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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。

364,510,000円岐阜県の本年度の募金目標額

心のふれあうまちづくりをめざして
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過去の街頭募金のスナップ



皆さまから寄せていただきました令和２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 104,960

【児童・青少年対象福祉事業】
・福祉教育支援　・福祉体験学習 456,855

【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
・機器貸出　・ふれあい事業（地区社協事業）

2,245,507

合　　　　　計 2,807,322

みんなで元気になろまー会

戦国合戦まつり「親子ふれあいウォーキング」

子育て支援後援会

福祉のつどい

三世代ふれあい広場

蝶の舞うまちづくり

ホタルまつりふれあいミニコンサート

三世代どんど焼き

友愛の会

共同募金配分事業

共同募金を充当した過去の事業

心のふれあうまちづくりをめざして
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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５団体	 （４）日常生活自立支援事業
（３）ふれあい・いきいきサロン運営支援（７か所）	 　生活支援人数　214人、支援回数　294回
　土岐津…３か所、曽木…１か所	 （５）友愛訪問事業の推進　訪問件数　584件
　駄知…１か所、肥田…１か所、泉…１か所	 （６）福祉関係職員等研修　２回、延べ21人

（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
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い中止	 　　		加入者数　　　　　856人

（２）福祉協力校事業の推進	 （５）福祉体験学習事業
　　（小学校5校、中学校2校、高等学校2校、	 　体験学習件数　５件
　　		特別支援学校1校）	 　　		①車イス体験　　　　２件
　　			 　　		②高齢者疑似体験　　３件
（３）ボランティアグループ育成	
　　		①ボランティア登録総人数	 754人	 （６）自主防災活動に関する講座及び推進
　　		　　　　（団　体）　　50団体	 719人	 　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い中止
　　		　　　　（個　人）	 35人	
　　		②ボランティア派遣	
　　		　　　　派遣数　　　１件	 ３人	
　　		③ボランティア団体助成	 ２団体	

（１）母子・父子家庭等親子旅行　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い中止
（２）母子・父子福祉センター事業　利用延人数　０人
（３）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　12人
（４）児童館・センター事業（６か所）　利用延人数　24,117人
①児童センター　３か所　14,287人	 ②児童館　３か所　9,830人

（５）子育て支援センター事業（３か所）　利用延人数　9,839人
	

１．地域福祉事業

地区社協名 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
※縮小にて実施
穴弘法もみじライトアップ事業　※新規

下 石 蝶の保護と植樹等で町の活性化事業
※縮小にて実施

妻 木 親子手作り鎧教室　※新規

鶴 里 歴史文化の伝承を通じて児童育成の拡大を図る事業
※新規

地区社協名 事　　　　業　　　　名
曽 木 たすけあい援護事業　※新規

駄 知 駄知友愛の会事業
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い中止

肥 田 たすけあい援護事業　※新規

泉 ぬくもりの泉事業　※新規
たすけあい援護事業　※新規

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 5,806人 土岐津児童館 5,000人
駄知児童センター 2,909人 妻木児童館 1,360人
肥田児童センター 5,572人 泉 児 童 館 3,470人

センター名 利用延人数
西部児童センター 4,596人
駄知児童センター 1,643人
肥田児童センター 3,554人
出前サロン 46人（保健センター）

令和２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「コロナを乗り切るアマビエの札作り」

心のふれあうまちづくりをめざして
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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　1,400人
　　		②土岐市老人福祉センター白寿苑（駄知）　利用延人数　2,202人
（２）居宅介護支援事業（介護保険事業）
　西部在宅介護支援センター　ケアプラン作成数　1,623件
（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　954件
	 	 	 （７）地域包括支援センター事業（介護保険事業）
	 	 	 　予防給付　1,521件　　　相談業務　1,093件
	 	 	 （８）家族介護支援事業
（５）要介護（要支援）認定調査事業（更新分）	 　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い中止
　介護認定調査　480件

（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）　　82人　　　利用人数　　78人
　協力店舗数　５店
　　・オアシス（泉町）　　　　　　　　　　　　　　・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 302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
　福祉功労者73人並びに2団体に対して表彰状・感謝状を贈呈。
（２）土岐市福祉まつり
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い中止
（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 ウエルフェア土岐 すこやか館 ひだまり 合　　計
利用延人数 7,417人 5,926人 6,830人 20,173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

