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WELFARE  INFORMATION

思いやり　いつでもどこでも　誰にでも

●「社会福祉協議会（社協）」とは？
　　地域で起こるさまざまな福祉課題を地域全体の課題としてとらえ、み
なさんと一緒に考え、話し合い、保健・医療・福祉などの関係行政機関
の協力も得て解決を図ることを目的とした民間の福祉団体です。また、
社会福祉法に定められた団体で、公益性の高い活動を行っています。

●社協を支えている財源
　公的財源：豊田市、県社協などからの委託料・補助金
　民間財源：みなさまから寄せられた会費・寄付金・共同募金配分金

豊田市社会福祉協議会の理念・経営方針
理　念

経営方針

　私たちは、地域住民と協働して社会福祉事業を進め、子供から高齢者まですべての人々がと
もに助け合い、安全で安心して暮らすことができるぬくもりのあるまちづくりをめざします。

⑴福祉関係者との連携を密にし、積極的に地域福祉を推進します。
⑵愛と思いやりをもって質の高い福祉サービスを提供します。
⑶住民（会員）の期待に応えられるよう提案型の事業経営を行います。

４ 平成23年７月 ※とよた社協だよりの発行には社協会費・共同募金配分金が使われています。

社協会員（会費）にご協力をお願いします！

主な事業内容

豊田市共同募金委員会　34－1131

●「社会福祉協議会（社協）」とは？
　　地域で起こるさまざまな福祉課

ⓒ中央共同募金会

講演会の様子

＊地域福祉活

ご協力ありがとうございました

●皆さまから寄せられた会費の主な使いみち

平成21年度　赤い羽根募金・歳末たすけあい募金実績額

40,770,739円

ぜひ
お声をかけて
ください。

＜問合せ＞

日本赤十字社　愛知県支部（052）971－1591
　　　　　　　豊田市地区　34－1131

＜問合せ＞

　この運動は昭和22年から続いており、豊
田市では今年も区長さんや組長さんのご協
力をいただいて赤い羽根募金と歳末たすけ
あい募金を同時に募集させていただきます。 
　お寄せいただいた募金は、高齢の方や障
がいのある方、生活に困っている方のため
に使われます。
　みなさまのあたたかいご協力をよろしく
お願いします。

ご寄付ありがとうございます。敬称略・順不同（平成22年7月1日～平成23年2月28日までの寄付者一覧）

ご寄付ありがとうございました（H23.3.1～3.31 敬称略、順不同）ご寄付ありがとうございました（H23.3.1～3.31 敬称略、順不同）
≪豊田市社会福祉協議会への寄付≫
　㈱豊田柴田工業松田一雄、岡本修司、法雲寺、法雲寺除夜の鐘、豊田市高年大学環境農学科９期生一同、ユニー㈱営業統括本部“小さな善

意で大きな愛の輪”運動推進本部本部長佐古則男、キリックスグループ、竜神交流館リサイクル本、稲武商工会女性部

≪豊田善意銀行への寄付≫
　野見山住人、丸和電子化学㈱黄レンジャーサークル、市内公共施設善意の箱

東日本大震災義援金へのご協力ありがとうございました（H23.3.1４～3.31 敬称略、順不同）東日本大震災義援金へのご協力ありがとうございました（H23.3.1４～3.31 敬称略、順不同）
　猿投カラオケ連合会、末野原地区ジュニアクラブ育成連絡協議会、
久米宏、市岡敬子、桜井義幸、JAあいち豊田助け合いの会、豊田市
災害ボランティアコーディネーター講演会参加者、豊田市高年大学
9期生、深田山自治区総会出席者一同、堀江修、㈲カーライフスタ
ッフ、鈴木いくの、朝日丘交流館朝カフェ&なごみの会、ゴールド
カレッジ、㈱ツヅケイラウンドサービス、㈱新三河タイムス社社員
一同、豊田市立豊田養護学校児童生徒会、羽根明夫、豊田市役所副
主幹会、豊田市役所課長会、豊田市役所係長会、豊田市役所部次長
会、㈲トヨミ薬局、㈱酒井設計事務所、挙母こども園保護の会、
大原永基、㈲大成園、鈴木英四朗、西細田婦人部、豊田市高年大学
第3期生文化工芸学科クラス会、春日井孝、沖土木建設㈱、磯谷公明、
豊田石材工業協同組合、岩田健一、松井義夫、奈須達美、岡本敏泰、
北岡知子、北岡正幸、竹内信一、嶋内孝行、浜田建設㈱、堤ヶ丘こ
ども園保護者の会、豊田総合ビルメンテナンス協同組合、柘植錠三
･幸子、宮崎正二、田村為子、梅村順子、青山雄治、西山花クラブ、
NPO法人コスモスとよたみどりがおかコスモス、豊田市平井小学校
児童･職員、豊田市平井小学校PTA、上鷹見小学校児童一同、岡崎静香、
荒木久夫、公益財団法人豊田都市交通研究所一同、全並和夫、山川武彦、
近藤歯科医院、下和会にこにこサロン、豊田農ライフの会、こども
図書館ボランティア語りの会、豊田市立元城小学校、愛知県立衣台
高等学校、㈱アクトメタル、愛知県立豊田東高等学校生徒会、愛知
県立猿投農林高等学校生徒会、一区4番組、豊田市立野見小学校（6
年代表畔柳･山本･木下）、すくすくクラブ、美山老人カラオケクラ
ブ代表伊豫スエノ、中村博子、コノユビトマレ大作戦、リリー･コ
ンサート、岩田久美、毛筆くわの会、谷澤茂樹、大進建設㈱及社員
一同、菅沼敏雄、石川春夫、㈱トーカイテック、加藤康夫･智子、
若園こども園保護者の会･職員一同、豊田シニアフットボールクラ
ブ、豊田市立衣丘小学校代表委員会、水道維持課給料日友の会、豊
田市前山自治区8ブロック9組一同、豊田市赤十字奉仕団、加藤由美子、
本徳町マレットゴルフ同好会、県営宮口上住宅自治会、星野正文、
吉永一江、山田由美･みつ江、安居甫･敦子、松川流鯉桜会･竜美会･
協和会･千重会･小桜会、ソフトボールチームスターレッズ、ほっと
かんDSサークル、ころも会、豊田市成合町住民一同、豊田市小呂
町住民一同、㈲久満電機、㈱高上住建、豊栄フジ工業㈱、岡田錞、
篠沢容子、杉山陽一、豊田市立寺部小学校、豊田市ジュニアマーチ
ングバンド、豊田市少年少女合唱団、豊田市軍恩連合会上郷支部、
老人クラブ竹みのり会、カトレアテニスクラブ、豊田市主任会、挙
母小学校5年3組、豊田市立朝日丘中学校、豊田市立寺部小学校、
豊田市消費者グループ連絡会、百々自治区、タケミ精工㈱、㈱アラ
キ製作所、アラキ製作所役員管理職一同、アラキ協力会、梅坪台中
学校生徒会、梅坪台中学校職員、豊田市立衣丘小学校教職員一同、
コメジ･ソシオ㈱、豊田市駅前開発㈱代表取締役成田金藏、豊田市
立逢妻中学校、白神睦遵万琳、加藤一人、朝日丘ふれあいサービス
おもちゃ箱の会、豊田市立山之手小学校、ボランティア連絡会参加
者、早川正之･キヨ子、前林交流館PCフォトクラブ、ガーデニング
花くらぶ代表柴田勲、東海こども園保護者の会･職員、石田啓一、
隣松寺自治区、岩倉小学校、不二越東海地区協力会、小松則義、田
中第二自治区、㈶豊田地域医療センター、鈴木利隆、駒場小学校、

