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令 和 3 年 度 事 業 計 画

＜事業方針＞
　我が国は、世界に類を見ないスピードで少子高齢化を経験しつつあり、国立社会保障・人口問題研
究所によると19年後の2040年には人口が1億1,000万人台に減少する一方、高齢者人口は2042年に
3,935万人でピークを迎えると予測されています。本格的な少子高齢社会を迎え、地方では人口の激減
により地域コミュニティや行政サービスの維持が難しくなることや、地域福祉の担い手不足の懸念から
自助、共助、公助に加えて地域で相互に支え合う「互助」がこれまで以上に重要になると考えられます。
さらに、中国武漢市に端を発した新型コロナウイルス感染症は、その後急激な勢いで全世界へ蔓延し、
医療体制のひっ迫や経済活動の停滞等の社会的混乱を及ぼしており、この新たな特殊災害によって人と
人の接触が制限されることとなり、新しい生活様式への適応が求められています。

　このような状況を踏まえ、西条市社会福祉協議会は、地域のネットワークを最大限に生かしながら、
誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりの実現をめざし、地域福祉活動の中心的な担い手
として十分にその役割を果すため、新しい生活様式に対応した事業の充実及び組織の強化を図ります。
　その一端として、介護保険制度及び障がい福祉サービス等については、令和3年の制度改正により在
宅福祉サービスの充実に対する期待が高まる中、利用者に信頼される質の高い介護サービス及び障がい
福祉サービスを提供します。さらに子ども・子育て支援として、児童発達支援センターひまわりを拠点に
就学前の障がいや発達に不安のある児童を対象に総合的なサービスの提供に努めます。

　また、豪雨災害や今後発生が予想される地震災害等への備えや、住民相互の支え合いの仕組みづくり
などを促進する上で、ますます必要性が高まってくるボランティア活動の充実強化にも取り組みます。

＜重点目標＞
１．住民主体による地域福祉活動の推進

　•サロンや地域の交流活動を通じて地域の
連帯意識を高め、住民一人ひとりが地域で
孤立することがないように支援

　•住民の主体的な活動による地域福祉の課
題解決に向けた支え合い活動の推進

　•ボランティア活動の充実強化を図り地域福
祉活動の担い手の育成

２．地域福祉権利擁護事業の拡充
　•日常生活に支障のある方に対し、安心して

住み慣れた地域で暮らし続けることができ
る支援体制の構築及び支援の充実

３．在宅福祉サービス事業の推進
及び経営安定化

　•支援が必要な高齢者や障がい者に在宅福
祉サービスの提供

　•地域ニーズの把握、福祉サービスの向上
　•介護事業の効率的な運営及び健全な経営

維持

４．児童発達支援センターの運営強化
　•個別・集団活動及び相談を通じ、子どもが

生き抜く力の支援
　•個別支援計画を柱に適応する力の育成

５．西条市とのパートナーシップの強化
　•地域福祉を推進する公的な組織として地域

福祉施策の充実に取組み、安心、安全な地
域づくりの推進

　•市と協働して地域福祉活動計画の策定
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令 和 3 年 度 収 支 予 算 概 要
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＊＊＊ 令和２年度社協会費実績報告 ＊＊＊
地区 支 部 名 実績額（円） 会員数（人）

西
条
地
区

玉　津　支部 851,500 1,693
飯　岡　支部 1,000,000 1,870
西　条　支部 1,112,500 1,583
神　拝　支部 1,409,700 2,734
大　町　支部 1,514,000 2,826
神　戸　支部 686,500 1,059
禎　瑞　支部 237,000 398
　橘　支部 353,000 528
氷　見　支部 556,500 1,113
加　茂　支部 35,500 47
大保木支部 29,000 50
市之川支部 4,000 8

東
予
地
区

周　布　支部 434,000 868
吉　井　支部 376,500 753
多　賀　支部 681,101 1,212
壬生川支部 888,502 1,409
国　安　支部 711,500 1,422
吉　岡　支部 372,500 741
三　芳　支部 361,000 722
楠　河　支部 458,500 917
庄　内　支部 317,000 634

丹
原
地
区

丹　原　支部 746,500 1,482
徳　田　支部 267,500 535
田　野　支部 345,500 691
中　川　支部 395,000 790

小
松

地
区

小　松　支部 798,500 1,593
石　根　支部 364,500 729

合計 27 支部 15,307,303 28,407

　ご協力いただきました貴重な会費は、地域に根ざした福祉活動を
進めるための大切な資金として、支部社協活動に50%、市全体の地
域福祉事業の推進に50%を活用させていただいております。

令和２年度実績額 １５,３０７,３０３円

＊＊＊ 令和３年度 社協会費ご協力のお願い＊＊＊

■一般会員
　年額・・・・５００円

■賛助会員
　年額・・・1,000円以上

会員の種類と金額
■地域で納入
　地域住民を対象に各支部社会福祉協議会
での取りまとめをお願いしております。
■個人で納入
　西条市社会福祉協議会の事務所までお届
けください。

