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春日井市社会福祉協議会

No.157 （令和3年10月1日）
https://www.haru-syafuku.or.jp/

春日井市浅山町1丁目2番61号 春日井市総合福祉センター内

☎85-4321

コロナに負けず、頑張ってます！
地域では笑顔の花がたくさん咲いてます。

コロナ禍でも健康を意識して
体操をしています

三世代で漬物作り楽しかった

みんなで咲かせた桜の花

外でラジオ体操をしました

新型コロナウイルス感染症の影響により中止とします。
輪〜
第41回 福祉のつどい 〜つなげよう広げようみんなが主役福祉の○
関係団体のみなさま、開催を楽しみにしてくださっていたみなさま、次回、福祉のつどい開催の
節には、
ご支援、
ご協力をお願いいたします。

主な
予定

10月1日 〜11月30日
10月31日
11月20日
12月1日 〜31日
12月5日
12月18日
1月1日 〜3月31日
1月15日
1月15日 、16日
1月22日

赤い羽根共同募金一般募金運動期間
（福祉サービス課）
〜障がいのある人もない人も一緒に楽しもう〜レク・スポ交流会（福祉文化体育館）
ハッピーコンサート
（福祉の里）
赤い羽根共同募金歳末たすけあい募金運動期間
（福祉サービス課）
レインボーフリマ
（福祉の里）
クリスマスコンサート
（福祉の里）
災害救援ボランティア体験研修会
（地域支援課）
赤い羽根共同募金テーマ型募金運動期間
（福祉サービス課）
「ぼらら」
福祉を考える映画会
（地域支援課）
ボランティアセンター
マスコットキャラクター
第2回赤い羽根共同募金古本バザール
（福祉サービス課）
地域共生社会推進大会
（地域支援課）

令和２年度決算額 15億5,069万8,136円
自主運営事業（２億4,046万4,044円）
自主運営事業については、新型コロナウイルス感染症による、各種福祉行事等の中止に伴う助成金の減少及
び定年退職者の減少による退職金の減額等により、1,578万1,352円の減額となりました。
[主な事業]
●総務
役員会の開催、職員研修、社会福祉事業功労
者の顕彰など
●地域支援
会員募集の推進、地区社協への支援、福祉教
育の推進、ボランティア活動の推進、災害救援
体制の強化、広報活動の推進、地域福祉行事の
開催など

●福祉サービス
ちょっとお助けサービス事業、家具等転倒防
止器具取付事業、にこにこへルプサービス事
業、訪問型緩和基準サービス事業
●総合支援
指定特定相談支援事業及び指定障害児相談
支援事業など

受託事業（1億7,783万9,010円）

指定管理事業（10億4,109万380円）

[主な事業]
●市受託事業
地域福祉コーディネーター事業、にこにこヘル
プサービス事業
（一部自主事業）
、高齢者世話付住
宅生活援助員派遣事業、権利擁護センター事業、
訪問型緩和基準サービス事業
（一部自主事業）
、地
域包括支援センター事業、基幹相談支援センター
事業、基幹型地域包括支援センター事業、生活困
窮者自立支援事業

[主な事業]
子どもの家、母子の家、総合福祉センター、福祉文化
体育館、福祉の里、介護サービスセンター※、第一希望
の家、第二希望の家、福祉作業所
※ 介護サービスセンターは、令和２年11月30日を
もって閉所

受託事業については、生活福祉資金貸付事業取扱
事務の増大に伴う追加委託料等により、前年度より
3,575万7,622円の増額となりました。

●県社会福祉協議会受託事業
生活福祉資金貸付事業、くらし資金貸付事業、
日常生活自立支援事業

指定管理事業については、新型コロナウイルス感染
症による貸館の中止等により、前年度より4,558万
6,668円の減額となりました。

繰越金（9,130万4,702円）

正規職員募集！
！
●要
件 ⑴社会福祉士 ⑵主任介護支援専門員 ⑶社会福祉士を有する介護支援専門員
● 採用予定数 ⑴2人程度 ⑵⑶１人
● 給 料 等 ⑴月額182,200円〜226,800円 ⑵⑶月額182,200円〜350,000円
（大卒の場合）
※上記給料月額のほか賞与
（令和２年度実績 ４.４５か月）
、扶養手当、住居手当、通勤手当(本会
規定による)、退職手当あり。
● 採用年月日 令和４年1月１日
●申込期間 令和３年11月19日(金)まで
● 採用試験日 令和３年11月27日(土)

