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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/

WELFARE  INFORMATIONとよた

募集期間　令和2年10月1日～令和3年3月31日

赤い羽根募金・歳末たすけあい募金にご協力をお願いします

＊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 電話：3４－1131）

●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

全県域の福祉推進のために

● 心配ごと相談事業
●とよた市民福祉大学事業
●ボランティア事業

地域福祉推進のために

● 長寿祝事業 ●地域ふれあいサロン事業

高齢者のために

● 福祉実践教室

障がいのある方のために

● 子育て支援事業

子どもたちのために

令和元年度
赤い羽根共同募金実績

の使い道
38,399,005円

豊田市共同募金委員会　会長就任のご挨拶

豊田市共同募金委員会　会長　安藤　貴紳

　このたび、古川利孝氏の退任にともない、令和２年６月26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。　 あんどう たかのぶ

ふるかわとしたか

令和2年7月3日からの大雨災害で被災された方々を支援するため、義援金を受け付けております。皆さま方からお寄せいただ
きました義援金は、日本赤十字社を通して被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお届けします。

令和２年７月豪雨災害義援金のお知らせ令和２年７月豪雨災害義援金のお知らせ

＜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）

●共生推進課

●くらし応援課

●基幹包括支援センター

●障がい者総合福祉会館

34－1131

31－1294

31－9671

63－5279

34－2940

32－6011

33－2346

33－2346

63－5281

35－2833

●旭 支 所
●足助支所
●稲武支所
●小原支所
●下山支所
●藤岡支所

68－3890
62－1857
82－2068
65－3350
90－4005
76－3606

68－2801
61－1115
82－3604
65－3705
90－2419
76－3608

41－5088

41－3082

85－7720

85－1120

27－2200

41－5099

41－3083

85－7733

85－1122

28－7343

●上郷出張所

●猿投出張所

●高岡出張所

●高橋・松平出張所

●豊寿園

TEL TEL TELFAX FAX FAX

　敬老の日に合わせ、市内にお住いの満80歳、85歳、90歳、95歳の方にお祝い手紙、99歳以上の方にお祝い手紙と長寿
祝品（タオル）を贈呈しました。※令和２年９月１日現在、豊田市の住民基本台帳に登録があり、12月31日までに該当の年齢を迎えられる方
　高齢者の皆様にさらに元気で長生きしていただくことを願い、また、ご家族や地域と、高齢者の皆様とのきずなを深める
ことを目的に実施しています。
　贈呈には例年、民生委員の皆様にご協力いただいておりましたが、今年度は、新型コロナウイルスの影響により郵送でお送り
させていただきました。

おめでとうございます！！長寿のお祝い手紙等を贈呈しましたおめでとうございます！！長寿のお祝い手紙等を贈呈しました 共同募金配分金事業共同募金配分金事業

【令和2年5月1日～7月31日の寄付者一覧】 順不同、敬称略。
※掲載者以外にも匿名で多くのご寄付を頂きました。掲載名は、寄付者の意向に準拠しています。

≪社会福祉協議会への寄付≫
松井利正、豊田市高年大学10期生匿名、佐藤冴子、井郷交流館、梅田康司、岡本修司、磯谷
公明

≪物品の寄付≫
株式会社メディカル加藤、ひまわりネットワーク株式会社、関谷醸造株式会社、第一生命
保険株式会社、トヨタ紡織株式会社、トヨタ紡織株式会社総務部、トヨタ紡織株式会社
部長会、バンバン堂、国際ソロプチミスト豊田、日本ペイント・オートモーティブコーティングス
株式会社豊田事業所

≪子ども・地域福祉活動・生活困窮者等への指定寄付≫
道の駅どんぐりの里稲武募金箱、丸和電子化学株式会社黄レンジャーサークル、優花、鈴木国男、豊南地区民生委員児童委員
協議会

