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令和元年度  美濃加茂市社会福祉協議会 事業報告

①法人運営事業
＊理事会（5回）、評議員会（2回）、
　評議員選任・解任委員会（2回）の開催

②法人活動推進事業
＊健康・福祉すこやかフェスティバル開催
　（来場者　約3,200人）

＊社会福祉大会開催（表彰者23人、4団体、感謝状
授与者8人、18法人、1団体、共同募金感謝状授
与者2人、24団体）

＊支部社協・福祉委員の活動推進

＊福祉団体助成交付金（7団体）　

＊地域福祉活動計画の策定

＊広報誌「社協みのかも」発行（年4回）

＊福祉機器貸与（介護ベッド1件、車椅子120回）

＊地域交流機器（綿菓子機・ポップコーン機等）の
貸出（40回）

＊訪問給食サービス

＊前平霊苑管理事業（無縁仏供養）

＊ボランティアセンター活動事業
・手話講座（10回開催、参加者10人）
・傾聴講座（3回開催、参加者95人）
・地域コンシェルジュ＆フェアネスサポーター
養成講座（3回開催、参加者108人）
・ボランティア団体活動助成（3団体）
・ボランティア活動保険加入助成（699人）
・災害ボランティアセンター及び福祉避難所の
設置訓練

＊子ども食堂の支援（市内5か所）
　42回開催、参加者1,122人、ボランティア59人

＊ひとり親家庭ふれあい交流会
　（2回開催、参加者81人）

＊若者の居場所づくり
　（26日間開設、参加者51人）

＊福祉教育の推進
・夏休みボランティア体験（参加者227人）
・福祉標語（1,897人応募）
・福祉ほっこりエピソード（1人応募）
・福祉協力校への助成（市内小中学校12校）
・小中学校総合学習の支援
　（23回、59クラス）

＊歳末たすけあい事業
　・支援の必要な世帯への見舞金品の配付
　・ふれあい・いきいきサロンへの助成

法人本部

収入の部
321,734,718円

支出の部
321,734,718円

会費  15,184,000

補助金
50,932,327

法人運営事業
52,276,415

介護・
障がい者等事業
91,036,943

ひまわりの家事業
28,918,504

成年後見・生活困窮支援事業
45,386,667

地域福祉
活動

45,628,690

総合福祉
会館運営
46,498,307

総合相談センター運営事業
11,989,192

受託金
87,951,107

事業収入
42,808,382

介護保険
収入
50,746,884

障害福祉サービス等
事業収入
61,626,079

就労支援
事業費
4,450,550

諸収入  5,169,105

繰越金  2,866,284
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③ふれあい・いきいきサロン事業
＊ふれあい・いきいきサロンの支援（41か所）

＊ふれあいミニサロンの支援（2か所）

＊サロンボランティア講座
　（4回開催、参加者123人）

①成年後見・福祉サービス利用支援
＊日常生活自立支援事業
　（新規契約18人、利用者73人）
＊成年後見制度利用促進事業
　・成年後見制度の普及啓発講演会開催
＊法人後見支援事業
　・美濃加茂市市民後見推進会議（４回）
＊生活困窮者支援事業
・家計相談（利用者18人、計画策定件数23件）
・貸付金事業：生活福祉資金（11人）、緊急生活
つなぎ資金（1人）
・緊急食料給付事業（33回給付）
・生活困窮自立支援事業
　　自立相談支援（相談件数9,877件）
　　就労準備事業（59回開催、相談71件）
　　講演会（2回開催）

障がい者多機能型事業
＊就労継続支援Ｂ型事業（利用者11人）
＊生活介護事業（利用者8人）

各種団体事務
＊共同募金会美濃加茂市支会
＊日本赤十字社美濃加茂市地区

②居宅介護支援・総合相談所運営事業
＊居宅介護支援
・介護計画（ケアプラン）の作成（延べ2,009人）
・介護予防計画の作成（延べ121人）
・総合相談センターの運営