嘱託職員募集！
！

●職
種 ⑴放課後児童支援員又は放課後児童支援員助手 ⑵保育士又は児童厚生員
● 採用予定数 ⑴12人程度 ⑵１人
● 給 料 等 ⑴放課後児童支援員 月額158,003円
（昇給あり）
、資格手当 月額10,000円
放課後児童支援員助手 月額147,432円
（長期勤続により放課後児童支援員待遇になります。）
⑵保育士又は児童厚生員
月額168,900円
※上記給料月額のほか賞与
（令和２年度実績 ４.４５か月）
、通勤手当(本会規定による)、退職手当あり。
● 採用年月日 ⑴令和３年12月１日 ⑵令和4年４月１日
●申込期間 令和３年10月29日(金)まで
● 採用試験日 令和３年11月７日(日)
受験資格等、詳細はホームページ https://www.haru-syafuku.or.jp/ をご覧ください。
職員募集の問い合わせ 総務課 84-1011
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令和２年度収支決算内訳
収

（単位：円）

入

内

15億5,069万8,136円
その他の収入
3.0%

就労支援
事業収入 0.5%
障害福祉サービス等
事業収入 0.2%

会費収入
1.0%

児童福祉事業
収入 8.9%

春日井市の指定管理料・
委託料等
79.0%

積立資産
支出
3.3%

出

その他の支出 2.4%

就労支援
事業支出
0.5%

事務費支出
10.7%
事業費支出
9.8%

△ 393,180

1,225,571,219

1,227,919,342

△ 2,348,123

介護保険事業収入

14,379,390

12,990,010

1,389,380

児童福祉事業収入

137,850,288

167,161,557 △ 29,311,269

障害福祉サービス等事業収入

3,463,270

2,083,967

1,379,303

就労支援事業収入

7,064,792

4,974,726

2,090,066

積立資産取崩収入

16,852,882

35,352,355 △ 18,499,473

その他の収入

46,064,353

28,260,720

17,803,633

前期からの繰越金

83,556,692

73,529,417

10,027,275

合 計

1,550,698,136

1,568,560,524 △ 17,862,388

人件費支出
66.0%

訳

令和2年度
決算額

令和元年度
決算額

増

減

人件費支出

1,021,908,137

1,040,387,194 △ 18,479,057

事業費支出

152,363,534

184,964,776 △ 32,601,242

事務費支出

165,489,561

160,305,198

5,184,363

積立資産支出

50,544,987

59,513,092

△ 8,968,105

助成金支出

20,376,911

25,176,843

△ 4,799,932

就労支援事業支出

8,355,641

7,309,118

1,046,523

固定資産取得支出

2,313,960

2,850,000

△ 536,040

その他の支出

38,040,703

4,497,611

33,543,092

次年度繰越金

91,304,702

83,556,692

7,748,010

合 計

1,550,698,136

1,568,560,524 △ 17,862,388

本会へのご寄附ありがとうございました。
（令和３年５月〜令和３年８月）

●名古屋ヤクルト販売株式会社 様 ●ユニー株式会社ピアゴ篠木店 様
●ユニー株式会社アピタ高蔵寺店 様
（順不同）
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減

