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明日のよりよき相談役
㈱大矢相互不動産

＜      本 社     ＞ 稲沢市大矢町地蔵堂60番地の2
 ☎0587-36-3150 FAX0587－36－3189
＜稲沢中央営業所＞ 稲沢市小池3丁目12-4
☎0587-24-2840 FAX0587－24－2847

不動産の売買・賃貸・仲介・コンサルティング

創業44周年・市内2店舗広 告

財源確保のために有料広告を掲載しています。広告については本会が推奨するものではありません。

10名様にクイズ正解者の中から抽選で
「図書カード」1,000円分をプレゼント！

問題 □□□□は、2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の目標です。□□□□は、2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の目標です。□□□□は、2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の目標です。
□に入る4文字をお答えください。

１２２６ 多数のご応募ありがとうございました。前回のクイズの答え

応募方法

応募宛先 〒492-8218　稲沢市西町 3-10-24　
稲沢市社会福祉協議会クイズ係

応募締切 令和2年7月21日（火）必着（応募は1人1枚まで）

当選発表 厳正なる抽選の上、当選は賞品の発送をもって
代えさせていただきます。

応募資格 市内在住のかた

郵便はがきに、①クイズの答え②氏
名（ふりがな）③性別④年齢⑤職業
⑥郵便番号⑦住所⑧電話番号⑨今
号の紙面の中から目に留まった、気
になった記事を１つ⑩ご意見・ご感
想などをご記入のうえ、本会までお
送りください。

【社会福祉基金】
◎岐阜信用金庫
◎ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪”運動
・アピタ稲沢店
◎昭和31年千代田中学校卒業同窓会
◎名古屋ヤクルト販売㈱
◎渡邊　訓保
◎匿名（１件）
【物品】
◎岩本製菓
◎㈱大矢相互不動産

１０，０００円

８２，８３５円
６，３２７円
２，７３６円
5０，０００円
１，０００円

たまごぼうろ　３9箱※市内施設などへ贈呈しています。
車いす　１０台※貸出事業などに使用します。

●ご応募いただく際に、ご記入いただきました個人情報は、当選者への賞品発送及び本会運営のために使用させていただきます。
●個人情報は、ご本人様の同意無しに第三者に開示提供することはありません。　●個人情報は、当会が責任をもって管理いたします。

【 個人情報の取扱について 】

※ヒントは紙面のなかにあるよ！

クイズクイズ
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［WEBサイト］ 稲沢市社会福祉協議会 検 索http://inazawa-shakyo.or.jp
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「福ちゃん」

07 ボランティアコーナー

11 福祉自動車貸出事業05 市民活動コーナー

04 地域づくりナビ発信！
（地域共生社会の実現を目指して）

09 稲沢市マスク寄付プロジェクトに
ご協力を

02 [特集]新型コロナウイルス
感染拡大に対する支援

10 令和２年度事業計画・予算　他
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ご寄付ありがとうございました。

稲沢市社会福祉協議会はSDGs（持続可能な開発目標）の考えに賛同し、
さまざまな活動を通じて持続可能な地域の実現に向けた取り組みを進めています。

皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
令和 2 年 3 月 1 日から令和 2 年 5 月 31 日までの
ご寄付を掲載しています。（順不同・敬称略）

広 告

まずはお気軽に
お電話ください

☎0587-36-6337
稲沢市大矢町寺脇１0番地

機能訓練に重点をおいた
サービスを提供しています

半日型デイサービス（午前の部・午後の部）

おおや村 ＊見学随時受付中 

広 告

ぴあおひさま
福

※紙面の都合により、連載「わかるとい～な　障がい者基幹相談支援センターだより」と「高齢者役立ちかわら版」は
　お休みさせていただきます。

広 告

12



福

①本人確認書類（いずれか１点）
　運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、住基カード、在留カードま
たは特別永住者証明書（外国籍のかたは必須）

②新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け収入が減収していることが確認できる書類
　【減収の場合】
　収入減前と後の給与明細、または給与の振り込まれている口座明細、就業先の休業等
　が確認できるもの
　【失業の場合】
　離職票、退職時の源泉徴収票など
　※上記の書類は「収入の減収状況にかかる申立書」を記入する際の資料となります。

◆総合支援資金の申し込みの場合
　すでに緊急小口資金（特例貸付）の貸し付けを受けた場合、貸付金の送金の事実（送金
元と送金が確認できる（記帳された）通帳のコピー提出）をもって、上記①と④の提出を省
くことが出来ます。

※まず、緊急小口資金で最大２０万円を借り受け、なお、収入の減少が続く場合などには、
　さらに総合支援資金で、２人以上世帯の場合は最大２０万円を３ヶ月借り受けることが
　出来ます。（最大８０万円の貸付）