③訪問介護事業
＊訪問介護事業（利用回数7,408回）
＊障がい者福祉サービス事業
　ホームヘルパー（利用回数4,969回）
　ガイドヘルパー（利用回数145回）

④障がい者相談支援事業
＊相談支援（相談件数4,402件）
＊サービス等の利用計画の作成（389件）
＊障がい支援区分認定調査（124件）

④心配ごと、結婚相談事業
＊弁護士無料法律相談（24日間開設、相談164件）

＊結婚相談所の開設
　（45日間開設、相談435件、見合い78件、成婚7件）
　・婚活セミナー（2回開催、利用者12人）
　・婚活イベント（2回開催、参加者30人）

⑤総合福祉会館運営事業
＊年間利用者数（95,618人）

＊健康教室
　・ヨーガ教室（11回開催、参加者354人）
　・音楽の広場（11回開催、参加者709人）
　・いきいき椅子体操（11回開催、参加者417人）
　・中国の健康体操（11回開催、参加者480人）
　・すこやかリズム体操
　　（11回開催、参加者405人）
　・レクリエーション教室
　　（11回開催、参加者311人）

＊健康相談事業
　・健康相談（218日開催、相談者4,415人）
　・健康体操（126回開催、参加者2,716人）

＊会館自主事業・各種教室（8回開催、257人）

＊喫茶コーナー「むくの木」の運営

⑥美濃加茂市受託事業
＊いきいきボランティア
　(登録ボランティア729人、活動者3,379人)

＊福祉車両貸出（155回利用）

＊子どもの学習支援
　・生活困窮者学習支援　（49回開催）
　・ひとり親家庭学習支援（81回開催）

＊生活支援コーディネート事業
・生活支援を行うボランティア活動の立上げ
　（1か所）
・地域の高齢者を中心とした通いの場の立上げ
　（1か所）
・座談会・研修会の開催（13回）

総合相談センター

ひまわりの家

その他

法人本部つづき
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  社会福祉協議会の会費に　ご協力ありがとうございました
　社会福祉協議会の会費募集に対して、皆様の温かいご理解ご協力をいただき、心
よりお礼申し上げます。また、会費納入の際に、自治会の皆様方に格別のご協力を
いただき、誠にありがとうございました。
　皆様からお寄せいただいた会費は、高齢者や障がい者の支援、福祉教育やボラン
ティア活動などの地域福祉活動の貴重な財源として活用させていただきます。

一般会費 （一口1,000円）  　11,253,000円
特別会費 （一口10,000円）     2,820,000円

会費総額　14,073,000円

地区名
一般会費 特別会費

総合計
件数 合計 件数 合計

太　田 1,957 1,957,000 79 790,000 2,747,000
古　井 3,170 3,170,000 70 720,000 3,890,000
山之上 602 602,000 11 110,000 712,000
蜂　屋 1,723 1,723,000 19 190,000 1,913,000
加茂野 2,005 2,005,000 42 440,000 2,445,000
伊　深 325 325,000 7 70,000 395,000
三　和 167 167,000 1 10,000 177,000
下米田 1,304 1,304,000 34 350,000 1,654,000
市　外 ― ― 14 140,000 140,000
合　計 11,253 11,253,000 277 2,820,000 14,073,000

特別会員のご紹介
（一口以上納入の会員）

277名（順不同・敬称略）

太田地区（79）
◦井戸　正美
◦(有)石田金物店
◦織部需事務所
◦まるも歯科医院
◦(医)秀蘭会　渡辺医院
◦(株)小津看板
◦ニューパワー東海協同組合
◦黒岩清保税理士事務所
◦酒向歯科医院
◦(株)エナ重機可茂営業所
◦(株)橋本屋ベビーセンター
◦加茂硝子店
◦みのライス(株)
◦福美旅館
◦(有)平川たばこ店
◦美濃加茂商工会議所
◦(株)カミノ
◦(財)総合保健センター

