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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/

社協会費にご協力をお願いします
★「社会福祉協議会（社協）」とは？
地域で起こるさまざまな福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、みなさんと一緒に考え、話し合い、
保健・医療・福祉等の関係者、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、県社協等からの委託金・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、介護保険並びに自立支援費収入

★皆さまから寄せられた会費の主な使い道

＊自治区や地区コミュニティ会議など地域福祉活動への助成
＊福祉意識の啓発を目的とした福祉健康フェスティバルの開催
＊結婚相談・心配ごと相談・法律相談などの各種相談事業
＊市内のボランティア活動を推進するボランティアセンター活動事業
＊市内に住民票のある85歳以上の方への長寿祝品の贈呈
＊一人暮らし高齢者世帯等への消火具支給
＊小・中・高校の福祉教育の応援
＊車イスの貸出
その他、社会福祉協議会が行う事業に使用させていただいています。

介護施設でボランティアを
体験する生徒の様子

★会員区分や金額について

上記のような社協の活動にご賛同いただける場合には、ぜひ会員としてご協力をお願いいたします。
＊普通会員・300円以上1,000円未満
＊賛助会員・1,000円以上
（300円未満は協力費として受領させていただきます。）
＊施設会員・2,000円
＊団体会員・2,000円
＊法人会員・一口3,000円
●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条の寄附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。 総務課 34−1131
●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、会員見舞金を加算します。

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。

思いやり

いつでもどこでも

誰にでも

平成２５年度 事業計画及び収支予算の概要
豊田市社会福祉協議会は「地域福祉の推進組織」として、地域の生活課題の発掘と共有、そして地域
の皆様とともになって課題解決を図ります。

○ 地域福祉の推進
◆地域福祉活動計画の策定
住民の皆さんと話し合いながら、地域の課題を発見、情報収
集し地域福祉活動計画（＝住民による住みよいまちづくり計画）
に反映します。また、市民の「地域福祉」啓発のため地域密着
型福祉全国セミナー（仮称）を開催します。
◆福祉教育の推進
様々な方が暮らしている地域において
「共に生きる力（共生）」を育むために、障が
いを理解するための実践教室を開催します。

ふれあいサロン風景
◆地域ふれあいサロン（地域ふれあい通所事業）
自分の住み慣れた地域で、住民が互いに支え合いな
がら、自分を活かし、アイデアを出し合い、「生きがい
づくり」
「健康づくり」などを推進し、いつまでも健や
かに、安心して暮らして行くことを目的としています。
◆ボランティア活動やコミュニティ会議福祉部会への支援

障がいを理解するための実践教室
など

○ 相談・支援体制
多様化する個別課題や生活課題を地域の課題として捉え、地域社会やボランティアなどと連携しなが
ら課題解決への取り組みをします。
◆地域福祉サービスセンター
障がい者（児）の福祉サービス利用に関する相談や調整を行います。また、各支所に障がい者の相談
支援担当を置き、地域で受け止める体制を整えます。
◆地域包括支援センター
高齢者の生活や福祉サービス利用に関する相談や調整を行います。
◆基幹包括支援センター
地域包括支援センターの後方支援を行います。
◆日常生活支援事業
高齢者や障がい者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービ
スの利用などに関わる相談やお手伝い（援助）をして、その生活を支援します。
◆心配ごと相談、法律相談、結婚相談
生活上の相談に無料で応じ、問題解決のために専門機関等と連携して助言します。
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○ 在宅福祉サービス
◆利用者や家族のみなさんに満足と安心いただけるようサービス向上に努めます。
◆障がい者自立支援に向けた地域活動支援センター経営の安定
（就労支援の促進）
◆介護保険・障害者総合支援法等の事業
居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、障がい者
（児）居宅介護等事業、生活介護・地域生活支援デイなど、各
種サービスの提供を行います。

○ 経営基盤の強化
地域住民に社協事業や本会の存在意義を広く周知し、認知度及び信頼度の向上を図り、自主事業財源
となる会費、共同募金の増額を目指しつつ、資金運用計画を策定し自己財源の有効活用を図ります。

○ 指定管理の充実
◆指定管理施設
豊田市福祉センターや障がい者総合福祉会館をはじめ、本会の各支所を
拠点に地域に開かれた施設として、総合的なサービスの提供をします。