納　入　方　法

☆会員数は一般会員数と賛助会員数を合わせた数です。

　地域の実情に応じた、自主的な地域福祉活動の推進を図るため、住民の皆様のご
理解をいただきながら参加していただくことを目的に『住民会員制』を導入しています。
地域福祉活動の支えであり、原動力となる社協会費の趣旨をご理解いただき、ひとり
でも多くの皆様が会員となって参加いただけるようご協力お願い申し上げます。
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　皆様のご理解とご協力によりまして、温かい心のこもった募金が寄せられました。募金活動
にご協力いただきました自治会、町内会、隣組などの募金ボランティアの皆様、本当にあり
がとうございました。心よりお礼申し上げます。

令和２年度共同募金運動実績報告
19,193,547円

（令和3年1月31日現在）

共同募金    16,315,397円
歳末募金      2,878,150円

　ご協力いただきました共同募金は、災害などの特別な場合を除き、全て県内の民間社会
福祉事業に配分されます。西条市に対しては、小規模作業所や西条市社協などに配分され、
支部社協の活動費や地域福祉事業、作業所備品整備事業など、地域の福祉活動充実のため
に有効に活用されます。

皆様からいただいた会費は、このような活動に使われています皆様からいただいた会費は、このような活動に使われています

　皆様からいただいた会費は、皆様の身近な地域で、支部社会福祉協議会を中心とした地域活動や
ふれあい・いきいきサロン、子育て支援などの様々な活動に役立てられています。
　「こういった福祉活動に役立ててほしい！」「地域のこういったところを活かした活動を！」等の地
域福祉に関するご意見・お問合せ等皆様の声をお聞かせください。

◀【ふれあい•いきいきサロン】
サロンは、地域の中に気軽に集ま
ることができる“居場所”を作る事
業です。無理なく楽しくできる体
力づくりや認知症予防、障がい児
の余暇支援や子育て世代への支
援等、さまざまな活動を住民主体
で行っています。

▲【災害ボランティアセンター開設準備等】
災害に備えて、災害ボランティアセンター設置
訓練や災害ボランティア養成講座の開催等を
とおして災害発生時への体制を整えています。

▲【福祉教育推進】
市内小・中学校及び高等学校の児童・生徒に、福祉への
理解と関心を高め、福祉を身近に感じてもらうことを目的
に、学校の授業等で福祉教育を行っています。

社協会費に関する問合せ先
西条市社会福祉協議会
地域福祉課
ＴＥＬ 0898－64－2600
ＦＡＸ 0898－64－3920
ＨＰ http://www.saijoshakyo.or.jp/

社協会費に関する問合せ先

地域での交流、見守り、居場所づくり地域での交流、見守り、居場所づくり 災害への対応災害への対応

住民の福祉意識向上、情報発信住民の福祉意識向上、情報発信
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まごころ銀 行
次の方々から温かいまごころをいただきました。心からお礼申し上げます。

（令和2年12月1日～令和3年3月31日受付：敬称略）

　皆様からいただきましたまごころは、ふれあい・いきいきサロン事業、敬老の家事
業等に活用させていただきます。

金　銭 ◇塩出タキ子（神拝）　◇西条栄光幼稚園　◇済生会西条病院売店
◇村上記念病院　◇匿名９名

物　品 ◇飯岡小学校 • 飯岡公民館　◇西条商工会議所 • 西条商工会議所女性会
◇喜多台旭自治会　◇多賀小学校　◇ダイナム愛媛 西条 • 東予店　◇匿名 2 名

災害 義 援 金ご 協力のお 礼
　令和2年7月豪雨災害義援金の受付を本所•各支所にて行って
まいりました。皆様からお預かりした義援金は中央共同募金会
を通じて被災者の方々へ寄付させていただきました。

　皆様の温かいご支援、ご協力に感謝申し上げますとともに
被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
（受付期間：令和2年7月17日～令和2年12月18日分）

募金額
59,824円

障 が い 者パソコン 講 座 の お 知らせ
　西条市障害者相談支援センターでは、障がいをお持ちの方を対象にパソコン講座を
開催します。パソコン技術を得るだけでなく、参加者同士の交流も目的とした講座です。
興味のある方は一緒に勉強してみませんか？
＜内　容＞　ワードやエクセルの基本操作、名刺・暑中見舞文づくり等
＜日　程＞　令和3年5月～令和3年8月の金曜日　合計10回
　　　　　　　※変則で実施　　5月21日•28日、6月　4日•11日•25日
　　　　　　　　　　　　　　　7月　2日•16日•30日、8月　6日•20日
＜時　間＞　13：30～15：30
＜対　象＞　在宅障がい者の方
＜受講料＞　受講料無料（テキスト代等として1,000円程度の実費を徴収する場合があります。）
＜講　師＞　障がい当事者グループ　オンリーワン
＜場　所＞　西条市小松公民館（小松町新屋敷甲3008番地）
　　　※都合により、日程や内容等が変更になる場合がある事を予めご了承願います。

