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『誰もがみな幸せであること』それが赤い羽根の願いです。

共同募金運動が始まりました。
10月１日から12月31日まで実施 期 間

じぶんの町を良くするしくみスローガン

共同募金は昭和22年に『国民たすけあい運動』として始まりました。

都道府県ごとに行われており、みなさまからいただいた募金は身近な福祉

や地域の行事に活かされています。

皆さまの温かいご協力をお願いします。

370,893,000円岐阜県の本年度の募金目標額

例えば

手話講座 自主防災講座「地震体験」 ガイドヘルプ講座
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皆さまから寄せていただきました令和元年度共同募金は、社会福祉法人岐阜県共同募金会により、次のと
おり配分が決定されました。

赤い羽根募金による配分（令和2年度事業） 単位：円

団　体　名 配分決定事業 金　額

社会福祉法人土岐市
社会福祉協議会

【障害児対象福祉事業】
・在宅重度心身障がい児クリスマスプレゼント 14,960

【児童・青少年対象福祉事業】
・福祉教育支援　・福祉体験学習
・母子父子家庭等親子旅行

599,431

【住民全般対象福祉事業】
・福祉まつり　・福祉だより　・ボランティア育成
・器機貸出　・家族介護者支援
・災害関係講座　・ふれあい事業

2,531,358

合　　　　　計 3,145,749

歳末たすけあい募金による配分（令和元年度事業） 単位：円

団　体　名 配分決定事業 金　額

土岐市社会福祉協議会 ・在宅重度心身障がい児クリスマスプレゼント 112,919

戦国合戦まつり「親子ふれあいウォーキング」

駄知友愛の会

野焼き窯

肥田町みんなで元気になろまー会

ホタルまつり＆竹灯り

いずみのつどい

共同募金配分事業

共同募金を充当した昨年度事業
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（１）各町社協活動の支援・地域活性ふれあい事業の推進

（２）福祉関係団体への支援　助成　９団体
（３）ふれあい・いきいきサロン運営支援（15か所）  （４）日常生活自立支援事業
　土岐津…３か所、妻木…２か所、曽木…１か所  　生活支援人数　202人、支援回数　320回
　駄知…３か所、肥田…２か所、泉…４か所  （５）友愛訪問事業の推進　訪問件数　1,535件

（１）ボランティア講座の開催及び推進	 （４）ボランティア保険加入促進　
　　  ①学生対象講座（手話・点字・施設体験）  　　  加入者数　　　　　988人 （基本969人）
　　  　参加者72人    （天災  19人）
　　  ②一般者対象講座（点字・ガイドヘルプ）  （５）福祉体験学習事業
　　  　参加者15人  　体験学習件数　15件
（２）福祉協力校事業の推進	 　　  ①車イス体験　　　　４件
　　 （①小学校８校・②中学校６校・③高等学校３校）  　　  ②高齢者疑似体験　　５件
　　  17校  　　  ③施設交流　　　　　４件
（３）ボランティアグループ育成	 	 　　  ④職場体験　　　　　２件
　　  ①ボランティア登録総人数  1,047人  （６）自主防災活動に関する講座及び推進
　　  　　　　（団　体）　　61団体  974人  　１部　一般向けワークショップ  250名参加
　　  　　　　（個　人）  73人  　　土岐市福祉まつりでの防災・減災啓発ブース
　　  ②ボランティア派遣      　２部　セミナー  37名参加
　　  　　　　派遣数　　　49件  727人  　　自主防災ワークショップ　クロスロード、地震体験
　　  ③ボランティア団体助成  ４団体

（１）母子・父子家庭等親子旅行（８月）　参加者　36人　ユニバーサルスタジオジャパン
（２）母子・父子福祉センター事業　利用延人数　124人
（２）ひとり親家庭児童学習支援事業　利用人数　6人　ボランティア支援者数　9人
（４）児童館・センター事業（６か所）　利用延人数　64,899人
①児童センター　３か所　32,013人  ②児童館　３か所　32,886人