◦グレイス
◦高井獣医科病院
◦みのかも法律事務所
◦日伯産業(株)
◦則竹石油(株)
◦(株)大垣共立銀行
　　美濃加茂支店
◦JAめぐみの
　　みのかも営農経済センター
◦JP労組岐阜東都支部
◦みのかも西クリニック
◦北川工務(株)
◦大手町デンタルクリニック
◦(株)中部工具
◦三伸印刷
◦御代桜醸造(株)
◦太田マツダ(株)
◦(有)勝大技建
◦(医)録三会　太田病院
◦(株)シティホテル美濃加茂
◦河村歯科医院
◦次郎長
◦横幕建設(株)

◦(株)タイヤショップ共栄
◦曙開発(株)
◦(株)十六銀行美濃加茂支店
◦(一社)可茂建設業協会
◦(有)八代生商店
◦(株)孝美設計
◦加藤歯科医院
◦(株)カネサン
◦(医）博和会　野尻整形外科
◦（有）オフィスフジタ
◦(株)都筑
◦(医)清風会　林クリニック
◦(有)横井サービス
◦（福）清流会
　　きらら美濃加茂
◦清水電設(株)
◦合同保険事務所
◦あじさい薬局
◦吉田建設(株)美濃加茂支店
◦(有)加茂教材
◦ファミリー歯科
◦(株)シーテック
　　美濃加茂支店

◦まごころ弁当　美濃太田店
◦三和木材(株)
◦(株)栗山組
◦美濃加茂ガス(株)
◦わたなべ内科クリニック
◦日本ライン漁業協同組合
◦(株)エスラインヒダ
　　美濃加茂支店
◦東濃信用金庫山手支店
◦(有)森看板
◦さこうオフィス
◦(株)中日コンサルタント
◦(有)サンアイ
◦近藤皮膚泌尿器科医院
◦初穂製菓(株)
◦(財)岐阜健康管理センター
◦(株)テクノミスギ
◦(有)村上造園土木
◦Lucky Leaf （株）
◦美濃加茂市社会福祉協力会

（令和2年8月20日現在）

令和2年度
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  社会福祉協議会の会費に　ご協力ありがとうございました
古井地区（70）
◦(株)フジイ
◦東海消防防災(株)
◦ヒロ歯科医院
◦たちばな保育園
◦益浩不動産
◦今井デンタルラボ
◦(株)長井産業
◦(有)エヌビーシー・サービス
◦福井事務所
◦パティオカラールーム
◦(株)愛和
◦(株)美光技研
◦(有)トータルケア幸誠
◦(有)山義組
◦(有)山本工務店
◦(株)新和建設
◦小原泰史税理士事務所
◦(有)東海金物店
◦C.K接骨院
◦井戸新聞店
◦(株)福電事業
◦中濃瓦斯(株)
◦さかした司法書士事務所
◦(宗)禅隆寺
◦(株)東和製作所
◦グループホーム助一みのかも
◦デイサービス本郷ふふ
◦日江井外科
◦(有)渡辺塗料店
◦(株)のうひ葬祭
◦(有)サンサービス
◦加茂オート(株)
◦ふくた歯科クリニック
◦若山工業(有)
◦(有)永田印刷
◦あんどう理容
◦カモ歯科クリニック
◦今井一彦司法書士事務所
◦(宗)霊泉寺
◦(株)ほその
◦シェ・ドゥーヴル
◦こくぼクリニック
◦名倉堂接骨院
◦(有)リタッグ
◦弘明電気工業(株)
◦(株)三共ゴム工業所
◦渡辺歯科医院
◦(有)中央木材
◦飯田美容院
◦(株)向龍館
◦ふかがや眼科
◦(株)技研オガワ
◦行政書士法人　伊藤事務所
◦東和組立(株)
◦(株)今枝呉服店

