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─今回の表紙─

　岐阜トヨペット（株）の皆様や、地域住民の皆様の協力により、移動販売車による“ハッピーマーケット”が
開催されています。買い物が少し難しい地域などで、住民の交流も図ることができ、とても喜ばれています。

～ボランティアセンターマッチング事業～

特集 社協会費のご協力をお願いします

皆さまからご協力いただく会費は、地域福祉活動の貴重な財源です。
年間を通して、様々な活動に有効に使わせていただきます。（関連記事４ページ）



令和３年度 社会福祉協議会事業報告
福祉推進事業　

社協ぎなん(広報誌)発行（年４回）
社会福祉大会（１回）Zoom配信にて開催
福祉協力校事業（６保育所、４小中学校）
ボランティア活動保険助成事業（加入総数 ５３３人）
外出支援事業（２０件）
福祉機器貸出事業（車いす２５台、介護ベッド５台）
生活一時金貸付事業（９件）
フードバンク（食糧支援）事業（４２件）
生活支援等事業助成金事業（運営費助成金 ３４団体）
ちょいボラ手帳事業（登録者数３５１人）
子どもの学習支援事業（１８回、１１人）
多世代交流カフェ「なんカフェ」運営
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため弁当販売を実施）

地域見守り訪問事業、ポスティング事業、応援弁当事業
（見守り実施団体１２団体、ポスティング２,０００件、応援弁当提供１６２食）

災害ボランティアセンター事業（備品整備と、研修会１回 １４人）
社会的孤立相談事業（相談窓口啓発用品配布、研修会１回 １２人）

生活支援サービス等事業（町受託事業）

生活支援サポーターフォローアップ講座（３回 １６９人）
ボランティアセンター運営（ボランティア登録、マッチング、保険、手帳）
ボランティアネットワークづくり交流会（１回 ４４人）
地域づくりワークショップがやがやカフェ（１６回 ３６２人）
地域づくりミニワークショップ（前期28団体、後期18団体）
生活支援サービス体制整備協議会（２回 ２４人）
家族介護教室（６回 ６３人）
認知症チームオレンジクラブ（８回 １５４人）
認知症交流会（３０回 ４５７人）
小学校での認知症サポーター養成講座（１回）
認知症交流会ボランティア勉強会（３回 ４９人）
認知症サポーターステップアップ研修（１回 ３４人）
認知症サポーターフォローアップ講座（１回 ２１人）

思いやり、支えあい、助けあいのまちづくり
…赤い羽根共同募金配分金活用事業

▲ボランティア団体の協力でコロナワクチンインター
　ネット予約について学びました

▲ボランティアセンター用備品

▲生活支援サポーターフォローアップ講座のようす

▲認知症交流会のようす
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心配ごと相談所事業（町受託事業）

心配ごと相談（民生委員、臨床心理士、社協職員）
人権相談、行政相談、法律相談（弁護士）、不動産相談（延相談件数 ８３件）

地域見守り推進事業（町受託事業）

災害時要配慮者や要支援世帯等を訪問し、生活維持や課題解決に
向けた支援を行う（訪問世帯 ５２５件　訪問回数 ９００回）

児童療育ルーム運営事業（町受託事業）

学習支援を通してコミュニケーションや支援を行う（４０回 ２１２人）

子どもの居場所づくり事業（町受託事業）

子どもが安心、安全に過ごすことができる居場所の運営
（１８２回 ５２２名）

生きがい福祉促進事業（町受託事業）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

宅配貸出サービス事業（町受託事業）

町図書館への来館が困難な方への図書宅配サービス事業

岐阜県社会福祉協議会受託事業

日常生活自立支援事業（利用者 １1人）
　福祉サービスの利用援助、日常生活の金銭管理、    
　書類預かり事業
生活困窮者自立支援事業
生活福祉資金貸付事業（相談件数 ５１件）
　　　　　　　　　　　　（新型コロナウィルス特例貸付相談　６６２件）

子どもの学習支援事業（県受託事業）

学習支援ボランティアと協力し、子どもの学習や居場所の提供を
通じた支援を行う（１８回 １１２名）

▲地域見守り推進事業

▲児童療育ルーム事業（島オクラを育てました）

▲子どもの居場所づくり（部屋の飾りつけ）

▲地域子育て支援事業（リトミック）

▲学習支援事業（七夕かざり作り）

地域子育て支援事業（町受託事業）

乳幼児及び保護者が交流できる拠点を運営し、地域での子育てに
関する支援を行う
（にこにこサロン　２０２回 １,８１５組）
（すくすくサロン　１８２回    ９９１組）
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会員募集のご案内

