令和４年度事業計画
＜事業方針＞
我が国における今後の人口構造は、団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、高齢化率が30.0％
になり、さらに団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年には、高齢者数がピークを迎え35.3％に達する
など、今後一段と高齢化が進むことが予想されています。西条市においても高齢化の進展に加え、人口
減少傾向は顕著であり、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。
また、未だ収束の目途が立たない新型コロナウイルス感染症においては、これまで何度も変異を繰り
返し、現在オミクロン株により第6波の渦中にあり、再び行動制限や、あらゆる場面で三密（密集、密接、
密閉）を避けた行動が求められ、地域における福祉活動も大きな制約を受けています。
本会としては、今後も感染防止の徹底を強いられる中、地域の関係者が、住民同士のつながりや支え
合いを絶やさないために安心して活動できるよう、感染リスクの低減方法や事例などについて積極的に
情報提供を行い、地域のネットワークを最大限に生かしながら、誰もが安心して生活できる福祉のまち
づくりの実現に向け、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。
さらに、高齢者·障がい者支援として、訪問介護、通所介護等の居宅サービスでは、利用者に信頼され
る質の高いサービスを提供するとともに、相談支援業務については、相手の立場を理解し、誠実な対応
を心がけます。また、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。
そのほか、今後発生が懸念される地震や豪雨による大規模災害の発生時や、感染症等への備えとし
て、本会の主要業務を継続し、早期復旧を図るための現事業継続計画（BCP）が有事の際、有効に機能す
るよう随時見直しを図ります。

＜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

•住み慣れた地域で自立した生活を送れるよ
う、利用者や家族の多様化するニーズへの
支援
•地域に根ざした質の高い在宅福祉サービス
の提供
•コロナ禍での感染防止対策を講じつつ、
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り組み、安心、安全な
地域づくりの推進
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令和４年度収支予算概要

3

＊＊＊ 令和３年度社協会費実績報告 ＊＊＊
地区

支部名

西条地区

843,500

1,720

飯 岡 支部

995,500

1,910

西 条 支部

1,062,000

1,627

神 拝 支部

1,386,400

2,752

大 町 支部

1,410,500

2,821

神 戸 支部

675,000

1,110

禎 瑞 支部

232,000

422

支部

335,500

590

氷 見 支部

545,000

1,090

加 茂 支部

33,500

55

大保木支部

27,500

52

市之川支部

3,500
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周 布 支部

431,500

863

吉 井 支部

370,000

740

多 賀 支部

684,101

1,371

壬生川支部

894,502

1,421

国 安 支部

692,500

1,383

橘

東予地区
丹原地区
小松
地区
合計

実績額（円） 会員数（人）

玉 津 支部

吉 岡 支部

372,000

744

三 芳 支部

360,000

720

楠 河 支部

455,000

910

庄 内 支部

318,000

636

丹 原 支部

735,000

1,465

徳 田 支部

259,000

526

田 野 支部

337,500

675

中 川 支部

398,500

793

小 松 支部

783,500

1,567

石 根 支部

362,000

724

15,003,003

28,694

27 支部

令和３年度実績額

１５,0０3,0０３円

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。

☆会員数は一般会員数と賛助会員数を合わせた数です。

＊＊＊ 令和４年度 社協会費ご協力のお願い＊＊＊
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、一人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。

会員の種類と金額
■一般会員
年額・・・・５００円
■賛助会員
年額・・・1,000円以上

納

入

方

法

■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。
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ふれあい•いきいきサロン
地 域での
居場所づくり
交流、見守り、

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

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。

や子育て世代への支援等、さ

災害へ
の

対応

まざ まな 活 動 を住 民 主体 で
行っています。

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
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

住民の福祉意識向上、
情報発信

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

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。

皆様からいただいた会費は、西条市社会福祉協議会各支部（支部社協）を中心とした地域活動や
子育て支援など、様々な活動に役立てられています。自分の暮らす地域で「こういった福祉活動に役立
ててほしい！」など地域福祉に関する皆様の声をお聞かせください。

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。
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。

募金額

89,866円
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令和３年度共同募金運動実績報告

18,934,345円

（令和４年1月31日現在）

共同募金

16,075,305円

歳末募金

2,859,040円

災害義援金ご協力のお礼
令和３年大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。

西条市ライオンズクラブ様より「災害時における資機材」の寄贈
令和4年3月7日に、西条ライオンズクラブ（会長 曽我部 克正）様より、
「災害時にご活用ください」と、
まごころ銀行へ以下の資機材をいただきました。この度いただきました”まごころ”に心から感謝を申し上げ
ますとともに、災害時に有効活用させていただきます。

·スポットクーラー 1台
·サーキュレーター 6台

·マルチキャリー 2台
·ケアスロープ 1機

～この度は誠にありがとうございました～

心配ごと相談
西条市社会福祉協議会では、各支所に相談窓口を開設し、日常生活での困りごとや心配ごとの相談に
相談員が応じています。必要に応じて専門機関につなぐなど、解決に努めています。
相談無料·秘密厳守ですので、お気軽にご利用ください。