※今回の特例措置では、住民税の非課税世帯で返済時点においても所得が減り続けてい
　ると、償還を免除することが出来ることとされています。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響による休業や失業で、生活資金にお困りのかたへ
　社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染拡大の影響による休業や失業などにより生
活資金でお困りのかたに向けた緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を、3月25日から
7月31日まで実施しています。
※状況によっては、期間を延長する場合があります。その場合は、本会WEBサイトにてお知らせします。

新型コロナウイルス感染拡大に対する社会福祉協議会の取り組み

生活にお困りの世帯に
対しての特例貸付

無利子利子

不要連帯保証人

２年以内返済期間

１年以内据置期間

20万円以内貸付上限額

連帯保証人

利子

返済期間

据置期間

貸付上限額

対象者

対象者

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を
受け、休業などにより収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸
し付けを必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入に減少があ
れば、休業状態になくても対象となります。

無利子

不要

１０年以内

１年以内

貸付期間は原則３ヶ月以内

（単身世帯）月15万円以内
（2人以上世帯）月20万円以内

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を
受け、収入の減少や失業などにより生計
維持が困難となり、生活再建までの生活
費を必要とする世帯。
※本資金は、緊急小口資金【特例貸付】と同じ時
期に借り受けることは出来ません（緊急小口資金
を利用した後に、収入減が続く場合や失業などと
なった場合に、総合支援資金を申請することは
可）。

生活再建までの間に必要な生活費用の貸し付けを行います。

■緊急小口資金（一時的な資金が必要なかた［主に休業されたかた］）

■総合支援資金（生活の立て直しが必要なかた［主に失業されたかたなど］）

緊急かつ、一時的に生計の維持が困難となった場合に生活費用の貸し付けを行います。

緊急小口資金及び総合支援資金の申し込みに際して必要な書類など

貸付手続きの流れ

相談・申込受付先／稲沢市社会福祉協議会 本所
受付時間：平日8:30～17:00

（稲沢市西町3-10-24　社会福祉会館　☎0587-23-6713）

貸付決定・送金

送付申し込み

県社会福祉
協議会

市社会福祉協議会
申込者

特集
③印鑑

④住民票
　発行３ヶ月以内で続柄が記載されている世帯員全員の住民票（マイナンバー不要）
　外国籍のかたは、在留資格・期間が記載されていること。

⑤通帳またはキャッシュカード
　貸付金の振込みを希望する金融機関の口座の通帳または
　キャッシュカード

⑥世帯の収支に関する書類（※総合支援資金のみ）
　世帯全員の収支が分かるものをご用意ください。

【貸付対象にならない世帯】
◆生活保護受給中の世帯
◆この特例による貸し付けをすでに愛知県及び他都道府県で借りている世帯
◆借入申込書、申立書の記載内容が事実と異なる場合
◆生計中心者が破産申立手続き中の世帯
◆愛知県社会福祉協議会が貸付不適当と判断する世帯
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福

　ＳＤＧｓ（エスディージーズ）とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称
であり、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までの国際社会共通の目標です。
　持続可能で多様性と包摂性のある社会（誰一人取り残さない社会）を実現するために、17の取り組み目
標と169のターゲットが掲げられています。

 地域づくりナビ  発信！

『地域共生社会の実現』を目指して
誰一人取り残さない

みんなで取り組む『地域の縁づくり』は、
誰一人取り残さない『地域共生社会の実現』と
『ＳＤＧｓ』の達成に貢献しています。

～ 地域の縁づくり×ＳＤＧｓ×社会福祉協議会 ～

ＳＤＧｓは、世界の共通目標！

　現在、市内９地区に『生活支援体制整備推進協議会（地域の皆さんが顔を合わせ、地域の課題解決に向
けてワイワイガヤガヤ話し合う場）』を設け、地域の縁づくりに取り組んでいます。
　『地域の縁』は、課題解決に向けて取り組む『過程』で育まれます。
　生活支援体制整備事業は『地域の縁（支え合いの気持ち）を育む』ことを目的とする取り組みです。
　高齢者だけではなく、子どもや障がい者も全ての人々が住みよい地域と生きがいを共に創り、共に高め
合うことが『地域共生社会の実現』につながるのです。

地域の縁は『過程』で育まれます

稲沢市社会福祉協議会では、
生活支援体制整備事業（地域の縁づくり）を通して、
『地域共生社会の実現』を目指しています。

稲沢市市民活動支援センター・ボランティアセンター
■稲沢市国府宮三丁目1番1-101号　総合文化センター内
☎　0587-33-6400　　　FAX　0587-22-6110
WEBサイト https：//www.inasvsc.jp　Eメール volo-info@inazawa-shakyo.or.jp
《公式facebook、twitterも見てね！》
　■facebook　https://www.facebook.com/inazawa.svsc
　■twitter　 https://twitter.com/inazawashien

