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この社協だよりは、みなさまの会費と赤い羽根共同募金が使われています。

編集・発行／社会福祉法人　富加町社会福祉協議会

富加町児童センターの守り神?！
この木は、児童センターがあおば保育園だった頃よりももっとずっと
昔から、子ども達を見守ってくれているようです。今や１本の大木で
すが、昔は２本の木の間を通って遊んでいたと伺ったことがあります。

富加町児童センターは…
　１８歳未満の子であれば自由に遊べる施設です。
就学時前の子は保護者同伴で利用できますが、小学
生の利用が多い場合は、富加町子育て支援センター
の利用をお願いしています。小学生～高校生であれ
ば、お弁当を持参して一日利用することもできます。

開館時間：午前９時～午後5時
開 館 日：月曜～土曜
休 館 日：日曜、祝日の翌日、ＧＷ、お盆、
　　　　　年末年始、その他

天気の良い日は木陰で“いただきま〜す♪”



2

平成30年度  事業計画・予算
　今年度も昨年度に続き、富加町社会福祉協議会では、下記の３つの点に着目し、事業を進めて行きます。

　さらに、今年度は来年度以降の事業実施に向けた準備を進めて行きます。
　① 2020年度から５年間の第３期富加町地域福祉活動計画の策定準備
　② 町内の福祉施設と連携して地域福祉を進めて行くための協議会設立準備
　③ 生活困窮者の自立支援として「就労準備支援事業」や「子どもの居場所づくり事業」の調査・研究

予　算
収入 支出
会費収入 3,152 人件費支出 58,166
寄付金収入 50 事業費支出 8,664
経常経費補助金収入 25,869 事務費支出 5,466
受託金収入 42,652 貸付事業支出 1
事業収入 1,795 助成金支出 884
受取利息配当金収入 7 固定資産取得支出 195
雑収入 19 基金積立資産支出 50
基金積立資産取崩収入 195 積立資産支出 493
積立資産取崩収入　 50 区分間繰入金支出 1,261
区分間繰入金収入 1,261 予備費支出 50
前期末支払資金残高 730
合計 75,780 合計 75,230

(単位：千円)

当期末支払資金残高（収入－支出）　550千円

…人々が集い、交流する場（社会参加する場）や居場所を地域の中につくる。
また、すでに地域にある場を発見する。

　　　　今年度新規事業  ⇒  中高年筋力トレーニング事業

場づくり

…担い手養成や団体助成、福祉教育などを通して、地域で活動する人材を
育てる。また、すでに地域で活動してみえる人を発見する。

　　　　今年度新規事業  ⇒  生活支援サービス体制整備事業

人づくり

…その人に合った個別の援助を行うことで、地域での生活を支援する。

　　　　今年度新規事業  ⇒  結婚相談事業
個別援助

　社会福祉協議会は、住み慣れたまちで家族や友人たちといつまでも安心して暮らし続
けることができるまちをつくるため、地域住民、行政、関係機関、他団体等と協力し合
いながら、活動している民間団体です。
　皆様からの会費は、この活動を進めるための貴重な財源となっています。
　本会の活動をご理解いただき、皆様のあたたかいご支援、ご協力をお願いいたします。
　なお、会費は各自治会の役員さんを通じて、4月25日～5月25日の間で集めさせてい
ただきます。

会費納入にご協力をお願いします!!
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平成30年度の事業を3つに分類
（2つ以上の目的をもつ事業もあるため、簡易的な分類となります）