16,288,430

内

次年度繰越金 5.9%

助成金支出
1.3%

増

（単位：円）

15億5,069万8,136円
固定資産
取得支出
0.１%

令和元年度
決算額

15,895,250

春日井市の指定管理料
・委託料等

前期からの繰越金
5.4%

支

令和2年度
決算額

会費収入

積立資産取崩収入
1.1%

介護保険事業
収入 0.9%

訳

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします！
令和３年度目標額 ３０，
０００，
０００円

一般募金 ２９，
４００，
０００円

歳末助け合い募金 ６００，
０００円

共同募金は、民間福祉ニーズに合わせて行う計画募金です。戸別募金は１世帯500円を目安としています。

今年も10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まります。赤い羽根共同募金は、貴重な民間福
祉財源として、福祉の推進に大きな役割を担っています。たとえば、高齢者を見守る活動や福祉活
動の担い手となるボランティア団体への支援、子どもたちへの福祉教育、障がい者団体への支援
など、みなさまが住んでいる地域の福祉活動をはじめ、広域的な課題を解決するため愛知県全域
の活動にも役立てられます。

みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

「募金ができる自動販売機」
設置のご案内
●ご存じですか？
飲み物を購入すると、その売り上げの一部が共同募金に寄附され
る自動販売機があります。
これは、購入する人、販売機を設置する人、飲料メーカーの３者に
よる共同募金活動です。
日常生活の中で、誰もが無理なく募金に参加できるこの自動販売
機は新たな寄附文化を育むものです。
愛知県内には264台
（令和３年６月末）
あり、春日井市内には９台
設置しています。
●気軽に社会貢献しませんか？
新規設置だけでなく、既設の販売機の取り換えも可能です。自動販売機を設置することは、赤
い羽根共同募金を通じて、社会貢献することにつながります。
設置いただける企業・事業所及び個人の方を随時募集しております。
●ご希望に応じて自動販売機を選べます。
「募金ができる自動販売機」
は多くの飲料メーカーにご協力いただいております。設置者様の
条件や希望に沿うような自動販売機をお選びください。
春日井市内の設置ご協力場所
（順不同）
◆ホンダロジコム
（株） 様

◆
（福）
あいおい福祉会

◆春日井市福祉文化体育館

◆春日井市総合福祉センター

よくある
質 問

様

Q1. どんな場所に設置できますか？
約１㎡のスペースがあれば、企業でも個人でも設置できます。
Q2. 設置費用はかかりますか？
設置にかかる費用は基本無料です。設置に際して必要な電気
工事等も全て飲料メーカーが行いますので、設置いただく方の負
担は、月々の電気代
（月3,000円程度）
と設置場所の提供です。
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令和２年度 共同募金大口(6,000円以上)ご協力のみなさま
多額のご寄附ありがとうございました。
令和2年度共同募金大口ご協力のみなさま
※順不同・敬称省略

☆一般募金☆
【5万円以上】

ジャペル(株) (株)玉越 東洋電機(株) 春日井市民生委員児童委員協議会 春日井市課長親睦会

【3万円以上5万円未満】

(一社)春日井建設協会 カワイプレイティング(株) (株)TISM 中津川包装工業
（株）
パナソニックデバイスSUNX(株)

【2万円以上3万円未満】

(医)愛洋会 加藤クリニック 王子製紙
（株）
春日井工場 オークランド観光開発(株) 春日井運輸(株)
春日井トラック事業協同組合 春日井燃料(株) JA尾張中央春日井中央支店 (医)社団喜峰会 東海記念病院 CKD(株)
(株)竹屋 東海理化販売(株) (医)徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 (医)とやま歯科 （株）
ナルネットコミュニケーションズ
丸水設備(株) 春日井市幹部会親睦会

