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令和２年度 事業報告 

 

◆重点事業◆ 

１ 健康づくり・いきがいづくり「おたっしゃ１０のトライ」推進事業の推進 

(1)「おたっしゃ１０のトライ」「健康の日」の推進 

「おたっしゃ１０のトライ」推進事業のオリジナルテーマ曲、オリジナル体操、マスコット

キャラクター「テントラちゃん」を活用して区民への健康増進の意識啓発に努めました。    

また、本会で制定した「健康の日」などを通じて、老人いこいの家を中心に健康体操を実施

して健康づくりに取り組みました。 

(2)「おたっしゃでつながる地域の輪」の推進 

地域づくりの手引き「おたっしゃでつながる地域の輪」を周知して支援に努め、各地区の特

性を活かした取組みを進めるための地域福祉懇談会の開催を計画し、橘地区社会福祉協議会の

地域での開催を予定しました。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

２ 活動・交流の場づくりや機会づくり 

各地区の小地域福祉活動がより一層盛んに行なわれるよう、地域の居場所づくりや、そこを

拠点とした住民主体の取組み（溝口地区の高齢者サロン「たかつの縁側」、下作延地区の「子

育てサロン㏌しもさくのべ」の立ち上げ等）を支援しました。 

 福祉パルたかつ、老人いこいの家、高津老人福祉・地域交流センターの区民の憩いや交流・

活動の場としての充実に努めました。 

老人いこいの家及び高津老人福祉・地域交流センターについては、多世代交流・地域交流・

介護予防等を推進し、地域拠点としての機能の発展やさらなる利用促進を目指して、地域と連

携した取組みを進めました。 

 

３ 地域福祉活動の活性化・参加の促進 

地区社会福祉協議会を支援し、住民主体の活動の活性化、参加の促進に努めました。 

高津区ボランティアセンター事業を通じて、ボランティア活動や当事者活動と連携し、誰も

が気軽に地域活動に参加できる環境や機会づくりの支援に努めました。 

福祉学習にかかわる相談への対応をはじめ学習機会の提供や情報の発信等を通じて、教育機

関や関係機関・団体等と連携し、学校や地域における福祉教育の推進に努めました。 

 

４ 災害時の支援体制の充実 

災害ボランティアセンターの周知及び研修の実施を通して、災害時におけるボランティア活

動の意識啓発、実践活動の推進に努めました。 

 

５ 行政との協働・連携 

高津区役所地域みまもり支援センターをはじめとする行政機関と連携・協働し、地域包括ケ

アシステムの構築・推進に向けた区民一人ひとりの自助・互助活動が促進されるように取組み

に努めました。 

 



 

 

２ 

 

 事 業 報 告 の 内 容                       

                                          

高津区社会福祉協議会 事業費【５９，５０４千円】 

【サービス区分事業活動支出  ５０，２２７千円】 

【共同募金配分金        ９，２７７千円】 

 

１ 高津区社会福祉協議会運営事業 

（１）常任委員会、運営協議会の開催 

ア 常任委員会の開催 ２回（９月２３日、２月１７日※書面表決） 

イ 運営協議会の開催 ２回（９月２５日、２月２４日※書面表決） 

※２月１７日、２月２４日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

（２）地区社協・地区民児協会長会議 

ア 地区社協会長会議の開催４回（４月１５日、５月２９日、７月１７日、１月１８日） 

イ 地区社協・地区民児協会長会議の開催 １回（３月１１日） 

 

（３）会員や賛助会員の増強 令和２年度入会会員 

 ア 正会員  １件（第１０種 １団体） 

イ 賛助会員 ２，５４５件 

    R2実績 H31実績 

正会員数 １１２ １１７ 

賛助会員数 ２,５４５ ２,７０８ 

 

（４）寄付金の受入れ活用 

 ア 寄託金  １４件 

イ 寄託品   ８件 

    R2実績 H31実績 

寄託金（件） １４ ２３ 

寄託金（円） １,３０６,３４９ ３,１４０,８２２ 

寄託品（件） ８ １４ 

 

 

