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社協だより

ファミサポ講習会・キッズスペース
平成２９年度事業報告・決算報告
ボランティア市民活動研修会
要約筆記初心者講座受講生募集
見守り推進員活動の紹介
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社協だよりは、皆さまからお寄せいただいた
社協会費と共同募金の配分を受け作成されています。
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ファミリーサポートセンター「子育てに関する講習会」を開催します

幼児期における遊び
【日時】平成３０年８月４日（土）
１０：００～１１：３０
【場所】四国中央市保健センター
１階 集団指導検診室
【内容】・幼児期における遊びについて
・色々な遊びを体験しよう
【講師】四国中央市こども課
髙橋恵子さん

子育て講座
【日時】平成３０年９月９日（日）
１３：３０～１５：００
【場所】四国中央市保健センター
１階 集団指導検診室
【内容】やさしくも、たくましい
子どもを育てるために
【講師】若松進一さん

【対象】ファミリーサポートセンター会員＆子育てに関心のある市民の皆さん
※受講料無料。託児スペースもご用意しています。
【申込・問合せ】四国中央市ファミリーサポートセンター
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講師 : 若松進一さん
℡２８－６１５０

ができました‼ご利用ください‼

依頼会員・援助会員募集中‼
みんなでサポート、あなたの子育て！
「みなさんも会員になりませんか？」

四国中央市ファミリーサポートセンター
四国中央市社会福祉協議会川之江支所内
川之江文化センター 1 階

電話 ２８－６１５０
（ファミサポ専用ダイヤル）

◀◀◀詳しくはコチラ
ファミサポについての詳細は四国中央市社会福祉協議会の
ホームページをご覧下さい。

報告

平成２９年度
ささえあう

事業報告（概要）

愛と福祉でまちづくり

第３次地域福祉活動計画１年目
～平成２９年度、社協が実施した事業と決算の概要を報告します～
1 住民主体の地域福祉活動、たすけあいの風土づくり
3 住民の権利擁護、総合的な相談支援を通じた地域づくり
３-１地域福祉権利擁護事業の推進
１-１地区社協活動の充実
①福祉サービス利用援助事業（契約 33 名）
①２０地区社協活動の支援と協働
②法人後見事業（財産管理・身上監護／受任 4 人）
②メニュー事業の推進
・ふれあいのつどい、三世代交流事業、友愛訪
問、住民座談会、ふれあい交流大会、すみよい
まちづくり事業
・ メニュー事業実施要綱の見直し
１-２小地域ネットワーク活動の推進
①独居高齢者福祉ネットワーク事業の推進
・ 定期的安否確認（見守り推進員 198 名）
②ファミリーサポートセンターの運営
・ 会員互助活動（会員 :333 名、活動 :957 回）
③住民互助型生活支援サービスの推進
・ 愛ネッとさんによる住居等の掃除、外出支援、
話し相手等（協力員 :86 名、活動 164 回）
１-３福祉関係団体等への支援
①民生児童委員活動との連携
・ 市民協の事務局業務（民生児童委員 :223 名）
・ 民生児童委員制度創設 100 周年記念事業の支援
②共同募金運動の推進
・ 赤い羽根共同募金 （実績 :15,432,765 円）
・ 歳末たすけあい募金（実績 :6,805,900 円）
③福祉用具等貸与事業の実施
・ 車イス貸出 174 件、リサイクル成立 12 件、
マイクロバス 281 件、ボランティア機器 74 件
・ マイクロバス貸出要綱の見直し
１-４健康と生きがいづくりの推進
①ふれあい・いきいきサロン活動の充実
・ 206 ケ所（高齢者・子育て・障がい者サロン）
参加者 2,182 名、お世話人 944 名
・ お世話人研修会 4 回、サロン通信発行 2 回
②常設型サロン創設の推進
③家族介護者交流事業の実施
・ 平成 30 年 2 月 16 日（金）参加者 74 人
④介護予防教室の実施
・ 三島地域（24 回、参加者 369 人）
・ 土居地域（24 回、参加者 351 人）
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住民の福祉意識の啓発、ボランティア市民活動の推進

２-１ボランティアの育成・活動支援
①ボランティア活動の推進
・ 福祉のまちづくり助成事業の実施（助成団
体数 :52 団体、助成金額 2,004,000 円）
②福祉教育の推進
・ 福祉協力校への助成（市内小・中・高校、
助成金額 1,019,000 円）
２-２災害ボランティア活動支援体制の充実
①災害ボランティア時の資器材の検討、整備
②災害時に必要な知識、技術の習得（研修会等）
③地震にも対応できる支援指針、マニュアルの
見直し・整備

