
このマークは社会福祉協議会の「社」を図案化し「手をとりあって明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。

・共同募金が始まりました　・平成30年度土岐市社会福祉協議会事業報告及び決算報告　・土岐市福祉の日

実施主体：社会福祉法人岐阜県共同募金会　（電話：058-273-1111　県福祉農業会館内）
土岐市での運動活動団体：岐阜県共同募金会土岐市支会　（電話：0572-57-6661）

共同募金運動が始まりました。
実施期間：令和元年10月1日から令和元年12月31日まで

写真は昨年の様子です。

福祉だより

【発行】土岐市社会福祉協議会　（電話）0572-57-6661　（住所）〒 509-5202 土岐市下石町 1060 番地
【ＨＰ】https://www.tokishakyo.or.jp ※この広報紙は共同募金を財源の一部としています

ボランティア登録数 /R1.9.1 現在
★個人：69人　★団体：60団体
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赤い羽根共同募金はじぶんの町を良くするしくみです

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

あなたの町の募金は、
　　あなたの町のために使われています。
赤い羽根共同募金は歴史の長い思いやりの活動です。

計画を立てて集められ、災害が起きた時にも使われます。

赤い羽根は『この町をよくしたい』という意志ある募金です。

皆さまの温かいご協力をお願いします。

374,275,000円岐阜県の本年度の募金目標額

土岐市での募金の使い方の一部をご紹介。

地域のイベント 防災講座 ふくしの体験講座

心のふれあうまちづくりをめざして
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昨年の街頭募金の様
子



（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　８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（16か所） 　生活支援件数　350回、相談件数　770件
　土岐津町３か所、妻木町２か所、曽木町２か所、 （５）友愛訪問事業の推進　友愛訪問件数　1,294件
　駄知町３か所、肥田町２か所、泉町４か所

（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（手話講座、点字講座） 　　  加入者数　　　　　903人 （基本883人）
　　  　参加者33人  （天災 20人）
　　  ②一般者対象講座（ガイドヘルプ講座） （５）福祉体験学習事業
　　  　参加者 8人 　体験学習件数　26件
（２）福祉協力校事業の推進 　　  ①車イス体験　　　　６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　　７件
　　  17校 　　  ③施設交流　　　　　６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 1,036人 　　  ⑤施設見学　　　　　２件
　　  　　　　（団　体）　　59団体 968人 　　  ⑥福祉講話　　　　　３件
　　  　　　　（個　人） 68人 （６）自主防災活動に関する講座及び推進
　　  ②ボランティア派遣   　自主防災講座　１回
　　  　　　　派遣数　　　75件 1,106人 　　１部　自分の身は自分で守る　　　　14名参加
　　  ③ボランティア団体助成 ４団体 　　２部　もし、電気水道が止まったら　12名参加

（１）母子・父子家庭等親子旅行（８月）　デンパーク・味噌蔵見学・ぶどう狩り　参加者　20人
（２）母子・父子福祉センター事業
　利用延人数　   154人
（３）児童館・センター事業（６か所）
　利用延人数　77,289人
①児童センター　３か所　37,161人 ②児童館　３か所　40,128人
  

（４）子育て支援センター事業（３か所）
　利用延人数　23,522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

下 石 蝶の保護と植樹等で町の活性化事業

妻 木
三世代ふれあいどんど焼き事業
ふれあい野焼窯事業
幼稚園児鎧兜づくり及び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
ひとり暮らし高齢者つどいの広場、ふれあいまつり事業

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 ひとり暮らし高齢者日帰り旅行事業、子育て支援講演会

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 16,108人 土岐津児童館 17,224人
駄知児童センター  9,520人 妻　木児童館  7,442人
肥田児童センター 11,533人 　泉　児童館 15,462人

センター名 利用延人数
西部児童センター 10,015人
駄知児童センター  6,475人
肥田児童センター  7,032人

平成30年度　社会福祉法人

土 業 報 告市 社 会 福 祉 協 議 会 事岐
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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　17,516人
　　  ②土岐市老人福祉センター白寿苑（駄知）　利用延人数　　4,328人
（２）居宅介護支援事業（２か所、介護保険事業）　　　　　　　　　　　　　