朝日丘フェスタ実行委員会、豊田市保育ともの会、巴町自治区、
北垣かなえ、森哲夫、とよた学生プロジェクト、竜神寿大学、竜神
ふれあいまつり実行委員、美山自治区、ウクレレワークショップラ
グーナ、東田自治区、豊田市仏教婦人会、（福）豊田市育成会、菱栄
工機㈱従業員一同、宝田博夫、村中靖男、西山さつき会、随応院春
彼岸会参詣者、河野正治、荒川真澄、豊田市立元城小学校PTA八州
会、林テレンプ㈱本社工場管理棟2F一同、吟と舞鶴鳴翠心流、岩倉
南自治区、豊田警備業協同組合、豊田市役所サッカー部OB会、豊
田市古瀬間聖苑職員一同鈴木場長㈲平誠業務サービス、愛工会、豊
田F.C.REDLIONS、豊田市梅坪町自治区、福祉保健部総務課親睦会、
塚田謙磁、竹下千尋、鶴田松久、荻田信雄、荻田信二、荻田敏美、
中村弘武、菱栄工機㈱代表取締役社長杉山正雄、川新一、日本発条
㈱係長会、米本益栄、JICAフィジー事務所、高町自治区、河木かすみ、
小林健、清水忠雄、木村繁、豊旭会（会長伊藤公夫）、豊田電気工事
協同組合、豊田市立松平こども園保護者の会、白井茂之、荒川和俊、
北村清、鈴村悟、美容室リップママ（大場律子）、美容室ドリームス、
エムケー物流㈱豊田東配送センター、豊田市梅坪小学校、第51回
鞍ヶ池会チャリティーゴルフコンペ、豊南地区子どものスペースウ
ィンドミルスタッフ一同、水野慶一、豊田遊技業防犯組合、老人ク
ラブ水源会、岩倉東自治区、豊田高校、ダイフクTS/AR-OB会石川
春夫、スナックB&G、（福）豊田市福祉事業団、豊田市シルバ－人材
センターパソコン班、協同組合豊田市商店街連盟、杉山旭･孝子、
平成22年度豊田高等学校卒業生、豊田市中心市街地まちなか宣伝
会議、（福）おかざき福祉会、㈲東海ハーネス工業従業員一同、
小笠原國夫、安山建設㈱、㈱北川製作所、上郷会、浅野広志、豊田
中ロータリークラブ、豊田東ロータリークラブ、安田幸市、ビジネ
スホテルこさなぎ永山淑子、黒田潤、内藤尚泰、高橋こども園みど
っこの会、高橋こども園職員一同、都築勇･笑子、㈱テクノスマイ
ル、（医）豊成会竹内医院、ヨガクラブ精心中根博子、柿本勇･三恵子、
真樹ジムAICHI實方秀夫、梶達也、ふれあいテニスサークル、高橋
コミセンナチュラルヨガサークル、小原町登組一同、旭自治区、
鈴木満代、栄自治区、永太郎町、大内充、㈱土井自動車、小原西自
治区、小原村ボランティア会、竹内功、橋本敏幸、大坂町、二村公平、
西尾不二夫･一史･昌子･友里、下仁木町、メナード化粧品小原･白川
代行店社員一同、平畑町、板倉宏、小原開発㈱、百月町、上仁木ふ
れあいサロン、小原町、山内一生、大草わたや山内成徳、大草弥生
会、寺平町、荷掛町、苅萱町、杉田和久、小原中自治区、祝峰寺、
松名町、小原スポーツ少年団、近藤正章･照代、山内銹子、上仁木
町、乙ヶ林町、加藤博乃、下山ボランティア連絡協議会、大沼町2
組地域ふれあいサロンすみれ会、大沼町3組地域ふれあいサロン友
友クラブ、羽布建設従業
員･協力会社一同、市内公
共施設義援金箱
総額　44,915,200円
お名前の表記方法につい
て、寄付者のご意向に基
づいて掲載しております。
ご了承ください。