（５）子育て支援センター事業（３か所）　利用延人数　19,124人
 

１．地域福祉事業

支部名 事　　　　業　　　　名

土岐津
高山城戦国合戦まつり親子ふれあいウォーキング事業
あかりの夕べ事業
ござらっ祭事業

下 石 蝶の保護と植樹等で町の活性化事業
福祉人材育成事業

妻 木
ふれあいどんど焼き事業
ふれあい野焼き窯事業
流鏑馬行列参列事業

支部名 事　　　　業　　　　名

鶴 里
のうなん保育園クリスマス会事業
ホタル祭り事業
ふれあいまつり事業
ひとり暮らし高齢者つどいの広場事業

曽 木 もみじライトアップふれあいミニコンサート事業
駄 知 駄知友愛の会事業
肥 田 肥田町みんなで元気になろまー会事業

泉 子育て支援講演会
高齢者ふれあいの集い事業

２．ボランティアセンター事業

３．児童・母子・父子福祉事業

センター名 利用延人数 児童館名 利用延人数
西部児童センター 14,213人 土岐津児童館 16,024人
駄知児童センター   7,729人 妻木児童館   5,602人
肥田児童センター 10,071人 泉 児 童 館 11,260人

センター名 利用延人数
西部児童センター 8,767人
駄知児童センター 5,714人
肥田児童センター 4,379人
出前サロン 264人（保健センター・濃南こども園）

令和元年度　社会福祉法人

土 業 報 告市 社 会 福 祉 協 議 会 事岐

児童センター「親子の工作教室」
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（１）老人福祉センター事業
　　  ①西部老人福祉センター（ウエルフェア）　利用延人数　16,895人
　　  ②土岐市老人福祉センター白寿苑（駄知）　利用延人数　　4,337人
（２）居宅介護支援事業（２か所、介護保険事業）　　　　　　　　　　　　　

（３）通所介護事業（３か所、介護保険事業）

（４）訪問介護事業（介護保険事業）
      （６）新規及び変更要介護（要支援）認定調査事業
      　新規及び変更要介護（要支援）認定調査　996件
      （７）地域包括支援センター事業（介護保険事業）
      　予防給付　1,526件　　　相談業務　1,046件
      （８）家族介護支援事業
（５）要介護（要支援）認定調査事業（更新認定）	 　開催場所　ウエルフェア土岐 ・ 肥田公民館
　介護認定調査　663件    　開催件数　５回　　　参加人数　64人

（１）在宅重度心身障がい児クリスマスプレゼント事業（12月）
　対象者（情報提供人数）　　76人　　　利用人数　　70人
　協力店舗数　５店
　　・オアシス（泉岩畑町）　　　　　　　　　　　　・不二家ファミリーショップ土岐店（土岐津町）
　　・カントリーケーキファームハウス（肥田町）　　・ぶん福（妻木平成町）
　　・Sora wo miagete（妻木町）
（２）生活介護事業（障害者総合支援事業）	 （５）就労継続支援Ｂ型事業（障害者総合支援事業）
 
 
（３）児童発達支援事業（児童福祉事業）	 （６）指定障害児相談支援事業（児童福祉事業）
  計画相談人数 277人

  （７）指定障害者相談支援事業（障害者総合支援事業）
（４）居宅介護事業（障害者総合支援事業）	
	

（１）土岐市社会福祉大会（12月１日）　
　福祉功労者67人並びに１団体へ表彰状・感謝状を贈呈しました。
（２）土岐市福祉まつり（12月１日）
　福祉施設展・バザーほか各種イベントを実施しました。
　　参加団体　42団体　　来場者　1,000人
（３）福祉だよりの発行　
　年３回発行　（６月・10月・１月）
（４）その他広報活動　　　
　土岐市社会福祉協議会ホームページによるＰＲ