広報活動の大切さ
　NPOにとって、活動の継続や活動資金の獲得などは運営において大切なことです。
　どんなに素晴らしい活動を行っていても、その情報が発信されなければ、団体に対しての理解は
広がりません。
　多くの人に活動を伝え、理解され、協力を得ることが、活動を継続するための会員増や、活動資金
の獲得に繋がってきます。
　現在では、WEBサイトやSNSの活用が有効な広報の一つとして挙げられます。メンバーのスキル
や予算などに応じて、効果的な広報を検討しましょう。
　広報に関するご相談は、センターへお寄せください。

NPO豆知識

登録団体紹介「特定非営利活動法人 知恵創り協会」
　「特定非営利活動法人 知恵創り協会」(以下、協
会)は、様々な問題・課題の解決・実現の手法とし
てDTCN手法(顧客のニーズに合わせて設計する)
の普及を目的に設立され、現在は人材育成を推進
する活動にも力を入れています。
　これまでは岐阜市を中心に(平成29年11月稲
沢市に拠点を移す。)、市民活動·まちづくり分野の
リーダー育成の講座を多数開催し、今年度は稲沢
市公募型補助金事業に採択された「問題・課題の
解決・実現講座」を市民活動やまちづくり事業の
主導者を対象に開催する予定です。(※詳細は次
号にて掲載予定。)
　協会が主催する講座では、KJ法(※1)にみられ
るような課題整理に留まらず、目的と手段を整理
し、問題解決に導くPMDという手法が用いられて
います。
　「様々な地域活動などが所期の目的を効果的に
達成出来るよう支援していきたい。」と大竹さん。

　協会の活動に関心のあるかたは、大竹さんま
で。
(※1)たくさんの情報を1枚ずつの紙に書き出し、整理や結合
を行う発想法。

〈問合先〉 理事長　大竹和芳
　　　　 (岐阜県コミュニティ診断士)
　　　　 ☎090-9182-6878
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病院の受付案内と車いすの介助などのサポートをしませんか。※見学可
　病院開院日の8時30分～11時30分 ※時間は応相談　　市民病院　
　18歳以上

外国にルーツのある子どもたちの日本語学習を一緒にサポートしません
か。
　毎週土曜日（第3土曜日は休み）①午前の部：10時～11時30分②午後
の部：13時30分～15時　　①勤労福祉会館②総合文化センター
　日本語学習、学校の宿題、日本語能力試験受験対策の支援。その他、子
どもたちとの交流イベントの協力。

防災・減災について共に学び、啓発活動をしませんか。
　第2土曜日9時30分～12時　　稲沢公民館　　市内在住のかた
　入会費500円、年会費500円

フリースペース開放
　7/2（木）、7/16（木）13時～16時　　東匠建設（株） 　　学校に行き
づらさを感じる子どもと保護者　　10名　　子どもたちが家庭・学校以
外の場所で一緒に過ごせる居場所。親御さん同士のおしゃべり会も同時
開催。　　一人500円
　LINEでの事前申し込み　※「友だち追加」が必要となります。

調理や配膳など一緒に活動する仲間を募集します。
　夏・冬・春休み期間中　　市内公共施設　

◎囲碁を基礎から学びませんか。
　第3日曜日13時30分～15時30分　　平和町農村環境改善センター
　児童　　10名　　年会費3,000円

◎心身共に良い健康法 法輪功（ファルンゴン）教室
法輪功は、法輪大法と呼ばれる中国伝統の修煉法です。簡単でゆったりと
した動作で世界の100以上の国と地域のみなさんに愛好されています。
　第1・3金曜日19時～21時　　総合文化センター

◎熟睡体操
うつ病・睡眠障害・睡眠薬依存症で悩んでいた私が肩甲骨を動かすことで
良質な睡眠を取り戻した方法を指導します。
　第3日曜日13時～15時　　勤労福祉会館　　うつ病、睡眠障害のかた
　10名　　電話又はメール
　講師：愛知県がんセンター病院 理学療法士 伊坪浩幸

◎梅ちゃん先生いのちのお話
お子さんに「赤ちゃんはどうやってできるの？」と聞かれて答えられます
か？日常の中でいのちの話ができる親子関係を築きましょう。
　7/9(木)10時～11時50分　　下津公民館　　子どもを持つ親　　
　20名　　1,000円

☆足元への注意は事故防止の基本です。実際に発生している事故の3分の2は転倒
事故です。つまり、足元に注意を払っていれば、事故の3分の2は防げた可能性があ
るということです。
☆足元に置いてあったものを踏んで壊してしまったなどの賠償事故の防止にもつながります。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、学校が休校し、子ども食堂
の休止が相次ぐ中、子育て世帯に対して食品を無料で配る「フードパント
リー」の取り組みが全国的に注目されています。
　市内においても、子ども食堂を運営する「一般社団法人教育サポート協
会」、「いなざわ子ども食堂」、「hatuyo kitchen」の3団体が、休校になって
いる間、食費が増える子育て世帯の支援を目的にフードパントリーを開催
しました。
　会場では、ボランティアが地元企業などから寄付された食品を子どもや
親子連れに直接手渡し、30分程度で予定数に達しました。
　ボランティアや企業による子育て支援の輪は確実に広がっています。

