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令和元年５月１５日に高松市社会福祉協議会本所デイサービスセンターは開
所1周年を迎えることができました。これもひとえに皆様方のご支援の賜物と感謝
いたしております。
当初は利用者数が一日に三名という日もありましたが、現在は三十名を超え、皆
様のご信頼をいただいたと実感しています。私どもスタッフは、一人ひとりの方に楽し
んで笑顔で過ごして頂くということを目標にしております。一日の終わりに、「今日は楽
しかったな。」と思っていただける、そんなデイサービスを目指しております。
1周年を機に、さらに居心地が良いと思っていただけるサービスを提供して行く所存でございます。
職員一同心をこめてご支援させていただきますので、これからも何卒よろしくお願い申し上げます。

デイサービス利用中のご夫妻の結婚73周年をお祝いしました！

デイサービスセンター 1周年記念

会長就任にあたり、謹んで御挨拶を申しあげます。
近年、少子・超高齢化社会の進展に伴い、地域社会や家庭の機能の変化を始め、社会的孤立、
経済困窮、権利擁護の問題などにより、福祉サービスに対する需要が増大し、かつ複雑・多様化し
ております。
このような中、高松市社会福祉協議会といたしましては、地域の課題や社会的孤立に対応す
るべく、地域のニーズを発見し、相談や支援につなぐ仕組みを、地域住民や福祉関係者との協働
の下、高松市と十分に連携しながら、地域共生社会の実現に向けて取り組むことが重要であると
考えております。
今後におきましても、地域福祉の中核的役割を担う地域福祉推進団体として、誰もが安心して、

自分らしく暮らすことのできる地域社会を目指し、積極的に各種事業を推進してまいりたいと存
じますので、皆様の、より一層の御協力、御支援をお願い申しあげます。

会 長 就 任 に あ た り

高松市社会福祉協議会
会長　加藤昭彦



地域の方に顔を覚えてもらえるよう、頑張り
ます！

淵﨑 義之

本所
経営クリエイティブ課推進係

利用者様やご家族様との信頼関係をしっか
り築き、信頼してもらえるような介護支援専
門員になりたいと思います。福地 幸子

国分寺支所
居宅介護支援事業所

池脇 久美

本所
デイサービスセンター

いつも笑顔を絶やさず地域の皆様との懸け
橋になれるよう頑張ります。

大野 朋子

本所
訪問介護事業所

笑顔で元気に頑張ります！

大脇 佳也

香川支所
デイサービスセンター

利用者さんのお顔と名前を、しっかり覚えて
コミュニケーションを取れるようにしたい。

岡　千里　

国分寺支所
デイサービスセンター

丁寧な支援を心掛けます。よろしくお願い
致します。

髙木さやか

本所
地域共生社会推進室

寄り添い、助けあい、笑顔あふれる町を目
指し活動していきたい。

橋本 理栄

地域包括支援センター
サブセンター一宮

地域に愛される社協をめざし、笑顔で挨拶
を心がけます。

濵 真由美

本所
居宅介護支援事業所

『笑顔』『丁寧』を心がけながら頑張りたい
です。

平井 理恵

本所
経営クリエイティブ課推進係

まずは担当地区の松島について学んでいき
たいと思います。

桝村 咲月

本所
経営クリエイティブ課推進係

地域の皆様の幸せのため、笑顔で元気いっ
ぱい、精一杯頑張ります！！

町川 紗由

本所
地域共生社会推進室

日々一つずつでも学びながら成長していきた
いと思います。

美濃 洋美

地域包括支援センター
中央

ご利用者様ひとりひとりと関わりを持ち、信
頼して頂けるよう、日々取り組んでいきたい
と思います。三好 里奈

国分寺支所
デイサービスセンター

地域住民の方のお力になれるように誠心誠
意頑張っていきたいです。

山口 和花

本所
経営クリエイティブ課推進係

地域の方のより良い暮らしに貢献できるよう
頑張ります！

山西 理絵

本所
権利擁護センター

ご相談に来られた方のお力になれるように
頑張ります！

平野 安則

自立相談支援センターたかまつ

経験をいかし、これからも利用者の皆様が
充実した在宅生活が継続できるよう支援し
てまいりたいと思っています。
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視覚障がい者・全身性障がい者が外出する際の移
動支援や情報提供の知識や技術を学び、地域で暮ら
す障がい者の自立生活および社会生活を支援するガ
イドヘルパーの養成研修を開催します。