地域包括支援センター事業
認知症カフェ

（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　1,023件
   （７）地域包括支援センター事業（介護保険事業）
   　予防給付　1,445件　　　相談業務　1,061件
（５）要介護（要支援）認定調査事業  （８）家族介護支援事業
　介護認定調査　718件  　開催件数　６回　　　参加人数　74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）
　利用人数　　84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 276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２日）　
　福祉功労者　92人、４団体１法人に対し、表彰状・感謝状を贈呈
（２）土岐市福祉まつり（12月２日）
　福祉施設展・バザーほか各種イベントを実施
　　参加団体　43団体　　来場者　1,000人
（３）福祉だよりの発行　
　年５回発行　（６月・８月・10月・１月・３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 959件 870件 1,829件
介護認定調査（更新） 597件 121件   718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 7,295人 6,281人 6,977人 20,553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 261人 2,626人
予 防 介 護 265人 1,633人
合　　計 526人 4,259人

５．障害福祉事業

利用延人数 1,436人
契 約 者 数 16人

利用延人数 2,813人

利用延人数 3,350人
契 約 者 数 90人
相 談 件 数 81人

計画相談人数 85人
訪問介護項目 訪問実人数 訪問延人数
自立支援対象 185人 1,493人
移動支援対象 12人 59人
合　　計 197人 1,552人

６．広報啓発活動

福祉だより
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平成30年度　土岐市社会福祉協議会　会費・共同募金使途報告

平成30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 7,910,972
岐阜県社協負担金・事務費等 989,178
友愛訪問 147,715
ホームページ更新・作成 104,256
ふれあい事業 89,000
福祉だより 64,058
ボランティア活動保険一部助成 48,455
地域福祉車両購入 39,580
母子父子家庭等親子旅行 10,000
重度心身障がい児クリスマスプレゼント 10,000
まちづくりセミナー 1,518

合　　計 9,414,732

収入の部
会費収入 9,414,732
寄附金収入 561,061
経常経費補助金収入 72,962,444
受託金収入 151,148,033
負担金収入 214,000
介護保険事業収入 206,383,994
就労支援事業収入 3,751,136
障害福祉サービス等事業収入 60,706,370
生産活動収入 18,950
受取利息配当金収入 175,256
その他の収入 1,049,455

合　　計 506,385,431

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

地域福祉車両購入 1,242,910
ふれあい事業 1,178,000
福祉だより 1,113,397
ホームページ作成 504,000
福祉教育支援 443,386
災害関係講座 161,677
ボランティア育成 160,933
家族介護者支援 120,975
重度心身障がい児クリスマスプレゼント 108,582
機器貸出 102,300
福祉体験学習 91,860
母子父子家庭等親子旅行 79,185
福祉まつり 25,000

合　　計 5,332,205

単位：円

支出の部
法人運営・地域福祉 126,988,947
通所介護事業 161,784,962
訪問介護事業 16,692,936
介護支援・認定調査事業 32,128,559
地域包括支援センター事業 22,345,708
障がい児・障がい者通所・相談事業 80,028,039
老人・母子父子福祉センター事業 9,554,181
児童館・センター事業 67,290,404

合　　計 516,813,736

（１）生活福祉資金貸付事務受託　貸付総件数　　　22件（相談件数　23件）
（２）生活困窮者自立支援事業　　計画相談件数　1,483件
（３）機器貸出事業　　　　　　　貸出総件数　　　100件
（４）共同募金運動協力　街頭募金の実施　　街頭募金　９か所　　　街頭募金額　183,785円
　・もみじまつり　・福祉まつり　・サンマート土岐店　・サンモール　・バロー土岐店　・まちゆい
　・スーパーセンター　オークワ　テラスゲート土岐店　・バロー三起屋　・バロー南土岐店
（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　　84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　9,894人

 

７．援護・相談活動

８．施設管理

９．寄附物品等
寄附金 415,954円　　 15件
未使用切手 43,042円分　 3件
未使用はがき 2,480円分　 1件
車椅子　１台 15,555円相当 1件
シルバーカー　４台 46,400円相当 1件
コンテナボックス・型はめ　１式 20,000円　　 1件
古切手 12,828ｇ　　 40件

タオル　224枚 14,784円分　 4件
タオルセット 1,500円相当 1件
将棋盤、駒一式 950円相当 1件
石鹸　12個 396円分　 1件
ノート　16冊 1件レターセット　３セット
折り紙のコマ　900個 1件
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　　　　　令和元年12月１日（日）　午前10時から午後3時まで
　　　　　セラトピア土岐 １階 多目的大ホール
　　　　　土岐市福祉まつり‥‥‥‥‥  土岐市・土岐市社会福祉協議会

