
　　　

ともに支え合い　ともに生きる　地域づくりともに支え合い　ともに生きる　地域づくり
　本大会は、市民並びに社会福祉関係者が一堂に会し、相互理解や親睦を深めるとともに、永年にわたり、
本市の社会福祉の発展にご尽力され、多大な功績を残された方々を顕彰し、感謝の意を表すことを通じて、
地域福祉のさらなる充実を図ることを目的に開催します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、規模を縮小しての開催や中止など、変更する場合があります。
　その際には当会のホームページにてご案内させていただきます。

新型コロナウイルス感染防止対策及び会場の混雑緩和のため、事前に入場整理券を配布します。入場整理券はお一人2枚までと
し、なくなり次第終了させていただきますので、ご了承ください。
　　　配布時期：９月８日（木）～９月29日（木）のうち当会の営業時間（土・日・祝日を除く8：30～17：15）
　　　配布場所：当会本所及び各支所の窓口
　　　※入場については、四国中央市内在住の方に限らせていただきます。

また今回はシトラスみんなの応援隊さんとの特別コラボ企画を予定しております。　詳細は本紙4面をご覧ください。

と　き　　令和 4 年１０月 1 日（土）13：00 ～ 16：00
ところ　　しこちゅ～ホール　大ホール
主　催　　四国中央市社会福祉協議会
　　　　　愛媛県共同募金会四国中央市支会
　　　　　四国中央市民生児童委員協議会　
共　催　　四国中央市
後　援　　四国中央市議会
　　　　　四国中央市教育委員会
日　程　　12：30 ～　　　　　受付
　　　　　13：00 ～ 14：00　開会・式典等
　　　　　　　　　（表彰状・感謝状贈呈ほか）
　　　　　14：20 ～ 15：50　記念講演
　　　　　16：00　　　　　　閉会

≪記念講演≫
　演　題　『講演会 & 落語会 ～僕が落語家になった理由～』
　講　師　　落語家　　月亭　方正　さん

第19回四国中央市社会福祉大会を開催します第19回四国中央市社会福祉大会を開催します第19回四国中央市社会福祉大会を開催します第19回四国中央市社会福祉大会を開催します第19回四国中央市社会福祉大会を開催しますお知らせ

総合テーマ

入場整理券の配布について

本名・旧芸名　山崎邦正
兵庫県西宮市出身。1989年、コンビTEAM-0で東京進出。90年、テレビ番組『ダウン
タウンのガキの使いやあらへんで！』で初のレギュラー出演。91年、第12回ABCお笑
い新人グランプリ最優秀新人賞を受賞。93年、コンビ解散に伴い、ピン芸人として活
動。98年、アニメ『学級王ヤマザキ』の主題歌「ヤマザキ一番！」を歌い、CD化され
る。2008年5月、月亭八方から“月亭方正”を名乗ることを許され、八方の勉強会で落
語「阿弥陀池」を演じる。同年12月、京橋花月で落語家として高座に上がる。2009年
12月、上方落語協会加入。2013年1月より、芸名を本名の山崎邦正から、高座名“月亭
方正”に改名。著書に『僕が落語家になった理由』がある。

～プロフィール～
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令和３年度令和３年度 四国中央市社会福祉協議会四国中央市社会福祉協議会 事業 ・ 決算報告 （概要）事業 ・ 決算報告 （概要）令和３年度令和３年度 四国中央市社会福祉協議会四国中央市社会福祉協議会 事業 ・ 決算報告 （概要）事業 ・ 決算報告 （概要）令和３年度 四国中央市社会福祉協議会 事業 ・ 決算報告 （概要）
　第３次地域福祉活動計画（　第３次地域福祉活動計画（20172017～20212021年）に基づく５年目（最終年度）の取り組みとして「ささえあう年）に基づく５年目（最終年度）の取り組みとして「ささえあう 愛と福祉でまちづくり」を基愛と福祉でまちづくり」を基
本理念に、基本目標・重点方針に沿って実施した事業及び決算の概要を報告いたします。（先が見通せない新型コロナウイルス感染症によ本理念に、基本目標・重点方針に沿って実施した事業及び決算の概要を報告いたします。（先が見通せない新型コロナウイルス感染症によ
り、各事業の推進に向けた動きに制限がかかる場面もありましたが、地域福祉活動等への影響を最小限に抑えながら事業を実施しました）り、各事業の推進に向けた動きに制限がかかる場面もありましたが、地域福祉活動等への影響を最小限に抑えながら事業を実施しました）