４．老人福祉事業

事業所 西部
在宅介護支援センター

ひだまり
在宅介護支援センター 合　　計

ケアプラン作成 928件 858件 1,786件

事業所 ウエルフェア土岐 すこやか館 ひだまり 合　　計
利用延人数 7,756人 6,240人 6,679人 20,675人

訪問介護項目 ときしホームヘルパーステーション
訪問実人数 訪問延人数

要介護者対象 278人 2,526人
要支援者対象 298人 1,951人
合　　計 576人 4,477人

５．障害福祉事業

利用延人数 1,413人
契 約 者 数 15人

利用延人数 2,662人

利用延人数 3,997人
契 約 者 数 92人
相 談 件 数 93人

計画相談人数 100人

訪問介護項目 ときしホームヘルパーステーション
訪問実人数 訪問延人数

総合支援対象 177人 1,550人
移動支援対象 12人 57人
合　　計 189人 1,607人

６．広報啓発活動

介護者のつどい「介護の基本」

土岐市社会福祉大会

土岐市福祉まつり
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令和元年度　土岐市社会福祉協議会　会費・共同募金使途報告

令和元年度　土岐市社会福祉協議会決算報告

会費の使途内訳
事　　　　業 金　　額

福祉関係団体への助成 8,345,135
岐阜県社協負担金・事務費等 697,320
ふれあい事業 86,000
友愛訪問事業 74,967
福祉だより及びホームページ 54,600
ボランティア活動保険一部助成 50,400
重度心身障害児クリスマスプレゼント 10,000
母子家庭等親子旅行 10,000
災害関係講座 903

合　　計 9,329,325

収入の部 金額
会費収入 9,329,325
寄附金収入 481,161
経常経費補助金収入 75,003,925
受託金収入 176,192,014
負担金収入 238,170
介護保険事業収入 209,452,741
就労支援事業収入 3,622,820
障害福祉サービス等事業収入 59,282,694
受取利息配当金収入 175,004
その他の収入 9,240,962

合　　計 543,018,816

共同募金の使途内訳　　　　　　　　　　　　　　単位：円
事　　　　業 金　　額

福祉まつり 25,000
福祉だより 726,212
母子家庭等親子旅行 80,074
ボランティア育成 283,167
福祉教育支援 415,772
福祉体験学習 76,350
機器貸出事業 110,490
家族介護支援事業 116,705
ふれあい事業 1,214,000
災害関係講座 229,309
重度心身障害児クリスマスプレゼント 112,919

合　　計 3,389,998

単位：円

支出の部 金額
法人運営・地域福祉 132,830,387
通所介護事業 166,397,952
訪問介護事業 19,256,767
介護支援・認定調査事業 32,574,254
地域包括支援センター事業 23,847,068
障がい児・障がい者通所・相談事業 79,461,257
老人・母子父子福祉センター事業 9,191,449
児童館・センター事業 72,079,173

合　　計 535,638,307

（１）生活福祉資金貸付事務受託　貸付総件数　　　20件
（２）生活困窮者自立支援事業　　計画相談件数　1,540件
（３）機器貸出事業　　　　　　　貸出総件数　　　118件
（４）共同募金運動協力　街頭募金及び募金箱設置協力事業所
　・スーパーセンターオークワテラスゲート土岐店　・まちゆい　・よりみち温泉　・サンマート土岐口店
　・バロー土岐店　・バロー南土岐店　・バロー三起屋店　・JR土岐市駅　・道の駅　志野織部
　・道の駅　どんぶり会館　・和食麺処 サガミ土岐店　・ファミリーマート土岐泉店　・核融合科学研究所
　・土岐市立総合病院　・バーデンパークSOGI　・セラトピア土岐　・土岐市役所　・もみじ祭り
　・土岐市母子寡婦福祉連合会売店　・福祉まつり　・ウエルフェア土岐
（５）歳末たすけあい援護事業
　在宅重度心身障がい児クリスマスプレゼント　　70人

　総合福祉センター・ウエルフェア土岐の受託運営　　貸館利用延人数　9,154人

 