【1万円以上2万円未満】

愛和基礎工業(株) (株)アイチ調温 愛知電機(株) (株)アイチビジネスフォーム (株)愛和ライト （福）
明知会
アサヒビルド(株) (株)あみやき亭 (株)アローエム （株）
イトウふとん店 伊原電子工業(株) いわい皮フ科クリニック
(株)ウエダ 内津工業(株) 王子物流(株) 王春工業(株) (株)オガワスプリング (株)春日 春日井開発(株)
春日井市管工事業協同組合 春日井製菓(株)春日井工場 春日井遊技業組合 加藤木材工業
（株） (株)亀田工機
川畑工業(株)春日井工場 (株)川辺商店 (株)管栄工事 亀甲通運(株) 木野瀬印刷(株) (株)木村組 グリンホーム(株)
広陽商工
（株） (有)小松測量設計事務所 (株)コンテック (株)サトウパイプ (株)産工社 (医)三仁会 あさひ病院
山和電機(株) (株)ジーシーデンタルプロダクツ (医)芍薬会 灰本クリニック (医)修医会 のじり内科クリニック
(株)積水化成品中部 ダイコク電機(株) 太平化学産業(株)春日井工場 大日工業(株) 大和エネルフ
（株） 竹内医院
田島クリニック 知多鋼業(株) 中東産業(株) (株)中部パンチング工芸 長栄鉄工(株) TSUCHIYA(株)
(株)テトラ （株）
テレサス 東海化学(株) 東海中央クリニック (医)同仁会 鳥居クリニックパーム春日井 長江紙器(株)
なかじま皮フ科クリニック 名古屋トヨペット(株)春日井営業所 ニイミ産業(株) (株)西原良工業所 ニューロイヤル
(有)野田測量設計 富士化学(株)名古屋工場 富士シリシア化学(株) フジモリプラケミカル
（株）
(株)不動産センター春日井 プラスクリーン(株) (株)古川電機製作所 古田紙工(株) (株)朋優 (株)HOWA
ホンダロジコム(株) 前田鉄鋼(株) (株)マルイチ 丸彦渡辺建設(株)名古屋支店 (株)マルブン (株)三ツ知
(学)三ツ星学園 三ツ星幼稚園 (株)みなもと工業 森永眼科クリニック 山﨑眼科 (株)山忠観光 ユーエルロード(株)
(株)ユーワ あおぞら保育園 (有)ヨシナガ建築 吉永動物病院 ヨシノ工業(株) (株)和功工芸
(株)RandTカンパニーベティさんの家高蔵寺 (株)RandＴカンパニーベティさんの家神領
匿名１名

【6千円以上1万円未満】

☆歳末たすけあい募金☆
匿名１名

※その他、戸別募金で区・町内会・自治会のみなさま、学校募金で
市内保育園、幼稚園、こども園、小・中学校、高等学校のみなさま、
職域募金等で各団体の職員・社員のみなさまから多くの募金をい
ただいております。
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ご協力
ありがとう
ございました︒

(株)アイテツエファー (株)愛洋産業春日井事業所 (株)明知組 池田建築(株) 石原石材(株) (株)ISOWA
エーワン(株) （株）
大柳製材所 小川興業(株) オグリ建築デザイン(有) (有)かしわばらメディカル
春日井市工業団地協同組合 （資）
柄元金物店 (株)共栄堂 (医)恵洲会 田代クリニック 寿工業(株)
三幸毛糸紡績(株) (株)サンコーエンヂニア 三豊機工(株) （株）
シマ 新徳寺 瀬戸信用金庫春日井支店
(株)大興技建 太平陸運(株) 中部ケーブルネットワーク(株) 東洋インキ(株) 東洋ドライルーブ(株)
トヨタホーム(株)春日井事業所 日本クインライト(株)春日井工場 (株)富士商行 古田鈑金工芸
（株） (株)松本工業所
(株)マルシン物流 (株)丸菱製作所 ミノキン(株) (有)矢田川工作所 (株)ワナミテック

古本バザール 開催!!
〜 売 上 金 全 額 が 共 同 募 金 へ の 寄 附 と なりま す 〜

古 本 の受付場所について
※下記の受付場所にお持ちください。
●10月29日
（金）
まで ※土日祝日を除きます

市内の郵便局
（簡易郵便局を除く）
、市内の東春信用金庫各支店、東海労働金庫 春日井支店、
子どもの家
（各施設※牛山、西部、玉川、押沢台は除く）
、第一希望の家、第二希望の家、福祉作業所