●皆さまから寄せられた会費の主な使いみち
　＊地域福祉活動への助成
　＊小・中・高校の福祉教育の応援
　＊車椅子用福祉車両の貸出し
　＊一人暮らし高齢者世帯などへの消火器支給
　＊各種相談事業（結婚・心配ごと・法律）
　＊車椅子の貸出　　　　　　　　　　　　……など

●会員区分・金額
　　○普通会員

　　○賛助会員

　　○施設会員

　　○団体会員

　　○法人会員

300円

1,000円

2,000円

2,000円

一口　3,000円

●豊田市福祉センター　総務課　34－1131　●地域福祉課　31－1294　●地域福祉サービスセンター　32－4341
●障がい者福祉会館　34－2940　●豊寿園　27－2200　●旭支所　68－3890　●足助支所　62－1857
●稲武支所　82－2068　●小原支所　65－3350　●下山支所　90－4005 　●藤岡支所　76－3606

＜豊田市社会福祉協議会連絡先一覧＞

＊ご協力は強制ではありませんが、本会の地域福祉活動にご理解を賜り、ご協力をお願いします。
＊ご協力いただいた会費は、所得税法第78条の寄付金控除の対象となり、「個人領収書」により、税制上の優遇措置が
　受けられます（詳細は国税庁等にご確認ください）。
＊「個人領収書」をご希望の方は事前に総務課までお問い合わせください。
＊普通会員・賛助会員世帯が火災等により被災された場合には、会員見舞金を支給します。

義援金の配分までの流れ
豊田市社会福祉協議会窓口・義援金箱

↓
豊田市社会福祉協議会

↓
中央共同募金会・日本赤十字社

↓
被災地の義援金配分委員会

↓
被害を受けた方々の元へ



ボランティアセンターキャラクター決定！ボランティアセンターキャラクター決定！

支援金により新しい車椅子用福祉車両を購入しました！支援金により新しい車椅子用福祉車両を購入しました！

相談事業をご紹介します相談事業をご紹介します

社協の結婚相談所は・・・

～結婚相談所は、初婚、再婚を問わず結婚相手を求めている方の相談に応じ、出会いの場を提供しています～

２ 平成23年７月 ３平成23年７月

ステキな出会い、見つけませんか！

専用電話　34－2515

＜問合せ＞

　結婚したいけれど今まで機会に恵まれず、
良縁に結びつくことができなかった方たち
のために、良き伴侶を見つけていただくお
手伝いをします。
　まずは登録していただき、縁結びへの第
一歩を踏み出していただくことが大切です。
　多くの方にここでの出会いを通して、幸
せな結婚をしていただくことを願っていま
す。

♥相談日時
　毎週火・木・土曜日、午前10時～午後４時
　（年末年始と祝日は休み）

♥対象者
　・一般結婚相談………結婚を希望する配偶者を有しない方
　・ことぶき結婚相談…配偶者を有しない熟年者、概ね
　　　　　　　　　　　40歳以上で結婚の意志のある方 

♥備考
　・相談登録及び紹介は無料です。
　・相談内容の秘密は厳守します。
　・当事者の合意に基づく行為に起因する損害等は双方で
　　解決をしていただきます。

●第１回は、交流コーナーです。

イ　ヌ

10日（日）
ボランティアのつどい in ふじおか
午前９時30分～午後３時
会　場：中山小学校
問合せ：藤岡支所　76－3606
17日（日）
第９回小原ふれあいまつり
午前９時15分～午後２時30分
会場１：小原福祉センターふくしの里
会場２：小原福祉ビレッジ
問合せ：小原支所　65－3350
23日（土）
いなぶいきいきフェスタ’10
午前10時～午後２時30分
会　場：稲武福祉センター（多目的広場）
問合せ：稲武支所　82－2068

10月 福祉健康フェスティバル2010
会　場：市民文化会館
13日（土）社会福祉大会
　　　　　午前10時～正午
　　　　　問合せ：総務課　34－1131
14日（日）フェスティバル、講演会
　　　　　午前10時～午後４時
　　　　　問合せ：地域福祉課　31－1294

11月

５日（日）
ぬくもりの里開館10周年記念事業「ぬくもり祭」
午前10時～午後３時
会　場：市老人福祉センターぬくもりの里
問合せ：旭支所　68－3890
19日（日）
ボランティアのつどい
午前９時～午後３時
会　場：市福祉センター
問合せ：地域福祉課　31－1294

12月

　　豊田市社会福祉協議会は、「だれもが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるまちづくり」
をめざして、地域住民の福祉への関心を高め、近隣で要援助者を見守り、支え合う福祉活動を地域の
関係者や機関・団体と力をあわせて地域福祉を推進します。

◆ 地域福祉活動
　　地域の福祉力を高めるため、関係機関・団体と連携し、ボランティア活動や福祉教育、介護予防活
動を展開します。また、個別課題や地域課題への取り組みを進めるために、地域包括支援センターと
の連携を強化します。

◆ 相談支援活動
　　地域住民や他の相談機関から頼りにされる相談窓口としての機能の充実と専門性の向上を図ります。

◆ 在宅福祉サービス
　　利用者から信頼される在宅福祉サービスを提供できるよう、職員の資質の向上及び人材の確保を図
ります。

◆ 社協運営
　　市派遣職員の引揚げ及び豊田市シルバー人材センター職員の身分統合に伴い、法人経営の中核を担
う人材育成や人事交流を進めるとともに、役員等定数の見直し及び組織運営の活性化を図ります。