１-１地区社協活動の充実
　①２０地区社協活動の支援と協働
　・２０地区社協会長会の開催
　・ブロック別地区社協会長会の開催
　・地区社協活動要覧の作成
　②メニュー事業の推進
　・地域福祉活動事業（20 地区）
　・友愛訪問事業（18 地区）
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（市委託事業）
　・定期的安否確認（見守り推進員 193 名／市長委嘱）
　・ネットワーク連絡会の開催
　②ファミリーサポートセンターの運営（市委託事業）
　・子育てを助け合う会員互助活動（会員 225 名、活動
　　2,324 回）
　③住民互助型生活支援サービスの推進（愛ネッとワーク）
　・愛ネッとさん（協力員 79 名）による買物・外出支援
　　などの活動（延べ 27 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
　・市民協及び法定単位民協の事務局業務（民生児童委員
　　223 名）・定期総会（書面決議）
　②共同募金運動の推進
　・赤い羽根共同募金（実績 14,467,358 円）
　・歳末たすけあい募金（実績 6,548,025 円）
　③福祉用具貸与事業の推進
　・車椅子の貸出 117 件
　④福祉用具リサイクル事業の実施
　・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・助け合いの促進
　・マッチング件数 24 件（車椅子４、介護用ベッド２、
　　ポータブルトイレ 10、その他８）
　⑤ボランティア機器等貸与事業の実施
　・ボランティア機器の貸出７件
　・レクリエーション用具の貸出 33 件
　・福祉学習機器の貸出 11 件
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
　・サロン数 161 か所（高齢者・障がい者サロン）
　・参加者 1,578 名・お世話人 717 名
　・サロン通信発行（２回）・サロン活動助成金の交付
　・お世話人研修会の開催
　②常設型サロン創設の推進
　・常設型サロン数１か所
　・新規立上げに関する相談支援
　③介護予防教室事業の実施（市委託事業）
　※新型コロナウイルス感染症予防に伴い、公募が無かっ
　　たため未実施

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 43 団体、助成金総額 1,620,000 円）
　・ボランティア活動保険の加入促進
　　（加入者数 1,968 名）
　②福祉教育の推進
　・福祉協力校への助成
　　（小・中・高校、助成金総額 996,000 円）
２-２災害ボランティア活動支援体制の充実
　①関係機関・団体等との協働体制の確立
　②災害ボランティアセンターの設置・運営
　・担当者会議の開催、資機材等の点検、備蓄品の整備、
　　中核スタッフ養成研修への参加など
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　・サロン通信発行（２回）・サロン活動助成金の交付　・サロン通信発行（２回）・サロン活動助成金の交付
　・お世話人研修会の開催　・お世話人研修会の開催
　②常設型サロン創設の推進　②常設型サロン創設の推進
　・常設型サロン数１か所　・常設型サロン数１か所
　・新規立上げに関する相談支援　・新規立上げに関する相談支援
　③介護予防教室事業の実施（市委託事業）　③介護予防教室事業の実施（市委託事業）
　※新型コロナウイルス感染症予防に伴い、公募が無かっ　※新型コロナウイルス感染症予防に伴い、公募が無かっ
　　たため未実施　　たため未実施

