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社 協 だ よ り

No.No.

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
（“富加小学校”の北にあります）

　社会福祉協議会の事務局が
入っています。
　結婚相談もこちらで受け付
けています。

社会福祉協議会は、
今年度より３つの拠点で事業を行っています。

いきいき
トレーニングプラザ
（“タウンホールとみか”にあります）

赤い看板が
目印です。

介護予防拠点施設
ふれあいサロン

どうだん
（“南公民館”の北東にあります）
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令和2年度　事業計画・予算
「みんなが安心して暮らし続けることができるまちづくり」をめざして、皆様からの会費と共同募金の配分
金、富加町などからの補助金や受託金を財源に次の事業を実施します。

★…自主財源（会費及び共同募金の配分金）を充当しています。

★福祉委員活動支援事業《福祉委員・民生委員合同研修会の実施、地域見守りネットワーク事業
（困りごと把握、安否確認、救急医療情報キットの設置）》

★福祉総合相談事業《福祉相談、無料法律相談》

★地域交流事業《ふれあい会食会》

★高齢者支援事業《移動支援事業》
　…今年度中に、運行曜日・運行時間帯を増やす方向で試験運行を進めていきます。

★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《ふれあいカフェ（協賛）》

★ひとり親家庭支援事業《中学卒業生徒激励事業、放課後児童クラブ利用料助成事業》

★福祉協力校（富加小学校、双葉中学校）指定事業

★福祉機器（車いす、車いす積載型車両）貸出事業

★物品（プロジェクター、DVDデッキ等）貸出事業

【地域福祉】

★くらしのサポートセンター事業
　《センターの運営、定例会の実施、生活支援ボランティア研修の開催》

★災害ボランティアセンター事業《運営マニュアルの見直し、協定書の作成、設置のための勉強会》

★ボランティア養成講座《調理ボランティア研修会》

★夏休みボランティア体験《福祉体験（小学生）、福祉施設体験（中学生）、児童施設体験（中学生）》

★ボランティアサポート事業《団体への助成、活動支援、連絡会の実施》

★斡旋事業《ボランティア連絡調整》

★ボランティア活動保険加入促進《活動保険補助、災害時活動保険補助》

【ボランティア】

★貸付事業《行路人救済事業》【自立支援】

★広報紙の発行《広報紙「ほっとほっと」、
社会福祉協議会だより》

★ホームページ管理運営

★第8回 富加町社会福祉大会の開催
　…3年毎に実施。功労者の表彰と記念講
演を予定しています。

★町民まつりにて啓発活動

【広報】
★組織運営

★苦情解決体制の整備

★会議（理事会・評議員会等）の開催

★地域福祉活動計画の策定
　《地域懇談会（計画説明）》

★設立準備《福祉施設協議会連絡会》

★助成事業《福祉団体への助成》

【法人運営】

自主事業・町補助事業



3

予　算
収入 支出
会費収入 3,196 人件費支出 66,786
寄附金収入 50 事業費支出 11,410
経常経費補助金収入 29,138 事務費支出 6,005
受託金収入 52,239 貸付金支出 1
事業収入 584 助成金支出 819
受取利息配当金収入 7 基金積立資産支出 50
雑収入 19 積立資産支出 564
積立資産取崩収入 258 区分間繰入金支出 1,293
区分間繰入金収入 1,293 予備費 50
合計 86,784 合計 86,978

(単位：千円)

当期末支払資金残高（収入－支出） ▲194千円

　社会福祉協議会は、住民一人一人が住み慣れた
街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よう、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
民間の団体です。
　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27日～5月25日の間で集めさせて
いただきます。

◦生活支援体制整備事業《ニーズ把握、サービス調整、とみか生活便利帳の発行》

◦結婚相談事業《相談、登録、情報提供》

◦ふれあい・いきいきサロン普及事業《活動支援、支援員交流会、サロンデモ》

◦一般介護予防事業《パワリハ教室、いきいきトレーニング、お口の健康教室》

◦筋力トレーニング事業

◦放課後児童クラブ事業

◦児童センター事業《自由来館、ランドセル来館》

◦介護予防拠点施設「どうだん」運営事業《サロン（喫茶）、介護予防講座》
　…今年度より指定管理となりました。詳しくは4頁をご覧ください。

◦貸付事務《生活福祉資金》

◦日常生活自立支援事業

◦生活困窮者自立支援事業

町受託事業・町指定管理事業

県社協受託事業

◦町シニアクラブ連合会

◦岐阜県共同募金会富加町分会

◦日本赤十字社富加町分区

その他（団体事務）

会費納入にご協力をお願いします。
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　令和2年度から5年間、本会が指定管理
をさせていただくこととなりました。
　みなさんの来館をお待ちしています。

　飲み物を飲みながら、楽しく過ごし
ませんか？ 
　飲み物をご注文いただければ、持ち
込みも可能です。
　空いていれば、席の予約もできます。
　ちょっとした集まりにも、ぜひご活
用ください。