◆ 指定管理
　　指定管理10施設のサービス向上を図るとともに、市民から頼りにされる安心・安全な施設経営を
行います。

今回は生活福祉資金についてご紹介します。

　県外、市内からイラストは50作品、愛称は208作品ご応募いただきました。
　ボランティアグループ及びボランティア個人などの投票により、厳選なる審査の結果、イラスト及び愛称が決定
しました。たくさんの応募ありがとうございました。
　今後は、ボランティア事業の啓発のため、着ぐるみ及び広報等で登場する予定です。

　豊田市社会福祉協議会は、豊田市遊技場商品防犯組合
様より支援金をいただき、車椅子用福祉車両を２台購入
しました。この新しい車椅子用福祉車両は、社協下山支
所及び藤岡支所にて貸出しています。ぜひ、ご利用くだ
さい。

新しい豊田市福祉センターのお部屋をご紹介します新しい豊田市福祉センターのお部屋をご紹介します
　第２回は、結婚相談室です。
　結婚相談室は２階にあり、初婚、再婚を問わず結婚相手を求めている方の相談
に応じ、出会いの場を提供しています。毎週火、木、土曜日の午前10時から午後
４時まで開設しています（年末年始と祝日は休み）。対象者は、一般結婚相談は結
婚を希望する配偶者を有しない方、また、ことぶき結婚相談は配偶者を有しない
熟年者で概ね40歳以上の結婚を希望する方です。相談・登録及び紹介は無料です。
　相談室は男女間仕切りされており、登録者がファイルを自由に閲覧できるよう
になっております。相談員も常駐し、真心のこもったアドバイスをさせて頂くこ
とを念頭にサポートしております。どうぞお気軽にご利用ください。

●貸付対象世帯

交流コーナーの主なイベント
☆交流サロン
　第２水曜日　午前10時～正午
　だれもが交流できます！

☆収集物整理作業
　第１木曜日　午前10時～正午
　使用済み切手・ベルマークなどの収集物整理作業

みなさまのお立ち寄りをお待ちしております。 ボランティアセンター　　35－0619

＜問合せ＞

地域福祉課　　　電話 31－1294

愛称

よろしくね！

＜作品について＞
ボランティアの思いやりの心を差し伸べる「手」、
受け取る「手」をイメージしているよ

＜問合せ＞

専用電話：34－2515
（開設日時のみ）

＜問合せ＞

市内に居住しており、必要な資金を他から借り受けることができない以下に該当する世帯
・低所得世帯……資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯
　　　　　　　　であって収入が一定水準以下の世帯
・障がい者世帯…身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
・高齢者世帯……65歳以上の高齢者の属する世帯（日常生活上療養または介護を要する高齢者等）

●償還方法
月賦（元利均等償還）

●貸付利子
年1.5％
（連帯保証人がいる場合と教育支援資金は無利子、不動産担保型生活資金は年３％又は長期プライムレートのいずれか低い利率）
ただし、償還期限を経過すると、延滞元金について延滞利子が加算されます。
制度の詳細については、本会へお問い合わせください。

●連帯保証人
借受人と連帯して債務を負担する保証人　原則１名（保証人が無しでも貸付可能な場合があります）

平成２３年度　事業計画及び収支予算の概要平成２３年度　事業計画及び収支予算の概要

収入 単位：千円 支出
区分

計

補助金・受託金

介護保険事業

自立支援法等収入

利用料

共同募金配分金

会費

負担金

寄附金

事業収入

貸付事業等

雑収入

前期末支払資金残高

市・県社協からの補助金・委託金

介護報酬収入、利用者負担金収入等

自立支援法事業利用料収入等

利用者負担金

共同募金の配分金

世帯会費、法人会費等

市負担金・日赤負担金等

一般寄付金、指定寄付金

事業利用料・作業収入等

貸付償還金収入

受取利息収入等

758,327 

587,870 

163,726 

11,074 

40,002 

25,631 

26,904 

7,822 

7,618 

6,100 

38,150 

373,409 

2,046,633

予算額 説明 区分

計

予算額 説明

単位：千円

法人運営事業

地域福祉

在宅福祉

施設管理運営

資金貸付事業

介護保険事業

自立支援事業

※内部の資金移動分を除く

法人運営、支所運営

各施設の管理運営

生活福祉資金、ひまわり資金

（高齢者）ホームヘルプ、デイサービス事業等

（障がい者）ホームヘルプ、デイサービス事業等

188,701 

109,227 

289,098 

368,248 

7,900 

583,802 

152,971 

1,699,947

自治区福祉活動助成、ボランティア、
相談、離職者支援
車椅子貸出、権利擁護、精神障がい者作業所、
ふれあい通所、にこにこ倶楽部等

ぼらんて君

◆社会福祉協議会の車椅子用福祉車両の利用方法
　市内に住所を有する車椅子利用者の方が対象となります。
　　●貸出条件…体力の維持向上、交流・親睦を目的に使用
　　●貸出期間…３日間以内
　　●費用………使用料無料（燃料費は１ｋｍあたり10円）
　　●運転手……利用者で確保（普通車両運転免許証取得後６か月以上経過している方）
　　●申込方法…貸出窓口に利用許可申請書を提出（１か月前から予約可能）
　＊貸出車両は窓口ごとに異なりますので、右記貸出窓口までお問い合わせ下さい。

【貸出窓口】
福祉センター　　　34－1131
障がい者福祉会館　34－2940
足助支所　　　　　62－1857
小原支所　　　　　65－3350
下山支所　　　　　90－4005
藤岡支所　　　　　76－3606

