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赤い羽根募金・歳末たすけあい募金にご協力お願いします
募集期間

平成29年10月1日 〜 平成29年12月31日
赤い羽根募金は誰でも参加できる「福祉参加の機会」です。
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にご協力
いただき、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。
いただいた募金は地域における社会福祉の推進のために大切に使わせていただきま
す。皆様のあたたかいご協力をよろしくお願いします。

全県域の福祉推進のために

子どもたちのために
●

民間保育所への助成事業

社会福祉施設の整備費
社会福祉団体の事業費
● 募金運動推進活動費
●
●

平成28年度
赤い羽根共同募金実績

高齢者のために
長寿祝事業
● 非常用物品支給事業
●

38,445,681円
の使い道
地域福祉推進のために
心配ごと相談事業
福祉まつりの開催
● ボランティア事業
● 障がいを理解するための実践教室
●

障がいのある方のために
●

●

障がい児・障がい者福祉活動

＊ご協力は強制ではありませんが、募金活動の本旨にご理解を賜り、ご協力をお願いします。
＊領収書により税制上の優遇措置を受けることができます。詳細は税務署等にご確認ください。
＊領収書をご希望の方は、事前に事務局までお問い合わせください。(事務局：34 - 1131)

豊田市共同募金委員会会長就任のお知らせ
豊田市共同募金委員会では、鈴木義金が平成29年６月14日から会長に就任いたしました。
今後とも市民の皆様とともに共同募金運動の推進に努めてまいりますので、あたたかいご理
解・ご協力をお願い申し上げます。

思いやり

いつでもどこでも

誰にでも

豊田市共同募金委員会
鈴木義金会長

〜「助け合いのできる地域をつくる」〜

身近な地域に地域福祉コーディネーターを配置
きっかけは
豊田市社会福祉協議会では、
「豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画」策定時に各中学校区での住民懇談会を
開催し、市民の皆さんから
『身近な地域で個別の福祉課題やまちづくりの相談のできる窓口』を置いてほしいとい
うご意見を多数いただきました。
また、第８次豊田市総合計画においても、
「福祉の相談窓口を身近な地域に設置」
と計画されました。こうしたこ
とから高岡支所に「健康と福祉の相談窓口」が設置され、社協の地域福祉コーディネーターを配置しました。

今、社協が健康と福祉の相談窓口でしていること
個別支援

支え合いの地域づくり

・複合的な生活課題に対して、地域

・区長さんや民生委員さんと情報交換を始めました。

包括支援センターや障がい者相談
支援事業所、関係者と情報共有・
役割分担をしながら個人や家庭の
生活を支えています。

・地区内の福祉の相談事業所の皆さんとの情報交換
の場を持ち始めました。
・自治区のサロン活動の立上げなどのお手伝いを始
めました。

地域からの声

若林地区コミュニティ会議
竹中勘次福祉委員長

「健康と福祉の相談窓口」オープンをお祝い申し上げます！！
高齢化社会の日常のくらしの基盤である「健康と福祉」の諸課題に南部（旧
高岡）の地域性に精通した社協・市役所の専門職員と保健師さんが身近な場所
で地域住民の支えとなって頂けます。
この活動が地域とともに根づき発展する様、協力をしたいと思います。

◇開設場所

豊田市高岡町長根51番地（高岡コミュニティセンター内）

◇名

健康と福祉の相談窓口

称

◇相談日時

月〜金曜日 午前８時30分〜午後５時15分

◇電

85-7720

話

結成５０周年を迎える「豊田市赤十字奉仕団」の活動を紹介します
今回は、奉仕活動をご紹介します。

○ 奉仕活動ってどんなことをしているの？
皇居や京都御所などで清掃を行ったり、愛知少年院の行事に参加していま
す。奉仕団創立当初から奉仕活動を行っており、今後も続けていきます。
みなさんも、一緒に活動してみませんか？もちろん、男性も大歓迎です！
までご
興味のある方は、日本赤十字社豊田市地区（社協総務課 34 -1131）
連絡ください。
京都御所での奉仕清掃の様子

次回は、
「献血」についてご紹介します。
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平成２８年度 社協事業報告および決算報告
●地域福祉の推進
実践２年目を迎えた「地域福祉活動計画」の推進について、地域の課題に対して地域住民相互で確認し考える
機会を増やすことができました。
また、「第１期とよた市民福祉大学」において、予想を上回る応募者があり、47名が修了しました。既に地
域での活動に結びついている修了者もあり、住民福祉教育推進のための活動に取り組みました。
さらに、高岡地区への地域福祉コーディネーターの設置に向け、平成29年度からの人員配置等の体制整備を
行いました。
●相談・支援体制の充実
要支援者への支援を強化するために、資金貸付事業と生活困窮者自立支援事業および成年後見事業を一体的に
実施していく「相談支援課」を平成29年度新設に向けて体制整備を行いました。
また、基幹包括支援センターに認知症初期集中支援チーム設置に向けた人員配置および、地域包括支援セン
ターには、生活支援コーディネーター増員に向けた人員配置を整備しました。
●在宅福祉サービスの充実
介護保険制度改正に伴う総合事業への対応に向けた体制整備を行いました。
また、福祉人材の育成・確保のため、介護職員初任者研修及び福祉就職フェアを開催するとともに、ヘルパー
フォローアップ講座の開催や、生活支援担い手養成研修を開催しました。

