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～やさしさをひとからひとへ～　toyohashi city council of social welfare

豊橋市社会福祉協議会では…

地域の皆さんの
生活を支える
人材の育成に
取り組んで
います

高齢者や障害者、
子育て家庭などが地域で
　安心して生活できる
　　環境づくりを
　　　しています

高
子

　
　地域で

安心して
暮らす
ために

地域で
安心して
暮らす
ために 主な事業を

ご紹介します

●基幹型地域包括支援センターの運営

▽高齢者に関する総合相談窓口
・豊橋市中央地域包括支援センター
・豊橋市東部地域包括支援センター
・豊橋市南部地域包括支援センター

●高齢者虐待防止ネットワーク事業
・高齢者虐待状況調査
・高齢者虐待防止対応マニュアル等の作成

高齢者に関する総合相談窓口と介護予防高齢者に関する総合相談窓口と介護予防
●豊橋おかえりネット事業
・市との協働による認知症高齢者等の行方不明時の発見活動

●ひとり暮らし高齢者等見守りボランティア事業
・民生委員との協働による見守り活動

●介護予防事業
・介護予防教室「笑って元気！」の開催
・介護予防サロン（市内40か所）の
　運営サポート
・脳の健康教室（５会場、年２回）の
　開催 ▲脳の健康教室

●成年後見支援センターの運営
・成年後見制度利用等に関する相談
・情報の発信
・親族後見人への支援
・法人後見人の受任

●日常生活自立支援事業の実施
・各種福祉サービスの利用援助
・日常的な金銭管理や事務手続き
・通帳や証書の管理

●災害時要支援者支援体制の構築
　災害時に高齢者や障害者等の支援を行うことを目的に、
要支援者の把握に努めるとともに、豊橋市との協働を軸
とした体制の整備を進めています。
・災害活動支援推進計画に基づく事業の実施
・災害ボランティアコーディネーター養成講座（豊橋市共催）
・災害ボランティアコーディネーター連絡会（豊橋市共催）
・災害時における事業継続計画（ＢＣＰ）の作成、体制整備

高齢者や障害者の権利擁護高齢者や障害者の権利擁護 災害時支援体制の整備災害時支援体制の整備
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～やさしさをひとからひとへ～　toyohashi city council of social welfare

●ファミリー・サポート・センターの運営
・会員の募集、登録　
・会員同士の援助活動の調整
・会員講習会の開催　
・会報誌等による情報提供
・アドバイザーによる相談支援

●つどいの広場の運営（３カ所）
　０～３歳までの子どもとその親が、いつでも気
軽に遊ぶことのできる広場を設置し、子育て親子
の居場所づくりに取り組んでいます。
【場所】・あいトピア ：月・木・金
　　　　・牟呂地域福祉センター ：火・水・木
　　　　・豊橋創造大学 ：火・水・木
【時間】午前10時～午後３時

子育てサポート子育てサポート

●ボランティアセンターの設置・運営
・ボランティア活動推進計画に基づく事業推進
・各種ボランティア養成講座の開催
・ボランティア活動保険・行事保険の取り扱い
・活動用器材の貸出
・図書ビデオライブラリーの運営
・ボランティアグループ助成事業
・とよはしボランティアネットワークの運営
・ボランティア情報ホームページの運営
・ソーシャルメディア（ＬＩＮＥ）を活用した情報提供

●福祉人材バンク
・福祉人材無料職業紹介事業の実施
・福祉の就職総合フェアの開催
・福祉人材育成、研修事業の実施
・キャリア支援専門員によるハローワーク巡回相談の実施
・インターネット職業紹介事業の実施

ボランティアや福祉人材の育成ボランティアや福祉人材の育成

●生活困窮者自立相談支援事業の実施
・豊橋市役所生活福祉課内で実施

●生活福祉資金の貸付
・総合支援資金　　　　・福祉資金
・教育支援資金　　　　・不動産担保型生活資金
・臨時特例つなぎ資金　・緊急小口資金等

●学生服等リユース事業
・市内公立中学校の制服や体操服等の再利用

生活支援・地域たすけあい生活支援・地域たすけあい

▲つどいの広場 ▲障害児（者）と
　ボランティアのつどい

・障害児（者）とボランティアのつどいの実施
・障害者青年学級の実施
・障害者はたちのつどい（成人式）の実施
・ひとり暮らし高齢者「ふれあい料理講習会」の実施
・在宅障害者「なかよし料理講習会」の実施
・男性向け料理講習会「クッキングパパ」の実施
・地域活動参加支援「つながり料理教室(仮)」