各種サービス等の問合せに関しては、下部に記載してあります。

○ 収支予算
収入

単位：千円

区

分

予算額

補助金・受託金

643,424

介護保険事業

558,878

自立支援法等収入

178,444

説

明

市・県社協からの補助
介護報酬収入、利用者

分

法人運営事業

予算額

説

明

201,882 法人運営、支所運営
自治区福祉活動助成、ボラン

地域福祉

92,366 ティアセンターの運営、相談、
福祉人材養成、共募配分事業

自立支援法事業利用料

車イス・福祉車両貸出、権利擁護、地

収入等

在宅福祉

282,850 域活動支援センター、ふれあいサロン、

利用者負担金（はつらつ

共同募金配分金

36,475 共同募金の配分金

会費

26,525 世帯会費、法人会費等

負担金

11,338 市負担金・日赤負担金等

寄附金

5,873 一般寄付金、指定寄付金

事業収入

8,752 事業利用料・作業収入等

貸付事業等

6,100 貸付償還金収入

計

区

負担金収入等

10,064

109,619

単位：千円

金・委託金

利用料

雑収入

支出

クラブ、施設）

包括支援センター、相談支援事業
施設管理運営
資金貸付事業
介護保険事業
自立支援事業
計

347,236 10施設の管理運営
14,219 生活福祉資金、ひまわり資金
587,890 （高齢者）ホームヘルプ、デイ
サービス、ケアマネ事業等
164,147 （障がい者・児）ホームヘル
プ、デイサービス事業等
1,690,591

受取利息収入、積立金
取崩収入等

1,595,491

当期収支差額

△ 95,100

前期末支払資金残高

517,471

※内部の資金移動分を除く
※前期繰越金を除く

【豊田市社会福祉協議会連絡先一覧】
●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
●基幹包括支援センター 63−5279 ●障がい者総合福祉会館 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
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情報コーナーの講座にご参加ください！
豊田市福祉センター2階にある情報コーナーは、福祉を知らない人から介護を行っている人まで、見て・ふれ
て・体験して福祉について知っていただく場所です。
開設以来、様々な講座を実施し、多くの方にご参加いただきました。最近では次のような講座を実施しました。
◆介護基礎講座 車イスの使い方、車イスとベッド間の移乗、寝たきりの方の着替え、おむつ交換の方法などを紹
介し、体験していただきます。
◆回 想 法 教 室 ボランティアによる認知症予防のための回想法やゲームなどを開催します。
◆骨盤底筋体操 尿もれの改善、予防につながるトレーニング方法を紹介します。
今後も「介護基礎講座」、「回想法教室」、「笑いヨガ」、
「知っていますか、遺言と成年後見制度」等の講座を開
催する予定です。参加費は無料です。
開催日、講座内容詳細については広報とよた等でお
知らせします。なお、受講には事前の申込みが必要で
す。現在募集中の講座については、お問い合わせくだ
さい。
情報コーナーでは福祉用具や授産製品の展示や回想
法コーナーがあり、またパソコンや機器を使って簡単
に心と体のチェックや脳のトレーニング等ができます。
各団体の見学も受け付けていますので、ぜひご利用く
ださい。

健康体操
開設日時

火曜日〜日曜日（ただし、月曜日が祝日
の場合は開設、12月28日〜翌年1月
4日は休みです。）
午前10時から午後３時

問 合 せ

総務課

34−1131

「知っていますか、遺言と成年後見制度」講座

ご寄付ありがとうございました 東日本大震災義援金にご協力ありがとうございました
（平成25年3月1日〜3月31日までの寄付者一覧）
順不同、敬称略。

≪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、タイマッサージ
はっとん、梅田康司、ＮＰＯ法人日本入れ歯リサイ
クル協会、ユニー 小さな善意で大きな愛の輪 運動、
法雲寺除夜の鐘、香西洋子、豊田市高年大学６期生
六三四会、藤岡南地区老人クラブ連合会

≪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、
豊田信用金庫本店善意の箱、公益財団法人あすて善
意の箱、市内公共施設善意の箱

（平成25年3月1日〜3月31日受付）順不同、敬称略。
この他にも匿名で多くのご寄付をいただきました。
掲載名は寄付者の意向に準拠しています。
トヨタ自動車労働組合TUV、平成24年度豊田高年大
学第11期卒業生・事務局一同、豊田市立前林中学校、
笑いヨガのんちゃん、シルバー人材センター（美里地
区）、かすりの会、トヨタ記念病院おいでん踊り隊、
豊田市ジュニアマーチングバンド、竹村小学校父母
教師会、藤岡商工会青年部、下和会にこにこサロン、
あとりえシトロエン、豊田市おもちゃ図書館連絡会、
なごみの会、豊田東高校JRC部、戸田粋子、有限会
社豊南焼肉、ぬくもりの里やさしい美術委員会有志、
手づくり工房山遊里、よつば会、稲武地球子屋

東日本大震災義援金実績（平成25年3月31日現在）
金額：128,797,823円
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※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。