◦(株)山本養鶏孵化場
◦(株)ワタケンホーム
◦（医）厚生会　木沢記念病院
◦（医）社団神明会
　　佐藤歯科医院
◦(株)佐合木材
◦岐阜防災(株)
◦(株)中嶋設備
◦(有)本多建設
◦(株)ハラ商事
◦米問屋小島屋
◦(株)山登ゴム
◦シダックス大新東
　　ヒューマンサービス(株)
　　岐阜営業所
◦(株)神代鉄工所
◦(有)技建竹内
◦匿名　1名

山之上地区（11）
◦まぶち行政書士事務所
◦山之上果実農業協同組合
◦西禅寺
◦梅村工業(株)
◦(有)モリ産業
◦小池農園
◦(株)友進道路
◦(株)トーエネック
　　加茂営業所
◦杉田農園
◦西田英彦税理士事務所
◦(有)ぎんのすず誠文社

蜂屋地区（19）
◦(株)ユニマットプレシャス
◦土屋クリニック
◦小川機工(株)
◦㈲平野製作所
◦観音寺
◦(株)西田技巧
◦加茂う
◦（医）清仁会
　　のぞみの丘ホスピタル
◦ヤマザキマザック
　　マニュファクチャリング(株)
　　美濃加茂製作所
◦亀山登記測量事務所
◦平田製作所
◦多なか家
◦(株)岐阜東航電
◦アイテック（株）
◦名北工業(株)
◦伊瀬ゴルフクラブ
◦(株)キンジョー
◦ユニバーサル製缶(株)
　　岐阜工場
◦武田鉄工(株)

加茂野地区（42）
◦(株)モリテック
◦(株)深貝組
◦さぐち内科
◦まつもと動物病院
◦立川木材センター
◦桜井食品(株)
◦清水電子工業(株)
◦明応こども園
◦グループホーム
　　ぬくもりの里かもの
◦SR企画
◦中部技研(有)
◦(株)和泉
◦(株)東明技研
◦藤田久夫税理士事務所
◦(有)ケーテクニカ
◦(株)フクシマ化学
◦丸立工業(株)
◦(有)美濃製作所
◦サコー製作所(株)
◦(有)リファインテック
◦いこまファミリークリニック
◦(有)名古路鉄工所
◦(株)花井金型製作所
◦関信用金庫加茂野支店
◦(株)マルケン工業
◦丸ト鶏卵販売(株)岐阜工場
◦AZAI美濃加茂支社
◦わらべ村
◦納土内科
◦(有)福田塗装
◦(有)藤吉造園
◦トヨタL&F中部(株)
◦丸福(株)
◦三栄精工(株)
◦小川工業(株)
◦(有)花結
◦村田ツール(株)
◦愛北ケアステーション美濃加茂
◦(株)間宮建築
◦(株)日光
◦(株)飯島製作所　岐阜工場
◦関共栄金属（株）

伊深地区（7）
◦(有)マルカ
◦(株)カトーメテック
　　美濃加茂工場
◦桑原木材(株)
　　美濃加茂営業所
◦正眼寺カントリークラブ
◦(有)丸福紙器工業所
◦(宗）正眼寺
◦三立産業(株)清和事業所

三和地区（1）
◦(有)振興園

下米田地区（34）
◦マルワ(株)
◦(有)ハイロード
◦木下設備工業
◦たけのこ歯科医院
◦(株)丸和建設
◦キングサービス(株)
◦キング工業(株)
◦セブン工業(株)
◦小山寺
◦(有)三起電気工業
◦光徳寺
◦山崎機工(株)
◦(有)若宮環境サービス
◦マル共ホームズ(株)
　　美濃加茂事務所
◦(株)ディーワン
◦（福）慈恵会
◦(有)米田住宅設備
◦(有)早川青果
◦(有)松吉商店
◦(株)可茂環境センター
◦美濃加茂衛生(株)
◦(有)可茂霊柩
◦中濃興業(株)
◦ダイヤ精密(株)
◦(有)白木ブルドーザー
◦加茂企業(株)
◦(株)葵商店
◦(有)日比野電機工業所
◦(株)ワールド・パーツ製作所
◦(有)八百津衛生
◦(医）和恵会　野尻内科医院
◦(株)日進建設
◦(株)新和工業
◦森土建

