


中川区社会福祉協議会 事業計画

❾ その他の取り組み
●生活福祉資金の貸付【愛知県社協協力事業】
●地域包括ケア推進会議、障害者自立支援連絡協議
会など関係組織への参画

●赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金運動への協力
●中川区西部いきいき支援センター・中川区介護保
険事業所への運営協力

❽ 第４次地域福祉活動計画
●中川区地域福祉計画推進委員会の開催

❸ 高齢者福祉事業
●高齢者はつらつ長寿推進事業（市委託事業）の
実施
●★ふれあい給食サービス事業への助成・支援
●★高齢者寝具洗濯乾燥サービス事業の実施
●学区敬老行事への助成
★老人クラブ実施事業への助成

❹ 障がい者福祉事業
●車いす・車いす対応車・福祉用具等の貸出
★特別支援学級・学校卒業生への祝い品の贈呈
★障がい者（児）関係団体実施事業への助成

❷ ボランティア活動推進事業
●ボランティアセンターの運営（ボランティアに関す
る相談、ボランティア保険の受付等）
★初級手話講座の開催
●学校等における福祉教育への支援

●★広報紙Ｗｅｌなかがわの発行
●ホームページ、ブログ（なかがわ和輪話）、動画によ
る情報の発信
●中川区在宅サービスセンターにおける各種チラ
シ・情報紙等の配布

❼ 広報啓発事業

❻ 中川区在宅サービスセンターの運営
●研修室・ボランティアルームの貸出

★子ども会活動、保育園、留守家庭児童育成会等の
実施事業への助成
★保育所卒園児への祝い品の贈呈
●子ども食堂の支援
●中川区子育て支援ネットワーク連絡会への参画

❺ 児童福祉事業

令和４年度

●は賛助会費を財源とした事業です。
★は共同募金配分金を財源とした事業です。

令和4年度 収支予算  総合計132,534,000円

❶ 地域福祉活動の推進
●★地域福祉推進協議会活動への助成・支援
●地域支えあい事業の実施（一部市委託事業）
●高齢者等サロンの整備等推進事業（市委託事業）
の実施

●★プレゼンテーションによる地域福祉活動への
助成

★民生委員児童委員協議会始め福祉関係団体等実
施事業への助成

前年度繰越金
12,684  9.7%

広報・啓発事業費
470  0.4%

経常経費
補助金収入
78,210
59.0%

受託金収入
17,927  13.5%

会費、
寄附金収入
9,828  7.4%

貸付、事業、
負担金収入等
5,217  3.9%

積立金取崩収入
8,668  6.5%

事務費、負担金
10,695  8.1%

地域福祉推進事業費
21,894  16.5%

その他（予備費等）
5,031  3.8%

人件費
64,741
48.8%

積立資産等積立費
8,973  6.8%

その他事業費  349  0.2%

ボランティア活動
推進事業費
1,002  0.8%

高齢者福祉事業費
15,284  11.5%

児童福祉事業費
2,921  2.2%

低所得者福祉事業費
749  0.6%
障がい者（児）事業費
425  0.3%

収入
単位：千円

支出
単位：千円
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中川区内で、６ヶ月以上福祉活動に取り組んでいるNPO
法人、ボランティアグループ・サロンなど

①はばたき事業助成（新規・拡充、発展的事業助成）
　１団体(１事業)あたり　１００,０００円（上限）
②ささえあい活動助成（住民参加型福祉活動助成）
　１団体　５０,０００円（上限）
※ただし、いわゆるサロン活動については１団体　20,000円

の
「地
域 底 応力 を
 助成事業のご案内 助成事業のご案内

援」

書類・公開プレゼンテーションによる審査
令和4年７月2９日（金）14:00～（予定）中川区役所 講堂
※審査員へのアピールタイムが設けられますので、原則ご出席ください。

助 成 種 類

助 成 対 象

6/30（木）までに、所定の様式に必要事項をご記入のう
え添付書類を付けて、中川区社会福祉協議会へお申し
込みください。事業案内や申請書は、社会福祉
協議会や区役所等の公所にあります。
また、本会ホームページからダウンロードでき
ます。詳細は、そちらをご覧ください。

申 請 方 法

審 査 方 法

地域の方が取り組んでいる
福祉活動やボランティア活動に対し、

皆さんからいただいた
赤い羽根共同募金や賛助会費を
財源に助成をする事業です。

中川区中川区

本会から他の助成を受けているまたは予定のある団体は除く。
原則、下記の公開プレゼンテーションへの出席が必要。

高齢者生活支援ガイドブック高齢者生活支援ガイドブック

- 4 -

サロンはわたしたちの住み慣れた地域の中にあって、いつでも、
だれでも気兼ねなく参加できる場所。あたたかく触れ合える場所
であり、自分が自然のままで人と交流できる場所です。
サロンに参加することで新しい出会いが生まれ、色々な地域の