国際ソロプチミスト豊田様からのご寄付

寄付あり う寄付あり うご寄付ありがとうございました

【令和2年5月1日～7月31日】 順不同、敬称略。
※掲載者以外にも匿名で多くのご寄付を頂きました。掲載名は、寄付者の意向に準拠して
います。

≪期間中に受け付けた義援金名称：東日本大震災、平成30年7月豪雨災害、令和
元年台風第15号千葉県災害、令和元年台風19号災害、令和元年8月豪雨災害、
令和2年7月豪雨災害≫
近藤由紀子、まどいの丘義援金箱、高岡コミュニティセンター義援金箱、高岡出張所義援金
箱、豊田市立美里中学校、豊田市足助地区区長会、豊田市福祉センター義援金箱、よつば会、
国民民主党愛知県第11区総支部、おはり箱、一般社団法人豊田加茂医師会

義援金へのご協力ありがとうございました義援金へのご協力ありがとうございました

豊田加茂医師会様（左）からの義援金

　贈呈には例年、民生委員の皆様にご協力いただいておりましたが、今年度は、新型コロナウイルスの影響により郵送でお送り
させていただきました。

たご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました

ご長寿、本当におめでとうございます。そして、いつもありがとうございます。

（社福）豊田市社会福祉協議会　会長就任のご挨拶

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会　会長　幸村　的美
こうむら まとみ

　このたび、柿島喜重氏の退任にともない、令和２年６月26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「安心して 自分らしく生きられる 支え合いのまちづくり」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。

かきじまのぶしげ

　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。

赤い羽根募金は誰でも参加できる《福祉参加の機会》です。
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収 入 支 出

決算額区　分 説　　明

※単位：千円

※単位未満は適宜端数調整を行なっています

※内部の資金移動分を除く

決算額区　分 説　　明

決算報告

計 1,975,691

相談支援の充実 393,611

包括支援センター、成年後見
支援センター、生活困窮者
自立支援事業、障がい者児
自立相談、ケアマネ事業、
法律相談、結婚相談

支え合いの地域
づくり

136,985

住民福祉教育、ボランティア
センター運営、地域ふれあい
サロン、子ども食堂等の支援、
健康と福祉の相談窓口

１．支え合いの地域づくり
　地域福祉活動の担い手づくりを目的とした「とよた市民福祉大学（第４期）」を開講し、62人（福祉入門コース
32人、家庭介護コース30人）の受講や、修了生244人のフォローアップを行いました。
　また、新たな活動として、子ども食堂や学習支援等、子どもを対象としたボランティア活動を支援するため、
相談332件、活動助成２件、交流会の開催４回をそれぞれ実施しました。

２．相談支援の充実
　豊田市成年後見支援センターでは、相談236件、裁判所申立支援140件、法人
後見受任39件と多くの利用があり、日常生活自立支援事業などと合わせて権利擁護
の推進を図りました。また、新たに「とよた市民後見人」養成講座を開講し、17名が
終了しました。今後、とよた市民後見人バンク登録や後見人受任後の活動支援を進め
ます。
　生活困窮者自立支援事業では、延べ6,349件の相談のうち273件を支援決定し、
家庭訪問などによる家計支援、就職支援を行いました。
　各支所地域においても同様に取り組み、身近な地域で、必要な相談支援を行いました。

３．在宅福祉サービスの充実
　福祉人材の確保・育成を目的に、介護職員初任者研修やかいごの教室などを開催し合わせて61人の参加が
ありました。
　また、支所地域において、介護サービスの空白地域を作らないように努めました。

豊田市社会福祉協議会の出張所が令和２年７月６日に
上郷、高橋・松平に開設されました。
　出張所は、身近な地域で様々な悩みごと、困りごとを気軽に相談できます。また、専門的な支援機関につな
げたり、住民間で支え合う地域づくりを行っています。

〈出張所の役割〉

〈その他の出張所・支所〉

◆開設場所　豊田市東山町２－１－１
　　　　　　（高橋コミュニティセンター内）
◆相談日時　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　月～金曜日（土日祝休み）
◆連 絡 先　TEL 85－1120　FAX 85－1122