特に足元注意（転倒の防止）

フードパントリー
～市民活動団体が繋ぐ  子育て支援の輪～

のための

ボランティア活動前に確認しておきたい

事故防止・軽減事故防止・軽減 １０大 イ ン トポ
その９

※　どなたでも、　特になし、　無料の場合は省略。

期間・日時 場所・会場持ち物・服装定員

申込み・応募
内容

その他対象 費用・受講料

■登録団体情報【イベント情報】
団体名 問合・申込先内容

◎上映会
　7/20(月)信長の後継者「三法師」　8/17(月)日本史上最強の猛女
「北条政子」　9/14(月)信長をめぐる3人の女たち 
各回13時30分～15時30分　　市民活動支援センター

代表 松田文夫
☎0587-21-0021

代表 杉田明慧
☎090-6350-0299

代表 伊坪浩幸
☎090-1278-6834
　0225tubo
@gmail.com

歴史を見る会

問合先問合

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、イベントが中止又は延期になる可能性があります。開催につい
ては、直接、主催団体にご確認ください。なお、センターの窓口業務については通常どおり行っております。

熟睡を
取り戻す会

法輪功
（気功教室）

【会員募集】
団体名 問合・申込先内容

代表 伊藤 稔
☎090-7856-1212

囲碁体験
学びの会

■登録団体情報【イベント情報】

団体名 問合・申込先内容

代表 川口ゆかり
ＬＩＮＥ 二次元バーコード

インターネット検索
サイトにて
〔いっぷく稲沢〕検索

NPO法人
ふぁみりぃ・らぼ

【会員募集】

団体名 問合・申込先内容

代表 青木真由美
☎090-1720-1000
（17時～21時）

いなざわ
子ども食堂

代表 佐藤宜一
☎090-6360-0874

防災ボランティア
稲沢

代表 近藤淳宗
☎090-6570-4822

代表 日山正裕
☎090-8860-1950

いなざわ
日本語教室

稲沢市民病院
ボランティア
グループあんり

いっぷく

センターからのお知らせ
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創り、楽しく過ごすことに繋がっていると思いま
す。
　「すべては人のためではなく、自分のため。」人
のためだと思うと荷が重い。自分のために一生懸
命やり、活動の善し悪しは周りが判断することだ
と思います。

  ボランティアに興味・関心のあるかたに
  メッセージを
　今持っている趣味を周りに広げてください。
　一緒に活動する仲間を増やすことで、地域に新
たな繋がりの輪が出来ます。難しく考える必要は
ありません。自分の趣味に少 「々おせっかい」を加
えて、周りに時間と心を「開く」ことから始めてみ
ては。

　ひとりでも、気軽にはじめられるのが「収集ボランティア」です。集められた物は、換金された
り、他の物品と交換することにより、福祉活動などに役立てられます。
●お寄せいただきました物は、次の団体で活用されます。

※収集品は、ボランティアセンター又は社会福祉協議会窓口へご持参いただくか、郵送してください。
　（郵送の場合、恐れ入りますが送料はご負担いただきますようお願いします。）

  ボランティア活動との出会いは
　20代後半から40歳までの青年会議所活動が
今の私の考え方、活動に繋がっています。
　人との出会いの大切さを先輩から学び、自分
から新しいことや人との出会いを求めるようにな
りました。
　現在の活動は、「人にやさしい街づくりアドバ
イザー」講座の受講をきっかけとして、志を同じく
する者と共に、一人ひとりが多様な人のことを思
いやる「心のバリアフリー」を推進しています。

  あなたにとってボランティア活動とは
　ボランティア活動を通じて、私自身が助けてい
ただけることもあれば、知識や知恵をいただける
ことも多くあります。ボランティア活動との出会
いからこれまでの人生を振り返ると、今の自分を

　市内で活躍するボランティアにスポットを当て、
ボランティア活動への思いを語ってもらいます。
　今回は街中にユニバーサルデザインを広める活

動などを行っている佐久間春生さんにお話しを
お聞きしました。

さ　く　 ま　はる   お

第４回第４回

自宅で
できる
収集ボランティア
　はじめてみませんか？

収 集 品 収 集 団 体 名活 用 目 的
使用済み切手
書き損じ・未使用葉書
ベルマーク

中部善意銀行
中部盲導犬協会
ベルマーク運動本部

県内社会福祉事業に使用されます。
盲導犬の育成に使用されます。
被災地のベルマーク運動参加学校に分配され、物
品購入に役立てられます。

■対象マスク
■募集期間
■寄付方法

新品で未使用のマスク（※手作りマスクも可）
７月31日（金）まで
　マスクは市役所、各支所・市民センター、社会福祉協議会窓口
に設置している「マスク寄付ボックス」にお入れください。
※個包されていないマスクは、衛生面に配慮し、事前に各自で透
明ビニール袋に入れてください。

