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民  間  福  祉 
 
 
１ 社会福祉法人大府市社会福祉協議会  
  社会福祉協議会は、社会福祉の増進を図るため社会福祉に関する機関、団体、民間有志による協

議会で、民間社会福祉活動の中核となる民間団体です。 

  地域福祉の増進を図るための調査、社会福祉関係団体、施設等との連絡調整、協働事業、総合ボ

ランティアセンターを中心としたボランティア活動の育成、振興、生活福祉資金の貸付等住民に直

結する援護活動をしています。 

①  令和３年度一般会計予算 収入 468,506 千円 支出 468,506 円 

収  入 支  出 

社会福祉協議会会費 8,450 千円 法人運営費・事務費 97,211 千円 

寄付金 2,300 千円 会費・共同募金事業費 16,277 千円 

市補助金・助成金 17,879 千円 地域福祉推進 3,747 千円 

市・県社協受託金 125,468 千円 
児童老人福祉センター事

業費 
39,632 千円 

広域連合受託金 79,172 千円 障がい者相談支援事業費 53,342 千円 

共同募金配分金 11,267 千円 高齢者相談支援事業費 84,529 千円 

介護保険報酬 170,383 千円 資金貸付相談事業費 1,197 千円 

障がい福祉サービス 33,444 千円 日常生活自立支援事業費 1,682 千円 

積立預金取崩 18,270 千円 老人デイサービス事業費 127,083 千円 

その他(利用料等) 1,873 千円 居宅介護等事業費 23,045 千円 

 

 

居宅介護支援事業費 18,761 千円 

予備費 2,000 千円 

 

  ② 会費・共同募金事業費の内訳 

老人福祉 1,067 千円 

障がい児・者福祉 475 千円 

児童・青少年福祉 872 千円 

福祉育成・援助活動 11,279 千円 

ボランティア活動育成 2,284 千円 

災害ボランティア支援 200 千円 

歳末たすけあい 100 千円 

 

③ 会員数 

種別 

年度 
一般会員 （世帯） 特別会員（人） 

賛助会員 

（事業所） 

２８ 20,372 723 415 

２９ 20,308 718 403 

３０ 20,096 737 369 

元 19,953 739 377 

２ 19,938 729 364 

 

④ 組織の構成と運営 

  社会福祉協議会は、次の機関、団体等の代表者からなる理事会・評議会で運営しています。 

・区長会 ・医師団 ・歯科医師会 ・薬剤師会 ・商工会議所 ・農協 ・教育委員会 

・ライオンズクラブ ・ロータリークラブ ・連合愛知知多地域 ・青年会議所 ・ボラン 
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ティア団体 ・民生児童委員協議会 ・老人クラブ連合会 ・子ども会連絡協議会 ・身体 

障がい者福祉協会 ・手をつなぐ育成会 ・婦人会 ・保護司会 ・更生保護女性会 

・遺族会 ・生涯学習審議会 ・社会福祉施設 ・ＮＰＯ ・シルバー人材センター 

・大府市など 

〔理事１７名 評議員２２名 監事２名 顧問３名〕 

 

⑤ 主な事業内容 

○ 地域や福祉のことを学ぶ機会づくり 

◆ 福祉実践教室の開催 

◆ 夏休みボランティアスクールの開催 

○ 誰もが気軽に集える場づくり 

◆ ふれあいサロン・常設サロン・全世代型サロン・ふれあいベンチの推進 

◆ 金婚・ダイヤモンド婚を祝う会の開催 

○ 地域で支え合う仕組みづくり 

◆ 地区福祉委員会活動の支援 

◆ 高齢者の就労・社会参加の推進 

○ ボランティア・市民活動の推進 

◆ イケてる！おやじ道場の開催 

◆ フードバンク活動者養成講座の開催 

○ 安心・安全な防災・防犯の仕組みづくり 

◆ 災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル検討委員会の開催 

◆ 災害時の要支援者支援の仕組みづくりへの協力 

○ 多様な団体との連携・協働の推進 

◆ 市、事業者と連携した介護予防の推進 

◆ 学区子ども会、単位子ども会の運営支援 

○ 福祉サービスの情報提供の充実 

◆ 社協会員への社協紹介チラシの配布 

◆ 社会福祉協議会紹介パンフレットの作成 

○ 包括的支援体制の充実 

◆ 市福祉総合相談室との連携による重層的支援体制整備事業の推進 

◆ 障がい者相談支援センター機能（基幹委託相談・計画相談支援）の向上 

◆ フードバンク、ひとり親家庭支援の実施 

○ 社協の取り組む様々な事業 

◆ 介護保険事業の推進 

◆ 児童老人福祉センターの運営 

○ 法人運営と活動の基盤づくり 

◆ 独自財源（会費）の新規確保 

 