介護保険対象 220人 2,029人
予 防 介 護 225人 1,490人
合　　計 445人 3,519人

５．障害福祉事業

利用延人数 1,243人
契 約 者 数 10人

利用延人数 2,568人

利用延人数 3,396人
契 約 者 数 88人
相 談 件 数 95人

計画相談人数 86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 121人 1,076人
移動支援対象 ９人 39人
合　　計 130人 1,115人

６．広報啓発活動

介護者のつどい「認知症サポータ養成講座」

福祉だより発行
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令和２年度　土岐市社会福祉協議会　会費・共同募金使途報告

令和２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 6,028,487
岐阜県社協負担金・事務費等 1,411,413
ふれあい事業 110,235
福祉だより及びホームページ 56,520
重度心身障害児クリスマスプレゼント 10,000

合　　計 7,616,655

収入の部 金額
会費収入 7,616,655
寄附金収入 1,448,595
経常経費補助金収入 69,167,156
受託金収入 171,268,158
介護保険事業収入 204,155,336
就労支援事業収入 5,019,672
障害福祉サービス等事業収入 57,195,774
受取利息配当金収入 254,121
その他の収入 6,576,723

合　　計 522,702,190

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

福祉だより 781,236
ボランティア育成 102,740
福祉教育支援 212,160
福祉体験学習 100,632
機器貸出事業 205,760
家族介護支援事業 408,831
ふれあい事業 1,242,345
重度心身障害児クリスマスプレゼント 92,045
福祉サービス利用援助事業キャビネット購入 185,000

合　　計 3,330,749

単位：円

支出の部 金額
法人運営・地域福祉 118,350,033
通所介護事業 169,077,026
訪問介護事業 15,038,229
介護支援・認定調査事業 29,124,039
地域包括支援センター事業 23,842,621
障がい児・障がい者通所・相談事業 86,346,374
老人・母子父子福祉センター事業 8,029,466
児童館・センター事業 71,266,313

合　　計 521,074,101

（１）生活福祉資金貸付事務　　　貸付総件数　　　21件
（２）生活困窮者自立支援事業　　計画相談件数　286件
（３）機器貸出事業　　　　　　　貸出総件数　　　50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
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い街頭募金運動は中止
　募金箱設置協力事業所（11か所）
　・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　・道の駅　どんぶり会館　・土岐市立総合病院
　・道の駅　志野織部　・核融合科学研究所　・土岐市役所　・バーデンパークSOGI
　・土岐市母子寡婦福祉連合会売店　・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事業　　78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　3,866人

	

７．援護・相談活動

８．施設管理

９．寄附物品等
寄附金 62,335円　　 3件
未使用切手 71,400円分　 2件
タオル　20枚 1,320円分　 1件
雑巾　15枚 750円分　 1件
絵本　888冊 1,100,000円分　 12件
次亜塩素酸水希釈液	141L 3件
マスク　2,600枚 83,750円分　 2件

シルバーカー　4台 35,600円分　 2件
安全教育紙芝居　6冊 65,340円分　 6件
エコマスクケース　45個 8,100円分　 1件
手作りアクリルたわし　300個 1件
もじブロック 20,000円分　 1件
使用済み古切手 20,000ｇ　　 23件

貸出用機器

心のふれあうまちづくりをめざして
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職　員　募　集
職　　種 送迎運転手（日日雇用職員/有期雇用） 介護員（日日雇用職員/有期雇用）

採用人数 下記の勤務場所ごとに1名 下記のいずれかの勤務場所で1名

勤務場所
すこやか館老人デイサービスセンター（泉町）
ひだまり老人デイサービスセンター（肥田町）

ウエルフェア土岐老人デイサービスセンター
すこやか館老人デイサービスセンター
ひだまり老人デイサービスセンター

主な仕事
内　　容

送迎車両の運転、車両の日常点検、清掃、給油など
ハイエース等の送迎車両で、利用者様の自宅まで介護
員と一緒に送迎を行い、乗降のお手伝いをするのが主
な仕事です。

デイサービスセンター（通所施設で夜勤はありません）
で、入浴、排せつ、移動等の介護や送迎、書類の作成等を
行います。

勤務条件

採 用 日…応相談（３ヶ月間は試用期間、採用後は年
度単位で更新あり）

雇用継続…勤務状況、業務態度、当会の経営状況等に
より決定します。

勤 務 日…月曜日から土曜日までのうちの４日
　　　　　（勤務シフトによる）
勤務時間…１日４時間（午前２時間、午後２時間）
休　　日…日曜日、祝日、12月29日から翌年１月３日
　　　　　月曜日から土曜日までのうちで指定された２日
時 間 外…月平均1時間程度

