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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。

平成３０年度 社協事業計画・予算（概要）
～ 第３次地域福祉活動計画（２年目）～
基本理念
近年、急速に進展する少子高齢化や人口減少化に伴い、住民の生活福祉ニーズも複雑・多様化してい
ます。深刻な生活課題や住民ニーズに対応するために、相談援助や支援サービスの充実・生活支援体制
の整備を図るとともに必要な社会資源を開発する等、住民一人ひとりの暮らしと生きがいを高め、共に
生きる地域共生社会づくりの推進が求められています。
改正社会福祉法（本年４月施行）では、市町村における包括的な支援体制の整備が明記され、地域福
祉においては、住民主体による地域生活課題の解決やソーシャルワーク機能の充実が重要視される等、
国の「我が事・丸ごと」の地域づくりの推進が開始されます。また、社会福祉法人の地域貢献については、
社会福祉協議会がその中核的役割を担うことが期待されています。
このような状況のなか、四国中央市社会福祉協議会では「第 3 次地域福祉活動計画」に基づく２年目
の取り組みとして「ささえあう 愛と福祉でまちづくり」を基本理念に、住民、地区社協、民生児童委員、
行政、関係機関・団体・施設等と協働し、次の重点方針に沿った事業・活動を展開し、誰もが安心して
暮らすことができる福祉のまちづくりの推進に努めます。

【事業実施項目】
１．住民主体の地域福祉活動をすすめ、たすけあいの風土をつくります。
〇地区社協活動の充実（２０地区社協活動の支援と協働、メニュー事業）
〇小地域ネットワーク活動の推進（ファミリーサポートセンター、愛ネッとワーク等）
〇福祉関係団体等への支援（民生児童委員活動との連携、共同募金運動等）
〇健康と生きがいづくりの推進（サロン活動の充実、介護予防教室事業の実施等）
２．住民参加のもとに福祉意識の啓発とボランティアの支援・育成を推進します。
〇ボランティアの育成・活動支援（ボランティア活動の推進、福祉教育の推進）
〇災害ボランティア活動支援体制の充実（関係機関・団体等との協働体制の確立等）
３．住民の権利を擁護し、総合的な相談支援を通じ地域づくりを進めます。
〇地域福祉権利擁護事業の推進（福祉サービス利用援助事業、法人後見事業）
〇地域総合相談・援助活動の実施（専門相談、生活困窮者自立支援、生活支援体制整備等）
〇調査・企画・広報活動の推進（福祉票、広報啓発活動、社会福祉大会の開催等）
４．生活の質を高め安心を支える在宅福祉サービスを推進します。
〇訪問介護サービス（訪問介護、訪問型サービス、障害者居宅介護、訪問入浴サービス等）
〇通所介護サービス（地域密着型通所介護、通所型サービス）
〇相談支援サービス（居宅介護、介護予防支援事業、要介護認定訪問調査、指定相談支援事業）
〇地域生活支援サービス（地域活動支援センター、就労継続支援 B 型事業所、いこいの湯、支援ハウス等）
５．地域福祉を進めるために、社会福祉協議会の基盤を整備します。
〇活動拠点の確保

〇組織体制の強化

〇財源の確保

〇地域福祉活動計画の推進

平成３０年度

四国中央市社会福祉協議会予算（概要）

会費収入 25,500,000

寄附金収入
4,200,000

前期末支払資金残高
118,456,000
受取利息配当金収入
103,000
その他の収入
421,000
障害福祉サービス等
事業収入
42,492,000
就労支援事業収入
1,200,000

予備費
当期末支払資金残高
2,829,000
119,010,000
その他の活動
による支出
12,281,000
助成金支出
24,617,000
共同募金
524,761,000 円
524,761,000 円
配分金事業費
受託金収入
7,000,000
78,458,000
就労支援事業
製造原価支出
1,200,000
人件費支出
介護保険事業収入
事務費支出
事業収入
298,621,000
152,042,000
17,700,000
5,347,000
事業費支出
負担金収入
41,503,000
1,314,000
経常経費
補助金収入
95,228,000

収入

支出

募集 「福祉のまちづくり助成事業」公募について
赤い羽根共同募金配分金助成事業
四国中央市社会福祉協議会では、福祉のまちづくりのため四国中央市内で、高齢者や障がい者、子
育てに関して実施する支援活動や自発的・組織的に実施する社会貢献活動などを行っている団体・グ
ループに助成金の公募を行います。

（助成の対象となる団体）
助成金の交付対象となる団体は、以下の条件を満たす団体とする。
・市内に活動拠点を有し、福祉の増進を目的とした団体であること
・継続的に活動しており発展が見込まれる又は今後活動する計画のある団体
・営利を目的としていないこと
・特定の企業、政党、宗教団体等から独立していること

（助成の対象となる事業）
・団体の特性を生かした創造的・先駆的事業で、市民を対象としたものであること
・市民のニーズを的確に捉えたものであること
・ボランティア活動の資質向上のための研修会等事業
・イベント等の交流会事業
〇助成金額 １団体６万円を限度とします。
〇募集期間 平成３０年６月１日（金）～６月２９日（金）
〇決定通知 事業内容等の審議後、助成金額を決定し、申請者宛に通知します。
〇応募方法 所定の申請書に関係書類を添えて、下記まで申し込んでください。
※申請書は本所・各支所に置いてあります。また、ホームページからダウンロードする
ことができます。
申込・問合せ
四国中央市社会福祉協議会 総務・地域福祉課 ℡２８－６１２７