市外（14）
◦岐阜交通東部(株)
◦(有)ホクギ
◦(株)美濃庄
◦合同保険事務所
◦(株)大桜産業
◦(株)ナイスワーク
◦介護老人保健施設
　　センチュリー21
◦（資）イング
◦(株)ケア
◦アプロ通信(株)東濃営業所
◦濃尾電機(株)
◦中部ケーブルネットワーク(株)
◦(株)愛安住
◦(株)ジーケーエス
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（令和2年5月8日～8月26日まで）順不同・敬称略

福祉に役立てて

● 大沢 美智子　　　● 匿名4名

子ども食堂・おにぎりカフェ・学習支援へ

● SSC株式会社　　● 笠井 敬久
● おてらおやつクラブ事務局
● 村瀬 勝美　　　  ● 匿名1名
● 子どもの食緊急支援プロジェクト

あたたかいご寄付 ありがとうございます

マスク製作ボランティアのご報告 ～たくさんのご協力ありがとうございました！～

◦作製ボランティア数：50名
◦いきいきボランティアによる

マスク作製数 ：1,952枚
◦配付先：27社会福祉施設等

　年明けから続くコロナウイルス感染症の影響で、「いきいきボランティア」の施設での活動が

大幅に減少してしまいました。また、世間ではマスク不足が深刻な状態となり、この状況下 

いきいきボランティアで何かできることはないかと模索し、ボランティアのなかで手芸が好き

な方に布マスクを作製してもらい、市内の施設に配付することにしました。マスクの材料不足

が心配されましたが、ホームページで周知したところ、市内をはじめ全国の方から寄付してい

ただき多くの材料が集まりました。中には反物の寄付もあり、集まった材料を利用して、予想

を越えるマスクを作ることができました。

　多くの方にご協力を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。

福祉に役立てて（物品）

● ふしみこども食堂　　● 中島 美行
● (有)夢幸望 　　　　  ● 匿名10名

ひまわりの家へ

● 美濃加茂市社会福祉協力会　　● 匿名1名

生活困窮者支援に

● 匿名1名

車いす借用のお礼に

● 吉田 久子　　　● 匿名1名

香典の一部を

● 朝日 豊子　亡夫 將登

マスク・マスク材料の寄付

● 藤居 由香里　　　● (株)忘れな草
● 佐藤 さゆり　　　● 石川 尚子
● 鈴木 慧実奈　　　● 山口 久美子
● 木村 和美　　　　● 匿名17名

マスク寄付枚数　延べ 863枚
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第2回
「美濃加茂 エール！」 ～ボランティアインタビュー～ 

今回お話を伺ったのは…

　第2回目のインタビューは、新型コロナウ
イルス感染症の影響がある中、自宅でできる
ボランティアとして「布マスクづくり」に取り
組んでいただいた「いきいきボランティア」の
3名の方にお話をうかがいました。

渡辺八重子 さん 松野　一美 さん 渡辺美代子 さん

年明け２月から徐々にボランティア活動が減り、３月以降はほとん
どの施設で活動が出来なくなりました。緊急事態宣言が出された
後の日常生活はどうでしたか。

うちは畑仕事があったから、「やることがなくて、
暇で」ということはなかったですよ。
民踊もしているけど、練習を続けて、いつ（施
設ボランティアに）お呼びがかかってもいいよう
に準備しています。