◆備考 
・相談内容の秘密は厳守します。
・当事者の合意に基づく行為に起因する損害等は双方で解決をしていただきます。



ボランティアセンターキャラクター決定！ボランティアセンターキャラクター決定！

支援金により新しい車椅子用福祉車両を購入しました！支援金により新しい車椅子用福祉車両を購入しました！

相談事業をご紹介します相談事業をご紹介します

社協の結婚相談所は・・・

～結婚相談所は、初婚、再婚を問わず結婚相手を求めている方の相談に応じ、出会いの場を提供しています～

２ 平成23年７月 ３平成23年７月

ステキな出会い、見つけませんか！

専用電話　34－2515

＜問合せ＞

　結婚したいけれど今まで機会に恵まれず、
良縁に結びつくことができなかった方たち
のために、良き伴侶を見つけていただくお
手伝いをします。
　まずは登録していただき、縁結びへの第
一歩を踏み出していただくことが大切です。
　多くの方にここでの出会いを通して、幸
せな結婚をしていただくことを願っていま
す。

♥相談日時
　毎週火・木・土曜日、午前10時～午後４時
　（年末年始と祝日は休み）

♥対象者
　・一般結婚相談………結婚を希望する配偶者を有しない方
　・ことぶき結婚相談…配偶者を有しない熟年者、概ね
　　　　　　　　　　　40歳以上で結婚の意志のある方 

♥備考
　・相談登録及び紹介は無料です。
　・相談内容の秘密は厳守します。
　・当事者の合意に基づく行為に起因する損害等は双方で
　　解決をしていただきます。

●第１回は、交流コーナーです。

イ　ヌ

10日（日）
ボランティアのつどい in ふじおか
午前９時30分～午後３時
会　場：中山小学校
問合せ：藤岡支所　76－3606
17日（日）
第９回小原ふれあいまつり
午前９時15分～午後２時30分
会場１：小原福祉センターふくしの里
会場２：小原福祉ビレッジ
問合せ：小原支所　65－3350
23日（土）
いなぶいきいきフェスタ’10
午前10時～午後２時30分
会　場：稲武福祉センター（多目的広場）
問合せ：稲武支所　82－2068

10月 福祉健康フェスティバル2010
会　場：市民文化会館
13日（土）社会福祉大会
　　　　　午前10時～正午
　　　　　問合せ：総務課　34－1131
14日（日）フェスティバル、講演会
　　　　　午前10時～午後４時
　　　　　問合せ：地域福祉課　31－1294

11月

５日（日）
ぬくもりの里開館10周年記念事業「ぬくもり祭」
午前10時～午後３時
会　場：市老人福祉センターぬくもりの里
問合せ：旭支所　68－3890
19日（日）
ボランティアのつどい
午前９時～午後３時
会　場：市福祉センター
問合せ：地域福祉課　31－1294

12月

　　豊田市社会福祉協議会は、「だれもが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるまちづくり」
をめざして、地域住民の福祉への関心を高め、近隣で要援助者を見守り、支え合う福祉活動を地域の
関係者や機関・団体と力をあわせて地域福祉を推進します。

◆ 地域福祉活動
　　地域の福祉力を高めるため、関係機関・団体と連携し、ボランティア活動や福祉教育、介護予防活
動を展開します。また、個別課題や地域課題への取り組みを進めるために、地域包括支援センターと
の連携を強化します。

◆ 相談支援活動
　　地域住民や他の相談機関から頼りにされる相談窓口としての機能の充実と専門性の向上を図ります。

◆ 在宅福祉サービス
　　利用者から信頼される在宅福祉サービスを提供できるよう、職員の資質の向上及び人材の確保を図
ります。

◆ 社協運営
　　市派遣職員の引揚げ及び豊田市シルバー人材センター職員の身分統合に伴い、法人経営の中核を担
う人材育成や人事交流を進めるとともに、役員等定数の見直し及び組織運営の活性化を図ります。

◆ 指定管理
　　指定管理10施設のサービス向上を図るとともに、市民から頼りにされる安心・安全な施設経営を
行います。

今回は生活福祉資金についてご紹介します。

　県外、市内からイラストは50作品、愛称は208作品ご応募いただきました。
　ボランティアグループ及びボランティア個人などの投票により、厳選なる審査の結果、イラスト及び愛称が決定
しました。たくさんの応募ありがとうございました。
　今後は、ボランティア事業の啓発のため、着ぐるみ及び広報等で登場する予定です。

　豊田市社会福祉協議会は、豊田市遊技場商品防犯組合
様より支援金をいただき、車椅子用福祉車両を２台購入
しました。この新しい車椅子用福祉車両は、社協下山支
所及び藤岡支所にて貸出しています。ぜひ、ご利用くだ
さい。

新しい豊田市福祉センターのお部屋をご紹介します新しい豊田市福祉センターのお部屋をご紹介します
　第２回は、結婚相談室です。
　結婚相談室は２階にあり、初婚、再婚を問わず結婚相手を求めている方の相談
に応じ、出会いの場を提供しています。毎週火、木、土曜日の午前10時から午後
４時まで開設しています（年末年始と祝日は休み）。対象者は、一般結婚相談は結
婚を希望する配偶者を有しない方、また、ことぶき結婚相談は配偶者を有しない
熟年者で概ね40歳以上の結婚を希望する方です。相談・登録及び紹介は無料です。
　相談室は男女間仕切りされており、登録者がファイルを自由に閲覧できるよう
になっております。相談員も常駐し、真心のこもったアドバイスをさせて頂くこ
とを念頭にサポートしております。どうぞお気軽にご利用ください。