●10月31日
（日）
まで ※月曜日を除きます

総合福祉センター、福祉文化体育館、福祉の里レインボープラザ

古本販売について
日

時

1月１５日
（土）
午前11時から午後7時まで

会

場

文化フォーラム春日井
（春日井市鳥居松町5-44）

1月１６日
（日）
午前10時から午後３時まで

※営利目的の
購入はご遠慮
ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次のとおりご協力お願いします。
①両日とも開催時間の30分前から整理券を配布し、入場者数を制限します。
②マイバッグを必ずご持参ください。
③マスク着用を必須とし、入口で検温させていただきます。
④来場者には、名前、連絡先の記入を求めます。
（新型コロナウイルス感染症の影響により、当事業を中止又は延期する場合がございます。）

ボ ラ ン テ ィア 募 集 中
【仕分けボランティア】
日
会

時 11月２日(火)、
４日(木)、
５日(金)、11月９日(火)から12日(金)の午前９時から午後４時までの間
場 福祉文化体育館
（総合福祉センター敷地内）

【販売ボランティア】
日

時 1月15日
（土）
午前11時から午後7時まで
1月16日
（日）
午前10時から午後３時まで

会

場 文化フォーラム春日井
（春日井市鳥居松町5-44）

申込期間

10月22日(金)までに春日井市共同募金委員会
（☎84-4199）
へお電話ください。

★ご都合のよい日時をお申込みください。
（例）
11月2日
（火）
の午前９時から正午までなど
★正午から午後１時までは、休憩時間となります。

申し込み・
問い合わせ

春日井市共同募金委員会
春日井市浅山町一丁目2番61号（総合福祉センター内福祉サービス課）
☎84-4199 FAX 84-3933
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講座・イベントのお知らせ
総合福祉センター

〒486-0857
春日井市浅山町一丁目２番61号

試してなっとく！これで足腰大丈夫体操
日

時

内 容
講
師
対
象
受講料
申込方法

☎ 84-3611

定員 16人
（抽選）

11月4日、18日
12月2日、16日
（木曜日・全４回）
午前10時から午前11時30分まで
ロコモ体操による下肢筋力アップ、足指トレーニングを行う
池田 美保
市内在住の60歳以上の人、
または障がい者
1,000円
往復はがき 10月12日(火)〈必着〉

※障がい者は、初回に障がい者手帳を提示することで受講料が無料となります。
※お申込みの際は、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・障がいの有無を記入してください。

福祉文化体育館

FAX 84-3933

俳句初級講座
日

時

内

容

講
師
対
象
受 講 料
申込方法

定員 ２０人
（抽選）

11月17日、12月1日、15日
令和4年１月12日
（水曜日・全4回）
午後2時から午後3時30分まで
俳句のルールを学び、名句鑑賞、
俳句づくり、句会体験を行う
島田 俊一郎
市内在住の60歳以上の人、または障がい者
1,000円
往復はがき 10月22日(金)〈必着〉

※障がい者は、初回に障がい者手帳を提示することで受講料が無料となります。
※お申込みの際は、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・障がいの有無を記入してください。

〒486-0857

（サン・アビリティーズ春日井） 春日井市浅山町一丁目２番61号 ☎ 84-2611 FAX 84-3933
〜障がいのある人もない人も一緒に楽しもう〜

レク・スポ交流会

参加無料

定員 各20人
（先着）

日

レクリエーション教室「ごちゃまぜソックス」 参加無料

定員 各10人
（先着）

時 10月31日
（日）
午前10時から午前11時30分まで
内 容 ラダーゲッターやストラックアウトを
はじめとしたレクリエーションゲーム
対
象 障がい児・者とその介助者、
小学生以上の人 ※小学1年生から3年生までは保護者同伴
申込方法 電話またはFAX
10月5日(火)午前10時〜

日

※お申込みの際は、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・障がいの
有無を記入もしくはお伝えください。

※お申込みの際は、講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・障がいの有無を記入もしくは
お伝えください。