今年はタケノコがよく採れたの。タケノコご飯
を作ってご近所におすそわけを大分したわね。
近くに引っ越してきたばかりの、若いご夫婦に
も喜んでもらえてよかったわ。

私は家で縫物をしたりね。今は畳べりを使った
バッグを作っていて忙しいくらい（笑い）。

ミシンで縫うのも夜
は見えないから昼間
の明るいうちにやっ
たわ。 裁断も広い
所でやったりね。

裁断が大変！布を無駄に
したくないから、型紙を
置く場所とか、布の裁ち
方を考えて…。すっごく
頭を使ったわよ（笑い）。

お嫁入りでもってきたミシンや昔の小さ
いアイロンが活躍したわね。要領よく、
きれいに仕上げるにはどうしたらいいか
を考えて、カーブしている部分に切れ目
を入れたり、端を縫ったり工夫したわ。

趣味や好きなことをいくつか持っているといいですね。みな
さんとても前向きで、制限のある自粛期間中でもイキイキ
と生活していらっしゃいます。「家でできるボランティア」と
して布マスクづくりに参加されていかがでしたか？

1つのマスクを作るのに、皆さん工夫や手間を
かけてくださったんですね。ありがとうござい
ます！マスクは市内の福祉施設などに配って、
とても喜ばれています。
まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響が
続きそうですが、どのように日々を過ごしてい
きたいですか？

喜んでいただけると、こちらもうれしいね。
ウイルスは目に見えない相手だから大変だけど、
何とか乗りこえて頑張ってやっていきたいわね。

社協

社協

社協
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美濃加茂市 心と暮らしの相談窓口
（生活困窮者自立支援事業）

あなたと一緒に「困りごと」の解決策を考えていく総合相談窓口です！

　美濃加茂市 心と暮らしの相談窓口では、仕事やお金のこと、ひきこもりや不登
校、心の病や発達障害など、様々な分野での相談対応を行っています。
　「生き辛さを抱えている」「人付き合いが苦手でひきこもりがち」など、多くの悩
みを抱える方との相談を通して、利用できる福祉制度に繋いだり、病院やハロー
ワークなどと連携したり、ボランティアなどの様々な活動を
通してご本人の自己肯定感を高めていくための支援をしてい
ます。
　「困りごと」や「悩みごと」について心と暮らしの相談窓口で
お話してみませんか？

　幼い頃から学校の成績が悪く、いじめられたり、様々なトラブルに巻き込まれたりして悩ん
でいたＡさん。大人になって結婚し、子育てをしていましたが、子どもが大きくなって始めた
パートもなぜだか長続きせず、お金の使い方が分からずにクレジットカードをどんどん使って
しまい、家計管理が難しくなり、子どもの学費を支払うのに苦労していました。
　ある日、家族と喧嘩したことで落ち込んで心が辛くなってしまい、市役所に相談。心と暮ら
しの相談窓口に繋がりました。お話をしているうちに、これまでの生き辛さの背景には、発達
障害や精神疾患の疑いがあることがわかり、病院と連携した支援を受けることで障害者手帳の
取得に至り、障害年金請求のサポートを受けて年金が受けられるようになりました。また、ボ
ランティア活動や自分の得意なことで社会貢献をして自己肯定感を高めていきました。
　自分のできる仕事を探すためにハローワークと連携した支援を受けることで就職につなが
り、Ａさんの得意なことを活かして今では楽しく仕事を続けることができています。さらに、
家計改善支援事業のサポートを受けながら、家計簿やスマホアプリを使って収支状況を自分で
確認するようになって、お金のことで悩むことが減り、定期的に支援を受けることで自信をつ
けています。

美濃加茂市 心と暮らしの相談窓口
◦電　話　（0574）25-2111
　　　　　（内線341）
◦メール　se-kon@minokamo-shakyo.or.jp
◦場　所　美濃加茂市役所
　　　　　福祉課（西館1階）
　　　　　美濃加茂市太田町3431-1