富加町社会福祉協議会 連携・協働 地域住民、行政、
関係機関、他団体等

広報事業
★広報紙の発行
★ホームページ管理運営
★啓発事業（町民まつり）

法人運営事業
★組織運営　　　　　　★会議の開催
★苦情解決体制の整備　★策定準備（地域福祉活動計画）

児童センター事業

場づくり

地域福祉事業
★地域交流事業
（ふれあい会食会、

異世代交流事業、
男の料理教室）

一般介護予防事業
◦運動（パワリハ教室、

いきいきトレーニング）
◦口腔（お口の健康教室）

ボランティア推進事業
◦ふれあい・いきいきサロン普及事業

放課後児童クラブ事業

中高年筋力トレーニング事業

人づくり

ボランティア推進事業
★ボランティア養成講座
（調理ボランティア研修会、

災害ボランティアセンター立ち上げ訓練）
★ボランティアサポート事業
（活動支援、連絡会、団体助成）

★夏休みボランティア体験（小学生・中学生）
★ボランティア活動保険加入促進

法人運営事業
◦福祉団体助成事業
★設立準備（福祉施設協議会）

地域福祉事業
★くらしのサポーター養成事業
★くらしのサポートセンター運営
★福祉委員活動支援事業
★福祉協力校指定事業（小学校・中学校）
◦生活支援サービス体制整備事業

個別援助

地域福祉事業
★福祉総合相談事業（無料法律相談 等）
★高齢者支援事業（買物支援事業）
★独居･高齢者世帯･障がい者支援事業
（給食サービス事業、お盆･歳末大掃除支援事業）

★介護者支援事業（認知症カフェ協賛）
★片親家庭支援事業
（中学卒業生徒激励事業、放課後児童クラブ利用料助成）

★福祉機器貸出事業（車いす、車いす積載型車両）
◦結婚相談事業

生活支援事業
◦貸付事業（福祉資金、行旅人）
◦日常生活自立支援事業
◦生活困窮者自立支援事業
★調査･研究（就労準備支援、

子どもの居場所づくり）

居宅介護支援事業

★…自主財源（会費及び共同募金配分金）を財源とする事業です。
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　2月22日（木）・28日（水）　5名利用
　この事業の試験運用を始めて2年が経過し、少し
ずつ利用者も増えてきました。平成30年度は利用
時間が午前のみとなり
ますが、年18日間（偶
数月・3日間）実施する
計画にしております。

　1月31日（水）　34名参加
　日頃サロンで活躍されている支援員の皆さんに集まっていただき、各サロンの活動写真を見ながらの情報交
換や交流、自分たちのサロンの特徴や良いところを発表していただきました。「これやってみたい！」「これど
うやるの？」などなど、皆さんの熱い想いがあふれる交流会でした。今後の
活動につなげていただければ幸いです。
　「いきいきサロンをやりたい！」と思ってみえる方、ぜひ事務局までお問い
合わせください。

　3月16日（金）　10名参加
　少しハードな内容でしたが、皆さん大笑いし
ながら和気あいあいとした雰囲気のなかで「スト
レッチ」や「脳トレ運動」に挑戦されてしました。
　惜しむ声もありましたが、この事業は平成29年
度をもって終了とさせていただきました。平成30
年度は、地域包括支援センターが主催する「認知
症予防の講話や簡単な運動、脳トレなどを行う『認
知症予防教室』」が始まりますので、皆さん是非ご
参加ください。

貯筋教室 高齢者買物支援事業❺

活動
　報告ふれあい・いきいきサロン支援員交流会

　「毎週もしくは毎月やってもらえないか？」
「病院まで送ってもらえないか？」「金融機関
に寄ってもらえないか？」などのご意見やお
問い合わせをいただいておりますが、お断り
しているのが現状です。今後も関係機関と協

議していこうと
考えております
ので、皆さんの
ご意見をお寄せ
ください。
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社会福祉法人富加町社会福祉協議会は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
一	 本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
二	 本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
三	 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
四	 本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供

しません。
五	 本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
六	 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申

出があった場合には速やかに対応します。
七	 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
八	 本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
九	 本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規定を定め、これを本会役職員に周知徹底し、確実に実施します。

個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー）

平成30年度  富加町社会福祉協議会における福祉サービスに関する苦情解決体制
　富加町社会福祉協議会では、社協が実施する全ての福祉サービスを対象として、様々な苦情に適切に対応するために、福祉サー
ビスに関する「苦情解決」事業を実施しています。
　皆様からの苦情を受け付け解決するために、事業ごとに苦情受付担当者と苦情解決責任者を設け、さらに中立的立場で苦情を
受け付けてもらうことが出来る第三者委員を設置しています。