 

ボランティアグループ                       （令和３年４月１日現在） 
団 体 名 主な活動内容 主な活動日時・場所 

明社 
清掃募金活動、ゴミゼロ運動、

公園植樹 

毎月最終土曜日 ６時３０分～７時 

ＪＲ大府駅 

ボランティアサークル 

『しずく』 

「声の広報」「声の週刊誌」吹

き込み、 視覚障がい者と交流 

 

月４回 はあとぷらざ 

 

ともしび 
ミシンを使っての福祉活動な

ど 

第 2、4月曜日１０時～１２時（８月除く） 

はあとぷらざ 

春夏秋冬 施設訪問・募金活動 不定期 東山公民館、市内福祉施設 
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団 体 名 主な活動内容 主な活動日時・場所 

点訳グループ秋桜 
視覚障がい者への点訳・ガイド

ヘルプ、福祉実践教室への協力 

随時 

市内学校など 

くちなし 

施設のベッドメイク、喫茶コー

ナー手伝い、入浴介助、お話相

手、行事手伝い 

火、木曜９時半～、第３水曜 

１３時～ 愛厚ホーム大府苑 

森岡長生会 草取り、清掃など 
月曜日（月１回）８時３０分～１０時 愛厚

ホーム大府苑 

グループ一二三 
自助具（障がいに合わせた生活

用具）製作 

第４土曜日 ９時～１２時 

はあとぷらざ（定例会） 

さくらんぼ 
洗濯物の整理作業、地域活動に

参加協力 

月､火､木､金曜日 午後 

愛厚ホーム大府苑 

おもちゃ図書館 

あいあい 

おもちゃ図書館の運営、遊びの

指導 

第１土曜日１４時～１６時３０分 

発達支援センターおひさま 

手話サークルすみれ 

聴覚障がい者との交流、手話通

訳を目指しての学習、地域行事

への参加 

木曜日１０時～１２時  

長草公民館 

OHP たんぽぽ 

要約筆記に関する学習、聴覚障

がい者との交流、社会生活にお

いての通訳支援 

第１、３水曜日１０時３０分～１５時 はあ

とぷらざ   

ピーターパン 障がい児療育の援助 
第 1日曜日１４時～16時 

はあとぷらざなど  

ボランティアグループ 

ひまわり 

精神障がい者の地域精神保健

福祉活動の支援と学習、地域生

活支援施設「憩の郷」でのお手

伝い 

定例会 毎月第３木曜１３時３０分～１６時 

石ヶ瀬会館 

毎週火曜１０時～正午  憩の郷ワーキングス

ペース 

国立長寿医療研究セン

ター 

ボランティアサークル

会 

国立長寿医療研究センターボ

ランティア事務局の運営、総合

案内 

月～金曜日 ９時～１２時 

国立長寿医療研究センター 

大府めん’Ｓクラブ 

行事での手打ちそば･うどんの

提供、社協行事の支援、地域の

助け合い活動 

第３土曜日１７時３０分～２１時 石ヶ瀬会

館行事には随時協力 

親子で楽しむ 

おはなし会 
子どもへの本の読み聞かせ 

第１・３火曜 11 時～11時 30 分 

おおぶ文化交流の杜 図書館 

Bauen Platz 

（ﾊﾞｳｴﾝﾌﾟﾗｯﾂ） 

院内ボランティア活動 

（受付・こどもの遊び相手・学

習指導等） 

火～土曜日 

あいち小児保健医療総合センター 

桃陵高校ボランティア 

サークル 

レクリエーション、スポーツを

通した交流、高齢者の話し相手

等 

随時、土、日曜日、祝日、 

夏休み、春休み、冬休み 

おおぶ 

防災ボランティア 

防災活動の啓発、災害時のボラ

ンティアセンターの協力 

定例会毎月 1回第２土曜日 

１７時～１８時３０分 はあとぷらざ 

愛三ボランティア 

グループ 

福祉施設や地域での行事への

参加や手伝い 
随時 

シルバーパトロール 
