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平成30年度　豊山町社会福祉協議会　決算報告

収 入 97,011,032 円

支 出 103,239,585 円

（単位：円）

29％

12％

47％

29％

12％

47％
介護保険事業収入
46,005,956

補助金収入
28,223,566

受託金収入
11,826,897

障害福祉サービス等
事業収入
4,411,944
5％

会費収入
2,009,500
2％

事業収入
1,974,503
2％

その他収入
2,558,666
3％

法人運営事業
36,554,956

老人デイサービス
事業

25,116,558

ホームヘルプ
サービス事業
18,279,234

心身障害者
小規模作業所事業
12,894,930

地域福祉活動事業
5,202,768
5％

共同募金配分金事業
2,176,708
2％

その他事業
3,014,431
3％

24％

18％

13％

35％

24％

18％

13％

35％

収 入 決 算 額
支 出 決 算 額
当期資金収支差額
前期未支払資金残高
当期未支払資金残高

97,011,032 円
103,236,499 円
△6,225,467 円
52,403,952 円
46,178,485 円
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平成30年度　豊山町社会福祉協議会　事業報告

地域に根ざした福祉のまちづくりを目指し、
町民の健康と福祉参加の場として開催し、多
くの町民の方に参加していただきました。

ひとり暮らしの高齢者を対象に、引きこもり
防止や友達づくりの場として社会教育セン
ターで年４回開催しました。

地域の交流の場所づくりと福祉への理解を深
めていただくため、映画「おまえうまそうだな」
の上映と福祉体験教室を開催しました。

児童・生徒を対象に福祉への理解、ボランティ
アへの関心を促すため、町内３小学校で開催
しました。

健康・福祉
フェスティバル

ふれあい
食　事　会

歳末たすけあい街頭募金を町内の商業施設２
店舗（エアポートウォーク名古屋・西友 豊山
店）の店頭をお借りして実施しました。

高齢者のひきこもり防止や介護予防を目的に
総合福祉センターしいの木で月３回（年３８
回）開催し、延847名の方に参加していただ
きました。

元気はつらつ
サロン開催

共同募金

映画上映会
と福祉体験

福　祉
実践教室
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令和元年度　豊山町社会福祉協議会
会員募集事業にご協力をお願いいたします

　社会福祉協議会の取り組みや活動は、住民の皆さまからの会費や寄付、共同募
金の配分金などによって支えられています。
　「手をつなぎ みんなで育てる 思いやりのまち」を推進するため、より多くの皆
さまに本会の活動の趣旨をご理解いただき、社協会員として、会費納入につきま
してご理解とご協力をお願いいたします。

一般会員：500円　賛助会員：2,000円　法人会員：3,000円

★年会費★

会費総額を500円玉に例えると・・
　　　　　　　　　　　　　　　おもに次のような事業に使われます

平成30年度会費総額　2,009,500円
（一般会費1,286,500円　賛助会費164,000円　法人会員559,000円）

子どもたちのために
・こども会への助成
・福祉実践教室

115円

地域を支え合う担い手づくりのために
・福祉フェスティバル
・ボランティア団体への助成
・社協だよりの発行

245円

高齢者のために
・通院送迎サービス
・福祉車輌の貸し出し
・福祉団体への助成
・ふれあい食事会 70円

地域で困っている人のために
・心配ごと相談
・日常生活自立支援事業
・相談支援事業 70円
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福祉団体総会開催報告

各団体のお問合せ　豊山町社会福祉協議会　☎29-0002

　5月1０日(金)しいの木に
おいて40周年記念式典と
総会が開催されました。在
籍40年以上の方３名、30年
以上の方３名、20年以上の
方16名に感謝状と記念品を
お渡しし、労いと感謝の気
持ちを伝えました。また、平成30年度の活動報告、決
算及び令和元年度の事業計画、予算についての議案を
審議し全員賛成で可決しました。
　また、総会後には日本赤十字社愛知県支部の加藤
信子さんに「被災時の赤十字奉仕団の役割」という
テーマで記念講演を行ってもらいました。奉仕団員と
しての役割を再認識することで、50周年に向けて気持
ちを新たに引き締めることができました。