２ 調査・研究事業 

（１）第４期高津区地域福祉活動計画の推進 

  平成３０年度～令和５年度の６年計画の中間年にあたり、事業の進捗状況等を確認して

中間見直しを行った。常任委員会・運営協議会で見直し案を検討した。 

 

（２）地域包括ケアシステムや地域福祉推進の調査・研究  

特に実施していない。 



 

 

３ 

 

３ 研修事業 

（１） 区・地区社会福祉協議会研修会の開催 

ア 区・地区社協研修実施委員会の開催 １回（１２月１４日） 

イ 区・地区社会福祉協議会研修会の開催 １回（３月１１日） 

※３月１１日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期 

 

 

４ 企画・広報事業 

（１）広報紙「おあしす」（年２回発行、編集委員会の開催）・情報紙「トピックス」（毎月

発行）・パンフレット等の発行 

 ア 広報紙「おあしす」 年２回、各７，０００部発行、編集委員会の開催 ６回（６月２

３日、７月１６日、８月１８日、１２月１日、１月１４日、１月２７日）  

 イ 情報紙「トピックス」年１２回、各４５０部発行 

ウ 「区社協リーフレット」、「おたっしゃ１０（健康十訓）」チラシ、地域づくりの手引

き「おたっしゃでつながる地域の輪」 配架及び配布 

 

（２）ホームページの運用 

 ア ホームページでの情報発信 

 高津区社会福祉協議会 ホームページ（https://takatsuku-shakyo.jp/） 

  

（３）たかつ区健康福祉まつり・高津区民祭・橘ふるさと祭り等への参加 

各行事に参加して区社協・地区社協の事業・活動のＰＲ等を予定した。 

ア 第３１回たかつ区健康福祉まつりへの参加 ７月１１日  

イ 第４７回高津区民祭への参加 ７月１９日 

ウ 第４１回橘ふるさと祭りへの参加 ８月２日 

※各行事（祭り）は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

 

５ 地域福祉活動事業 

（１）地区社会福祉協議会への支援、連携・協働 

共同募金配分金を財源として高津区内の４地区社協へ活動費を助成した。 

また、地区社協が地域の障がい児・者、児童・青少年などを対象として推進している小地

域福祉活動に対し、情報提供や事務的な協力などにより活動を支援した。 

 

（２）「おたっしゃ 10のトライ」推進事業の推進（健康運動の推進、健康運動普及推進チーム

「チームテントラ」会議の開催） 

高津区の健康運動「おたっしゃ１０のトライ」を組織的に推進するために、地区社協、ボ

ランティアグループ等で構成するチームを設置し、地域の中で具体的にできる活動について

協議し、高津みんながつながる音楽会の開催やテントラ音頭の制作などについて検討した。 

健康運動普及推進チーム「チームテントラ」会議の開催 ４回（７月１３日、１１月１１

日、２月８日、３月８日） ※２月８日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 



 

 

４ 

 

（３）「おたっしゃでつながる地域の輪」推進事業の実施（地域福祉懇談会の開催、高津みん

ながつながる音楽会の開催） 

地域で生活する住民同士が意見交換を行う中で、地域における課題の把握や解決策を話し

合い、各々の地域活動につなげていく話し合いの場として、橘地区社協の地域で地域福祉懇

談会の開催を予定した。また、第３回高津みんながつながる音楽会の開催について検討した。 

※地域福祉懇談会及び音楽会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

（４）音楽カフェ等の開催（市内学校・橘地区社協との協力実施） 

地域の高齢者と多世代の交流促進を目的に音楽カフェ等の開催を予定した。今後、有効な

取り組みの方法を検討して行くこととした。 

※音楽カフェは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

（５）高津区敬老会の開催（祝品贈呈、功労者・寄付者表彰、実施委員会の開催） 

  式典は中止し、高齢者福祉への功労者の表彰のみ実施した。※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため式典は中止 

  実施委員会の開催 ２回（６月１９日、３月２６日） 

 

（６）福祉用具（車椅子）の貸出し 

  区民及び研修（福祉体験）のための車椅子無料貸出 １５４件 

 