●福祉教育の推進
・社会福祉協力校等の委嘱
▽令和４年度
【社会福祉協力校】 二川小・松葉小・大崎小
 高師台中・中部中・章南中
【福祉教育研究校】 幸小・植田小・青陵中・東陽中
・福祉実践教室の実施
・施設体験学習の実施
・教職員福祉教育研修会の開催
・福祉教育啓発ポスター、パンフレット作成

●福祉相談サポートセンターの運営
・支援が届いていない世帯等への対応や支援

●その他
・民生委員児童委員活動の推進と連携
・車いすの短期貸出（無料）　
・心配ごと相談
・無料法律相談

社会参加の促進社会参加の促進

▲肢体不自由者ガイドヘルプボランティア講習会



4 社協だより

▼学生服等リユース事業とは…
　お子様の成長や卒業で使用しなくなった市内の公立中学
校の学生服等をリユース（再利用）する取り組みです。
　中学校入学時は、学用品の購入に多額の支出が生じます。
その中でも、学生服や体操服（ジャージ）等は、高額で負
担が非常に大きくなります。
　ご提供いただいた学生服等は、豊橋市内在住で学生服等
の購入が負担となるご家庭へクリーニング代程度の手数料
でお譲りします。
　６月末まで右記の受付場所にて受け付けています。なる
べく多くのご家庭への支援につなげるため、７月以降も随
時受け付けます。問い合わせ先までご相談ください。

▼お願い
〇出来ましたら、クリーニングをしてからご提供をお願い
します。
〇名前や住所等の個人を特定できるものは、出来る限り消
去または剥離をお願いします。
〇校則に違反した服、学校指定以外の服、破損した服は受
け入れできません。

▼受付場所
〇豊橋市役所子育て支援課
　（市役所東館２階）
〇総合福祉センターあいトピア
　（前畑町１１５）
〇八町地域福祉センター
　（八町通５―９）
〇つつじが丘地域福祉センター
　（佐藤５―２２―１６）
〇大清水地域福祉センター
　（大清水町字大清水５４６）
〇牟呂地域福祉センター
　（牟呂町字内田２２―２）

▼問い合わせ
　豊橋市社会福祉協議会
　☎５２―６２３１

介護保険・自立支援費等収入
　549,816,000円

受託金収入 301,278,000円

共同募金配分金
25,365,000円
歳末配分金
13,724,000円

補助金・助成金
104,448,000円

寄付金 10,200,000円

会費・負担金・事業収入 6,719,000円

資金貸付事業  46,022,000円

豊橋市社会福祉協議会  歳入予算（1,138,958,000円）

介護保険事業
305,826,000円

建物管理運営
115,933,000円

共同募金
配分金事業
37,227,000円

豊橋市社会福祉協議会  歳出予算（1,138,958,000円）

その他の収入
105,308,000円

貸付事業等収入  22,100,000円

居宅介護支援事業
 228,842,000円

法人運営事業  136,103,000円

福祉のまちづくり事業
57,754,000円

障害福祉サービス事業
68,182,000円

 受託事業　 
143,069,000円

学生服等リユース事業にご協力ください現在受付中！
～ご家庭に使わなくなった学生服や体操服はありませんか？～

令和 4年度

豊橋市社会福祉協議会予算
◎令和４年度の基本方針
　令和３年度に豊橋市地域福祉活動計画〔第２期〕
並びにボランティア活動推進計画〔第４版〕の５
か年がスタートしました。基本理念「全ての人が
関心を持って、お互いに支え合い、いきいきと暮
らせる地域社会の実現」のもと、３つの基本目標
「支え合いの社会づくりに向けた市民意識の醸成
と担い手づくり」「安全・安心に暮らせる地域づ
くり」「分野を超えて包括的に地域を支援する仕
組みづくり」を進捗すべく取り組んでいます。
　福祉ニーズを有する市民が、孤立することなく
地域で暮らしていくための事業を実施していく際
のポイントを「包括的相談支援」「多職種多機関
連携」「様々な主体・世代の地域福祉参画」「災害
時対応の強化」「情報通信技術のデジタル化への
対応」とし、セクションごとに計画２年目の取り
組みを具体化します。また本事業計画や地域福祉
活動計画進捗会議等を活用し、法人全体の情報共
有と連携協働を進め、より高い事業効果につなげ
ます。
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市内電車