高松市社会福祉協議会では職員や地域の皆さんから寄付された学生服や学校用品を、NPO法
人あした香るの協力を受け、生活困窮世帯向けに廉価で販売する学生服リユース事業（香川おも
いやりネットワーク認定事業）を開始しました。
この事業を通じて子どもたちが学校に通って、意欲的に学習する機会をつくり、進学や将来の職
業選択の幅を広げることを目的としています。
また、寄付によって学校用品を集めますが、販売した収益はすべて共同募金に寄付します。
寄付したい方、必要な家庭があるという方、問い合わせは下記までお願いいたします。
担当 : 生活支援係 （電話 811-5777）

日程等の詳細は下記専用ホームページでご
確認いただくか、下記までお問合せください。
http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/r1-9_kenshuu/
担当 ： 井上・三好
電話 ： 806－0500

受 講 者 募 集

制服リユース事業



令和元年度賛助会費ご協力のお願い
本会では皆様からの会費を活用して、行政サービス等では解決できない地域の福祉課題に対応

するため、地区社協や地区民児協等の関係者と協働して地域福祉事業（高齢者、障がい者や子ど
も、生活困窮者など）を行っております。
趣旨・活動にご賛同いただきまして、賛助会員としてご協力とご支援を賜りたく、お願い申し上げます。

年会費　　１口　１０，０００円
振込先　　百十四銀行　高松市役所支店
　　　　　口座番号　　普通　０１０９５３４
　　　　　口座名義　　社会福祉法人 高松市社会福祉協議会
　　　　　 　　　　　　　　  事務局長　   田　中 　 克　幸

◆会費について、ご不明な点は市社協までお問い合わせください。
　社会福祉法人 高松市社会福祉協議会（経営クリエイティブ課）　☎ 087-811-5666

▶買物支援サービス
移動手段がなく、買い物が困
難な高齢者等を対象とした
買物支援サービスを行って
います。

▶子ども食堂
子どもが一人でも安心して参
加でき、食事や多世代交流が
できる「子ども食堂」の取組
みを推進しています。

①会費は強制ですか？
社協会費は任意です。
市社協の取組みにご賛同い
ただいた企業・団体にご協力
をお願いするものです。

②会費の使い道は？
寄せられた会費は、すべて地
域福祉活動の財源として活
用されています。

③会員のメリットは？
当会広報紙(12,000部発行)
で企業名・団体名をご紹介さ
せていただきます。

【会費Q＆A】
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本会は昨年度から、地域の皆様に「高松市社協」をより知っていただき、身近に感じていただくため、
「なごみちゃんまつり」を開催しています。本会施設を開放して各種イベントを行っていますので、是
非お立ち寄りください。開催日につきましては、香川支所は１０月、本所は１１月、庵治支所は１２
月に開催予定です。詳細な日時や内容につきましては、ホームページ等を通じて発信していきますの
で、ご確認ください。

今回のリニューアルでは、地域のみなさま
に、より見やすく、また、情報を分かりやすくお
伝えできるホームページとなるようにデザイ
ンや構成を見直しました。また、スマートフォ
ンやタブレット等の端末からも見やすいレイ
アウトにしております。
これまで以上に、みなさまに使いやすい
ホームページを目指し、さらに内容を充実し
て参ります。

ホームページリニューアルのお知らせ

ホームページURL：http://www.takamatsushi-shakyo.or.jp/

ホームページ画像

高松市社協



   ①事業活動資金収支差額
   ②施設整備等資金収支差額
   ③その他の活動資金収支差額
   ④当期資金収支差額合計
   ⑤前期末支払資金残高
   ⑥当期末支払資金残高

経営状況
経常的な事業活動の収支を表す事業活動資金収支差額（①）は、３年連続の赤字となり厳しい状況が続いております。
このような経営環境の中、事業計画に基づき、重点取組み事項の１つとして「事業の効率化や経費の削減、また新たな財

源確保を図り経営基盤の安定化」に取り組んでおります。
平成30年度の会計年度につきましては、マイナス約3,573万円となり、29年度はマイナス約6,114万円でありましたので、

事業活動に伴う経常収支は改善しているところであります。

次期見通し
次期の見通しにつきましては、介護保険事業の中でも特に昨年５月に開始しました、本所のデイサービス事業において、

利用者数の増加により順調に推移をしているところであり、経常的な事業活動の収益改善を目指します。
平成30年度決算の事業活動資金収支差額（①）は、マイナス約3,573万円でしたが、介護保険事業の増収を見込み、当会

計年度は約794万円の黒字化を図ります。また、赤字事業部門の減少幅をできる限り縮小していくことにより、経営回復を
図ってまいります。
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平成30年度決算概要と平成31年度予算概要