子どもたちの登下校時の見守

り活動 
大府小学校１、２年生下校時 

キッコロ 
ヘルパー資格を活かし、地域福

祉に貢献する 
第２土曜日 １３時～１６時 

亜友和会 
福祉施設へカラオケ、腹話術訪

問 
第２日曜日 １３時～１６時長草公民館 



 

 48

団 体 名 主な活動内容 主な活動日時・場所 

愛三労働組合本社支部 

ボランティアサークル 

社会貢献活動を通じて心豊か

な人材を育成することを目的

とする 

随時 

笑学生落語クラブ 

子ども落語の稽古、ふれあいサ

ロン等での発表を通じ、健全育

成、地域振興を目指す 

第３日曜日１３時３０分～ 

森岡公民館・和室等 

しあわせ会 
唄、踊り、三味線、民謡、銭太

鼓などでの施設訪問 

月曜日 1２時～１５時市内 

集会場、カラオケルーム、デイサービス  

太陽の会 
発達障がい児・者への支援・啓

発活動を行う 

第２、４土曜日１０時～１７時 

共長公民館等 

どんぐりハーモニー 
ハーモニカの演奏による施設

訪問 

毎週木曜日１３時～１７時 

大府公民館など     

大府マジッククラブ 
マジックの啓発及び地域での

交流 

第２、４土曜日１３時～１７時 

大府公民館 

朗読グループおおぶ 

（紙ふうせん） 

朗読による地域・福祉への振興

の寄与を目的とする 

毎週木曜日１４時～１７時 

おおぶ文化交流の杜図書館 

アクティブおおぶ１８ 健康体操で地域に貢献する 
第１水曜日１３時～１５時 

市民活動センターコラビア 

音楽パーティーズ 

音楽療法や歌声喫茶による施

設訪問 

各種イベントにも協力 

主に市内、午前中 

おおぶ地域ねこの会 

野良猫のトラブルを減らすた

め、地域で適正に管理する「地

域ねこ活動」を普及する 

毎月最終木曜日１９時３０分～２１時３０分 

市民活動センターコラビア 

大府緑化推進研究会 
大府市内の緑化推進活動や啓

発活動 

毎月第３日曜日 ９時～１１時 

二ツ池公園など 

Ｏｎｅ＆Ｏｎｅクラブ 

人と動物が幸せに暮らすため

の啓発活動。飼い主のルール、

マナー、モラルの向上を目指す 

毎月第２木曜日１９時～２２時 

市民活動センターコラビアなど 

マシュマローズ 

地域での読み聞かせ、エプロン

シアター、パネルシアター、腹

話術の披露 

随時 

おおぶ文化交流の杜図書館など 

おおぶ花まつりクラブ 踊りによる地域貢献活動 １０時～正午 共長公民館     

北山さくら会民謡部 
福祉施設へ民謡による訪問活

動 

火曜日１３時～１５時３０分、木曜日９時～

１２時３０分 

北山老人憩の家  

さくら会 高齢者への訪問活動等 
毎週木曜日１９時～２０時 

百合ヶ丘集会所 その他訪問は随時 

ギター愛好会ＧＫＢ 
ギターの演奏による地域貢献

活動 

定例会 毎週金曜日１９時～２１時 東刈谷

市民センター 

活動先 福祉施設など 

車椅子レクダンス 

矢車草 

車椅子利用者とレクリエーシ

ョンダンスを楽しむ 

第４火曜日１３時～１６時ふれ愛サポートセ

ンタースピカ 

ウィメンズハウス 

あゆみ 
ＤＶ被害者への支援活動 石ケ瀬会館 

いきいきマジック 
マジックによる施設等への訪

問活動 

第１月曜日１０時～１２時 

いきいきプラザ 

ちゅ楽鼓 
障がいをもっている本人、家族

による和太鼓の演奏 

月 1回不定期 ９時３０分～１１時３０分  

北山公民館９時３０分～１０時  

発達支援センターおひさま、東あけび苑 
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団 体 名 主な活動内容 主な活動日時・場所 