土岐市社会福祉大会‥‥‥‥  土岐市社会福祉協議会

日　時

会　場

主　催

第31回　土岐市福祉まつり
第64回　土岐市社会福祉大会

駐車場のご案内

土 岐 市
福祉の日

事務局

土岐市社会福祉協議会
住所：土岐市下石町1060
電話：0572-57-6661

★駐車場には限りがありますので、
乗り合せてご来場ください。

★会場の配置は変更になる場合があります。

防
災
関
係

高齢者作品展示

お茶会

物品販売
・授産製品、木工品、布製品等

ふれあい遊び
・キーホルダー、
ペーパークラフト
作り等

園児作品展示

市民バス

刃物研ぎ

飲食物販売
・みたらし団子
・ラーメン
・おでん　等

体　験
・AED
・マッサージ

相　談
・介護
・認知症

土岐市社会
福祉大会会場

ス
テ
ー
ジ

市
民
バ
ス

出
入
口

出
入
口

入
　
口

入
　
口

休憩スペース

「共に生きる社会をめざして」をスローガンに、
　　　　各種ボランティア団体が参加しイベントを実施します。

セラ
トピ
ア土
岐

（福
祉ま
つり
会場
）

土岐川

土岐
駅

福祉
まつ
りの
駐車
場

はこ
ちら
です
。
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団　体　名 参　加　内　容 活　動　内　容