（７）移送サービス事業の実施（移送車による移送サービス、車両貸出し、移送ボランティア

研修会・交流会の開催、運営委員会の開催） 

 ア 移送サービス利用件数 ８５件（車両貸出は０件）（※平成３１年度 １２１件） 

 イ 運営委員会の開催 １回（７月２２日） 

 ウ 移送ボランティア交流会の開催 １回（３月３０日） 

 エ 移送ボランティア研修会の開催 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

（８）子育て支援事業の推進（こども子育て支援事業推進委員会の開催、子育て支援講座の開

催、子育て支援グッズの貸出し） 

 ア こども子育て支援事業推進委員会の開催 ４回（７月２９日、１０月２３日、１２月７

日、３月１２日） 

イ 子育て支援講座の開催 １回（２月２４日）を予定した。※新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため延期 

ウ 子育て支援グッズの貸出し ３９件（個人向け６件、機関・団体向け３３件） 

   

（９）ふれあい会食・配食、ミニデイケア実施団体交流事業の開催 

会食会や配食に関わるボランティアが集い、高齢者に配慮した食事について学び、献立に

ついて情報交換をすることで、区内の高齢者向け食事サービス活動がより活性化されること

を目的に高津区役所保健福祉センターと共催での開催を予定した。 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

 



 

 

５ 

 

６ 団体等助成事業 

（１）共同募金配分金による地区社協交付金の交付 

区内４地区社協への助成金 計３，７０６，５６０円 

 

（２）賛助会費の配分による地区社協への地域福祉活動費助成 

区内４地区社協への助成金 計３，４２５，１００円 

 

（３）年末たすけあい募金による小地域福祉活動支援事業助成（審査会の開催） 

  ボランティア・当事者団体等への助成金 ５７団体 計１，９１６，０００円   

  

（４）ふれあい会食・配食、ミニデイケアへの助成 

 ア 会食活動に助成 １３団体 計１,６０６，１２２円（未実施戻入４８８，０００円） 

 イ 配食活動に助成 ０団体    

 ウ ミニデイケアに助成 １団体 計８０，７４５円 

 

（５）高津区社会を明るくする運動への助成（推進委員会への参画） 

 第７０回社会を明るくする運動への助成 ５０，０００円 

 

（６）寄付金による地域活動団体への助成（記念事業、地域包括ケアシステム推進に向けた互

助活動への助成） 

  本会会員を対象に特別記念事業への助成 ３団体 計１４５，０００円 

 

 

７ 共同募金事業 
（１）共同募金会が実施する共同募金運動（年末たすけあい運動含む）への協力 

神奈川県共同募金会川崎市高津区支会委員会並びに年末たすけあい運動実施委員会の開催 

  ２回（８月、１月１８日 ※ともに書面表決） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

（２）年末たすけあい配分事業（民生委員児童委員を通じての年末見舞金の贈呈、配分委員会

の開催、その他配分を受けての事業実施） 

  年末見舞金の配布 ７２０世帯・計２，１６０，０００円 

  年末たすけあい運動実施委員会（配分委員会）の開催 １回（１２月１０日） 

   

 

８ 福祉パル管理運営事業 

（１）地域福祉活動拠点としての「福祉パルたかつ」の管理運営 

  「福祉パルたかつ」の適正な管理運営を行った。 

 

（２）研修室、フリースペース（ボランティアコーナー）の貸出し 

  研修室Ａ １２４件、研修室Ｂ １５件、フリースペース ２７４件 



 

 

６ 

 

（３）印刷機・紙折り機等の機材の貸出し 

  印刷機は新型コロナウイルス感染防止のため予約制により貸出 

 

（４）福祉広報物の配架・掲示 

  行政・関係機関・団体等からの広報物や福祉情報の案内等を随時配架・掲示して周知し

た。 

 

 

９ 生活福祉資金貸付事業 

（１） 生活福祉資金貸付事業  

ア 相談・問合せ件数  １，３２５件   

イ 区内貸付決定件数     ３２件 

  