定員定員
10名程度10名程度

  申込先・問合せ先

　障害者相談支援センター　担当 平井
　TEL：0898-64-2600
　FAX：0898-64-3920
　mail：soudan4-saijo@saijosyakyo.or.jp

申込締め切り：令和3年5月14日(金)迄
※申込多数の場合は抽選になります。
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  「なかよしきょうしつ」は、体験を通して、幼稚園•保育
園児のみなさんの福祉の心を育むきっかけになることを
願って実施しています。
　今号表紙の写真は、令和２年９月９日に実施した丹原
保育所での「なかよしきょうしつ」の様子で、この日は、
車椅子体験と点字絵本にふれる体験を行いました。

ボランティア講座受講者募集

ボランティアと読み聞かせに関心のある方へ
内容：ボランティアの基礎知識
　　  読み聞かせボランティア体験
日時：5月31日（月）
　　  13：30～15：30
会場：総合福祉センター
　　（神拝甲324-2）

学校での車椅子体験等の協力者を求めています
内容：福祉体験ボランティアについて
　　  車椅子体験の流れ等
日時：6月4日（金）
　　  13：30～15：30
会場：東予総合
　　  福祉センター
　　（周布606-1）

ボランティア体験講座 ＊読み聞かせ＊ 福祉体験ボランティア養成講座

なかよしきょうしつ

西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会 職員募集のお知らせ職員募集のお知らせ
介護支援専門員介護支援専門員（臨時職員）（臨時職員） 訪問介護職員訪問介護職員（登録ホームヘルパー）（登録ホームヘルパー）

勤　務　地 　西条支所/東予・丹原支所/小松支所
勤務時間 　８：３０～１７：１５(休憩６０分)
賃　　金 　月額１５０，７００円
資　　格 　介護支援専門員
待　　遇 　社会保険加入、期末手当、通勤手当
　　　　　 資格手当、処遇改善加算金
　　　　　 特定処遇改善加算金

※問合せ先　  本　　所　※問合せ先　  本　　所　0898-64-26000898-64-2600

※問合せ先　  西条支所　※問合せ先　  西条支所　0897-53-08730897-53-0873
　　　　　　  東予支所　　　　　　　  東予支所　0898-64-26000898-64-2600
　　　　　　  小松支所　　　　　　　  小松支所　0898-72-63630898-72-6363

勤　務　地 　西条支所/東予・丹原支所/小松支所
勤務時間 　８：３０～１７：１５（要請する時間）
賃　　金 　時給１，２4０円～１，２６０円
資　　格 　介護職員初任者研修以上
待　　遇 　通勤手当、資格手当
　　　　　 処遇改善加算金、特定処遇改善加算金

訪問入浴看護職員•介護職員訪問入浴看護職員•介護職員（非常勤職員）（非常勤職員） デイサービス職員デイサービス職員（非常勤職員）（非常勤職員）

勤　務　地 　東予支所
勤務時間 　９：００～１７：００（要請する時間）
賃　　金 　時給１，２4０円～１，２６０円
資　　格 　看護師、介護職員初任者研修以上
待　　遇 　通勤手当、資格手当
　　　　　 処遇改善加算金、特定処遇改善加算金

※問合せ先　  東予支所　※問合せ先　  東予支所　0898-64-26000898-64-2600

勤　務　地 　デイサービスセンターさくら(丹原)
勤務時間 　８：００～１６：4５（休憩６０分）
賃　　金 　時給９３０円～９５０円
資　　格 　介護職員初任者研修以上
待　　遇 　通勤手当、資格手当  
　　　　　 処遇改善加算金、特定処遇改善加算金

※問合せ先　  丹原支所　※問合せ先　  丹原支所　0898-76-24330898-76-2433

※新型コロナウイルス感染拡大状況等により、講座を中止とする場合があります。※新型コロナウイルス感染拡大状況等により、講座を中止とする場合があります。
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西条市社会福祉協議会　地域福祉課
ＨＰ  http://www.saijoshakyo.or.jp/tiiki2.html
　　　０８９８－６４－２６００　　　　０８９８－６４－３９２０

申込先・
問合せ先

TEL FAX

申込方法

募集期間

対　　象

　昨今、人々の暮らしのなかで、「社会的孤立」の問題や制度の対象とならない身近な生活課題

に対して、支援の必要性が高まっています。

　ぬくもりボランティア福祉サービス事業とは、こういった課題を解決するため、住民同士の支え

合い活動（助けたり、助けられたり）を推進していく事業です。

　そこで、ボランティアに従事する協力会員を募集します！

※ぬくもりボランティアは有償ボランティアです。詳しくはホームページをご覧ください。

西条市内に居住し、

この事業に対する理解と熱意を有する方

通　年

下記申込先・問合せ先までご連絡ください。

初めての方でも
研修を行うので、

安心！

お気軽に
お問い合わせ

ください。