（年代問わず、ご利用いただけます。）

　奥にある活動室で、音楽療法や運動教室など
の介護予防の講座を開催します。
　講座については、毎月25日に発行する「社会
福祉協議会だより」に掲載していますので、ぜ
ひお申し込みください。
　今後も、随時、新しい講座を増やしていく予
定にしていますので、みなさんがやってみたい
と思う講座があれば、お教えください。また、
講座をやりたいと思ってみえる講師の方からの
情報も大歓迎です。

（講座参加対象：概ね60歳以上）

開 館 日：月曜～土曜
休 館 日：日曜、年末年始、お盆、
	 ゴールデンウィーク、
	 その他
開館時間：4～10月　9時～17時
	 （オーダーストップ16時30分）
	 11～3月　9時～16時
	 （オーダーストップ15時30分）
お問い合わせ：54-1318
	 	 （ふれあいサロンどうだん）

　町の佐口管理栄養士による衛生管理研修の後、令和2
年度のふれあい会食会で提供するお弁当の献立を決める
ため、3班に分かれ調理実習を行いました。
　お肉を使用したメイン料理からデザートに至るまで、
各班6品ずつ料理を作りました。試食をしながら、味付け
や彩り、食べやすさなど、活発に意見を交わし、会食会

の献立が決定しまし
た。とても美味しい
お弁当なので、お
楽しみに! !

2月5日（水）  13名参加

介護予防拠点施設
“ふれあいサロン

どうだん”

サロン 講　座

5月6日まで、新型コロナウィルスの感染予防の為、
休館しています。今後の状況によって、休館を延長す
る場合がありますので、ご了承ください。

調理ボランティア研修会



5

　第2弾となる“令和2年3月版”を3月25日に各戸配布させていただきました。
　配達・訪問・送迎など利用できる生活支援情報や各種サービスを掲載しています。
　今回新たに掲載した情報もたくさんあります。ぜひご活用ください。

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、個人情報の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。

　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。

《生活便利帳13頁》
医療法人社団神明会　佐藤歯科医院
営業時間【正】：午前8時30分～午後0時30分

《生活便利帳21頁》
山建美装
住所【正】：滝田1048番地12

大変申し訳ございませんでした。
お詫びして訂正いたします。

お詫び

苦情解決責任者 事務局長 足立　正孝
電話　54-1312

苦情受付担当者 福祉活動専門員 河合美智子

苦情解決責任者 児童館長 河合美智子 電話　54-1312

苦情受付担当者
児童センター 増永三奈子 電話　54-1332
放課後児童クラブ 大脇　光波 電話　54-1335

第三者委員
民生委員児童委員 河野わさみ 電話　54-3435
主任児童委員 豊嶋　朋乃 電話　54-2127

令和２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

総括（児童分野を除く）

個人情報保護に関する方針（プライバシーポリシー）

児童分野

くらしの役立つ情報誌「とみか生活便利帳」
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富加町
児童センター

富加町役場

富加
小学校

富加町社会
福祉協議会

97

N

〒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（代）
電話番号 0574-54-1313［相談専用］
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ　http://tomikasyakyo.or.jp/
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

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

【30歳以上】
◦トレーニング機器取扱講習会
　5月14日（木）　19時30分～20時30分
　6月  5日（金）　19時30分～20時30分
　7月  8日（水）　19時30分～20時30分
　いきいきトレーニングプラザ

【65歳以上】
◦ふれあい会食会
　～巾上・下滝田・井高・上羽生・下羽生・夕田地区～
　6月26日（金）　10時～13時
　タウンホールとみか

◦パワーリハビリテーション講習会
　6月24日（水）　13時30分～15時30分
　いきいきトレーニングプラザ
　※6月1日（月）9時より受付を開始いたします。

相 談 日
◦土曜の結婚相談日
　5月16日（土）　6月20日（土）　7月18日（土）
　9時～17時（相談受付は16時まで）
　児童センター
　※平日も相談をお受けしております。
　　気軽にご相談ください。

今後の予定（5月・6月・7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。
申し込みが終了している場合もありますので、ご了承ください。

月曜日 水曜日 金曜日

5月
11日、18日

25日
13日、20日

27日
1日、　8日

15日、22日
29日

6月
1日、　8日

15日、22日
29日

3日、10日
17日、24日

5日、12日
19日、26日

7月
6日、13日

20日、27日
1日、　8日

15日、22日
29日

3日、10日
17日、31日

高齢者移動支援カレンダー（5月・6月・7月）

あたたかい心
ありがとうございます。

・児童書・絵本…………………… 匿名
・12,100円
  … 富加町グラウンドゴルフ協会　様
　今年も、ホールインワンを出された方
からいただいた「ホールインワン寄付金」
を届けてくださいました。 　新型コロナウィルス感染性の影響による休業

や失業により、一時的に収入が減少した世帯に
対し、特例措置による貸付の相談・受付を行っ
ております。
　担当者が不在の場合もございますの
で、詳しい内容等につきましては、お電
話にてお問い合わせください。

生活福祉資金貸付制度よりお知らせ

5月より金曜日も運行いたします。
（運行時間　9時～11時30分）
詳しくは、下記事務局までお問い合わせください。

現在、新型コロナウィルス感染症の蔓延予防対策として、
行事・事業の一部を中止しております。今後の状況等により、
実施予定の行事・事業も急きょ中止とさせていただく場合が
ございますので、ご了承ください。


