2,191.9円 12,862.4円 17,954.8円 
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１８ 理事会、評議員会等の開催状況 

■ 令和２年度決算監査会 

○開催日及び場所 令和３年５月１９日（水） 高浜市いきいき広場 社会福祉協議会 

○監査内容 

・令和２年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会事業報告 

・令和２年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会決算書及び会計諸帳簿 

 

■ ６月理事会 

○開催日及び場所 令和３年６月２日（水） 高浜市いきいき広場 会議室Ａ 

〇報告事項  

・専決事項 令和２年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第７回）の専決に 

ついて 

・専決事項 令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第１回）の専決に 

ついて 

・専決事項 令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第２回）の専決に 

      ついて 

・専決事項 令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第３回）の専決に 

ついて 

・専決事項 「施設長の任免その他重要な人事」を除く職員の任免及び寄附金の受け入れ 

      に関する決定について 

・会長、常務理事の職務の執行状況について  

・給食調理業務委託契約（中央保育園）について 

・給食調理業務委託契約（高浜南部保育園・南部デイサービスセンター）について 

○主な議案 

・令和２年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会事業報告の承認について 

・令和２年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会収支決算の承認について 

・社会福祉法人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一部改正につ

いて 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会職員の共済制度に関する規程の一部改正について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会指定訪問介護事業所運営規程、社会福祉法人高浜市社 

会福祉協議会指定訪問介護相当サービス運営規程、社会福祉法人高浜市社会福祉協議会指

定通所介護事業所運営規程、社会福祉法人高浜市社会福祉協議会指定認知症対応型共同生

活介護（指定介護予防認知症対応型共同生活介護）事業所運営規程、社会福祉法人高浜市

社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所運営規程、社会福祉法人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、社会福祉法人高浜市社会福祉協議会日中一時支援事業運

営規程及び社会福祉法人高浜市社会福祉協議会移動支援事業運営規程の一部改正について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会障害者相談支援事業所運営規程の一部改正について 
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・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第４回）について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選任について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会評議員会の招集について 

 

■ ６月評議員選任・解任委員会 

○開催日及び場所 令和３年６月２日（水） 高浜市いきいき広場 会議室Ａ 

○主な議案 

・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 

 

■ ６月評議員会 

○開催日及び場所 令和３年６月１８日（金） 高浜市いきいき広場 会議室Ａ 

○報告事項 

・令和２年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第７回）の専決について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第１回）の専決について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第２回）の専決について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第３回）の専決について 

〇主な議案 

・令和２年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会事業報告の承認について 

・令和２年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会収支決算の承認について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第４回）について 

・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 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会監事の選任について 

 

■ １２月理事会 

○開催日及び場所 令和３年１２月１３日（月） 高浜市いきいき広場 いきいきホール 

○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 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会障害者相談支援事業所運営規程の一部改正について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会家庭的保育事業の管理及び運営に関する規程の廃止 

 について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会小規模保育事業の管理及び運営に関する規程の制定 

 について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会職場におけるハラスメントの防止に関する規程につ 

いて 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第５回）専決の承認について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第６回）専決の承認について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第７回）専決の承認について 



 

25 

 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第８回）専決の承認について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第９回）について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会評議員会の招集について 

○報告事項 

・会長、常務理事の職務の執行状況について  

 

■ １２月評議員会 

○開催日及び場所 令和３年１２月２２日（水） 高浜市いきいき広場 いきいきホール 

○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 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第５回）専決の承認について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第６回）専決の承認について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第７回）専決の承認について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第８回）専決の承認について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第９回）について 

 

■ ３月理事会 

○開催日及び場所 令和４年３月１６日（水） 高浜市いきいき広場 会議室Ａ 

〇主な議案 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会事務局規程の一部改正について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会職員就業規則の一部改正について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会職員給与規程の一部改正について                 

・社会福祉法人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 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会経理規程の一部改正について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会福祉サービスに係る苦情解決規程の一部改正について 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第１０回）について 

・令和４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 

・令和４年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会予算について 

・役員賠償責任保険の契約更新について 

・給食調理業務委託（中央保育園）に係る随意契約について 

・給食調理業務委託（高浜南部保育園・南部デイサービスセンター）に係る随意契約につい

て 

・財産の無償譲渡について 

・社会福祉法人高浜市社会福祉協議会評議員会の招集について 

〇報告事項 

・会長、常務理事の職務の執行状況について  
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■ ３月評議員会 

○開催日及び場所 令和４年３月２４日（木） 高浜市いきいき広場 会議室Ａ 

○主な議案 

・令和３年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会補正予算（第１０回）について 

・令和４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 

・令和４年度社会福祉法人高浜市社会福祉協議会予算について 

 

 