　5月18日(土)しいの木に
おいて総会が開催されまし
た。平成30年度の活動報
告、決算及び平成31年度の
事業計画、予算についての
議案を審議し全員賛成で可
決しました。総会終了後に
は恒例の夏の花の寄せ植え（ガーデニング）を行いま
した。
　今年度は、日帰り研修をはじめ健康・福祉フェスティ
バルのお手伝いなどのボランティア活動を実施してい
きます。
　母子会では、一緒に活動していただける会員さんを
募集しています。お問合せは、下記のところまでご連
絡ください。

豊山町赤十字奉仕団（岡島　薫 委員長） 母子寡婦福祉協議会（石黒 善美 会長）

○正規職員（令和元年10月採用予定）

○臨時職員（随時採用予定）

・募集要項・採用試験申込書は豊山町社会福祉協議会のホームページからダウンロードできます。
・豊山町社会福祉協議会（総合福祉センターしいの木内）でも配布します。
・郵送を希望する場合は、返信用封筒（A４判が入る大きさの封筒に郵便番号・住所・氏名を
  記入して、120円分の切手を貼ったもの）を同封のうえ、請求してください。

７月８日（月）から７月19日（金）までに持参するか郵送してください。
郵送の場合は封筒に「職員採用」と朱書きし、総務管理係宛てに書留郵便で送付してくださ
い。（７月19日（金）消印有効）

①採用試験申込書、②卒業証明書、③資格取得証明書の写し
④返信用封筒（長形３号封筒に郵便番号・住所・氏名を記入して82円分の切手を貼ったもの）

昭和55年４月２日以降に生まれ、大学・短大等を卒
業し、社会福祉士、社会福祉士受験資格または社会
福祉主事任用資格をお持ちの方で、相談支援専門員
の実務要件(厚生労働省告示第549号参照)を満たし
ている方。

昭和45年４月２日以降に生まれ、高
校等を卒業し、介護福祉士の資格を
お持ちの方。

８月３日（土）　教養試験、適性検査、作文試験
８月４日（日）　面接試験

８月３日（土）　適性検査、作文試験
８月４日（日）　面接試験

1人 1人
一般職 介護職募集職種

募集人数

募集人数
受験資格

試験日

募集職種

提出書類

受付期間

募集要項・採用
試験申込用紙の
配布

社会福祉協議会職員募集

介護職員初任者研修課程修了者以上
（旧ヘルパー２級）

資格要件
1人
介護職員

1人

デイサービスセンターしいの木
生活相談員

介護職員、社会福祉主事、保育士等

※詳しい内容は社協ホームページ http://www.schoolweb.ne.jp/toyoyama/syakyo/ でご確認ください。
※お問い合せ　豊山町社会福祉協議会　総務管理係　☎0568-29-0002
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豊山町ボランティア連絡協議会登録の
ボランティア団体さんを紹介します！！
豊山町ボランティア連絡協議会登録の
ボランティア団体さんを紹介します！！
豊山町ボランティア連絡協議会登録の
ボランティア団体さんを紹介します！！
豊山町ボランティア連絡協議会登録の
ボランティア団体さんを紹介します！！

とよやま点字友の会
頻度　月に３回ほど
場所　しいの木 2階
内容　視覚障害者との交流、本や広報、バス時刻
　　　表などの点訳、福祉実践教室の参加
人数　１０名
一言　点字は難しいと言われますが、形は決まって
　　　いるので難しくないですよ！
　　　点字が読めると街中の点字が読めて楽しいで
　　　すよ！気軽に遊びに来て下さい♪
　　　実践教室でもフェスティバルでも可

頻度　月１回
場所　しいの木
内容　広報・小説等の録音や視覚障害者との交
　　　流。
人数　９名
一言　音訳 CD を高齢者の方にも聞いてもらえた
　　　らうれしいです！

読みきかせグループゆめっ子
頻度　月2回＋不定期
場所　社教センターや健康・福祉フェスティバル
　　　など
内容　絵本の読み聞かせ、手作り人形劇、大型紙
　　　芝居、季節の工作など
人数　１１名
一言　子供たちの笑顔のために３０年まい進して
　　　おります。新しいメンバー随時募集中です！