（２）新型コロナウイルスの影響による収入減少世帯への特例貸付（令和２年３月２５日～） 

ア 相談・問合せ件数 １１，５１２件   

イ 区内貸付決定件数  ３，１８９件 

    

（３）貸付調査委員会の開催、民生委員児童委員を通じての現況調査 

  区民児協常任理事会で新型コロナウイルスによる収入減少世帯への特例貸付について 

報告。現況調査は神奈川県社協からの依頼が無いため実施していない。 

 

（４）だいＪＯＢセンター等関係機関との連携による支援  

民生委員児童委員、行政の関連部署や公共職業安定所、だいＪＯＢセンター（自立支援相

談機関）等の各関係機関と連携しながら貸付相談を行い、低所得世帯等の自立促進に向けて

支援した。 

 

 

１０ ボランティア活動振興事業 

（１）高津区ボランティア活動振興センター運営委員会・事業企画部会の開催 

運営委員会の開催 １回（６月１５日）、事業企画部会の開催 ７回（４月３０日、６月

１５日、８月１８日、１０月６日、１２月１４日、２月１日、３月２２日） 

※４月３０日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

（２）ボランティア講座の開催 

 ア 傾聴入門講座の開催  

（ア）１回目（１１月５日） 参加者１６名 

（イ）２回目（１月７日）  参加者９名 

 イ 災害ボランティアセンター研修会の開催（１０月３０日） 参加者１５名 

  

（３）ボランティアに関する相談対応・情報提供 

ア ボランティア活動依頼  １４件（平成３１年度 ４１件） 



 

 

７ 

 

イ ボランティア活動希望  ２７件（平成３１年度 ２４件） 

 

（４）「たかつボランティア情報」の発行 

  毎月発行する高津区社協情報紙「トピックス」に「たかつボランティア情報」のコーナ

ーを設け、ボランティア関連情報を掲載した。 

 

（５）寄託金の配分助成 

  本会会員を対象に特別記念事業への助成 ３団体 計１４５，０００円 

 

（６）たかつボランティア・当事者連絡会等との連携・支援（交流会の開催等） 

ア 第１０回たかつボランティアまつりの開催  

イ 福島原発被災地ボランティア訪問の実施   

※両事業とも新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

（７）福祉教育に関する相談対応・情報提供 

 ア 福祉教育に関する相談  ４件 

 イ 体験用車いすの貸出   ８件 

 

（８）「夏休み福祉・チャレンジボランティア体験学習」の実施（川崎市社協・市内他区社

協・関係施設等の共催） 

ア 「チャレボラ２０２０」の実施 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 イ 二ヶ領用水清掃ボランティア体験 （８月２日）参加者１０名 

 

 

１１ 日常生活自立支援事業 

（１）日常生活自立支援事業及び成年後見制度の利用に関する相談対応 

  相談件数 ２，２８４件（初回相談 ７７件、継続相談 ２,２０７件） 

（平成３１年度 相談件数 ２，４３８件〔初回相談 ９７件、継続相談 ２，３４１件〕） 

 

（２）福祉サービス利用援助サービス、日常的金銭管理サービスの提供 

 サービス契約者 ４８件（平成３１年度 ５７件） 

 

（３）書類等預かりサービスの提供 

 サービス契約者 ３件（平成３１年度 ３件） 

 

 

１２ 老人いこいの家運営等事業 

（１）老人いこいの家利用人数 

 利用人数 ３２，２３２人（団体２０，１５７人、個人１２，０７５人） 

（平成３１年度 ８３,９７８〔団体４７，０９２人、個人３６，８８６人〕） 

 



 

 

８ 

 

（２）老人いこいの家教養講座  

参加人数 ３７３回、３，６４１人 

（平成３１年度 ４０８回、５,３１６人） 

 

（３）ミニデイケアサービス事業 

  上作延老人いこいの家で実施 参加人数２９人・ボランティア人数６５人、４回（９月１

７日、１０月１５日、１１月１９日、１２月１７日） 

※末長老人いこいの家、東高津老人いこいの家は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため中止 

 