３-２地域総合相談・援助活動の充実
①専門相談（弁護士・司法書士相談）502 件
②生活福祉資金貸付事業の実施
③生活困窮者自立支援事業の実施
・ 相談件数 122 件、支援プラン作成 47 件
食糧支援 25 件
・ 啓発講演会の開催、社会資源の開拓
④地域包括ケアシステムの構築
・ 生活支援体制整備事業（ニーズ把握・資源整理、
関係者間の情報共有、協議体運営への協力）
３-３調査・企画・広報活動の推進
①福祉票整備・要援護者の支援
②広報啓発活動の充実
・ 社協だより年 8 回発行、ホームページの公開
・ 点字・声の広報等発行事業
・ 第 3 次地域福祉活動計画書の配布
③第 14 回市社会福祉大会の開催（11 月 25 日）
4 生活の質を高め安心を支える在宅福祉サービスの推進
４-１訪問介護サービス
①身体介護、生活援助等
４-２通所介護サービス
①新宮デイサービスセンターでの介護等
４-３相談支援サービス
①ケアプラン作成、計画相談支援等
４-４地域生活支援サービス
①地域活動支援センターの受託運営
②就労継続支援 B 型事業所への移行準備
③新規地活センター立ち上げ準備
④いこいの湯
⑤生活支援ハウスの運営
４-５福祉介護等研修事業の実施
①在宅連絡調整会の充実等
5 社会福祉協議会の基盤整備
５-１活動拠点の確保
①公共施設等の有効活用
・ 地活センターココロンの移転
５-２組織体制の強化
①理事会の開催（6 回）
②評議員会の開催（3 回）
③評議員選任・解任委員会の開催（1 回）
④専門委員会（総務・地域福祉、在宅）（4 回）
⑤事務局一元化に向けての協議
⑥役職員研修の実施（接遇・メンタルヘルス）
５-３財源の確保
①社協会費の推進
・ 実績額 25,602,900 円
②まごころ銀行運動の推進
・ 預託額 3,558,577 円

平成２９年度

報告

決算報告（概要）

＜財産目録＞

（単位：円）

資産の部

金額

負債の部

金額

流動資産

170,227,274

流動負債

62,324,387

固定資産

258,753,283

固定負債

107,358,470

資産合計

428,980,557

負債合計

169,682,857

差引純資産

259,297,700

会費収入
25,602,900

収支計算書＞
＜収支計算書＞

前期末
支払資金残高
126,311,040

退職手当積立基金
預け金取崩収入
24,355,210
その他の収入
6,621,856
受取利息
配当金収入
92,138

市補助金収入
75,779,000

収入合計
542,188,374円

その他の補助金収入
4,732,640
共同募金
配分金収入
17,392,042

市受託金収入
68,252,027
県社協受託金収入
4,108,805

障害福祉サービス等
事業収入
28,615,790

募集

寄付金収入
3,558,577

介護保険事業収入
149,427,950

事業収入
6,030,399
負担金収入
1,308,000

退職手当積立基金
預け金支出
12,403,230

当期末支払
資金残高
122,290,432円

固定資産取得支出
3,400,723
助成金支出
23,636,173
共同募金配分金
事業費
5,081,944
事務費支出
13,535,133
事業費支出
36,187,814

支出合計
542,188,374円

人件費支出
325,652,925円

要約筆記初心者講座／受講生募集

パソコンを使って文字による同時通訳をしてみませんか？たくさんの方のご参加をお待ちしております。
【日 時】 ８月２８日（火）～１０月２日（火）
毎週火曜日／全５回（９月１１日は休み）１０時００分～１１時３０分
【場 所】 川之江文化センター１階会議室
【指 導】 四国中央市要約筆記サークル うさみみ
【定 員】 １０名程度
【受講料】 無料
【持ち物】 パソコン（貸出も有り）、筆記用具
【締 切】 ８月２１日（火）
【申込・問合せ先】 ボランティア市民活動センター 28-6039

募集

四国中央市ボランティア市民活動研修会／参加者募集
演題
～モヨ・チルドレン・センター（ＭＣＣ）の歩み～
講師： ＭＣＣ主宰 松下照美氏
日時：８月２７日（月）13：30 ～ 15：00
場所：四国中央市保健センター １階集団指導検診室
締切：８月２０日（月）
【申込・問合せ先】 ボランティア市民活動センター 28-6039