ふれあいいきいきサロン冨士
頻度　年に４回ほど
場所　冨士供用施設
内容　いきいきサロン（一人暮らし高齢者への食事
　　　提供）の開催
人数　８名
一言　志水地区の１人暮らし高齢者の方参加をお待
　　　ちしております。

ぼくも参加  してみたいな♪

ボランティア団体紹介ボランティア団体紹介
豊山町マスコットキャラクター

『地空人くん』

音訳サークル虹の会
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頻度　月に１回
場所　東部学習等供用施設
内容　おもちゃ修理
人数　2人
一言　おもちゃの修理を通じて子どもの笑顔に出会える
　　　ボランティアです

頻度　不定期
場所　福祉施設や学校等
内容　福祉施設でのお手伝い等行事ボランティア
人数　１５名
一言　年配の方から子どもさんまで多くの笑顔に接
　　　することができるボランティアです。活動し
　　　てみたい方がいらっしゃったらお気軽にお声
　　　かけ下さい。

豊山町赤十字奉仕団
頻度　不定期
場所　町内
内容　防災訓練での炊き出し、募金の協力など町内
での防災、福祉活動。
人数　６０名
一言　団員数の減少が深刻な問題となっています。
　　　少しでもご興味のある方は下記の連絡先まで
お問い合わせください。

頻度　月４～５回
場所　東部供用施設
内容　聴覚障害者と交流、手話学習、
地域の行事参加
人数　１５名
一言　手話を楽しく学びませんか？

楽し
そう
！！

すずらんおもちゃ病院

手話サークル豊友

頻度　不定期
場所　しいの木など
内容　行事ボランティア
人数　２４名
一言　会員募集しています！

頻度　敬老会等
場所　社教センターホール
内容　OHPによる要約筆記
人数　２名
一言　若い方も要約筆記に興味をもっ
てもらい、これからも続いていくと嬉
しいです

㋵とよやま豊山町母子寡婦福祉協議会

どこのボランティア団体もメンバー募集中です！ぜひご興味のある方は
社会福祉協議会までご連絡ください（☎　29－0002）
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心配ごと相談

寄　付 災害義援金

福祉サービスの苦情相談
と　き　毎月第３火曜日
　　　　午後 1時 30分～３時
ところ　総合福祉センター
　　　　しいの木 ２階 相談室
相談員　民生児童委員

ただ今豊山町共同募金委員会では、下記の
義援金の受付を行っています。
皆様のご協力をお願いします。
　・平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
　　（令和元年９月30日まで）
　・愛媛県豪雨災害義援金
　　（令和２年６月30日まで）
　・平成30年７月岡山県豪雨災害義援金
　　（令和２年６月30日まで）
　・平成30年7月広島県豪雨災害義援金
　　（令和２年６月30日まで）
　・平成30年豪雨災害義援金
　　（令和２年６月30日まで）

～利用しているサービスに
　　疑問や不満はありませんか？～
安心してサービスを利用できるように苦情
解決の仕組みがあります。
[苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置 ]

お困りのことがありましたらご相談ください。お問合せ　社協　29-0002

お知らせ

サ ロ ン 開 催 案 内

お問合せ　社協　29-0002

元気はつらつサロンしいの木
（介護予防・健康体操・レクリエーション）
午後１時 30分～2時 30分

オレンジカフェしいの木
（認知症予防・認知症相談カフェ）
午後１時 30分～3時

7
（水）

14
（水）

21
（水）

・ ・ 4
（水）

11
（水）

18
（水）

・ ・ 2
（水）

9
（水）

16
（水）

・ ・ 23
（水）
・3

（水）
10
（水）

17
（水）

・ ・ 31
（水）
・

22
（月）

26
（月）

24
（火）

28
（月）

7 月 8 月 9 月 10 月

名古屋ヤクルト販売 (株 )
・・・・・3,420 円

（平成31年4月1日～令和元年
5月31日受付分まで）(敬称略)

ありがとうございました。
社会福祉事業に役立たせて
いただきます。

ありがとうございました。
社会福祉事業に役立たせて
いただきます。
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	社協だより2p
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	社協だより8p