収入

支出

区

分

決算額

説

明

受託金収入

県社協からの委託金
679,499 市、

介護保険
事業収入

564,479

介護報酬収入、
利用者負担金収入等

障害福祉サービス
等事業収入

175,149

総合支援法事業利用料
収入等

経営経費
補助金収入

101,487

会費収入
寄附金収入

区

市、
県社協補助金、
共同募金配分金

説

明

法人運営事業

185,572 法人運営、
支所運営

地域福祉の推進

自治区福祉活動助成、ボラン
140,991 ティアセンターの運営、ふれあ
いサロン、福祉人材養成事業

在宅福祉の推進

267,749

施設の管理運営

401,075 各施設の管理運営

車いす・福祉車両貸出、権利
擁護事業、相談支援事業等

福祉資金貸付事業

指定寄付
6,308 一般寄付、

介護保険事業の
運営

555,367

【高齢者】
ホームヘルプ、
デイサービス事業等

障害福祉サービス
等事業の運営

163,946

【障がい者・児】ホームヘルプ、
デイサービス事業等

事業収入

4,564 利用料収入等

貸付事業収入

1,519 貸付償還金収入

雑収入

126,835 受取利息収入、積立金取崩収入等

前期末支払資金残高

592,368

地域ふれあいサロン

計

ひまわり資金
9,331 生活福祉資金、

1,724,031

※単位：千円
※内部の資金移動分を除く
※収支差額は次年度に繰り越す

2,291,535

計

決算額

法人会費等
27,332 世帯会費、
日赤負担金等
11,995 市負担金、

負担金収入

分

ネタ工房・ネタ提供展を開催します！

社協では、子どもから高齢者までいきいき元気に暮らすことを目的として自治区主催で実施されている
「地域ふれあいサロン」の活動を支援しています。
サロン活動で参考にしていただけるようなものづくりや、簡単に出来るストレッチや軽体操などを体験
していただける「第2回ネタ工房・ネタ提供展」を開催します。
見て、体験して、一緒に楽しめる機会としませんか。
◇日

時

平成29年12月９日（土）・10日（日）
両日とも午前10時から午後３時まで

◇場

所

◇問合せ

豊田市福祉センター ４階会議室
地域福祉課 31-1294

第1回（平成27年）の様子

平成29年10月

３

ご寄付ありがとうございました
（平成29年５月１日〜７月31日までの寄付者一覧）順不同、敬称略
田澤眞、細野恵哉、中村和枝、浦野千恵子、ザ・やまびこ、碧園お茶の純平、簗瀬国男、岩瀬歌謡教室、猿
投台交流館利用団体、豊田シルバー・レク・フォークダンスの会、石釜倶楽部、国際ソロプチミスト豊田、
豊田柴田工業松田一雄、岡本修司、フリーマーケットの紙ふうせん、ハンドメイド雑貨のe-マルシェ、
豊田市高年大学10期生匿名、丸和電子化学黄レンジャーサークル、豊田市高年大学15期生有志、すま
いる演歌同好会、朝日丘交流館、豊田南高等学校、暮らしの手作り工房ちゃるま、キティ＆マーシーズ
フリマ、梅田康司、JAあいち豊田サービス、豊田市高年大学六期生六三四会、末野原交流館ベビー教室
こっこ組、豊田市高年大学第3期文化工芸学科、安藤君衛、とらいあんぐる、足助連合小学校、ハウジン
グサイトAXIS、太田昭彦、長谷川敦男、FTS会
※この他にも匿名で多くのご寄付をいただきました。

義援金へのご協力ありがとうございました
掲載名および送金先は、寄付者の意向に準拠しています。
（平成29年５月１日〜７月31日 本会窓口受付分）順不同、敬称略

≪東日本大震災義援金、平成28年熊本地震災害義援金、糸魚川市大規模火災義援金、平成
29年７月九州北部豪雨災害義援金≫
どんぐりの里いなぶ募金箱、明日の元気塾、バルーンアート「キュート12」、竜神中学校福祉委員会、豊
田東高等学校ＪＲＣ部、豊田市ファミリーサービスクラブ、鞍ヶ池あじさいの道、戸田粋子、火倶野
姫、豊田市赤十字奉仕団、ナースリーハウス保護者・職員一同、社協管理施設義援金箱
※この他にも匿名で多くの義援金をいただきました。

【各義援金受付について】
日本赤十字社では義援金の受付を行っています。
詳しくは、日本赤十字社 愛知県支部または豊田市地区まで
お問合せください。

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

＜豊田市社会福祉協議会連絡先一覧＞
● 総務課（豊田市福祉センター）

34−1131

●旭支所

68−3890

● 地域福祉課

31−1294

●足助支所

62−1857

● 相談支援課

34−1132

●稲武支所

82−2068

● 相談支援課 健康と福祉の相談窓口（高岡）85−7720

●小原支所

65−3350

● 地域福祉サービスセンター

32−4341

●下山支所

90−4005

● 基幹包括支援センター

63−5279

●藤岡支所

76−3606

● 豊寿園

27−2200

● 障がい者福祉会館

34−2940

● 豊田市成年後見支援センター

63−5566

豊田市社会福祉協議会の理念・経営方針
理

念

経営方針

４

平成29年10月

私たちは、地域住民と協働して社会福祉事業を進め、子ども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。
（1）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。
（2）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。
（3）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。

※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。