高橋・松平出張所高橋・松平出張所

◆開設場所　豊田市上郷町５－1－１
　　　　　　（上郷コミュニティセンター内）
◆相談日時　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　月～金曜日（土日祝休み）
◆連 絡 先　TEL 41－5088　FAX 41－5099

上郷出張所上郷出張所

錦町1丁目1番地1（豊田市福祉センター２F）

四郷町東畑70－1（猿投コミュニティセンター内）

高岡町長根51（高岡コミュニティセンター内）

池島町屋ヶ平22番地

足助町東貝戸10番地

桑原町中村5番地

沢田町梅ノ木574番地

神殿町中切7番地2

藤岡飯野町坂口1207番地2

火曜日～土曜日（日月祝休み）
午前8時30分～午後5時15分

月曜日～金曜日（土日祝休み）
午前8時30分～午後5時15分

31－1294

41－3082

85－7720

68－3890

62－1857

82－2068

65－3350

90－4005

76－3606

名　称 開設場所 開設時間等 電　話

猿投出張所

高岡出張所

旭 支 所

足 助 支 所

稲 武 支 所

小 原 支 所

下 山 支 所

藤 岡 支 所

お近くの窓口へご相談ください！

①個別支援
経済的に困っている方などに対して、現在の生活における課題
を明らかにし、本人の状況に応じた支援を一緒に考え支援します。

②小地域福祉活動
地域での困りごとや心配ごとの解決に向けた方法や取組み
活動を支援します。

③ボランティアコーディネート
地域の状況を把握し、ボランティアの調整や、ボランティア
活動の推進につなげます。

・仕事が続かず、生活が苦しい。
・生活費のやりくりが上手に出来ない。 など

・お助け隊を立ち上げてみようと
　思うんだけど・・。 など

・ボランティア活動に参加したい。
・ボランティアを頼みたい。 など

令和元年度　社協事業報告および決算報告令和元年度　社協事業報告および決算報告

計 1,975,691

介護報酬収入、
利用者負担金収入等

564,251介護保険事業収入

基金・積立金取崩収入110,639取崩収入

介護給付費収入､利用者
負担金収入､作業収入
（地域活動支援センター等）

162,464
障害福祉サービス
等事業収入

市・県社協受託金
（指定管理料等）

867,001受託金収入

市・県社協補助金、
赤い羽根共同募金配分金等

80,919
経常経費補助金
収入

世帯会費、法人会費、
団体会費、施設会費

26,677会費収入

一般寄付、指定寄付16,309寄付金収入

受取利息収入28,628受取利息配当金収入

出向職員退職積立、市共催
事業負担金、日赤負担金

12,372負担金収入

貸付償還金収入、研修会等参加
費収入、利用料収入等、雑収入

12,643その他収入

93,788前期末支払資金残高

在宅福祉の充実 865,907

ホームヘルプ、デイサービス、日中
一時支援、地域活動支援センター、
介護人材の確保・養成、介護サー
ビス事業者協議会事務局

指定管理の充実 148,885
10か所の指定管理施設の
管理運営

経営基盤の強化 430,303
自己財源の確保、内部留保金の
適正運用、安定した法人運営・
事業展開のための職員育成

共生推進課
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後見受任39件と多くの利用があり、日常生活自立支援事業などと合わせて権利擁護
の推進を図りました。また、新たに「とよた市民後見人」養成講座を開講し、17名が
終了しました。今後、とよた市民後見人バンク登録や後見人受任後の活動支援を進め
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　各支所地域においても同様に取り組み、身近な地域で、必要な相談支援を行いました。
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　福祉人材の確保・育成を目的に、介護職員初任者研修やかいごの教室などを開催し合わせて61人の参加が
ありました。
　また、支所地域において、介護サービスの空白地域を作らないように努めました。