２-１ボランティアの育成・活動支援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　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　・福祉のまちづくり助成事業の実施
　　（助成団体数 43 団体、助成金総額 1,620,000 円）　　（助成団体数 43 団体、助成金総額 1,620,000 円）
　・ボランティア活動保険の加入促進　・ボランティア活動保険の加入促進
　　（加入者数 1,968 名）　　（加入者数 1,968 名）
　②福祉教育の推進　②福祉教育の推進
　・福祉協力校への助成　・福祉協力校への助成
　　（小・中・高校、助成金総額 996,000 円）　　（小・中・高校、助成金総額 996,000 円）
２-２災害ボランティア活動支援体制の充実２-２災害ボランティア活動支援体制の充実
　①関係機関・団体等との協働体制の確立　①関係機関・団体等との協働体制の確立
　②災害ボランティアセンターの設置・運営　②災害ボランティアセンターの設置・運営
　・担当者会議の開催、資機材等の点検、備蓄品の整備、　・担当者会議の開催、資機材等の点検、備蓄品の整備、
　　中核スタッフ養成研修への参加など　　中核スタッフ養成研修への参加など

３-１地域福祉権利擁護事業の推進３-１地域福祉権利擁護事業の推進
　①福祉サービス利用援助事業の推進（県社協委託事業）　①福祉サービス利用援助事業の推進（県社協委託事業）
　・契約者数 28 名　・契約者数 28 名
　②法人後見事業の実施　②法人後見事業の実施
　・成年後見サポートセンターの運営　・成年後見サポートセンターの運営
　・財産管理・身上保護／受任７名　・財産管理・身上保護／受任７名
３-２地域総合相談・援助活動の実施３-２地域総合相談・援助活動の実施
　①生活福祉資金貸付事業の実施（県社協委託事業）　①生活福祉資金貸付事業の実施（県社協委託事業）
　・通常貸付／相談件数 103 件、申込件数 11 件　・通常貸付／相談件数 103 件、申込件数 11 件
　・特例貸付／相談件数 1,037 件、申込件数 396 件　・特例貸付／相談件数 1,037 件、申込件数 396 件
　　（新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付）　　（新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付）
　②生活困窮者自立支援事業の実施（市委託事業）　②生活困窮者自立支援事業の実施（市委託事業）
　【自立相談支援事業】（必須事業）　【自立相談支援事業】（必須事業）
　・相談件数 120 件　・プラン作成 24 件　・相談件数 120 件　・プラン作成 24 件
　・食糧支援件数延べ 25 件　・食糧支援件数延べ 25 件
　【家計改善支援事業】（任意事業）　【家計改善支援事業】（任意事業）
　・新規登録者５名　・プラン作成５件　・新規登録者５名　・プラン作成５件
　・支援件数延べ 382 件　・支援件数延べ 382 件
　③地域包括ケアシステムの構築　③地域包括ケアシステムの構築
　・生活支援体制整備事業（市委託事業）の実施など　・生活支援体制整備事業（市委託事業）の実施など
３-３調査・企画・広報活動の推進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　①福祉票整備・要援護者の支援
　・民生委員による調査活動及び福祉票の活用など　・民生委員による調査活動及び福祉票の活用など
　②広報啓発活動の充実　②広報啓発活動の充実
　・社協だより発行（年６回）　・社協だより発行（年６回）
　・ホームページ・フェイスブックの公開　・ホームページ・フェイスブックの公開
　・点字・声の広報等発行事業（市委託事業）　・点字・声の広報等発行事業（市委託事業）
　③第 18 回社会福祉大会の開催　③第 18 回社会福祉大会の開催
　※新型コロナウイルス感染症の影響により中止　※新型コロナウイルス感染症の影響により中止
　※表彰については、郵送による贈呈や伝達表彰等の方　※表彰については、郵送による贈呈や伝達表彰等の方
　　法により実施　　法により実施