（４）夜間・休日開放事業 

梶ヶ谷老人いこいの家で受託 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

（５）老人いこいの家運営委員会の開催 

  運営委員会 １１回（６月４日、６月２６日、７月７日、７月２９日、９月７日、 

９月１５日、１１月２０日、１１月２４日、１１月３０日、３月２３日、３月３０日） 

   

 

１３ 川崎市高津老人福祉・地域交流センター事業 

（１）年間利用者数  

２８，２９１人（老人福祉センター１９，４２９人、地域交流センター７，６４８人）  

（平成３１年度 ４８，７７５人〔老人福祉センター３６，０３４人、地域交流セン

ター１２，７４１人〕） 

   

（２）教養講座 

   ９講座 ８０回 参加者９３８人 

（平成３１年度 ２２講座 １８８回 参加者３，１４６人） 

 

（３）機能回復訓練（転倒予防教室） 

   １２回 ２６３人 

（平成３１年度 ２４回 参加者７６１人） 

 

 （４）行事 

  ア 老人福祉センター行事 

１行事 ２１５人（平成３１年度 ４行事 参加者６２２人） 

  イ 地域交流センター行事 

５行事 ２０３人（平成３１年度 ４行事 参加者７０３人） 

 

（５）健康保持増進事業 

  ３事業 ６７人（平成３１年度 ７事業 参加者３８６人） 



 

 

９ 

 

１４ 公益事業 

（１）福祉パルたかつ及び高津老人福祉・地域交流センターにおける高齢者フリーパスの販

売・交付 

  販売実績 ６５１件（福祉パルたかつ１５７件、高津老人福祉・地域交流センター４９４ 

件） 

 （平成３１年度 販売実績 １，０７７件〔福祉パルたかつ２１８件、高津老人福祉・地

域交流センター８５９件〕） 

 

１５ 災害活動関連事業 

（１）災害ボランティアセンター設置運営訓練 

ボランティア事業の中で災害ボランティアセンター研修会を開催 （１０月３０日） 

参加者１５名 

 

 

１６ 団体事務 

（１）神奈川県共同募金会高津区支会団体事務 

  高津区支会の事務局として、赤い羽根共同募金並びに年末たすけあい募金運動の実施、 

支会委員会の開催（書面表決）、募金の取りまとめ、配分決定等を実施。 

 募金実績 一般募金１０，９７０，５５３円 達成率７２.２％ 

      年末たすけあい募金７，６２５，０２７円 達成率７２．６％ 

※高津区支会委員会、街頭募金は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

（２）高津区民生委員児童委員協議会団体事務 

  高津区民児協の事務局として、区民児協の組織運営（常任理事会、総会等の開催）、連

絡調整、研修会の開催、その他事業を実施。 

 

 

１７ その他 
（１）総合相談支援（関係機関・団体とのネットワークによる支援） 

相談者の問題解決に対応するため、必要に応じて行政・地域包括支援センター等の関係 

機関・団体と連携して支援に努めた。 

 

（２）行政との協働・連携（地域みまもり支援センターとの連絡会議の開催、多世代交流事

業の促進、障がい当事者に関する講座等の実施） 

  高津区役所地域みまもり支援センターとの連絡会議を定期的に開催し、情報交換を行う 

とともに、地域福祉懇談会の開催や地域のサロン活動の立ち上げなどについて協働した。 

 

（３）たかつ心のパワーアップセミナーへの協力 

 第１４回たかつ心のパワーアップセミナーの実施 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止 

のため中止 



 

 

１０ 

 

 

（４）高齢・障がい・子ども子育て等関係機関・団体との連携 

  各種関係機関・団体との連携・協力（会議への出席、事業への協力）に努めた。 

 

（５）福祉関係団体の事業への共催及び後援等の協力・支援 

  区内団体等からの依頼に基づき後援名義の使用を許可した。 

 

（６）実習生・福祉学習等の受け入れ 

  社会福祉士実習生等を受入れした。 

 

（７）川崎市社会福祉協議会の事業への協力 

  市社協の各種事業・取り組みに協力した。 

 