マスク寄付に関するお問い合わせは
稲沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
☎0587-33-6400
（稲沢市国府宮3-1-1-101　総合文化センター）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、市内福祉施設(高齢
者・障がい者)において、今後も恒常的にマスクが必要となる状況
が予測されます。
　そこで、稲沢市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、「稲沢
市マスク寄付プロジェクト」として、福祉施設を支援する目的でマス
クの寄付を募っています。　皆様のご協力よろしくお願いします。

未使用マスクで市内福祉施設を支援する取り組みにご協力を！

稲沢市マスク寄付プロジェクト

福

寄付マスクの整理にボランティアさんも活躍中です。
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たな繋がりの輪が出来ます。難しく考える必要は
ありません。自分の趣味に少 「々おせっかい」を加
えて、周りに時間と心を「開く」ことから始めてみ
ては。
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りました。
　現在の活動は、「人にやさしい街づくりアドバ
イザー」講座の受講をきっかけとして、志を同じく
する者と共に、一人ひとりが多様な人のことを思
いやる「心のバリアフリー」を推進しています。

  あなたにとってボランティア活動とは
　ボランティア活動を通じて、私自身が助けてい
ただけることもあれば、知識や知恵をいただける
ことも多くあります。ボランティア活動との出会
いからこれまでの人生を振り返ると、今の自分を

　市内で活躍するボランティアにスポットを当て、
ボランティア活動への思いを語ってもらいます。
　今回は街中にユニバーサルデザインを広める活

動などを行っている佐久間春生さんにお話しを
お聞きしました。
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第４回第４回

自宅で
できる
収集ボランティア
　はじめてみませんか？

収 集 品 収 集 団 体 名活 用 目 的
使用済み切手
書き損じ・未使用葉書
ベルマーク

中部善意銀行
中部盲導犬協会
ベルマーク運動本部

県内社会福祉事業に使用されます。
盲導犬の育成に使用されます。
被災地のベルマーク運動参加学校に分配され、物
品購入に役立てられます。

■対象マスク
■募集期間
■寄付方法

新品で未使用のマスク（※手作りマスクも可）
７月31日（金）まで
　マスクは市役所、各支所・市民センター、社会福祉協議会窓口
に設置している「マスク寄付ボックス」にお入れください。
※個包されていないマスクは、衛生面に配慮し、事前に各自で透
明ビニール袋に入れてください。

マスク寄付に関するお問い合わせは
稲沢市社会福祉協議会ボランティアセンター
☎0587-33-6400
（稲沢市国府宮3-1-1-101　総合文化センター）

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、市内福祉施設(高齢
者・障がい者)において、今後も恒常的にマスクが必要となる状況
が予測されます。
　そこで、稲沢市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、「稲沢
市マスク寄付プロジェクト」として、福祉施設を支援する目的でマス
クの寄付を募っています。　皆様のご協力よろしくお願いします。

未使用マスクで市内福祉施設を支援する取り組みにご協力を！

稲沢市マスク寄付プロジェクト

福

寄付マスクの整理にボランティアさんも活躍中です。
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福

　本年４月から「稲沢市立ひまわり園」の管理・運営を、指定管理者制度により本会が行ってい
ます。
　従来の児童発達支援事業に加え、市内初の保育所等訪問支援事業、併設で障がい児に特化
した相談支援事業所「サポートセンターひまわり」（受託事業）を開設しました。
　また、児童発達支援事業では、稲沢市がひまわり園設立時から力を入れ取り組んできた親子
通園や、言語聴覚士等の専門職と協力した質の高い療育を引継ぎ、新たにペアレントトレーニ
ングを実施しています。その他に単独通園と送迎サービスも開始し、また、看護師を配置し、肢
体不自由児や医療的ケアが必要な子どもたちが地域で安心して過ごしていただけるよう、越境
せず市内で対応ができる体制を築きました。
　職員一同、子どもたちに寄り添い、保護者とともに成長を見守り、喜びを分かち合えるひまわ
り園を目指します。