①事業活動資金収支差額
②施設整備等資金収支差額
③その他の活動資金収支差額
④当期資金収支差額合計
⑤前期末支払資金残高
⑥当期末支払資金残高
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1,802
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419,956
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25,409
570,324
-418,154
177,578
-251,078
-73,500

58.4%
6.5%
0.4%
29.3%
47.0%
67.0%

H30実績 H29実績 前年度差 前年度比
（千円）
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平成30年度も、心温まるご支援、誠にありがとうござ
いました。募金は地域の福祉活動や福祉施設の充実
に役立てられております。
今年も、皆様のご協力を心からお願い申し上げます。

　　赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします

【一般募金】
　実績 74,001,988円
【地域歳末たすけあい募金】
　実績 13,564,184円

地域のつながりや健康づくりにも役立てられます。

塩っ子サロン「すくすく」（新塩屋町地区） 中田井いきいきサロン（川岡校区） 中津おもてなしサロン（弦打地区）

うたごえサロン（一宮地区） 日新いきいきサロン（日新地区） いきいきサロン（植田校区）

つどい若宮（仏生山地区） 花畑荘ふれあいサロン（花園地区） 笑おう会（川東地区）

募金は、みなさんの町の「サロン」事業などにも助成されており、孤立しがちな高
齢者、子育ての母親の交流の場づくりなど、つながりと支えあいのある地域づく
りに役立てられています。
今回は、募金の助成事業である各地域の「サロン」事業を一部ご紹介します。

「サロン」参加希望者は、各地区社会福祉協議会（コミセンなど）へお問い合せください。
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( ホームページ  http://takamatsushi-shakyo.or.jp/)
　(Facebook　https://www.facebook.com/takamatsushishakyo/

・ 事務局
(経営クリエイティブ課推進係)
・ 権利擁護センター
(日常生活自立支援事業・法人成年後見事業)
・ 地域福祉課　生活支援係
・ 地域福祉課　地域共生社会推進室
・ 介護保険等関連事業所

　訪問介護事業所
　障がい福祉サービス事業所 
　訪問入浴介護事業所 
　ひとり親家庭等日常生活支援事業所 
　身体障がい者訪問入浴事業所 
　居宅介護支援事業所
　老人介護支援センター 
　デイサービスセンター
　障がい者相談支援センター
　訪問看護事業所
・ 身体障害者福祉センターコスモス園
・ 高松市共同募金委員会

TEL　811-5666

811-5250
811-5777
811-5888

811-5555

806-0500

806-0505
806-0503
806-0502
880-3574
811-5251
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■本所  （福祉コミュニティセンター高松内）
　〒760-0066　高松市福岡町二丁目24番10号

■庵治支所（高松市庵治地域保健活動センター内）
　〒761-0130　高松市庵治町978番地

■塩江支所（高松市塩江地域保健活動センター内）
　〒761-1612　高松市塩江町安原上東99番地1

■牟礼支所
　〒761-0121　高松市牟礼町牟礼216番地1

・ 事務局
・ 介護保険等関連事業所
　居宅介護支援事業所
　老人介護支援センター

893-0440

893-0440

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局 870-3426

■香川支所（香川社会福祉センター内） 
　〒761-1701　高松市香川町大野450番地

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 事務局
・ 地域共生社会推進室
・ 介護保険等関連事業所
　訪問介護事業所
　障がい福祉サービス事業所 
　居宅介護支援事業所
　老人介護支援センター
　デイサービスセンター

879-8021

840-5366

840-5355
　840-5133
840-5322

■香南支所（香南社会福祉センター内） 
　〒761-1404　高松市香南町横井1028番地

■自立相談支援センターたかまつ 
　〒760-0017　高松市番町二丁目1番1号　NTT番町ビル１階

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 事務局
・ 介護保険等関連事業所
　居宅介護支援事業所
　老人介護支援センター
　デイサービスセンター

879-1313 

879-7115
879-7294
879-2700

■国分寺支所（国分寺社会福祉センター内） 
　〒769-0101　高松市国分寺町新居1150番地1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 事務局
・ 介護保険等関連事業所
　居宅介護支援事業所
　老人介護支援センター
　デイサービスセンタ

874-5770 

874-5762
875-9294
806-0020

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 生活困窮者自立相談支援事業
・ 生活福祉資金貸付事業 802-1081

・ 事務局
・ 介護保険等関連事業所
　居宅介護支援事業所

845-3984

845-1481
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