傾聴ボランティア 

「おおぶ」 

高齢者、障がい者等への傾聴活

動 

定例会  毎月第４木曜日１０時～１２時 

北山公民館 

活動  随時 

まっちゃーず大府 

抹茶、生け花等、おもてなしの

心を培いながら、施設への訪問

など 

隔月第２土曜日 １０時～１２時代表者宅 

随時市内福祉施設 

地域多文化ネット 

「ＷＫＹ」 

外国人市民とともに地域行事

への参加、 

日本語教室、外国人との交流 

毎週木曜日１９時～２１時 土曜日１８時～

１９時３０分 北山公民館 

大府おもちゃ病院 

おもちゃの修理、子どもたちに

「物を大切にする心」、「物つく

りの楽しさ」を育む活動 

第３土曜日 １４時～１６時発達支援センタ

おひさま「おもちゃ図書館」 

「かえる」 
人形劇や親子遊び等による子

育て支援 

[練習場所]公民館他 

[活動先]図書館、児童老人福祉センター等 

合唱サークル 

「北極星（ぽらりす）」 

親子合唱を通しての子育て支

援 

合唱による施設等への訪問活

動 

定例会 毎月土曜日１３時３０分～１５時、 

１９時３０分～２１時 北山公民館 他 

朗読グループそよかぜ 
朗読による施設等への訪問活

動 

定例会 毎月第２・第４木曜日 

９時３０分～１２時 大府市社会福祉協議会 

園芸福祉コミュニティ

ー知多 

園芸福祉のテーマである「植物

と接し、仲間をつくり、みんな

で幸せになろう」と目標とした

ガーデニングによる地域の人

の輪づくり 

毎月第２土曜日１０時～１５時 

半月みんなの家 

ふるさとガイドおおぶ 

ガイドを通して大府市の歴史、

文化、健康等を市内外に発信し

大府市をアピールする。 

毎月１回 ９時～１２時 

大府商工会議所  

おおぶ  

青春ベンチャーズ 

ふれあいベンチ補修、長野県王

滝村森林伐採、地域福祉活動 

随時 

はあとぷらざ、大府市社会福祉協議会 

おおぶの杜育み隊 

おおぶ文化交流の杜こもれび

ホールでのイベントのお手伝

い 

随時 

おおぶ文化交流の杜 

大府学研究会 
大府の歴史・文化の継承を目的

として訪問 

月２～３回 おおぶ文化交流の杜、市民活動

センターコラビア等 

なかよし長寿会 

地域の高齢者世帯へのお手伝

い（清掃、ゴミ出し、買い物、

話し相手など） 

毎月最終水曜日 １３時３０分～ 

大倉公園管理棟 

美ら音倶楽部 

沖縄の伝統楽器「三線」の演奏

や、沖縄民謡などによる訪問活

動 

定例会 月１回程度不定期 １８時～２１時

３０分 北山公民館 

デンソーテクノ㈱ 

社会貢献グループ 

地域の清掃活動、衣料回収活

動、キャップなどの収集活動 
随時 

お山の杉の子 
「大府の民話」の電子紙芝居を

通した交流、つながり作り 

随時 

おおぶ文化交流の杜図書館、福祉施設など 

クリアンサの会 

外国にルーツを持つ子どもた

ちに日本語を教えたり、宿題の

サポート、交流を行う 

月１回 １６時～ 北山公民館、石ヶ瀬会館 

週３回午前 市内小学校２校 
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団 体 名 主な活動内容 主な活動日時・場所 