　第三者委員は、職員に直接苦情を聞かれたくない場合などに、直接苦情を申し立てることが出来る方です。中立性を確保する
ために、社会福祉協議会の役員になっていない民生委員・児童委員にお願いしています。

苦情解決責任者

苦情解決責任者

苦情解決責任者

◆法人運営事業、広報事業、地域福祉事業、生活支援事業、ボランティア推進事業、介護予防事業

◆介護保険事業（居宅介護支援事業所）

◆児童福祉事業（児童センター・放課後児童クラブ）

第 三 者 委 員

足　立　正　孝　〈電話〉 54-1312

足　立　正　孝　〈電話〉 54-1312

河　合　美智子　〈電話〉 54-1332

井　戸　孝　治　〈電話〉 54-3026

河　合　美智子　〈電話〉 54-1312

森　　　浩　美　〈電話〉 54-1313

増　永　三奈子　〈電話〉 54-1332
中　川　三谷子　〈電話〉 54-1332

苦情受付担当者

苦情受付担当者

苦情受付担当者

事務局長

事務局長

児童館長

民生委員児童委員

豊　島　朋　乃　〈電話〉 54-2127主任児童委員

福祉活動専門員

管理者

児童厚生員

放課後児童支援員

　結婚を考えている方を対象に「ぎふマリッジサポートセンター」への
会員登録などを行っています。個別の相談もお受けしておりますの
で、気軽に事務局までお問い合わせください。

　相 談 日　平日（月曜～金曜）、第3土曜（原則）
　相談時間　9時～17時（相談受付は16時まで）
　相談場所　富加町児童センター　相談室
　相 談 料　無料

結婚相談事業が始まりました。

土曜の結婚相談日
5月19日   9月15日 1月19日
6月16日 10月20日 2月16日
7月21日 11月10日 3月16日
8月18日 12月15日
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〒501-3305  加茂郡富加町滝田1381番地1
社会福祉法人富加町社会福祉協議会 事務局
電話番号 0574-54-1312
富加町ボランティア住民活動支援センター 
電話番号 0574-55-0066
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ　http://tomikasyakyo.or.jp/

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

介護保険（ケアプラン作成）に関するご相談はこちらまで
〒501-3304  加茂郡富加町高畑735番地
富加町居宅介護支援事業所
電話番号 0574-54-1313
FAX番号 0574-54-1366

今後の予定 （5月～8月）

事前の申し込みが必要となります。
詳しくは各戸配布されるチラシ等をご覧ください。

◦無料法律相談
　5月29日（火）　13時～16時
　8月21日（火）　13時～16時
　　　　　　　　タウンホールとみか

住民対象

◦ふれあい会食会
　（大山・大平賀・川小牧地区）
　5月25日（金）　11時～15時　西公民館
　（加治田・夕田地区）
　6月22日（金）　11時～15時　東公民館

◦高齢者買物支援事業（町内商店への送迎）
　6月19日（火）、20日（水）、25日（月）
　8月 2日（木）、  6日（月）、  7日（火）
　10時～12時

◦お盆大掃除支援事業
　※対象者の方に個別にご案内いたします。
　7月26日（木）～8月8日（水）

65歳以上

中高年筋力トレーニング事業の
利用時間が変わりました。

　4月より、中高年の方のいきいきトレーニング
プラザ利用時間が下記の通り変更となりました。
皆様のご利用をお待ちしております。

　新たに始めようと思われる方は、「トレーニン
グ機器取扱講習会」を受講していただく必要があ
ります。詳しくは、事務局（担当：土屋）までお問
い合わせください。

利用時間

火曜～金曜 18時～21時

土曜
9時～12時
18時～21時

日曜、祝日 9時～12時

お詫び
　前号（No.114）に掲載いたしまし
た「4月の『高齢者買物支援事業』」の
日程を諸事情により変更させてい
ただきました。誠に申し訳ござい
ません。今後はこの様なことのな
いように努めてまいります。

40歳以上
◦トレーニング機器取扱講習会
　5月 8日（火）　19時半～20時半
　6月16日（土）　 9時半～10時半
　7月 4日（水）　19時半～20時半
　8月 8日（水）　19時半～20時半
　　　　　　　　いきいきトレーニングプラザ