４-１訪問介護サービス４-１訪問介護サービス
　①訪問介護事業・訪問型サービスの実施　①訪問介護事業・訪問型サービスの実施
　・延べ訪問回数 13,403 回　・延べ訪問回数 13,403 回
　②障害者居宅介護等事業の実施　②障害者居宅介護等事業の実施
　・延べ訪問回数 2,726 回　・延べ訪問回数 2,726 回
　③移動支援事業の実施（市委託事業）　③移動支援事業の実施（市委託事業）
　・延べ訪問回数 59 回　・延べ訪問回数 59 回
　④訪問入浴・介護予防訪問入浴介護等の実施　④訪問入浴・介護予防訪問入浴介護等の実施
　・延べ訪問回数 189 回　・延べ訪問回数 189 回
　⑤訪問入浴サービス事業の実施（障がい者／市委託事　⑤訪問入浴サービス事業の実施（障がい者／市委託事
　　業）　　業）
　・延べ訪問回数 91 回　・延べ訪問回数 91 回
　⑥有償サービスの実施　⑥有償サービスの実施
　・延べ訪問回数 112 回　・延べ訪問回数 112 回
　⑦育児等支援ヘルパー派遣事業の実施（市委託事業）　⑦育児等支援ヘルパー派遣事業の実施（市委託事業）
　・延べ訪問回数 11 回　・延べ訪問回数 11 回
４-２通所介護サービス４-２通所介護サービス
　①地域密着型通所介護事業・通所型サービスの実施　①地域密着型通所介護事業・通所型サービスの実施
　・新宮デイサービスセンター（利用者延べ 2,521 名）　・新宮デイサービスセンター（利用者延べ 2,521 名）
４-３相談支援サービス４-３相談支援サービス
　①居宅介護・介護予防支援事業（市委託事業）・介護予　①居宅介護・介護予防支援事業（市委託事業）・介護予
　　防ケアマネジメント（市委託事業）の実施　　防ケアマネジメント（市委託事業）の実施
　②要介護認定訪問調査受託事業の実施（市委託事業）　②要介護認定訪問調査受託事業の実施（市委託事業）
　③指定相談支援事業の実施　③指定相談支援事業の実施
　　（相談支援の一部は市委託事業）　　（相談支援の一部は市委託事業）
４-４地域生活支援サービス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（市委託事業）　①地域活動支援センターの受託運営（市委託事業）
　・しゃぼん玉（通所者10名）　・茶れんじ（通所者11名）　・しゃぼん玉（通所者10名）　・茶れんじ（通所者11名）
　②就労継続支援 B 型事業の実施　②就労継続支援 B 型事業の実施
　・ココロン及び従たる事業所（利用者延べ 5,597 名）　・ココロン及び従たる事業所（利用者延べ 5,597 名）

１　住民主体の地域福祉活動、たすけあいの風土づくり１　住民主体の地域福祉活動、たすけあいの風土づくり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　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　住民の権利擁護、総合的な相談支援を通じた地域づくり

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　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　生活の質を高め安心を支える在宅福祉サービスの推進

２　住民の福祉意識の啓発、ボランティア市民活動の推進２　住民の福祉意識の啓発、ボランティア市民活動の推進２　住民の福祉意識の啓発、ボランティア市民活動の推進



　③いこいの湯の運営（市委託事業）　③いこいの湯の運営（市委託事業）
　・利用者数延べ　・利用者数延べ 1,3441,344 名
　※新型コロナウイルス感染拡大により三度閉館。（感　新型コロナウイルス感染拡大により三度閉館。（感　
　染予防対策を徹底し再開）　染予防対策を徹底し再開）
　④生活支援ハウスの運営（市委託事業）　④生活支援ハウスの運営（市委託事業）
　・入居者数５名（満室）　・入居者数５名（満室）
４-５福祉介護等研修事業の実施５福祉介護等研修事業の実施
　①生活援助従事者研修課程の実施検討①生活援助従事者研修課程の実施検討
　②在宅連絡調整会の充実　②在宅連絡調整会の充実