福祉実践教室、学生施設ボランティア福祉体験学習、ひとり親家庭日帰り旅行、花いっぱい運動（春の配付分）
※5月31日現在

～新「ひまわり園」の挑戦～
ひとりでも多くのかたに　　　を顔笑

収入の部 支出の部

　現在、国においては、「地域共生社会の実現」を掲げており、「他人事」になりがちな地域の課題を住
民が「我が事」として主体的に取り組む仕組みを作るとともに、市町村における「丸ごと」の総合相談
支援の体制整備を図るといった「我が事・丸ごとの地域づくり」が進められております。
　本会におきましても、第４次稲沢市地域福祉計画・地域福祉活動計画（令和２年度～令和６年度）
の「地域のみんなでつくる、安心して暮らせるまち」の基本理念のもと、地域住民や地域組織と連携し、
地域における支え合いの仕組みづくりや課題解決に向けての体制整備の強化に努めてまいります。
　また、令和３年度からの福祉の拠点への移転に伴い、福祉総合相談窓口の強化を図り、断らない
相談窓口としての相談体制を構築するよう整備を進めてまいります。

令和２年度　稲沢市社会福祉協議会事業計画
-基本方針-

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記事業の実施をやむを得ず中止としております

資金収支予算の内訳
収入合計 497,338千円 支出合計 497,338千円

19.5%

法人運営費
〔施設管理含む〕
96,824千円

3.5%
地域福祉活動推進事業
17,465千円

1.1%

ボランティア・
市民活動事業
5,469千円

4.4%

共同募金
配分金事業
21,862千円

0.6%

資金貸付事業
3,126千円

4.4%
生活困窮者自立支援事業
21,760千円

12.8%

障害者相談
支援事業
63,535千円

0.8%

福祉サービス利用
援助・成年後見事業
3,919千円5.2%

生活支援体制
整備事業
26,100千円9.1%

居宅介護支援事業・
訪問介護事業
45,331千円

8.2%

就労支援事業
40,596千円

5.0%

地域包括
支援センター事業
24,770千円

13.6%

老人福祉センター等
管理事業
67,608千円

7.2%
障害児通所支援事業
36,003千円

4.6%
基金運営事業等
22,970千円

会費
14,660千円 2.9%

寄附金
2,801千円 0.6%

補助金・共同募金配分金
76,196千円 15.3%

受託金
227,225千円 45.7%

貸付事業等収入
2,736千円 0.6%

介護保険
30,314千円
6.1%

障害福祉サービス
87,514千円

17.6%

就労支援事業収入
1,596千円 0.3%

その他
54,296千円
10.9%

※「事業計画」、「予算」の詳細および「第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画」は、本会ＷＥＢサイトにて公表しています。

【対象者】市内在住者で介助などを必要とし、運転者をご自身で確保できるかた。
【貸出期間】最大３日間（この期間に土日・祝日などがかかる場合はこの限りではありません。）
　　　　　※車両の貸し出し及び返却は、平日の8時30分から17時15分まで。
【申込方法】利用日２ヶ月前の1日の8時30分から本所、西部支所において受け付け。
　　　　　ただし、１日が休業日（土日、祝日、年末年始12/29～1/3）の場合は、翌日（平日）からの受け付け。

※福祉自動車貸出事業の運営にあたって必要な車両維持費（点検費用、保険料など）には、皆様にご協力いただいております赤い羽根共同
募金配分金の一部を活用しています。

　車いすのまま乗り降りできるタイプ、座席への乗り降りをサポートするタイプの２種類の車両をご用意しています。

デリカD5（普通）

～病院の送迎や家族旅行などにお使いください～
　車いす利用のかたや歩行困難なかたが乗り降りしやすい福祉自動車の貸し出しを行っています。
　車両の貸し出し時に操作方法や車いすの固定方法を丁寧に説明しますので、初めてのかたでも安心して利
用していただけます。ご家族との買い物や旅行、病院への送迎など幅広くご利用ください。