ギタモニカ 
ギターとハーモニカの演奏に

よる地域貢献活動 

毎月第１、３金曜日 １０時～正午 

東山児童老人福祉センター 

天笑会 
唄、オカリナ、大正琴、ギター

の演奏による施設訪問 
随時 

なごやか家族 
腹話術による施設等への訪問

活動 
随時 

ハーモニカ楽友会 

ひびき 

ハーモニカの演奏による地域

貢献活動 

毎週金曜日９時３０分～１１時３０分 東山

公民館 

人間環境大学 

ボランティアクラブ 

福祉施設や地域での行事への

参加や手伝い 

毎月第１水曜日 １２時～１３時 

人間環境大学 

子育て支援サークル 

あそびのいっぽ 

子どもへの本の読み聞かせ、親

子遊び等による子育て支援、フ

ードドライブ等 

毎月第１水曜日 １０時～ 

あいち健康の森公園 

八ツ屋大池公園を守る

会 

八ツ屋大池公園をいつまでも

美しく、楽しく使えるようアド

バイス等行う 

随時 

おおぶ桜会 
福祉施設への演芸活動。子ども

達への盆踊り、太鼓の指導 
第１・３水曜日 １３時～１７時 

階 

安全、環境、防災を通じて子ど

もたちを見守る活動を推進す

る 

随時 

 

 
２ 共同募金委員会 

共同募金は、昭和２２年に戦後の民間福祉事業の財源の欠乏を補うために、「国民たすけあい運

動」として全国展開されました。以後、社会福祉法の定めるところにより、毎年１回厚生労働大臣

が定める期間（１０月１日～１２月３１日）において「赤い羽根」運動として展開されています。 

大府市共同募金委員会（募金実績）                     （単位：千円） 
区分 

 
 
年度 

募   金   額 

戸 別 
募 金 

法 人 
募 金 

学 校 
募 金 

職 域 
募 金 

街 頭 
募 金 

協力店等

募金等 
歳末助け

合い等 合 計 

２８ 11,746 1,497 210 409 0 150 87 14,099 

２９ 11,810 1,458 210 419 11 211 44 14,163 

３０ 11,616 1,394 203 445 14 196 45 13,913 

元 11,628 1,367 229 457 41 203 76 14,001 

２ 11,479 1,310 204 488 0 80 37 13,598 

 
３ 民生（児童）委員 

民生委員（児童委員も兼務）制度は、平成２９年に創設１００年を迎えたほど長い歴史を持ち、

社会福祉に熱意のある方の中から市の民生委員推薦会と県知事の推薦によって厚生労働大臣から委

嘱を受けた民間の奉仕者で、任期は３年です。 

  仕事は、担当地域の住民の生活状態を把握し、生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等における 

要保護者、児童などの保護・指導・援助を行い、社会福祉事務所に協力するとともに、地域の福祉 

増進のために自主的な活動をしています。 

また、市内には８つの地区民生児童委員協議会があります。 

  なお、主任児童委員１６名も、児童委員とともに地域における児童問題に関して相談、援助活動

を行っています。 
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大府市民生児童委員協議会                     （令和３年４月１日現在） 

            項目 

地区民協 

人数（人） 平均年齢（歳） 平均経験年数（年） 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

大府地区民生児童委員協議会 ６ 22 28 69.5 61.0 62.8 4.5 4.7 4.6 

神田地区民生児童委員協議会 ４ 10 14 71.8 64.2 66.4 5.0 6.7 6.2 

北山地区民生児童委員協議会 ９ 11 20 72.7 65.8 68.9 5.3 5.5 5.4 

東山地区民生児童委員協議会 ２ 10 12 70.0 58.0 60.0 2.5 3.7 3.5 

共和西地区民生児童委員協議会 ３ ７ 10 71.7 63.3 65.8 7.0 3.6 4.6 

共長地区民生児童委員協議会 10 11 21 68.3 65.2 66.5 4.6 7.6 6.2 

吉田地区民生児童委員協議会 ９ ８ 17 70.0 64.5 67.4 3.1 5.1 4.1 

石ヶ瀬地区民生児童委員協議会 11 15 26 70.5 65.1 67.4 10.0 7.5 8.5 

計 54 94 148 70.4 62.5 66.0 5.6 5.6 5.6 

 
 
 民生委員活動状況                          （各年度末現在） 

  