情報

福祉用具リサイクル情報

（７月１０日現在）

この事業は、現在使用されていない福祉用具の活用と地域住民相互のふれあいを促進し、地域福祉の向
上を図ることを目的に実施しております。ご家庭で不要な介護機器（主な機器としては車椅子（できれば
軽いもの）、ベッド、歩行器等です）がありましたら社会福祉協議会（℡２８－６１２７）までご連絡ください。

ゆずります
ゆずってください

シルバーカー 1 台
電動シルバーカー３台
電動ベッド２台
シャワーチェア 1 台
車イス３台
ポータブルトイレ 1 台
電動シルバーカー３台

シルバーカー 2 台

情報

専門（弁護士・司法書士）相談
８月の法律相談予定日

８月の司法書士相談予定日

川之江会場：川之江文化センター 1 階
８月７日・２１日（受付：13:00 ～ 15:00）
三島会場：福祉会館１階
８月１０日・２０日（受付：8:30 ～ 11:00）
土居会場：土居福祉センター１階（※要予約）
８月２２日（相談時間：13:30 ～ 15:30）

川之江会場：川之江文化センター 1 階（※要予約）
８月８日（相談時間：13:00 ～ 16:00）
三島会場：福祉会館１階（※要予約）
８月３日（相談時間：13:00 ～ 16:00）
三島会場：福祉会館１階（※要予約）
９月５日（相談時間：13:00 ～ 16:00）

川之江会場：川之江文化センター 1 階
９月４日（受付：13:00 ～ 15:00）

※法律相談の申込み件数が多数の場合は、受付終了時間前
に受付を締め切ることがあります。ご了承ください。
※要予約会場については、相談日前の平日１７時１５分
相談日前の平日１７時１５分までに予約してください。

紹介

ご存知ですか？見守り推進員活動

四国中央市社会福祉協議会では、市受託事業として「四国中央市独居高齢者福祉ネットワーク事業」
を実施しています。
この事業は、在宅の独居高齢者が地域で安心して暮らすことができるよう、地域住民が一体となって
独居高齢者を見守る体制を形成し、ニーズ発見からサービスの提供へと結びつけることにより、高齢者
福祉の向上を図ることを目的としています。
その一翼を担っているのが、「見守り推進員」で、当該地区担当の民生児童委員と連携しながら、地域
の見守り対象者の状況に応じて、訪問や電話連絡等により見守り活動を行うのが主な役割です。

見守り推進員活動に関するＱ＆Ａ
Ｑ：見守り対象者とは、何歳ぐらいの方を指すのですか？
Ａ：本事業の実施要綱では、
「70 歳以上の独居高齢者」と定められています。
但し、65 歳以上 70 歳未満の方で虚弱なために見守りが必要と認められる方も含まれます。
Ｑ：市内に何人ぐらいの見守り推進員がいるのですか？
Ａ：198 人の方々が市内各地で活躍中です。
Ｑ：どのようにして見守り推進員が選任されているのですか？
Ａ：当該地区担当の民生児童委員からの推薦に基づき、市長が
委嘱しています。
◆独居高齢者見守り推進員の活動に関するお問合せ
四国中央市高齢介護課（高齢者福祉施策係）
℡２８－６０２４
四国中央市社会福祉協議会（総務・地域福祉課） ℡２８－６１２７

報告

まごころ銀行報告

（５月１日～６月３０日）

ご寄付ありがとうございました。

川之江

金光教 川之江教会様
チャリティー収益金
31,940円
カラオケ喫茶 すぱいしぃ様
21,152円
川 滝 匿
名
3,000円
匿
名
3,000円
三 島 世界平和統一家庭連合 四国中央家庭教会様 チャリティー収益金、その他
150,000円
中之庄 金﨑 勝子様
故金﨑敏雄様 香典返し
300,000円
岡田 愼治様
故岡田宗吉様 香典返し
50,000円
土 居 星加 恭利様
100,000円
馬 立 髙橋 均様
故髙橋信子様 香典返し
金 一 封
団 体 東寒川自治会様
浄財
18,959円
てづくりおもちゃたけのこグループ様
グループ解散のため
21,611円
企 業 アイフルホーム川之江店様
感謝祭のフリーマーケット売上金 39,565円
※まごころ銀行に預託いただいた際にお渡ししました領収書は、確定申告時の控除を受けるために
必要となりますので大切に保管して下さい。

次回の社協だよりの発行は

9 月号

の予定です。