●貸付対象世帯

交流コーナーの主なイベント
☆交流サロン
　第２水曜日　午前10時～正午
　だれもが交流できます！

☆収集物整理作業
　第１木曜日　午前10時～正午
　使用済み切手・ベルマークなどの収集物整理作業

みなさまのお立ち寄りをお待ちしております。 ボランティアセンター　　35－0619

＜問合せ＞

地域福祉課　　　電話 31－1294

愛称

よろしくね！

＜作品について＞
ボランティアの思いやりの心を差し伸べる「手」、
受け取る「手」をイメージしているよ

＜問合せ＞

専用電話：34－2515
（開設日時のみ）

＜問合せ＞

市内に居住しており、必要な資金を他から借り受けることができない以下に該当する世帯
・低所得世帯……資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯
　　　　　　　　であって収入が一定水準以下の世帯
・障がい者世帯…身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯
・高齢者世帯……65歳以上の高齢者の属する世帯（日常生活上療養または介護を要する高齢者等）

●償還方法
月賦（元利均等償還）

●貸付利子
年1.5％
（連帯保証人がいる場合と教育支援資金は無利子、不動産担保型生活資金は年３％又は長期プライムレートのいずれか低い利率）
ただし、償還期限を経過すると、延滞元金について延滞利子が加算されます。
制度の詳細については、本会へお問い合わせください。

●連帯保証人
借受人と連帯して債務を負担する保証人　原則１名（保証人が無しでも貸付可能な場合があります）

平成２３年度　事業計画及び収支予算の概要平成２３年度　事業計画及び収支予算の概要

収入 単位：千円 支出
区分

計

補助金・受託金

介護保険事業

自立支援法等収入

利用料

共同募金配分金

会費

負担金

寄附金

事業収入

貸付事業等

雑収入

前期末支払資金残高

市・県社協からの補助金・委託金

介護報酬収入、利用者負担金収入等

自立支援法事業利用料収入等

利用者負担金

共同募金の配分金

世帯会費、法人会費等

市負担金・日赤負担金等

一般寄付金、指定寄付金

事業利用料・作業収入等

貸付償還金収入

受取利息収入等

758,327 

587,870 

163,726 

11,074 

40,002 

25,631 

26,904 

7,822 

7,618 

6,100 

38,150 

373,409 

2,046,633

予算額 説明 区分

計

予算額 説明

単位：千円

法人運営事業

地域福祉

在宅福祉

施設管理運営

資金貸付事業

介護保険事業

自立支援事業

※内部の資金移動分を除く

法人運営、支所運営

各施設の管理運営

生活福祉資金、ひまわり資金

（高齢者）ホームヘルプ、デイサービス事業等

（障がい者）ホームヘルプ、デイサービス事業等

188,701 

109,227 

289,098 

368,248 

7,900 

583,802 

152,971 

1,699,947

自治区福祉活動助成、ボランティア、
相談、離職者支援
車椅子貸出、権利擁護、精神障がい者作業所、
ふれあい通所、にこにこ倶楽部等

ぼらんて君

◆社会福祉協議会の車椅子用福祉車両の利用方法
　市内に住所を有する車椅子利用者の方が対象となります。
　　●貸出条件…体力の維持向上、交流・親睦を目的に使用
　　●貸出期間…３日間以内
　　●費用………使用料無料（燃料費は１ｋｍあたり10円）
　　●運転手……利用者で確保（普通車両運転免許証取得後６か月以上経過している方）
　　●申込方法…貸出窓口に利用許可申請書を提出（１か月前から予約可能）
　＊貸出車両は窓口ごとに異なりますので、右記貸出窓口までお問い合わせ下さい。

【貸出窓口】
福祉センター　　　34－1131
障がい者福祉会館　34－2940
足助支所　　　　　62－1857
小原支所　　　　　65－3350
下山支所　　　　　90－4005
藤岡支所　　　　　76－3606

◆備考 
・相談内容の秘密は厳守します。
・当事者の合意に基づく行為に起因する損害等は双方で解決をしていただきます。



とよた

社協だより社協だより
第142号

社会福祉法人

豊田市社会福祉協議会
〒471－0877
愛知県豊田市錦町1－1－1
TEL（0565）34－1131
http://toyota-shakyo.jp/

WELFARE  INFORMATION

思いやり　いつでもどこでも　誰にでも

●「社会福祉協議会（社協）」とは？
　　地域で起こるさまざまな福祉課題を地域全体の課題としてとらえ、み
なさんと一緒に考え、話し合い、保健・医療・福祉などの関係行政機関
の協力も得て解決を図ることを目的とした民間の福祉団体です。また、
社会福祉法に定められた団体で、公益性の高い活動を行っています。

●社協を支えている財源
　公的財源：豊田市、県社協などからの委託料・補助金
　民間財源：みなさまから寄せられた会費・寄付金・共同募金配分金

豊田市社会福祉協議会の理念・経営方針
理　念

経営方針

　私たちは、地域住民と協働して社会福祉事業を進め、子供から高齢者まですべての人々がと
もに助け合い、安全で安心して暮らすことができるぬくもりのあるまちづくりをめざします。

⑴福祉関係者との連携を密にし、積極的に地域福祉を推進します。
⑵愛と思いやりをもって質の高い福祉サービスを提供します。
⑶住民（会員）の期待に応えられるよう提案型の事業経営を行います。

４ 平成23年７月 ※とよた社協だよりの発行には社協会費・共同募金配分金が使われています。

社協会員（会費）にご協力をお願いします！

主な事業内容

豊田市共同募金委員会　34－1131

●「社会福祉協議会（社協）」とは？
　　地域で起こるさまざまな福祉課

ⓒ中央共同募金会

講演会の様子

＊地域福祉活

ご協力ありがとうございました

●皆さまから寄せられた会費の主な使いみち

平成21年度　赤い羽根募金・歳末たすけあい募金実績額

40,770,739円

ぜひ
お声をかけて
ください。

＜問合せ＞

日本赤十字社　愛知県支部（052）971－1591
　　　　　　　豊田市地区　34－1131

＜問合せ＞

　この運動は昭和22年から続いており、豊
田市では今年も区長さんや組長さんのご協
力をいただいて赤い羽根募金と歳末たすけ
あい募金を同時に募集させていただきます。 
　お寄せいただいた募金は、高齢の方や障
がいのある方、生活に困っている方のため
に使われます。
　みなさまのあたたかいご協力をよろしく
お願いします。