雇用期間…応相談（３ヶ月間は試用期間、採用後は年
度単位で更新あり）

雇用継続…勤務状況、業務量、当会の経営状況等により
決定します。

勤務時間…午前8時30分～午後5時15分（休憩あり）
休　　日…日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日
　　　　　月曜日から土曜日までのうちで指定された1日
時 間 外…月平均2時間程度

待　　遇

基 本 給…時給1,000円
諸 手 当…通勤手当
　　　　　（マイカー通勤可、無料駐車場あり）
加入制度…労災保険

基 本 給…日給8,400円～8,880円
　　　　　（改正される場合があります）
諸 手 当…通勤手当
　　　　　（マイカー通勤可、無料駐車場あり）
賞　　与…年2回
加入制度…健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

応募条件
年齢・学歴・経験…不問
資格免許…普通自動車運転免許（AT限定可）

年齢・学歴・経験…不問
資格免許…普通自動車運転免許（AT限定可）

　土岐市社会福祉協議会 総務課　☎0572-57-6661問合せ先

急募
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令和3年5月26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。

白石文伸	… 非接触式体表面温度計付オートディスペンサー2台
（駄知児童センター１台、白寿苑１台）

名古屋ヤクルト販売株式会社	………………………… 48,833円
肥田町女性部会	…タオル82本、雑巾115本、キッチンタオル２枚
酒井充	……………幼児用絵本３冊、おもちゃ２種（泉児童館）
東洋羽毛東海販売株式会社	………………… 消毒スプレー10本
匿名	………………………………………………… 84円切手10枚

寄 附 金 ・ 寄 附 物 品

JP労組東濃支部	 ……………………………3,547ｇ
カネヤマ㈱	………………………………………530ｇ
㈱マノモク	………………………………………422ｇ
舘林建設㈱	………………………………………419ｇ

㈱マルエス産業	…………………………………128ｇ
㈱丸美陶料	………………………………………111ｇ
㈱吉田冷暖房鉱業所	…………………………… 42ｇ
匿名６件	…………………………………………544ｇ

古 切 手

職　員　募　集
職　　種 幼児療育指導員（相談支援専門員）正規職員 児童厚生員（保育士等）日日雇用職員/有期雇用

採用人数 1名 1名

勤務場所 ウエルフェア土岐内の障害児相談支援事業所（下石町）
※市内の他の事業所に転勤することもあります。 土岐市内5か所の児童館・児童センターの内、1か所

主な仕事
内　　容

障害児相談支援事業所にて、障がいをもつ児童やその
ご家族の相談に応じ、障害福祉サービスの利用計画作
成等を行います。

乳幼児から中学生までのこどもと一緒にたのしく遊
びながら、様々な人との接し方や友達の大切さ等、社会
生活上のルールや常識等を指導していただきます。
行事等の企画・運営・事務作業や子育て支援センター

での支援事業のサポート等も行っていただきます。

勤務条件

採 用 日…応相談（3ヶ月間は試用期間）
勤 務 日…月曜日から金曜日
勤務時間…午前8時30分～午後5時15分
　　　　　（※昼休みあり）
休　　日…土曜日、日曜日、祝日、
　　　　　12月29日から翌年1月3日

採 用 日…応相談
　　　　　（3ヶ月間は試用期間、採用後は年度単位で

更新あり）
継続雇用…業務成績、業務態度、当会の経営状況等によ

り決定します。
勤務時間…午前9時30分～午後6時15分
休　　日…日曜日、祝日、12月29日～翌年1月3日
　　　　　月曜日から土曜日までのうちで指定された1日

待　　遇

初 任 給…月額165,800円～177,000円
　　　　　（改正される場合があります）
諸 手 当…扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務

手当など
賞　　与…年間4.5ヶ月（前年度実績）
　　　　　〇昇給…原則、年1回　〇退職金制度…あり
加入制度…健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
休　　暇…年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等

基 本 給…日給8,080円
　　　　　（現行のもの、改正される場合があります）
諸 手 当…通勤手当
　　　　　（マイカー通勤可、無料駐車場あり）
賞　　与…年2回
加入制度…健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

応募条件

年　　齢…定年（60歳）を上限
学　　歴…不問
資格免許…相談支援専門員資格及び普通自動車運転免

許（AT限定可）

年齢・学歴・経験…不問
資格免許…保育士資格、幼稚園、小学校、中学校、高等学

校、中等教育学校の教諭資格のいずれか及
び普通自動車運転免許（AT限定可）

　土岐市社会福祉協議会 総務課　☎0572-57-6661問合せ先

急募

心のふれあうまちづくりをめざして
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