福祉の里 レインボープラザ

内
対

時 11月21日
（日）
午前10時から午前11時30分まで
容 たくさんの靴下の中からペアを探すゲーム
その他レクリエーションゲーム
象 障がい児・者とその介助者、小学生以上の人
※小学1年生から3年生までは保護者同伴

申込方法 電話またはFAX
10月12日(火)午前10時〜

〒480-0304
春日井市神屋町字引沢57番地１ ☎ 88-7007
Eメール rainbow@haru-syafuku.or.jp

シニア運動セミナー

定員 各コース８人
（抽選）

〜筋トレ・脳トレ・老いをトレ みんなでアップ 心・筋・関〜
日

時 11月30日〜3月19日の火〜土曜日のうち希望する曜日
（15回）
午前10時30分から正午まで
（火・水・木曜日は午後１時30分から午後３時までのコースもあります。）
内 容 転倒、骨折予防を目的としたストレッチや筋力トレーニングなど
講
師 春日井市スポーツ・ふれあい財団健康運動指導士
対
象 運動不足や筋力の衰えを感じている市内在住の60歳以上の人
受 講 料 2,250円
申込方法 10月15日(金）
＜必着＞までに、往復はがき(１人１枚)に住所、氏名(ふりがな）
、年齢、電話番号、受講希望曜日
（第１
希望、第２希望）
、火・水・木曜日の希望者は、午前又は午後も書いて、福祉の里レインボープラザ
「シニア運動セミナー」
係へ

レインボーフリマ出店者
レインボーフリマの出店者を募集します。
日
時 12月5日(日) 午前10時から午後3時まで
対
象 市内の商業者でない18歳以上の人
抽 選 会 11月14日(日) 午前10時から午前10時30分まで
（受付 午前9時30分から午前10時まで）
※抽選会には、必ず参加してください。
申込方法 10月29日(金)＜必着＞までに、往復はがき(１組１枚)かEメールに住所、氏名(ふりがな）
、
電話番号を書いて、福祉の里レインボープラザ
「レインボーフリマ」
係へ
※Eメールは、件名に
「レインボーフリマ」
と記入してください。
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定員 12組
（抽選）

地区社会福祉協議会紹介コーナー
今年 度 新しく２つの地 区 社 会 福 祉 協 議 会 が 立ち上 がりました。
今 回はその地 区のご 紹 介をしたいと思います。

下条地区社会福祉協議会
中部中学校区に位置しています

下北地区社会福祉協議会
南城中学校区に位置しています

下条地区社会福祉協議会

下北地区社会福祉協議会

会長

会長

伊藤 和彦さんからのひとこと

塩見 克朗さんからのひとこと

コロナ禍に翻弄される状況が続いていますが、人と

令和３年４月下北地区社協として誕生しましたが、昨

人との繋がりが如何に大切かを知る良い機会ともなり

年からの新型コロナウイルス感染症の影響で各事業の

ました。当地区社協の予定している行事の開催にも赤

活動を自粛し、
７月から屋外事業のみ感染予防に十分

信号がつきかけております。
「自分たちの地域をより住
みよくする」
を目標に住民の皆さんと意見交換をし、取
り組みの充実を図ることができればと思っています。発
足したばかりで、お教えいただくことが多々あるかと思
いますが、よろしくお願いします。

に留意して活動を再開しております。本格的な活動は、
本年度後半から子ども会、老人クラブ、サロン会の皆
様にご支援を頂きながら各事業を実施していく予定で
す。ご協力をお願いいたします。

こ の よう な 事 業 を 行 う 予 定 で す
一 般 事 業

主 な 活 動 の 様 子
登校時見守り風景

敬老会

盆踊り

グラウンド
ゴルフ風景

モ デ ル 事 業
三世代交流
歩け歩け &
芋煮会

子ども
登校風景

高齢者等サロン事業
下北サロン会
第３水曜日
午前10時から正午まで
下北公民館
６５歳以上の高齢者

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部又は全部の活動を中止する場合がございます。