会費等を財源とする、主な活動をご紹介します！
誰もが安心して暮らせる地域をつくるため…
　岐南町社会福祉協議会は、地域のみなさまと共に、ボランティア活動支援、福祉教育、子ども支援、相談事業
などの地域福祉事業を行っています。
　これらの活動はみなさまからの会費を活用し行っています。誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、
更なる地域福祉の推進にご理解とご協力をお願いします。

ボランティア活動支援

福祉教育支援 子ども支援

相談事業

自治会関係者のご協力により、会員募集を行って
います。
会費の納入にご協力よろしくお願いいたします。 

会費は社会福祉協議会窓口でも受け付けています。

地域活動への第一歩！！
皆さまの会費が、地域福祉を支える
貴重な財源となります。

一般会費  １口
賛助会費  １口
法人会費  １口
特別会費  １口

1,000円
1,000円
5,000円
10,000円

（年額）
▲フードバンクの食糧

▲子どもの学習支援での作品

◀子ども食堂や宅食、学習支援
　等で提供するお弁当
　（なんカフェ特製）

▲高齢者擬似体験

▲車いす体験

▲サロン活動 ▲見守り活動 ▲助け合い活動

・生活困窮者相談
・フードバンク事業
・日常生活自立
　支援事業
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総額　60,543,323円 総額　58,288,158円

収入の部 支出の部

令和3年度 社会福祉協議会決算
その他の収入
10,337,373円

会費・寄附金収入
4,198,963円

受託金収入
31,309,978円

人件費
34,381,605円

事業費
6,961,605円

その他
8,372,808円

助成金
1,711,038円

経常経費補助金収入
14,697,009円

共同募金会岐南町分会
令和３年度　事業報告・決算
【事業報告】
・役員会の開催（３回）
・募金運動
　戸別募金 5,826世帯、
　街頭募金 3回、法人募金 、団体募金等
・広報活動（ポスター掲示、募金箱設置）
・災害義援金募集（情報提供、募金箱設置）

【決　算】

収入項目 金額（円）

赤い羽根募金収入

歳末たすけあい募金収入

締切後寄付金収入

災害たすけあい募金収入

収入合計

3,256,586

304,423

10,939

2,652

3,574,604

支出項目 金額（円）

赤い羽根募金送付金

歳末たすけあい募金送付金

締切後寄付金送付金

災害たすけあい募金送付金

支出合計

3,256,586

304,423

10,939

2,652

受取利息等の収入 4 受取利息等の送付金 4

3,574,604

▲募金活動のようす

事務費
6,861,102円
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岐南町社会福祉協議会

information

岐南町社会福祉協議会は、次のとおり職員を募集します。

詳細は、ホームページをご覧いただくか、下記までおたずねください。

岐南町社会福祉協議会　☎240-2100

 一緒に地域福祉を盛り上げましょう！
職員を募集します

〇非常勤職員　
　若干名　
　令和４年３月末まで

〇常勤職員　
　若干名
　正職員：令和５年４月採用

　次の方々からご寄附をいただきま
した。
　皆さまのご寄附は、町内の地域福
祉事業に活用させていただきます。

寄附

匿　　名

㈱加藤鉄工バーナー製作所

松原節夫

１０,０００円

４,４３０円

１８,４９８円

（敬称略、順不同）
（４月１日から６月３０日）

あたたかいお気持ち
ありがとうございます。

　やすらぎ苑内にある「なんカフェ」は、現在営業日を限定したテイクアウトのお弁当販売や、子育て
世代向けのリトミックやものづくりなどの講座、ワークショップを開催しています。店内にはキッズ
スペースがあり、小さなお子さまと過ごしていただくこともできます。
　お弁当は、月替わりのメニューが好評をいただいています。やすらぎ苑東側にある、やすらぎファーム
で採れた新鮮野菜を使用し、彩り豊かで栄養たっぷりです。
　また、特注弁当も承ります。イベントや会議など、ご予算ご要望に応じてご提案いたしますので、
お気軽にお問合せください。

多世代交流カフェ「なんカフェ」ご利用ください

なんカフェ
公式SNS

多世代交流カフェ　なんカフェ
岐南町総合健康福祉センター　やすらぎ苑内　電話：０５８-２４０-２１００

１個 ５００円（税込）～ お子さま弁当 ４００円（税込）

なんカフェ LINE
＠767pufwy

なんカフェ Instagramなんカフェ facebook

職種：福祉活動専門員
内容：地域における社会福祉事業の企画及び運営
　　　その他事業に運営に関する一般事務　など
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この広報紙は、皆さまの会費により発行しています。
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	社協ぎなん119号P6_202206