ご寄付ありがとうございます。敬称略・順不同（平成22年7月1日～平成23年2月28日までの寄付者一覧）

ご寄付ありがとうございました（H23.3.1～3.31 敬称略、順不同）ご寄付ありがとうございました（H23.3.1～3.31 敬称略、順不同）
≪豊田市社会福祉協議会への寄付≫
　㈱豊田柴田工業松田一雄、岡本修司、法雲寺、法雲寺除夜の鐘、豊田市高年大学環境農学科９期生一同、ユニー㈱営業統括本部“小さな善

意で大きな愛の輪”運動推進本部本部長佐古則男、キリックスグループ、竜神交流館リサイクル本、稲武商工会女性部

≪豊田善意銀行への寄付≫
　野見山住人、丸和電子化学㈱黄レンジャーサークル、市内公共施設善意の箱

東日本大震災義援金へのご協力ありがとうございました（H23.3.1４～3.31 敬称略、順不同）東日本大震災義援金へのご協力ありがとうございました（H23.3.1４～3.31 敬称略、順不同）
　猿投カラオケ連合会、末野原地区ジュニアクラブ育成連絡協議会、
久米宏、市岡敬子、桜井義幸、JAあいち豊田助け合いの会、豊田市
災害ボランティアコーディネーター講演会参加者、豊田市高年大学
9期生、深田山自治区総会出席者一同、堀江修、㈲カーライフスタ
ッフ、鈴木いくの、朝日丘交流館朝カフェ&なごみの会、ゴールド
カレッジ、㈱ツヅケイラウンドサービス、㈱新三河タイムス社社員
一同、豊田市立豊田養護学校児童生徒会、羽根明夫、豊田市役所副
主幹会、豊田市役所課長会、豊田市役所係長会、豊田市役所部次長
会、㈲トヨミ薬局、㈱酒井設計事務所、挙母こども園保護の会、
大原永基、㈲大成園、鈴木英四朗、西細田婦人部、豊田市高年大学
第3期生文化工芸学科クラス会、春日井孝、沖土木建設㈱、磯谷公明、
豊田石材工業協同組合、岩田健一、松井義夫、奈須達美、岡本敏泰、
北岡知子、北岡正幸、竹内信一、嶋内孝行、浜田建設㈱、堤ヶ丘こ
ども園保護者の会、豊田総合ビルメンテナンス協同組合、柘植錠三
･幸子、宮崎正二、田村為子、梅村順子、青山雄治、西山花クラブ、
NPO法人コスモスとよたみどりがおかコスモス、豊田市平井小学校
児童･職員、豊田市平井小学校PTA、上鷹見小学校児童一同、岡崎静香、
荒木久夫、公益財団法人豊田都市交通研究所一同、全並和夫、山川武彦、
近藤歯科医院、下和会にこにこサロン、豊田農ライフの会、こども
図書館ボランティア語りの会、豊田市立元城小学校、愛知県立衣台
高等学校、㈱アクトメタル、愛知県立豊田東高等学校生徒会、愛知
県立猿投農林高等学校生徒会、一区4番組、豊田市立野見小学校（6
年代表畔柳･山本･木下）、すくすくクラブ、美山老人カラオケクラ
ブ代表伊豫スエノ、中村博子、コノユビトマレ大作戦、リリー･コ
ンサート、岩田久美、毛筆くわの会、谷澤茂樹、大進建設㈱及社員
一同、菅沼敏雄、石川春夫、㈱トーカイテック、加藤康夫･智子、
若園こども園保護者の会･職員一同、豊田シニアフットボールクラ
ブ、豊田市立衣丘小学校代表委員会、水道維持課給料日友の会、豊
田市前山自治区8ブロック9組一同、豊田市赤十字奉仕団、加藤由美子、
本徳町マレットゴルフ同好会、県営宮口上住宅自治会、星野正文、
吉永一江、山田由美･みつ江、安居甫･敦子、松川流鯉桜会･竜美会･
協和会･千重会･小桜会、ソフトボールチームスターレッズ、ほっと
かんDSサークル、ころも会、豊田市成合町住民一同、豊田市小呂
町住民一同、㈲久満電機、㈱高上住建、豊栄フジ工業㈱、岡田錞、
篠沢容子、杉山陽一、豊田市立寺部小学校、豊田市ジュニアマーチ
ングバンド、豊田市少年少女合唱団、豊田市軍恩連合会上郷支部、
老人クラブ竹みのり会、カトレアテニスクラブ、豊田市主任会、挙
母小学校5年3組、豊田市立朝日丘中学校、豊田市立寺部小学校、
豊田市消費者グループ連絡会、百々自治区、タケミ精工㈱、㈱アラ
キ製作所、アラキ製作所役員管理職一同、アラキ協力会、梅坪台中
学校生徒会、梅坪台中学校職員、豊田市立衣丘小学校教職員一同、
コメジ･ソシオ㈱、豊田市駅前開発㈱代表取締役成田金藏、豊田市
立逢妻中学校、白神睦遵万琳、加藤一人、朝日丘ふれあいサービス
おもちゃ箱の会、豊田市立山之手小学校、ボランティア連絡会参加
者、早川正之･キヨ子、前林交流館PCフォトクラブ、ガーデニング
花くらぶ代表柴田勲、東海こども園保護者の会･職員、石田啓一、
隣松寺自治区、岩倉小学校、不二越東海地区協力会、小松則義、田
中第二自治区、㈶豊田地域医療センター、鈴木利隆、駒場小学校、