７．援護・相談活動

８．施設管理

９．寄附物品等
寄附金 250,225円　　 7件
未使用切手 65,928円分　 1件
テレビ 32,000円相当 1件
タオル　38枚 2,508円分　 2件

雑巾　90枚 4,500円分　 1件
絵本　54冊 106,000円分　 21件
ベンチ 20,000円相当 1件
古切手 6,287ｇ　　 34件

心のふれあうまちづくりをめざして

6

福祉だより令和2年10月



職　員　募　集
土岐市社会福祉協議会には様々な部署と仕事があります。一緒に働いてみませんか。

どの職種も未経験者大歓迎！　まずはご相談ください。

職　　種 ①　作業療法士または言語聴覚士 ②　児童厚生員

主な仕事
内　　容

幼児療育センターで、
障がい児童に対する訓練や指導、書類の作成等

児童館・児童センターで、児童や幼児と一緒に遊び、
社会生活上のルールや常識を教える

形　　態 日日雇用職員（有期雇用）

資　　格
作業療法士または言語聴覚士のいずれか、
及び普通自動車運転免許をお持ちの方

保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、
高等学校教諭または中等教育学校教諭のいずれか、

及び普通自動車運転免許をお持ちの方

休　　日
①土曜日、日曜日、祝日（週休2日）
②12月29日～翌年1月3日
※年間休日122日程度

①日曜日、祝日及び月曜日から土曜日の間に1日
（週休2日）
②12月29日～翌年1月3日
※年間休日122日程度

勤務時間 8：30～17：15 9：30～18：15

勤務日数 週5日

賃　　金 日給9,760円 日給8,080円

諸 手 当 通勤手当（上限日額300円）

賞 与 等 賞与年2回（2か月分）、昇給なし

保　　険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

そ の 他 車通勤可（無料駐車場）

勤 務 地
①……ウエルフェア土岐（下石町1060）
②……ウエルフェア土岐、妻木（妻木町1887-1）、土岐津（土岐津町高山412-2）、駄知（駄知町2024-7）、

肥田（肥田町肥田2096-1）または、泉（泉神栄町1-74）のいずれか

　土岐市社会福祉協議会　☎0572-57-6661　〒509-5202　土岐市下石町1060問合せ先

心のふれあうまちづくりをめざして
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令和2年5月16日～9月15日（敬称略・順不同）

尊い善意のご寄附をいただきました。心からお礼申し上げます。

佐分利錬尓
……1,000,000円

寄 附 金 ・ 寄 附 物 品

㈱マルエス産業 ………………………………… 170g
工藤明子 ………………………………………… 120g
土岐津製陶㈱   ……………………………………92g

㈱丸敏陶料所 ………………………………………60g
東濃信用金庫下石支店 …………………………… 3g
匿名（3件） …………………………………… 238g

古 切 手

名古屋ヤクルト販売 ……………………… 37,107円
おしゃべりサロン隠居山 ………………… 23,954円
東濃信用金庫下石支店 ………………………1,274円
三輪たき …………… 手作りアクリルたわし 300個
肥田中学校生徒会 ……………… シルバーカー 2台
土岐市内郵便局 …………………… 84円切手 840枚
田中文男 ………………………………84円切手 10枚
土岐よりみち温泉 ………………次亜塩素酸水 140L
成田サツ ………………………………… マスク 2枚
肥田町女性部会 ………… タオル 20本、雑巾 15枚

市内の児童館及び児
童センターで本を購
入するためにご寄附
いただきました。

ウエルフェア土岐

壁面 及び 防水改修
工事のお知らせ
ウエルフェア土岐の外壁及び防水改修工事を行います。

工事期間中は、駐車場の使用可能場所が少なくなり、
大きな音が出ることがありますのでご了承ください。
ご利用の皆様にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、
よろしくお願いします。

工事予定期間

令和2年9月23日㈬～令和3年6月末

心のふれあうまちづくりをめざして

8

福祉だより令和2年10月