情報も得られます。お近くのサロンをのぞいてみませんか。

多様なサロン

地域の人々が地域の子ど
もたちを見守る取り組み
素敵な取り組みです

【コーヒーサロン】
ＳＤＧｓかるたに挑戦

【愛知おしゃべりサロン】　
子ども楽校　地域異世代交流

【西前田健康サロン】
元気な運動型サロン

ふれあいいきいきサロン

参加する
社　協

- 4 - - 5 -

【さんぽ班】
　屋外でウォーキング 

【ハイビスカス昭和橋】
なじみの曲に合わせた振
り付けを楽しむかたわら
時には施設に出向いて慰
問を行っています。

【明朗クラブふれあいサロン】
毎月サロンの有志の方で
町内会や神社の清掃活動
を行っています。

休憩やおしゃべりを入れなが
ら小さな坂を上ったり下った
り、季節の花を楽しみながら
心地よく運動します。

How-to SecondStage

なかがわ

高齢者生活支援
ガイドブック
高齢者生活支援
ガイドブック

令和 4年 3月

編集　中川区生活支援連絡会
    　  （中川区地域包括ケア推進会議生活支援部会）
発行　中川区役所・中川区社会福祉協議会

なかがわ

　高齢者が地域で日常生活を送るために必要なサービスや、お互いに助け合う地域の取り組みなど
をまとめた高齢者生活支援ガイドブックを発行しました。
　「参加する」「支えあう」「学ぶ」「役立つサービス」に分けて活動等を紹介するとともに、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により閉じこもりがちな生活とならないよう、買い物支援やボランティア活動
に関する内容も載っています。
　高齢者自身だけでなく、ご家族や生活を支援する関係者等に活用していただくよう区役所・支所、
保健センター、いきいき支援センター、社会福祉協議会で配架しています。
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＝この広報誌は、共同募金配分金と賛助会費を財源に作成しました＝
※Welなかがわ（年4回）の定期購読や音訳版・点訳版をご希望の方は本会までご連絡ください。

編集・発行

〒454-0875　名古屋市中川区小城町1丁目1-20（中川区在宅サービスセンター内）
社会福祉法人 名古屋市中川区社会福祉協議会
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区内のイベントやボランティア情報案内、
研修室の貸出などを行っています。
お気軽にお問合せください！

メールドレス
nakagawaVC@nagoya-shakyo.or.jp
ホームページ
http://www.nakagawashakyo.jp

TEL(052)352-8257
FAX(052)352-3825

　寄付金および寄付物品は、中川区の福祉の
推進に有効に活用させていただきます。あり
がとうございました。（令和４年２月～4月）

〈事業者の皆さまへ〉
　社会貢献の一環として、寄付金の
他、地域のイベント等で使用させて
いただく物品やお菓子のご寄付も
募っています。
　ご関心のある事業者の皆さま、ご
連絡お待ちしております。

寄 付 の お 礼寄 付 の お 礼

●成田 銹樹　様
●北川 芳次　様

いきいき支援センターからのお知らせ

高齢者のための無料法律相談実施のご案内

日　程
６月２１日(火)
７月１９日(火)
８月１６日(火)
９月２０日(火)

時　間
１３：３０
１３：３０
１３：３０
１３：３０

中川区西部いきいき支援センター分室 （春田４-１１９ プリマヴェーラ１階）
中川区東部いきいき支援センター （八幡本通2-27 コーポ中野1階）
中川区西部いきいき支援センター （小城町1-1-20）
中川区東部いきいき支援センター （八幡本通2-27 コーポ中野1階）

■中川区西部いきいき支援センター　TEL 052-352-8258
■中川区東部いきいき支援センター　TEL 052-354-8343問合せ・お申込み

　財産管理の問題、相続の問題、家族間の問題など、生活上の様々な悩みごとについて、弁護士による無料
の法律相談をご利用いただけます(３０分程度)。詳しくはお問い合わせください。

場　　所

※法テラスの民事扶助の制度を利用しているため、法律相談の際に弁護士が収入や資産の状況をお尋ねします。
※高齢者ご本人以外の方が相談を受けるためには、高齢者ご本人の委任状が必要となります。

令和４年度
サマーボランティアスクールが

中止になりました

令和４年度
サマーボランティアスクールが

中止になりました
　サマーボランティアスクールとは、夏休
み期間中に中高生を対象に実施し、福祉施
設でのボランティア体験を通して、福祉に
関心を持ち、ボランティア活動のきっかけ
づくりを目的とした、毎年２００名ほどの
参加をいただいている事業です。今年度も
引き続き、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、残念ながら開催中止と
なりました。

　本会では、地域にお住まいの皆さんに情報を
お届けする手段として新たに、公式YouTube
『中川区社協チャンネル』を開設しました。
　少しでも社会福祉協議会を身近に感じてもら
えるように動画で様々な情報をお届けしていきた
いと思います。

公式YouTube
中川区社協チャンネルを

開設しました！

公式YouTube
中川区社協チャンネルを

開設しました！

YouTube

公式YouTube
中川区社協チャンネルを

開設しました！
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