朝日丘フェスタ実行委員会、豊田市保育ともの会、巴町自治区、
北垣かなえ、森哲夫、とよた学生プロジェクト、竜神寿大学、竜神
ふれあいまつり実行委員、美山自治区、ウクレレワークショップラ
グーナ、東田自治区、豊田市仏教婦人会、（福）豊田市育成会、菱栄
工機㈱従業員一同、宝田博夫、村中靖男、西山さつき会、随応院春
彼岸会参詣者、河野正治、荒川真澄、豊田市立元城小学校PTA八州
会、林テレンプ㈱本社工場管理棟2F一同、吟と舞鶴鳴翠心流、岩倉
南自治区、豊田警備業協同組合、豊田市役所サッカー部OB会、豊
田市古瀬間聖苑職員一同鈴木場長㈲平誠業務サービス、愛工会、豊
田F.C.REDLIONS、豊田市梅坪町自治区、福祉保健部総務課親睦会、
塚田謙磁、竹下千尋、鶴田松久、荻田信雄、荻田信二、荻田敏美、
中村弘武、菱栄工機㈱代表取締役社長杉山正雄、川新一、日本発条
㈱係長会、米本益栄、JICAフィジー事務所、高町自治区、河木かすみ、
小林健、清水忠雄、木村繁、豊旭会（会長伊藤公夫）、豊田電気工事
協同組合、豊田市立松平こども園保護者の会、白井茂之、荒川和俊、
北村清、鈴村悟、美容室リップママ（大場律子）、美容室ドリームス、
エムケー物流㈱豊田東配送センター、豊田市梅坪小学校、第51回
鞍ヶ池会チャリティーゴルフコンペ、豊南地区子どものスペースウ
ィンドミルスタッフ一同、水野慶一、豊田遊技業防犯組合、老人ク
ラブ水源会、岩倉東自治区、豊田高校、ダイフクTS/AR-OB会石川
春夫、スナックB&G、（福）豊田市福祉事業団、豊田市シルバ－人材
センターパソコン班、協同組合豊田市商店街連盟、杉山旭･孝子、
平成22年度豊田高等学校卒業生、豊田市中心市街地まちなか宣伝
会議、（福）おかざき福祉会、㈲東海ハーネス工業従業員一同、
小笠原國夫、安山建設㈱、㈱北川製作所、上郷会、浅野広志、豊田
中ロータリークラブ、豊田東ロータリークラブ、安田幸市、ビジネ
スホテルこさなぎ永山淑子、黒田潤、内藤尚泰、高橋こども園みど
っこの会、高橋こども園職員一同、都築勇･笑子、㈱テクノスマイ
ル、（医）豊成会竹内医院、ヨガクラブ精心中根博子、柿本勇･三恵子、
真樹ジムAICHI實方秀夫、梶達也、ふれあいテニスサークル、高橋
コミセンナチュラルヨガサークル、小原町登組一同、旭自治区、
鈴木満代、栄自治区、永太郎町、大内充、㈱土井自動車、小原西自
治区、小原村ボランティア会、竹内功、橋本敏幸、大坂町、二村公平、
西尾不二夫･一史･昌子･友里、下仁木町、メナード化粧品小原･白川
代行店社員一同、平畑町、板倉宏、小原開発㈱、百月町、上仁木ふ
れあいサロン、小原町、山内一生、大草わたや山内成徳、大草弥生
会、寺平町、荷掛町、苅萱町、杉田和久、小原中自治区、祝峰寺、
松名町、小原スポーツ少年団、近藤正章･照代、山内銹子、上仁木
町、乙ヶ林町、加藤博乃、下山ボランティア連絡協議会、大沼町2
組地域ふれあいサロンすみれ会、大沼町3組地域ふれあいサロン友
友クラブ、羽布建設従業
員･協力会社一同、市内公
共施設義援金箱
総額　44,915,200円
お名前の表記方法につい
て、寄付者のご意向に基
づいて掲載しております。
ご了承ください。

●皆さまから寄せられた会費の主な使いみち
　＊地域福祉活動への助成
　＊小・中・高校の福祉教育の応援
　＊車椅子用福祉車両の貸出し
　＊一人暮らし高齢者世帯などへの消火器支給
　＊各種相談事業（結婚・心配ごと・法律）
　＊車椅子の貸出　　　　　　　　　　　　……など

●会員区分・金額
　　○普通会員

　　○賛助会員

　　○施設会員

　　○団体会員

　　○法人会員

300円

1,000円

2,000円

2,000円

一口　3,000円

●豊田市福祉センター　総務課　34－1131　●地域福祉課　31－1294　●地域福祉サービスセンター　32－4341
●障がい者福祉会館　34－2940　●豊寿園　27－2200　●旭支所　68－3890　●足助支所　62－1857
●稲武支所　82－2068　●小原支所　65－3350　●下山支所　90－4005 　●藤岡支所　76－3606

＜豊田市社会福祉協議会連絡先一覧＞

＊ご協力は強制ではありませんが、本会の地域福祉活動にご理解を賜り、ご協力をお願いします。
＊ご協力いただいた会費は、所得税法第78条の寄付金控除の対象となり、「個人領収書」により、税制上の優遇措置が
　受けられます（詳細は国税庁等にご確認ください）。
＊「個人領収書」をご希望の方は事前に総務課までお問い合わせください。
＊普通会員・賛助会員世帯が火災等により被災された場合には、会員見舞金を支給します。

義援金の配分までの流れ
豊田市社会福祉協議会窓口・義援金箱

↓
豊田市社会福祉協議会

↓
中央共同募金会・日本赤十字社

↓
被災地の義援金配分委員会

↓
被害を受けた方々の元へ