［貸出返却］

［貸出返却］ ［貸出返却］

［貸出返却］ ［貸出返却］本所

車両名
ハッピー1号・5号
ハッピー2号・3号・6号

１kmあたり30円
１kmあたり20円

利用料金

本所 本所

西部支所 西部支所

ハッピー1号 

ﾅﾋ ・゙ETC有り

ﾅﾋ ・゙ETC有り

ﾅﾋ ・゙ETC有り ﾅﾋ ・゙ETC有り

リフトアップシートタイプ リヤスロープタイプ リヤスロープタイプ

リヤスロープタイプ リヤスロープタイプ

ハッピー2号 ハッピー3号 N-BOX（軽自）

ハッピー5号 ステップワゴン（普通） ハッピー6号 タント（軽自）

ハッピー１号・２号・３号　

本所　☎ ０５８７-２３-６７１３へ

貸出車両　

【使用料】

スペーシア（軽自）

福祉自動車貸出事業

お問い合わせは
ハッピー５号・６号

西部支所　☎ ０５６７-４６-４５３８へ
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福

　本年４月から「稲沢市立ひまわり園」の管理・運営を、指定管理者制度により本会が行ってい
ます。
　従来の児童発達支援事業に加え、市内初の保育所等訪問支援事業、併設で障がい児に特化
した相談支援事業所「サポートセンターひまわり」（受託事業）を開設しました。
　また、児童発達支援事業では、稲沢市がひまわり園設立時から力を入れ取り組んできた親子
通園や、言語聴覚士等の専門職と協力した質の高い療育を引継ぎ、新たにペアレントトレーニ
ングを実施しています。その他に単独通園と送迎サービスも開始し、また、看護師を配置し、肢
体不自由児や医療的ケアが必要な子どもたちが地域で安心して過ごしていただけるよう、越境
せず市内で対応ができる体制を築きました。
　職員一同、子どもたちに寄り添い、保護者とともに成長を見守り、喜びを分かち合えるひまわ
り園を目指します。

福祉実践教室、学生施設ボランティア福祉体験学習、ひとり親家庭日帰り旅行、花いっぱい運動（春の配付分）
※5月31日現在

～新「ひまわり園」の挑戦～
ひとりでも多くのかたに　　　を顔笑

収入の部 支出の部

　現在、国においては、「地域共生社会の実現」を掲げており、「他人事」になりがちな地域の課題を住
民が「我が事」として主体的に取り組む仕組みを作るとともに、市町村における「丸ごと」の総合相談
支援の体制整備を図るといった「我が事・丸ごとの地域づくり」が進められております。
　本会におきましても、第４次稲沢市地域福祉計画・地域福祉活動計画（令和２年度～令和６年度）
の「地域のみんなでつくる、安心して暮らせるまち」の基本理念のもと、地域住民や地域組織と連携し、
地域における支え合いの仕組みづくりや課題解決に向けての体制整備の強化に努めてまいります。
　また、令和３年度からの福祉の拠点への移転に伴い、福祉総合相談窓口の強化を図り、断らない
相談窓口としての相談体制を構築するよう整備を進めてまいります。

令和２年度　稲沢市社会福祉協議会事業計画
-基本方針-

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記事業の実施をやむを得ず中止としております

資金収支予算の内訳
収入合計 497,338千円 支出合計 497,338千円

19.5%

法人運営費
〔施設管理含む〕
96,824千円

3.5%
地域福祉活動推進事業
17,465千円

1.1%

ボランティア・
市民活動事業
5,469千円

4.4%

共同募金
配分金事業
21,862千円

0.6%

資金貸付事業
3,126千円

4.4%
生活困窮者自立支援事業
21,760千円

12.8%

障害者相談
支援事業
63,535千円

0.8%

福祉サービス利用
援助・成年後見事業
3,919千円5.2%

生活支援体制
整備事業
26,100千円9.1%

居宅介護支援事業・
訪問介護事業
45,331千円

8.2%

就労支援事業
40,596千円

5.0%

地域包括
支援センター事業
24,770千円

13.6%

老人福祉センター等
管理事業
67,608千円

7.2%
障害児通所支援事業
36,003千円

4.6%
基金運営事業等
22,970千円

会費
14,660千円 2.9%

寄附金
2,801千円 0.6%

補助金・共同募金配分金
76,196千円 15.3%

受託金
227,225千円 45.7%

貸付事業等収入
2,736千円 0.6%

介護保険
30,314千円
6.1%

障害福祉サービス
87,514千円

17.6%

就労支援事業収入
1,596千円 0.3%

その他
54,296千円
10.9%

※「事業計画」、「予算」の詳細および「第4次地域福祉計画・地域福祉活動計画」は、本会ＷＥＢサイトにて公表しています。

【対象者】市内在住者で介助などを必要とし、運転者をご自身で確保できるかた。
【貸出期間】最大３日間（この期間に土日・祝日などがかかる場合はこの限りではありません。）
　　　　　※車両の貸し出し及び返却は、平日の8時30分から17時15分まで。
【申込方法】利用日２ヶ月前の1日の8時30分から本所、西部支所において受け付け。
　　　　　ただし、１日が休業日（土日、祝日、年末年始12/29～1/3）の場合は、翌日（平日）からの受け付け。

※福祉自動車貸出事業の運営にあたって必要な車両維持費（点検費用、保険料など）には、皆様にご協力いただいております赤い羽根共同
募金配分金の一部を活用しています。

　車いすのまま乗り降りできるタイプ、座席への乗り降りをサポートするタイプの２種類の車両をご用意しています。

デリカD5（普通）

～病院の送迎や家族旅行などにお使いください～
　車いす利用のかたや歩行困難なかたが乗り降りしやすい福祉自動車の貸し出しを行っています。
　車両の貸し出し時に操作方法や車いすの固定方法を丁寧に説明しますので、初めてのかたでも安心して利
用していただけます。ご家族との買い物や旅行、病院への送迎など幅広くご利用ください。