平成２９年度に助成を行った団体の活動事例
川之江ともしびの会

四国中央笑いヨガボランティア

劇団スマイル

地域の子どもたちへの
健全育成や子育て支援

笑いヨガクラブの開
催や高齢者施設、病
院等での訪問活動

保育園や幼稚園、施設
などで人形劇や影絵、
歌などの交流活動

報告

就労継続支援Ｂ型事業所ココロンが開所しました

地域活動支援センターココロンが、就労継続支援 B 型へと事業形態を変
更し新しい船出をいたしました。それに合わせ、平成３０年４月２日（月）
に開所式を行いました。
開所式では、四国中央市加地福祉部長から激励の言葉をいただきました。
また利用者ひとりひとりが抱負を発表し「これからもココロンで仕事をが
んばりたい」との声がありました。ココロンでの作業でトレーニングを重
ね、就労を目指せるような経験、知識や技能の習得を利用者の方に提供し
ていきます。これからも地域で愛される「みんなのココロン」を目指して、職員一同、通所者の方と一緒
に頑張っていきたいと思っております。なお、ご利用の希望がございましたら、随時見学を受け付けてお
りますので、お気軽にお問合せ下さい。
問合せ 就労継続支援Ｂ型事業所ココロン ２３-５６１１

報告

地域活動支援センター茶れんじが開所しました

新宮地域において、主に木曜日やイベント時に活動してきました「地域支援サークル（ボランティア
サークル）茶れんじ」の発展形として、平成３０年４月に「地域活動支援センター茶れんじ」
（市委託事業）
をオープンいたしました。
４月５日（木）には、篠原市長をはじめ、加地福祉部長、関係各課長ご列席の
もと、開所式を開催いたしました。
営業日・時間は、月曜日から金曜日の午前９時から午後３時までとし、セン
ターの利用者（定員１２名）に創作的活動や生産活動の機会を提供したり、機
能訓練や社会適応訓練等を行ったりします。（茶れんじでは、野菜栽培やそれら
を使った調理訓練、民芸品づくりなどに“チャレンジ”していきます）

「茶れんじ」のこれまでの活動につきましては、四国中央市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
地域活動支援センターの運営について
四国中央市社会福祉協議会では、市の委託を受けて３つのセンター〔あおぞら（川之江文化センター
１階）・しゃぼん玉（土居福祉センター２階）・茶れんじ（新宮高齢者生活福祉センター２階）〕を運
営しています。
これらの３つのセンターは、障がい者等の日中活動の場として、創作的活動や生産活動の機会を
提供し、社会との交流の促進を図ることを主な基本方針としています。（活動内容については、それ
ぞれのセンターにより特徴があります）
利用者の規模や提供するサービスの内容等によってⅠ～Ⅲ型の類型がありますが、あおぞら・しゃ
ぼん玉・茶れんじは、Ⅲ型の地域活動支援センターとして運営を行っています。

情報

福祉用具リサイクル情報

（５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

電動シルバーカー３台
電動ベッド１台
車イス１台

ポータブルトイレ１台

電動シルバーカー２台

シャワーチェア 1 台

情報

専門（弁護士・司法書士）相談
６月・７月の法律相談予定日

６月・７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
６月５日・１９日／７月３日・１７日
（受付：13:00 ～ 15:00）
三島会場：福祉会館１階
６月８日・２０日／７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）
６月２７日／７月２５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）
６月１３日／７月１１日
（相談時間：13:00 ～ 16:00）
三島会場：福祉会館１階（※要予約）
６月５日／７月４日
（相談時間：13:00 ～ 16:00）
土居会場：土居福祉センター１階（※要予約）
７月１８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
８月７日（受付：13:00 ～ 15:00）

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）

※法律相談の申込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。

情報

手話教室受講生を募集します

初心者の方を対象に、手話教室を開催します。
。
手話を勉強したい方、手話を通してボランティア活動をしてみたい方、気軽に参加しませんか。
【講師】 手話サークルつくし
【日時】 ７月２０日～ 毎週金曜日（全６回）
１９時３０分～
【場所】 福祉会館１階 ボランティア室
【受講料】無料
【定員】 ２０名程度
【対象者】小学生以上（ただし学生は保護者送迎）

【講師】 手話サークルてまり
【日時】 ７月２４日～ 毎週火曜日
（全５回 ※８月１４日除く）１９時３０分～
【場所】 土居福祉センター１階 多目的室
【受講料】無料
【定員】 ２０名程度
【対象者】小学生以上（ただし学生は保護者送迎）

【申込・問合せ】ボランティア市民活動センター

お知らせ

２８—６０３９

ファミリーサポートセンター講習会を開催します
～ からだとこころの健康づくり ～

【日時】平成３０年６月３０日（土）１０：００～１１：３０
【場所】四国中央市保健センター ２階 健康指導室
【講師】四国中央市保健師 髙橋敬子先生 安藤千恵先生
【内容】・熱中症と食中毒などについて ・育児相談
※託児スペースもご用意しています。
【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みなさん
【申込・問合せ】四国中央市ファミリーサポートセンター

報告

まごころ銀行報告

金 生
川 滝
天 満
団 体

ファミリー ・ サポート ・ センター
℡２８－６１５０

（３月１日～４月３０日） ご寄付ありがとうございました。

匿
名
匿
名
匿
名
中之庄婦人会様
上町永楽会一同様
四国中央レディースクラブ一同様
コスモスカラオケ会 代表 大久保

和子様

金 一 封
3,000円
金 一 封
100,000円
会費の一部
60,000円
会費の残金
166,464円
チャリティー収益金
71,894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

８月号

の予定です。