内

容

別 

相

談 

・ 

支

援

件

数 

年 度 ３０ 元 ２ 

 民生・ 

児童 

委員 

（うち

主任児

委員） 

民生・ 

児童 

委員 

（うち

主任児

委員） 

民生・ 

児童 

委員 

（うち

主任児

委員） 

在宅福祉 58 4 84 1 41 3 

介護保険 44 0 54 0 48 0 

健康・保健医療 83 0 78 1 84 0 

子育て・母子保健 8 1 20 2 11 6 

子どもの地域生活 383 203 325 171 205 147 

子どもの教育・学校生活 157 150 139 119 130 111 

生活費 220 0 35 2 7 0 

年金・保険 11 0 2 0 6 1 

仕事 23 6 5 1 4 1 

家族関係 112 3 36 1 32 0 

住居 33 0 21 2 20 0 

生活環境 151 1 131 1 92 0 

日常的な支援 366 1 338 3 206 6 

その他 431 23 429 35 351 16 

計 2,080 392 1,697 339 1,237 291 

分野別相談 

支援件数 

年 度 ３０ 元 ２ 

高齢者に関すること 1,085 20 900 12 651 11 

障がい者に関すること 107 7 64 1 23 4 

子どもに関すること 587 357 505 321 361 267 

その他 301 8 228 5 202 9 

計 2,080 392 1,697 339 1,237 291 
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そ

の

他

の

活

動

件

数 

年 度 ３０ 元 ２ 

調査・実態把握 2,178 71 1,635 96 894 101 

行事・事業・会議への参加協力 4,519 524 3,831 514 966 167 

地域福祉活動・自主活動 5,512 761 5,120 816 3,839 506 

民児協運営・研修 4,259 470 4,326 482 3,330 352 

証明事務 72 0 77 1 60 3 

要保護児童の発見の通告・仲介 10 5 9 0 7 0 

 

 ３０ 元 ２ 

訪問回数 26,028 576 23,794 487 20,893 324 

連絡調整回数 11,425 1,333 10,591 1,298 7,225 857 

活動日数 21,944 2,096 20,017 1,935 16,280 1,290 

 
 
４ 公益社団法人 大府市シルバー人材センター  

（公社）大府市シルバー人材センターは、常用雇用は望まないが豊かな経験や技能を生かしたい

という高齢者に、民間事業所や一般家庭から高齢者に向いた仕事を引き受け、本人の希望と能力に

応じた仕事を提供しているところです。 
 
 

（1） 大府市シルバー人材センター 登録会員数    （令和３年４月１日現在） 

職  群 職 班 男（人） 女（人） 計（人） 割合（％）

技術群 

教育指導班 

41 15 56 8.6 
執筆翻訳班 
経理事務班 
特殊技術班 

技能群 技能班 
65 4 69 10.7 

製作加工班 

事務経理群 一般事務班 
10 15 25 3.9 

毛筆筆耕事務班 

管理群 施設管理班 
49 1 50 7.7 

物品管理班 

折衝外交群 販売集金班 
3 2 5 0.8 

外務班 

一般作業群 屋外作業班 
262 108 370 57.2 

屋内作業班 

サービス班 福祉サービス班 
5 64 69 10.7 

その他のサービス班 
その他 その他 2 1 3 0.4 

計 437 210 647 100.0 
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（2） 年齢別会員状況     （令和３年４月１日現在） 

   性 別 
年齢 男(人) 女（人） 計（人） 

６０歳未満 0 0 0 

６０～６４歳 15 12 27 

６５～６９歳 56 36 92 

７０～７４歳 145 81 226 

７５～７９歳 148 56 204 

８０歳以上 73 25 98 

計 437 210 647 

 
（3） 就労実績                            （各年度末現在） 

年  

度  

受 託 就 労 件 数  配 分 金（円） 

受託件数（件） 就業人数（人） 
家庭 事業所他  計 

家 庭  事 業 所 他  計  実人員  延人員  

２８ 3,748 4,351 8,099 5,921 89,419 34,589,212 227,378,752 261,967,964 

２９ 3,781 4,309 8,090 6,025 91,613 35,817,145 239,372,820 275,189,965 

３０ 4,034 4,124 8,158 5,945 91,710 36,994,550 245,105,020 282,099,570 

元 4,034 3,844 7,878 5,801 92,922 35,925,163 249,467,832 285,392,995 

２ 3,860 3,458 7,318 5,629 88,342 34,238,119 246,511,893 280,750,012 

 