飲
食
物
販
売
部

1 土岐市赤十字奉仕団 豚汁・ぜんざい販売 福祉施設での奉仕、土岐市駅ベンチの座布団作り、
一人暮らしの老人の慰問を行っています。

2 社会医療法人聖泉会
ホーリークロスセンター おでん販売 精神障がい者が地域で自分らしく過ごせるように

交流・相談・活動を通して支援しています。

3 岐阜県立はなの木苑 ラーメン販売、花苗・クッ
ション等販売

「安心安全に暮らせ、自立した日常生活、社会生
活を営む」事を理念に掲げ支援しています。

4 土岐市母子寡婦福祉連合会 ふれあい茶会、クラフト品販
売、クラフトワークショップ

ひとり親家庭や寡婦の自立に対する施策の勉強、
悩み相談、お楽しみ会を開催しています。

5 秋桜会 ふれあい茶会 ウエルフェア土岐にてお茶のお稽古をし、施設の
お茶会のお手伝いをさせて頂いています。

6 地域活動支援センター
土岐やまびこ作業所

五平餅・授産製品（布製品）
等販売

作業を通して、人々と関わり社会性を身につけて、
地域で生活できることを目指しています。

7 東濃ワークキャンパス パン・サンドウィッチ・ク
ッキー・ミニトマト等販売

障がい福祉サービス事業所です。日中活動を通じ
社会参加、自立を目指し頑張っています。

8 土岐市ボランティア
連絡協議会 みたらし団子販売 加盟している団体の活動の発展と、社会福祉向上

に努める目的で結成しています。

物
品
販
売
部

9 NPO法人 曖
生活支援ハウスun･un

手作り紙製品販売、福祉バ
ザー

障がいのある人を、暖かさと曖で包み込み、個性
豊かに、過ごせるところです。

10 ガイドヘルプ白樺 福祉バザー、野菜、手作り
品販売 視覚障がい者の外出時の支援

11 全建総連岐阜建設労働組合土岐多治見総支部
住宅無料相談、木工品販売、
風船配布

住まいづくりに必要なすべての職人がいます。
住まいのことなら何でもご相談ください。

12 岐阜県自閉症協会東濃ブロック土岐地区 福祉バザー、自閉症の啓発 自閉症の啓発と自閉症児者が豊かに人間らしく生
きていける地域を目指して活動しています。

13 土岐地区更生保護女性会（Will）
福祉バザー・古着・陶器等
販売

各団体と協力し、地域の健全な青少年育成・子育
て支援を行なっています。

14 土岐地区ＢＢＳ会 クッキー・野菜・服の販売 私達は地域で少年少女達との交流や非行のない環
境づくりのための活動をしています。

15 就労継続支援Ｂ型事業所縁（えにし） 野菜、手工芸品販売 畑で育てた野菜や、手芸品の製作販売を行います。
障がい福祉サービス事業所です。

16 岐阜県肢体不自由児者・障がい児者父母の会・土岐支部 福祉バザー 障がい児者どなたでも入会できます。社会見学、
クリスマス会などの行事を行っております。

17 社協　ひだ作業所 野菜・エコタワシ、ラベン
ダー製品等の販売

外注、園芸作業や料理教室等を行い、働く事の大
切さ、生活意欲の向上に努めています。

ス
テ
ー
ジ
・
展
示
そ
の
他
部

18 尺八愛好会 尺八演奏 尺八の伴奏で、童謡、唱歌、流行歌等を歌って楽
しんで頂く活動をしております。

19 手話サークル竹の子 手話歌 手話を学び、ろうあ者への理解を深め、多くの人々
に広め、ろうあ者と共に生きる社会を目指します。

20 土岐津炎太鼓 和太鼓の演奏 太鼓演奏で施設奉仕を行っています。

21（公社）日本３Ｂ体操協会岐阜県支部
演技発表、皆さんとご一緒
に（手遊び等）

健康で美しく老いるをモットーに心と体と脳の健
康づくりをしています。

22 和可葉会 三味線演奏、長唄 私達、和可葉会は三味線を通じ、親睦を目的とし
て施設に慰問に行き楽しんでおります。

23 社会福祉法人　陶都会
ドリーム陶都 地域交流と防災の取組み 高齢者の生活を支援する入所施設です。災害対策

や農業を通して地域との連携を目指しています。

●第31回土岐市福祉まつり参加団体

心のふれあうまちづくりをめざして
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令和元年5月1日～8月31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。

名古屋ヤクルト販売㈱ …………………  104,310円
下石丑寅同年会 …………………………… 41,715円
田中弘朗 ………………………………… テレビ１台
肥田町女性部会 …………… タオル33本、雑巾90枚

寄 附 金 ・ 寄 附 物 品

㈱マルエス産業 ………………………………… 182g
林隆一 …………………………………………… 120g
奥村電気工事㈱ ………………………………… 101g
㈱丸敏陶料所 …………………………………… 100g

㈱小栗工務店 ………………………………………68g
丸美陶料㈱ …………………………………………55g
㈱吉田冷暖房工業所 ………………………………54g
匿名（３名） …………………………………… 592g

古 切 手

土岐市美濃焼振興室 ……………………… 絵本12冊
岐東管財㈱ ………………………………… タオル5枚
匿名 ……………………………………………2,000円

団　体　名 参　加　内　容 活　動　内　容

ス
テ
ー
ジ
・
展
示
そ
の
他
部

24 土岐市地域公共交通活性化協議会
市民バス・写真・パネル展
示、ペーパークラフト

公共交通を通じて、皆さんの生活がより豊かにな
るよう活動しています。

25 土岐市保育研究協議会 絵画作品展示 明るい未来を担う「心豊かな丈夫で意欲的な乳幼
児の育成」を目指す保育士の団体です。

26 公益社団法人土岐市シルバー人材センター
写真展示、物品販売、無料
包丁研ぎ

高齢者の知識や経験を活用し、働くことを通じて、
健康の維持や生きがいを得ています。

27 多治見人権擁護委員協議会土岐地区部会 人権啓発活動 市民の人権を擁護するため、人権相談・人権啓発
活動を行っています。

28 陶都鍼 マッサージ師会
土岐支部 健康・介護相談、マッサー

ジ体験施術

あんま・マッサージ・はり・きゅうの施術を通し
地域の健康向上を目指して活動しています。

29 NPO法人ヒューマン・ケアー
鍼 指圧、アロマテラピー等の代替医療で地域医
療に貢献しています。

30 土岐市老人クラブ連合会 絵画・写真・書・手工芸展
示

「健康・友愛・奉仕」を目標としています。いつま
でも元気、仲間と交流、地域のためにボランティア
です。

31 岐阜県身体障害者福祉協会土岐市支部 ヘルプマークの普及啓発 身体障がい者の福祉を推進するため設立した会で、
自立と生きがいを目指し活動しています。

32 行政相談 広報活動 何か不満を感じたり、悩んだりしていませんか。
困ったら一人で悩まず行政相談。

33 レスキューハート土岐 心肺蘇生法、ＡＥＤの使い
方等の指導

心肺蘇生法及びＡＥＤの使用法の指導。応急手当
の基礎講習。

34 JAとうと助け合い組織ふれあい
風船釣り、キーホルダー作
り 地域の老人福祉活動を行っています。

35 地域包括支援センター 展示、介護相談 高齢となっても安心した暮らしが送れるよう総合
相談窓口として様々な相談に応じます。

36 社協　児童館・児童センター 遊びのコーナー ０歳から15歳の利用者と季節感を感じなる行事
や地域活動や子育て相談などを行っています。

37 生活・就労サポートセンター土岐
食品の寄付受付（フードド
ライブキャンペーン）

生活の不安や困りごとを抱えている人の相談窓口
です。自立へ向けた支援を行います。

38 特定非営利活動法人レスキューストックヤード 防災、減災の啓発 過去の災害から学んだ教訓を生かし、災害に強い
まちづくりのお手伝いをする団体です。

心のふれあうまちづくりをめざして
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