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今月のトピックス

理事・監事・会長・副会長の選任
新しいサロンができました
平成３０年度事業報告・決算
ファミサポ講習会を開催します
ボランティア市民活動研修会
第 16 回四国中央市社会福祉大会

理事・監事の選任及び会長・副会長の選任について

６月 27 日に開催されました評議員会において、任期満了に伴う理事・監事が選任され、同日に開催
されました理事会において、会長・副会長が選任されました。
髙橋 厚德 （共同募金会市支会代表者）
社会福祉協議会は、地域福祉
長野 勝重 （民生児童委員協議会代表者）
を推進する中核的な団体として、
武村 俊子 （三島地域福祉圏域代表者）
誰もが安心して暮らすことがで
山川 久男 （川之江地域福祉圏域代表者）
きる福祉のまちづくりの推進を
髙橋 功 （川之江地域福祉圏域代表者）
図ることを目的としており（社
瀬戸丸 泰司（三島地域福祉圏域代表者）
会福祉法第 109 条に規定）、地
合田 寛 （土居地域福祉圏域代表者）
域の皆様や関係機関・団体等が
三鍋 公一郎（新宮地域福祉圏域代表者）
参加する公益性の高い非営利・
英治郎 （公民館長会代表者）
民間の福祉団体です。
星川 充 （学識経験者）
社会福祉協議会の評議員会（議
大西 賢治 （行政関係職員）
決機関）、理事会（執行機関）、
鈴木 義彦 （税理士）
【監事】
監事会（監査機関）は、地域住
三好 政広 （学識経験者）
民や各分野から選出された方々
任期： 令和元年６月 27 日から令和３年定時評議員会の終結の時
で構成されています。
まで
～就任（再任）のご挨拶～
このたび、令和元年６月 27 日に社会福祉法人四国中央市社会福祉協議会会長に就任
（再任）いたしました。
もとより微力ではございますが社会福祉協議会の果たすべき重責を自覚し、皆様の
ご指導のもと努力する所存でございますので、今後ともご支援を賜りますようお願い
申し上げます。
【理事】 会 長
副会長
副会長

社会福祉法人 四国中央市社会福祉協議会

紹介

会長

髙橋厚德

新しいサロンができました

中曽根地区／令和元年５月３０日発足

開催日
場 所
人 数
内 容
参加費

：
：
：
：
：

毎月３０日
生吉集会所
参加者１１名 お世話人４名
食事、おしゃべり、歌など
３００円／月

四国中央市社会福祉協議会では、自発的な近隣活動・支え合い活動である「ふれあい・いきいきサロン」
支え合い
合い活動
活動であ
である「
る「ふれ
ふれあい
あい いきい
きいきサ
きサロ
ロン」
づくりを推進しています。サロンに関するご相談は、四国中央市社会福祉協議会までご連絡ください。
【問い合わせ】 社会福祉協議会 地域福祉課 ℡２８－６１２７

報告

平成３０年度 事業報告

第３次地域福祉活動計画（2017 ～ 2021 年）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、重点方針に沿って実施した事業と決算の概要を報告いたします。
1 住民主体の地域福祉活動、たすけあいの風土づくり
１-１地区社協活動の充実
①２０地区社協活動の支援と協働
・地区社協会長会の開催 ・活動要覧の作成
②メニュー事業の推進
・ふれあい住民交流事業 ・友愛訪問
・住民座談会 ・すみよいまちづくり事業
・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／市長委嘱）
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 :166 名、活動 :1,507 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 :85 名、活動 141 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）
②共同募金運動の推進
・赤い羽根共同募金（実績 :15,300,009 円）
・歳末たすけあい募金（実績 : 6,766,950 円）
③福祉用具貸与・リサイクル事業等の実施
・車イス貸出 221 件 ・リサイクル成立 10 件
・マイクロバス貸出 217 件
・ボランティア機器 75 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
・199 ケ所（高齢者・子育て・障がい者サロン）
参加者 2,103 名、お世話人 930 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
・ 在宅介護に関する講演
④介護予防教室の実施
・三島地域（10 回、参加者 167 人）
・土居地域（６回、参加者 115 人）
・新宮地域（３回、参加者 32 人）
2 住民の福祉意識の啓発、ボランティア市民活動の推進
２-１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 :50 団体、助成金額 1,800,000 円）
②福祉教育の推進
・福祉協力校への助成（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
③被災地災害ボランティアセンター（大洲・宇
和島）への職員派遣（延べ 12 日・32 名）
④災害ボランティアバスの運行協力
（６日間、市民ボランティア延べ 87 名）

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福祉サービス利用援助事業（契約 27 名）
②法人後見事業（財産管理・身上監護／受任 5 人）
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）559 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 76 件 ・支援プラン作成 20 件
・食糧支援 14 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等）
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
・福祉票の整備及び活用
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
③第 15 回社会福祉大会の開催（10 月６日）
・式典及び記念講演（参加者 350 人）
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
（あおぞら・しゃぼん玉・茶れんじ）
②就労継続支援 B 型事業の実施（ココロン／新規）
③いこいの湯の運営
④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相談援助職者ネットワークの構築
②在宅連絡調整会の充実
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
５-２組織体制の強化
①理事会の開催（４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（２回）
④専門委員会の開催（総務・地域福祉、在宅／各２回）
⑤まごころ銀行運営委員会の開催（１回）
５-３財源の確保
①社協会費の推進
・実績額 25,235,700 円
②まごころ銀行運動の推進
・預託額 3,820,520 円
③その他（共同募金配分金の活用、収益事業の研究等）