福祉・介護の就職総合フェア 
日時：2022年７月９日（土）13：00-16：00　※求職者受付は15：45まで
対象：福祉職場に就職希望の方及び福祉の仕事に関心のある方
内容：福祉事業所の人事担当者と個別面談をし、就職に関する情報
　　　を収集できます。また、福祉の仕事や資格、進路等に関する
　　　相談会なども行います。
 
個別面談コーナー 各種相談コーナー50ブース

予定

　社会福祉施設等の人事担当者が皆さんを

お待ちしております。　　　　

　各ブースで個別面談を実施するので、仕

事の内容・求められる資格があるのか・施

設の環境等々、色々な情報が得られます。

　予約も履歴書も不要で時間がある限り、

いくつ回っても大丈夫です！

■福祉の仕事総合相談コーナー 
　愛知県福祉人材センター、豊橋市福祉人材バンク、
　豊橋公共職業安定所

■求職登録
　求職登録された方には、求人情報や就職に関する
　イベント・講演会の案内等を定期的に郵送します。

■福祉情報資料コーナー
　福祉施設情報等の資料提供 

【 問 い 合 わ せ 先 】 豊 橋 市 福 祉 人 材 バ ン ク 　 T E L ： 0 5 3 2 - 5 2 - 1 1 1 1

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用、手洗い消毒、発熱のチェックのご協力をお願い
いたします。（※37.5 度以上発熱のある方、体調の優れない方は来場をお控えください。）
●今後の感染状況によっては一部開催内容が変更となる場合がございます。変更がある場合は、豊橋市社会
福祉協議会のホームページでお知らせします。

令和４年度 東三河 

会場／
ホテルアークリッシュ豊橋

５階　ザ・グレイス 

JR・名鉄豊橋駅東口より徒歩１分 

※お車でお越しの方は、周辺の有料駐車場をご利用ください。
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たとえば…

　ボランティアってなんとなくハードルが高そう…と思っていませんか？しかし、ボランティアは
空いた時間の余暇活動として気軽に始められるものも多く、決して難しいものではありません。

・人に喜ばれ、自分自身も楽しめる　　　　　・仕事や学校が休みの日
・お金では得られない充足感や出会い　　　　・子どもが学校に行っている昼間
・自分の趣味や特技を活かした活動 ・仕事を定年退職した

○一人で活動する／グループに入って仲間達と一緒に活動する
○時間が空いている時だけ随時活動する／毎週（あるいは毎月）
　日時を決めて定期的に活動する
○自分の特技を活かしてすぐに活動を始める／ボランティア講座を
　受講し、学んだ内容を活かせる活動をする　　　　etc…

こんなボランティア活動があります！（※一例）
・福祉施設での簡単な掃除や洗濯物畳み、入居者との話し相手
・障害のある方を対象とした活動（手話、音訳、点訳、ガイドヘルプ、要約筆記 等）
・高齢者を対象とした活動（介護予防サロン、脳の健康教室 等）
・自然環境の保護に関する活動　　・傾聴　　・子育て支援
・音楽演奏や手品等の特技を福祉施設やイベントで披露する活動

☆ボランティアについて分からないこと、聞いてみたいことがありましたら、

まずはボランティアセンターまでお問い合わせください！あなたに合った

ボランティア活動が見付かるようお手伝いさせていただきます。

活動を始める際は、『ボランティア活動保険』へのご加入も忘れずに！

問合せ先
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学校での福祉に関する取り組み
　豊橋市社会福祉協議会では、市内の小・中・高校生を対象に、授業やクラブ活動等で福祉について学び、
感受性が豊かな青少年期に『思いやりの心』を知っていただくための取り組みを行っています。

　学校の授業でボランティア活動者や障害のある方を講師としてお招きし、福祉への理解を深めます。
　社会福祉協力校・福祉教育研究校を中心に、
毎年多くの学校に実施していただいています。

　主体的に体験し、考え、実践する場として、児童・生徒を対象に、夏休み期間を利用したボランティア
体験を行っています。年代に応じたメニューがあり、高齢者や障害者との交流によって福祉についての理
解を深めることを目的としています。なお、参加募集は学校を通して行っています。
　【活動の一例】介護予防サロンでの交流体験、福祉施設でのお手伝い、施設に宿泊しての体験活動