豊田市社会福祉協議会の出張所が令和２年７月６日に
上郷、高橋・松平に開設されました。
　出張所は、身近な地域で様々な悩みごと、困りごとを気軽に相談できます。また、専門的な支援機関につな
げたり、住民間で支え合う地域づくりを行っています。
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65－3350

90－4005

76－3606

名　称 開設場所 開設時間等 電　話

猿投出張所

高岡出張所

旭 支 所

足 助 支 所

稲 武 支 所

小 原 支 所

下 山 支 所

藤 岡 支 所

お近くの窓口へご相談ください！

①個別支援
経済的に困っている方などに対して、現在の生活における課題
を明らかにし、本人の状況に応じた支援を一緒に考え支援します。

②小地域福祉活動
地域での困りごとや心配ごとの解決に向けた方法や取組み
活動を支援します。

③ボランティアコーディネート
地域の状況を把握し、ボランティアの調整や、ボランティア
活動の推進につなげます。

・仕事が続かず、生活が苦しい。
・生活費のやりくりが上手に出来ない。 など

・お助け隊を立ち上げてみようと
　思うんだけど・・。 など

・ボランティア活動に参加したい。
・ボランティアを頼みたい。 など

令和元年度　社協事業報告および決算報告令和元年度　社協事業報告および決算報告

計 1,975,691

介護報酬収入、
利用者負担金収入等

564,251介護保険事業収入

基金・積立金取崩収入110,639取崩収入

介護給付費収入､利用者
負担金収入､作業収入
（地域活動支援センター等）

162,464
障害福祉サービス
等事業収入

市・県社協受託金
（指定管理料等）

867,001受託金収入

市・県社協補助金、
赤い羽根共同募金配分金等

80,919
経常経費補助金
収入

世帯会費、法人会費、
団体会費、施設会費

26,677会費収入

一般寄付、指定寄付16,309寄付金収入

受取利息収入28,628受取利息配当金収入

出向職員退職積立、市共催
事業負担金、日赤負担金

12,372負担金収入

貸付償還金収入、研修会等参加
費収入、利用料収入等、雑収入

12,643その他収入

93,788前期末支払資金残高

在宅福祉の充実 865,907

ホームヘルプ、デイサービス、日中
一時支援、地域活動支援センター、
介護人材の確保・養成、介護サー
ビス事業者協議会事務局

指定管理の充実 148,885
10か所の指定管理施設の
管理運営

経営基盤の強化 430,303
自己財源の確保、内部留保金の
適正運用、安定した法人運営・
事業展開のための職員育成

共生推進課



４ ※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。

社協だより社協だより
第170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とよた

募集期間　令和2年10月1日～令和3年3月31日

赤い羽根募金・歳末たすけあい募金にご協力をお願いします

＊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 電話：3４－1131）

●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

全県域の福祉推進のために

● 心配ごと相談事業
●とよた市民福祉大学事業
●ボランティア事業

地域福祉推進のために

● 長寿祝事業 ●地域ふれあいサロン事業

高齢者のために

● 福祉実践教室

障がいのある方のために

● 子育て支援事業

子どもたちのために

令和元年度
赤い羽根共同募金実績

の使い道
38,399,005円

豊田市共同募金委員会　会長就任のご挨拶

豊田市共同募金委員会　会長　安藤　貴紳

　このたび、古川利孝氏の退任にともない、令和２年６月26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。　 あんどう たかのぶ

ふるかわとしたか

令和2年7月3日からの大雨災害で被災された方々を支援するため、義援金を受け付けております。皆さま方からお寄せいただ
きました義援金は、日本赤十字社を通して被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお届けします。