５-１活動拠点の確保１活動拠点の確保
　①公共施設等の有効活用　①公共施設等の有効活用
５-２組織体制の強化２組織体制の強化
　①理事会・評議員会機能の充実と強化　①理事会・評議員会機能の充実と強化
　・理事会（５回／内、みなし決議１回）　・理事会（５回／内、みなし決議１回）
　・監事会（１回）　・監事会（１回）
　・評議員会（３回）　・評議員会（３回）
　・評議員選任・解任委員会（１回）　・評議員選任・解任委員会（１回）
　②専門委員会の機能の検討　②専門委員会の機能の検討

　③事務局体制の整備　③事務局体制の整備
　④役職員の資質向上を図る研修の実施　④役職員の資質向上を図る研修の実施
　　（主にオンライン・　　（主にオンライン・WEBWEB 研修等）研修等）
　⑤社会福祉法人の「公益的な取組」の実践　⑤社会福祉法人の「公益的な取組」の実践
５-３財源の確保５-３財源の確保
　①社会福祉協議会会費の推進　①社会福祉協議会会費の推進
　・実績額 24,077,700 円（目標達成率 104％）　・実績額 24,077,700 円（目標達成率 104％）
　・地区社協配分額 12,501,700 円　・地区社協配分額 12,501,700 円
　②まごころ銀行運動の推進　②まごころ銀行運動の推進
　・預託額 2,370,009 円　・預託額 2,370,009 円
　③その他　③その他
　　（共同募金配分金の活用、収益事業の研究等）　　（共同募金配分金の活用、収益事業の研究等）
５-４第４次地域福祉活動計画５-４第４次地域福祉活動計画
　　　　  （令和４年度～８年度）の策定 （令和４年度～８年度）の策定
　・策定委員会の開催、住民・　・策定委員会の開催、住民・
　　団体ヒアリング調査の実施　　団体ヒアリング調査の実施
　　など　　など

５　社会福祉協議会の基盤整備５　社会福祉協議会の基盤整備５　社会福祉協議会の基盤整備

＜財産目録＞＜財産目録＞ （単位：円）（単位：円）

資産の部資産の部 金額金額 金額金額負債の部負債の部

流動資産 230,346,465 流動負債 49,474,963

固定資産 289,586,265 固定負債 136,775,590

資産合計 519,932,730 負債合計 186,250,553

差引純資産差引純資産 333,682,177333,682,177

＜収支計算書＞＜収支計算書＞ 会費収入
24,077,700

寄付金収入
2,370,009

経常経費補助金
収入

98,835,853

受託金収入
76,095,723

事業収入
3,772,136

負担金収入
1,327,500

介護保険事業収入
135,219,248

就労支援事業収入
2,564,305

障害福祉サービス
等事業収入

58,683,110

受取利息配当金収入
41,831

その他の収入
1,680,408

固定資産売却収入
139,200

施設整備等寄附金
収入 1,000,000

退職手当積立基金
預け金取崩収入

7,174,660

前期末支払資金残高

176,681,978

収入合計

589,663,661円

人件費支出
301,963,944

事業費支出
32,007,664

事務費支出
14,927,022

就労支援事業支出
2,565,682

共同募金配分金事業費
4,117,747

助成金支出
20,812,108

固定資産取得支出
3,758,975

退職手当積立基金
預け金支出

12,432,960

当期末支払資金残高
197,077,559

支出合計

589,663,661円

　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がありましたら社会福祉協議会までご連絡ください。

（主な機器としては車椅子（できれば軽いもの）、介護用ベッド（電動ベッド）、歩行器等です）

※最新の情報はホームページ「福祉用具リサイクル情報」をご覧ください。

（8 月 10 日現在）（8 月 10 日現在）
福祉用具リサイクル事業福祉用具リサイクル事業福祉用具リサイクル事業福祉用具リサイクル事業福祉用具リサイクル事業情報