←QRコードを読み込むか　
　Twitterで
　「心と暮らしの相談窓口」
　と検索してみてください★

Twitter やってます！
活動内容等を紹介しています。

ぜひチェックしてみてください♪

相談事例　Ａさん（30代女性）の場合

※秘密厳守（第三者に個人情報が漏れることはありません）
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りん：この前テレビで「感染症予防のために免疫力アップ！」ってやっとったけど、免
疫って？

みの：免疫は、病気のもとになるウイルスなどから身体を守ってくれるものなんや。
りん：へえ～、守ってくれるんや。
みの：体の中に病原体が侵入してくると、まず①自然免疫が働いて病原体を排除しよう

とする。排除できんと、次に②獲得免疫が働く、というように、体の中では病原
体から体を守るために免疫が活躍してくれるんやよ。そやもんで、免疫の力を高
めて病気にならんようにすることが大事なんや。

りん：ふーん、そうなんや。じゃあ、どうすればええんやね？
みの：自分の免疫がしっかり働ける状態にすることが大切なんやよ。
　　　・バランスの良い食事（特効薬はない）と無理のない運動　　　
　　　・1日の生活のリズムを整える（朝日を浴びることから）
　　　・ストレスをためない（１日に１回は笑おう）　などなど
りん：私にもできそうやわ。ちょっと気をつけて免疫力アップしよ！

健康のはなし ～みのさんとりんさんの会話～

①自然免疫：生まれた時から備わっている免疫
②獲得免疫：感染したり、ワクチンを接種することでできる免疫

「お元気ですか？」
下米田地区お弁当配付報告

　下米田地区にある“レストランかわむら”様から、見守り
活動への協力として、無償でお弁当を提供して頂きました。
　３月からふれあい・いきいきサロンがコロナウイルス感
染症の影響により開催できていない状況でしたので、外出
自粛解除に伴う見守り活動を兼ねてさくらサロンと深渡い
きいきサロンの希望者に配付させて頂きました。
　公民館で久しぶりにお会いする中で、「久しぶりに会った
ね」「早くサロン再開しないかな」や、「帰ってからすぐに食
べよう」「一人だからありがたい」などのお声を頂きました。
実際に召し上がった方からも、「家庭では味わえない味」「美
味しかった」との感想を頂きました。
　お弁当の提供を頂いたことで、皆さんと久しぶりに顔を
合わせることができ、また、サロンの再開を楽しみにされ
る様子を伺うことができました。
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緊急用食料支援について

一緒に働いてくださる職員さんを募集しています！

第26回 健康・福祉すこやかフェスティバル中止のお知らせ

目　　　的 	 失業等の理由により生活が困窮状態となった人及び世帯が、緊急的かつ一時
的に食料の確保が困難になった場合に、必要な食料を提供し、当該困窮の改
善と自立を支援します。

対　象　者 	 美濃加茂市民

食料の提供 	 利用者の世帯状況を調査して、5日分以内の食料を提供します。ただし、特
別の事情がある場合は5日を越えて提供することがあります。

利　用　料 	 無料

職　　　種 	 ホームヘルパー

仕 事 内 容 	 介護保険の認定を受けた方や、障がいのある方等の自宅を
	 訪問して介護します。

勤 務 時 間 	 8：00～18：00　ご自身の都合の良い時間帯を相談・調整

賃　　　金 	 時間給　1,030円～1,290円（土日祝）
	 ※その他、訪問活動費として1件当たり200円

　令和2年10月24日（土）に予定しておりました「第26回健康・福祉すこやかフェスティバ
ル」は、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、来場者の安全を考慮し中止することと
しました。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

お知らせ

※相談・お問い合わせは、美濃加茂市役所福祉課（心と暮らしの相談窓口）まで
　電　話　（0574）25-2111（内線341）
　メール　se-kon@minokamo-shakyo.or.jp
　場　所　美濃加茂市役所　福祉課（西館1階）　美濃加茂市太田町3431-1
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