令和２年７月豪雨災害義援金のお知らせ令和２年７月豪雨災害義援金のお知らせ

＜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）

●共生推進課

●くらし応援課

●基幹包括支援センター

●障がい者総合福祉会館

34－1131

31－1294

31－9671

63－5279

34－2940

32－6011

33－2346

33－2346

63－5281

35－2833

●旭 支 所
●足助支所
●稲武支所
●小原支所
●下山支所
●藤岡支所

68－3890
62－1857
82－2068
65－3350
90－4005
76－3606

68－2801
61－1115
82－3604
65－3705
90－2419
76－3608

41－5088

41－3082

85－7720

85－1120

27－2200

41－5099

41－3083

85－7733

85－1122

28－7343

●上郷出張所

●猿投出張所

●高岡出張所

●高橋・松平出張所

●豊寿園

TEL TEL TELFAX FAX FAX

　敬老の日に合わせ、市内にお住いの満80歳、85歳、90歳、95歳の方にお祝い手紙、99歳以上の方にお祝い手紙と長寿
祝品（タオル）を贈呈しました。※令和２年９月１日現在、豊田市の住民基本台帳に登録があり、12月31日までに該当の年齢を迎えられる方
　高齢者の皆様にさらに元気で長生きしていただくことを願い、また、ご家族や地域と、高齢者の皆様とのきずなを深める
ことを目的に実施しています。
　贈呈には例年、民生委員の皆様にご協力いただいておりましたが、今年度は、新型コロナウイルスの影響により郵送でお送り
させていただきました。

おめでとうございます！！長寿のお祝い手紙等を贈呈しましたおめでとうございます！！長寿のお祝い手紙等を贈呈しました 共同募金配分金事業共同募金配分金事業

【令和2年5月1日～7月31日の寄付者一覧】 順不同、敬称略。
※掲載者以外にも匿名で多くのご寄付を頂きました。掲載名は、寄付者の意向に準拠しています。

≪社会福祉協議会への寄付≫
松井利正、豊田市高年大学10期生匿名、佐藤冴子、井郷交流館、梅田康司、岡本修司、磯谷
公明

≪物品の寄付≫
株式会社メディカル加藤、ひまわりネットワーク株式会社、関谷醸造株式会社、第一生命
保険株式会社、トヨタ紡織株式会社、トヨタ紡織株式会社総務部、トヨタ紡織株式会社
部長会、バンバン堂、国際ソロプチミスト豊田、日本ペイント・オートモーティブコーティングス
株式会社豊田事業所

≪子ども・地域福祉活動・生活困窮者等への指定寄付≫
道の駅どんぐりの里稲武募金箱、丸和電子化学株式会社黄レンジャーサークル、優花、鈴木国男、豊南地区民生委員児童委員
協議会

国際ソロプチミスト豊田様からのご寄付

寄付あり う寄付あり うご寄付ありがとうございました

【令和2年5月1日～7月31日】 順不同、敬称略。
※掲載者以外にも匿名で多くのご寄付を頂きました。掲載名は、寄付者の意向に準拠して
います。

≪期間中に受け付けた義援金名称：東日本大震災、平成30年7月豪雨災害、令和
元年台風第15号千葉県災害、令和元年台風19号災害、令和元年8月豪雨災害、
令和2年7月豪雨災害≫
近藤由紀子、まどいの丘義援金箱、高岡コミュニティセンター義援金箱、高岡出張所義援金
箱、豊田市立美里中学校、豊田市足助地区区長会、豊田市福祉センター義援金箱、よつば会、
国民民主党愛知県第11区総支部、おはり箱、一般社団法人豊田加茂医師会

義援金へのご協力ありがとうございました義援金へのご協力ありがとうございました

豊田加茂医師会様（左）からの義援金

　贈呈には例年、民生委員の皆様にご協力いただいておりましたが、今年度は、新型コロナウイルスの影響により郵送でお送り
させていただきました。

たご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました

ご長寿、本当におめでとうございます。そして、いつもありがとうございます。

（社福）豊田市社会福祉協議会　会長就任のご挨拶

社会福祉法人豊田市社会福祉協議会　会長　幸村　的美
こうむら まとみ

　このたび、柿島喜重氏の退任にともない、令和２年６月26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「安心して 自分らしく生きられる 支え合いのまちづくり」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。

かきじまのぶしげ

　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。

赤い羽根募金は誰でも参加できる《福祉参加の機会》です。