報告

平成３０年度

＜財産目録＞

資産の部
流動資産
固定資産
資産合計

決算報告（概要）
金額
165,387,927
269,108,750
434,496,677

負債の部
流動負債
固定負債
負債合計
（単位：円） 差引純資産

＜収支計算書＞
会費収入25,235,700

金額
44,564,571
119,326,070
163,890,641
270,606,036

寄付金収入
3,820,520
経常経費
補助金収入
94,704,834

当期末支
退職手当積立
払資金残高
基金預け金支出 137,053,687
11,967,600
固定資産
取得支出
支出合計
1,320,626
524,024,006 円
助成金支出
受託金収入
22,482,886
77,250,300
共同募金配分金
人件費支出
事業費
事業収入
292,876,509
5,055,630
4,913,613
就労支援事業支出
1,322,324
負担金収入
事務費支出
事業費支出
1,425,000
13,930,920 38,013,824

前期末支払
固定資産
資金残高
売却収入
765,240 122,290,432
その他の収入
592,047
受取利息
収入合計
配当金収入
524,024,006 円
52,050
障害福祉サービス等
事業収入
介護保険事業収入
42,443,090
就労支援事業収入 149,209,075
1,322,105

お知らせ

ファミリーサポートセンター講習会を開催します

【日時】 令和元年９月７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
（三島宮川４丁目６番５３号）
【内容】 児童虐待防止のための早期発見の取り組みと現状について
＊こども課子育て総合相談係より
【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
【定員】 ３０名程度
【問い合わせ】 四国中央市ファミリーサポートセンター

情報

℡２８－６１５０

四国中央市ボランティア市民活動研修会が開催されます

現代社会に求められているボランティア市民活動について、各分野にわたる知識や技術を学び、自ら
の活動に活かしていただくとともに、市民の参加による地域づくりをより魅力的に推進していくことを
目的に開催します。
第 3 回 ８月２２日（木） 演題 「ボランティアを【究極の趣味】に変える方法」
第 4 回 ８月２９日（木） 演題 「障がい理解とボランティア」
第 5 回 ９月 ５日（木） 演題 「ボランティアの社会的価値」
開催時間
１３：３０ ～ １５：００ （受付 13：00 ～）
詳しくはこちら
開催場所
市役所市民交流棟
２階会議室
【問い合わせ】 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

ポータブルトイレ１台
車イス５台
電動シルバーカー２台
電動ベッド２台

シルバーカー 1 台

お知らせ

第１６回四国中央市社会福祉大会を開催します

総合テーマ

ささえあう

愛と福祉でまちづくり

本大会は、令和元年の記念すべき年に、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。
と き
令和元年１０月５日（土）１３：００～１６：００
ところ
四国中央市福祉会館 ４階 多目的ホール
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
日 程
12：30 ～
受付
13：00 ～ 14：05
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

師

昨年度の社会福祉大会

『大丈夫だよ、がんばろう！』
タレント 山 田 邦 子 さん

～プロフィール～
1960 年 東京生まれ 1981 年にドラマ「野々村病院物語」
でデビュー。
その後、数々のバラエティ番組に出演し、人気が沸騰した。
1989 年から８年連続で NHK の好きなタレント１位に輝く。
2008 年 10 月に乳がん体験本「大丈夫だよ、がんばろう！」
を出版。
2008 年から厚生労働省「がんに関する普及啓発懇談会」メンバー
に選ばれる。
近年、
「乳がん体験と早期検診を呼び掛け」をテーマに全国講演中。
※都合により、日程・内容等が一部変更になる場合があります。
【問い合わせ】 社会福祉協議会

報告
川

滝

三 島
寒 川
豊 岡
団 体

企

業

まごころ銀行報告 （５月１日～６月３０日）
匿
名
匿
名
石村 敬子様
一柳 ヒサ子様
一柳 栄一様
カラオケ喫茶すぱいしぃ様
コスモスカラオケ会
代表 大久保 和子様
金光教 川之江教会様
世界平和統一家庭連合 四国中央家庭教会様
おもちゃ図書館たんぽぽ様
アイフルホーム川之江店様

総務企画課

℡２８－６１２７

ご寄付ありがとうございました。
3,000円
3,000円
金 一 封
100,000円
100,000円
18,909円

広報報償金
故一柳初太郎様 香典返し
故一柳文子様 香典返し
チャリティー収益金

71,827円

チャリティーバザー収益金
チャリティーバザー収益金
おもちゃ図書館閉館、グループ解散
お客様感謝祭フリーマーケット収益金

31,960円
99,140円
10,662円
35,910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

１０月号

の予定です。