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、実施内容を変更する場合があります。

令和４年度　委嘱校

二川小学校 松葉小学校 幸小学校
大崎小学校 高師台中学校 植田小学校
中部中学校 章南中学校 青陵中学校
   東陽中学校

 《社会福祉協力校》 《福祉教育研究校》

講座紹介冊子を配布しています！
　本会主催のボランティア養成講座がまるわかりの冊子『ハピ＋( プラス )』の令和 4 年度版を窓口で
配布中です。どの講座も実際にボランティアとして活動中の方や専門の知識がある方を講師としてお
招きしており、受講後はすぐにボランティア活動を始められます。
　何かボランティア活動を始めてみたいとお考えの方はぜひご覧ください！

《直近に開講予定の講座》
　・視覚障害者ガイドヘルプボランティア講習会（7月）
　・災害ボランティアコーディネーター養成講座（8月）
　・手話体験講習会　～手話ってなあに？～（7月）
　※状況により延期・中止する場合がありますので予めご了承ください。

↑ボランティアセンター
公式 LINEアカウント

【ボランティアに関するお問い合わせ先】
豊橋市社会福祉協議会　ボランティアセンター
TEL：0532 - 52 - 1111 FAX：0532 - 52 - 1112
〒440-0055　豊橋市前畑町115（総合福祉センターあいトピア内）
E-mail：info@toyohashi-shakyo.or.jp　URL：http://www.toyohashi-shakyo.or.jp

福 祉 教 室

夏休みを利用したボランティア活動
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社内研修により、初めての方もブランクある方も安心して働けます。
多くの先輩職員に相談しながら利用者支援を行うことができます。

２．面接日
　書類選考の上、面接日を電話にてお知らせし
　ます。

１．採用予定職種・受験資格等

３．申込手続
　応募要件に該当する資格免許等のコピーと
　履歴書（市販可）を下記へ持参または郵送
　〒440-0806
　豊橋市八町通五丁目 9番地
　豊橋市社会福祉協議会　介護事業第 1係

介 護 事 業 係
T E L ： 5 4 - 3 0 0 4

■お問合せはこちら■

豊橋市社会福祉協議会
（５７－６８００）

総務係　５２ -１１１１

①ケアマネジャー
応募資格／①介護支援専門員
　　　　　※要中型（普通）自動車運転免許
時間／月～金　8時 30分～ 17時 15分
月給／ 21３,400 円　社会保険加入　年１回昇給あり
待遇／年休あり、夏季休暇、賞与年 2回、退職金あり
勤務地／八町、つつじが丘、大清水の各事業所

②非常勤ホームヘルパー
応募資格／介護職員初任者研修、ヘルパー２級
　　　　　要中型（普通）自動車運転免許
時間／月～日　8時～ 18時（勤務時間は応相談）
時給／ 1,150 円　手当／時間外、文書作成費、交通費
待遇／年休あり、賞与年２回、退職金あり
勤務地／ご自宅の近くで勤務可能

※豊橋市社会福祉協議会へのご寄付については、総務係までおたずね下さい。

　日常生活における困りごと、悩みごとを相談員がお聴きし、心の整理のお手伝いや解決の手がかりなど
の助言を行います。内容によっては関係機関に紹介するなど、緊密な連携をとって問題の解決を図ります。
▶相談日・会場（時間はいずれも午後１時～４時）
　①毎週火曜日：総合福祉センター「あいトピア」（52-1111）
　②毎週水曜日：つつじが丘地域福祉センター（64-4510）
　③毎週木曜日：大清水地域福祉センター（25-6141）
　④毎週金曜日：牟呂地域福祉センター（31-8885）
　　※電話相談可・祝日は休み

福祉教育振興基金

カレッジワン　会長　下田昭十郎 10,000 円

ボランティア基金

総合福祉センターあいトピア 10,621 円

物品寄付

株式会社セブン -イレブン・ジャパン

食品　77箱・雑貨　28箱（東三河フードバンクへ寄付）

つり銭募金
JA豊橋　Aコープ産直プラザ岩田店 9,669 円

豊橋MK会 1,400 円

飯村民生委員児童委員協議会 4,588 円

八町地域福祉センター 1,220 円

牟呂地域福祉センター 5,520 円

つつじが丘地域福祉センター 730円

東部老人会館 270円

令和４年１月２５日～４月２２日
≪敬称略・順不同≫