［貸出返却］

［貸出返却］ ［貸出返却］

［貸出返却］ ［貸出返却］本所

車両名
ハッピー1号・5号
ハッピー2号・3号・6号

１kmあたり30円
１kmあたり20円

利用料金

本所 本所

西部支所 西部支所

ハッピー1号 

ﾅﾋ ・゙ETC有り

ﾅﾋ ・゙ETC有り

ﾅﾋ ・゙ETC有り ﾅﾋ ・゙ETC有り

リフトアップシートタイプ リヤスロープタイプ リヤスロープタイプ

リヤスロープタイプ リヤスロープタイプ

ハッピー2号 ハッピー3号 N-BOX（軽自）

ハッピー5号 ステップワゴン（普通） ハッピー6号 タント（軽自）

ハッピー１号・２号・３号　

本所　☎ ０５８７-２３-６７１３へ

貸出車両　

【使用料】

スペーシア（軽自）

福祉自動車貸出事業

お問い合わせは
ハッピー５号・６号

西部支所　☎ ０５６７-４６-４５３８へ
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明日のよりよき相談役
㈱大矢相互不動産

＜      本 社     ＞ 稲沢市大矢町地蔵堂60番地の2
 ☎0587-36-3150 FAX0587－36－3189
＜稲沢中央営業所＞ 稲沢市小池3丁目12-4
☎0587-24-2840 FAX0587－24－2847

不動産の売買・賃貸・仲介・コンサルティング

創業44周年・市内2店舗広 告

財源確保のために有料広告を掲載しています。広告については本会が推奨するものではありません。

10名様にクイズ正解者の中から抽選で
「図書カード」1,000円分をプレゼント！

問題 □□□□は、2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の目標です。□□□□は、2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の目標です。□□□□は、2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の目標です。
□に入る4文字をお答えください。

１２２６ 多数のご応募ありがとうございました。前回のクイズの答え

応募方法

応募宛先 〒492-8218　稲沢市西町 3-10-24　
稲沢市社会福祉協議会クイズ係

応募締切 令和2年7月21日（火）必着（応募は1人1枚まで）

当選発表 厳正なる抽選の上、当選は賞品の発送をもって
代えさせていただきます。

応募資格 市内在住のかた

郵便はがきに、①クイズの答え②氏
名（ふりがな）③性別④年齢⑤職業
⑥郵便番号⑦住所⑧電話番号⑨今
号の紙面の中から目に留まった、気
になった記事を１つ⑩ご意見・ご感
想などをご記入のうえ、本会までお
送りください。

【社会福祉基金】
◎岐阜信用金庫
◎ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪”運動
・アピタ稲沢店
◎昭和31年千代田中学校卒業同窓会
◎名古屋ヤクルト販売㈱
◎渡邊　訓保
◎匿名（１件）
【物品】
◎岩本製菓
◎㈱大矢相互不動産

１０，０００円

８２，８３５円
６，３２７円
２，７３６円
5０，０００円
１，０００円

たまごぼうろ　３9箱※市内施設などへ贈呈しています。
車いす　１０台※貸出事業などに使用します。

●ご応募いただく際に、ご記入いただきました個人情報は、当選者への賞品発送及び本会運営のために使用させていただきます。
●個人情報は、ご本人様の同意無しに第三者に開示提供することはありません。　●個人情報は、当会が責任をもって管理いたします。

【 個人情報の取扱について 】

※ヒントは紙面のなかにあるよ！

クイズクイズ
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［WEBサイト］ 稲沢市社会福祉協議会 検 索http://inazawa-shakyo.or.jp

マスコットキャラクター
「福ちゃん」

07 ボランティアコーナー

11 福祉自動車貸出事業05 市民活動コーナー

04 地域づくりナビ発信！
（地域共生社会の実現を目指して）

09 稲沢市マスク寄付プロジェクトに
ご協力を

02 [特集]新型コロナウイルス
感染拡大に対する支援

10 令和２年度事業計画・予算　他
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ご寄付ありがとうございました。

稲沢市社会福祉協議会はSDGs（持続可能な開発目標）の考えに賛同し、
さまざまな活動を通じて持続可能な地域の実現に向けた取り組みを進めています。

皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
令和 2 年 3 月 1 日から令和 2 年 5 月 31 日までの
ご寄付を掲載しています。（順不同・敬称略）

広 告

まずはお気軽に
お電話ください

☎0587-36-6337
稲沢市大矢町寺脇１0番地

機能訓練に重点をおいた
サービスを提供しています

半日型デイサービス（午前の部・午後の部）

おおや村 ＊見学随時受付中 

広 告

ぴあおひさま
福

※紙面の都合により、連載「わかるとい～な　障がい者基幹相談支援センターだより」と「高齢者役立ちかわら版」は
　お休みさせていただきます。

広 告
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