介助式車椅子（アーム跳ね上げタイプ）2 台、子供用車椅子 1 台、歩行器（U 字型）2 台介助式車椅子（アーム跳ね上げタイプ）2 台、子供用車椅子 1 台、歩行器（U 字型）2 台
歩行器（天板付）1 台、タッチアップ（立ち上がり補助）1 台、シニアカー（4 輪型）1 台歩行器（天板付）1 台、タッチアップ（立ち上がり補助）1 台、シニアカー（4 輪型）1 台

電動車椅子 1 台、ポータブルトイレ 3 台、手押しシルバーカー 2 台、杖 2 本電動車椅子 1 台、ポータブルトイレ 3 台、手押しシルバーカー 2 台、杖 2 本
シャワーキャリー（入浴用車椅子）1 台、シャワーチェア（入浴用椅子）1 台シャワーキャリー（入浴用車椅子）1 台、シャワーチェア（入浴用椅子）1 台

ゆずってくださいゆずってくださいゆずってくださいゆずってください

ゆずりますゆずりますゆずりますゆずります

【申込・問合せ】【申込・問合せ】【申込・問合せ】 総務企画課　電話２８－６１２７



まごころ銀行報告まごころ銀行報告まごころ銀行報告まごころ銀行報告まごころ銀行報告報告

川之江

三　島

新　宮

団　体

内田 省三　様

井川  一洋　様

石川 久敏　様

匿名

内田 康彦　様

匿名

柏槇生産組合　様

昭二九会 有志　様

故 内田 榮 様　香典返し

故 井川 秀子 様　香典返し

故 内田壽敏 様　生前のお礼

チャリティーバザー収益金

解散による清算金

解散による残金

300,000円

200,000円

金一封

金一封

金一封

60,000円

13,777円

金一封

（5 月 1 日～日～ 7 月 3131 日分）日分）ご寄付ありがとうございました。

※皆さまからいただいたこれらの善意は、福祉活動の向上に活用させていただきます。※皆さまからいただいたこれらの善意は、福祉活動の向上に活用させていただきます。

次回の社協だよりの発行は次回の社協だよりの発行は次回の社協だよりの発行は次回の社協だよりの発行は次回の社協だよりの発行は次回の社協だよりの発行は 10月号10月号10月号10月号10月号10月号 の予定です。の予定です。の予定です。の予定です。の予定です。

【 問 合 せ 】【 問 合 せ 】【 問 合 せ 】 総務企画課　電話２８－６１２７

第19回 四国中央市社会福祉大会 第19回 四国中央市社会福祉大会 ×
　　　　シトラスみんなの応援隊【特別コラボ企画】

『だれもが暮らしやすい 四国中央市をめざして』『だれもが暮らしやすい 四国中央市をめざして』
～ みんなで広げよう シトラスリボンプロジェクト ～～ みんなで広げよう シトラスリボンプロジェクト ～

　シトラスリボンプロジェクトは、コロナ感染された方やその関係者、エッセンシャルワーカーに対す

る誹謗・中傷など、偏見や差別の解消に向けて始まった活動です。

　シトラスみんなの応援隊は、プロジェクトの趣旨を多くの方に知ってもらい、『だれもが暮らしやすい

四国中央市』に近づけていけたら…という思いで活動をされています。

　当会でも、今年度に策定した第 4 次地域福祉活動計画において、愛媛県発祥の同プロジェクトの想い

と地域福祉の理念との関連について触れています。

　このような想いが重なり合い、特別コラボ企画を開催いたします。

日時　　令和 4 年 10 月 1 日 ( 土 )　10：00 ～ 16：00

場所　　しこちゅ～ホール　2 階エントランス・正面玄関駐車場

内容　　シトラスリボンプロジェクト広報活動

　　　　( パネル展示・ワークショップ等 )

　　　　愛媛県新型コロナウイルス感染症対策応援基金への協力の呼びかけ

　　　　（返礼品として、シトラスリボングッズを準備しています）

　　　　シトラスリボンラッピング車両展示　など

＜過去の活動展の様子＞

　　　　シ