※令和4年度より開所日時を下記のとおり変更しております。
（令和4年4月1日～）
【西条支所】

【丹原支所】

【東予支所】

【小松支所】

場所：総合福祉センター（神拝甲324-2）
日時：毎週月曜～水曜日（13:00～16:00）
TEL：0897-53-0880（直通）

場所：丹原福祉センター（丹原町池田1733-1）
日時：第2・4木曜日（13:00～16:00）
TEL：0898-76-2433（代表）

場所：東予総合福祉センター（周布606-1）
日時：毎週金曜日（9:00～12:00）
TEL：0898-64-2600（代表）

場所：小松地域福祉センター（小松町新屋敷乙48-1）
日時：第1・3・5木曜日（13:00～16:00）
TEL：0898-72-6363（代表）
心配ごと相談は西条市より委託を受け、実施しております。

「令和３年度 西条市心配ごと相談事業 相談員意見交換会」を開催しました
令和４年３月４日（金）東予総合福祉センターにて「令和３年度西条市心配ごと相談事業相談員意見交
換会」を開催しました。意見交換会は、各支所で実施している心配ごと相談の相談員と本会職員が参加し、
複雑多様化する相談事項に対応するため、知識の習得や相
談員同士の意見交換を目的に開催しています。
今年度は、池田司法書士事務所司法書士

池田誠治氏を

講師としてお迎えし、
「身近な借金問題について～相談の勘
所～」と題して、講演をしていただきました。講演後は、相談
員の質問や疑問にお答えいただき、有意義な意見交換会と
なりました。
このような会を開催することによって、相談員の資質向上
を図り、市民の皆様の様々な相談ごとの解決に繋がるよう、
今後も努めてまいります。

講師：池田 誠治 氏

（池田司法書士事務所

司法書士）
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障がいのある方が住み慣れた地域で生活するために
予期せぬ病気や事故などで、誰もが障がい者になる可能性があります。不自由さや生きづらさを
感じる中で、今後の生活をどのようにしていったらよいかイメージを持ちづらく、葛藤や不安になる
こともあることでしょう。障がいを受け入れるためには、人それぞれのきっかけがあると思いますが、
気軽に相談できる人や場所があること、利用できる支援について知ることが、その人らしい生活を
実現していくことにつながるのではないかと感じます。
例えば、身体が不自由で車いすを利用し、ご自分で身の回りのことや家事をすることが難しくて
も、自宅にヘルパーが訪問し手伝ってもらいながら、一人暮らしをされている方がおられます。また
「障害者雇用」の枠組みで就職され、会社からの配慮があり、生き生きと働いている方も多くおら
れます。
障がいのある人が、その人らしく住み慣れた地域で安心して暮らすことができる社会を目指す
ために、税金や医療費の助成、携帯電話料金や公共施設料金の割引などが受けられる「障害者手
帳」や「障害者年金」などの経済的な支援、日常生活や社会生活に支援が必要な時に利用できる
「障害福祉サービス」など地域生活を支える支援があります。
西条市障害者相談支援センターでは、西条市から委託を受けて障がいのある方やご家族等に利
用できる制度や支援についての紹介を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
問合せ先

西条市障害者相談支援センター（西条市社会福祉協議会）
TEL：0898-64-2600（代表）

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＞
＜日 程＞
＜時 間＞
＜対 象＞
＜受講料＞
＜講 師＞

ワードやエクセルの基本操作、名刺・年賀状づくりなど
令和４年６月～令和５年３月の第２、第４金曜日 合計20回
13:30～15:30
在宅障がい者の方 ※パソコンを持参できる方に限ります。
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。）
障がい当事者グループ オンリーワン

令和４年 ６月

10日

24日

７月

８日

22日

８月

12日

26日

９月

９日

※30日

10月

14日

28日

11月

11日

25日

12月

９日

23日

令和５年 １月

13日

27日

２月

10日

24日

３月

10日

24日

【場
【定

所】東予総合福祉センター（周布606-1）
２階 創作活動室
員】10名程度 ※申込多数の場合は抽選になります。

※都合により、日程や場所、内容等が変更になる場合が
あることをあらかじめご了承願います。

※9月の第４金曜は休日のため
9月30日に実施します。

申込先・問合せ先
西条市障害者相談支援センター （担当 平井）

TEL：0898-64-2600（代表） FAX：0898-64-3920
mail：soudan4-saijo@saijoshakyo.or.jp

申込締切り：令和4年5月31日(火)
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ボランティア体験講座

受講者募集中

～まずは体験してみることから始めましょう！～

ご経験のない方も大歓迎。みんなで楽しく学びましょう！

車いす体 験と福 祉の話

読み聞かせ体 験
【日時】令和４年５月24日（火） 13:30～15:30
【会場】東予総合福祉センター（周布606-1）
【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】令和４年６月14日（火） 13:30～15:30
【会場】総合福祉センター（神拝甲324-2）
【内容】福祉やボランティアについて
車いすの基本操作

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。

問合せ＆
申込先

西条市ボランティアセンター
（西条市社会福祉協議会）

本
所
西条支所

TEL 0898-64-2600 ／ FAX 0898-64-3920
TEL 0897-53-0873 ／ FAX 0897-52-0234

まごころ銀行

COVER

表紙の写真

次の方々から温かいまごころをいただきました。
心よりお礼申し上げます。

（令和３年12月１日～令和４年３月31日受付：敬称略）

◇栗田 和子（大町） ◇故 鈴木 キクヱ（安用出作）
◇故 高橋 照雄・故 高橋 ユキ子（小松町大頭）
金 銭 ◇佐伯 正孝（埼玉県）
◇西条栄光幼稚園
◇佐藤建設(株)
◇伊藤忠エネクスホームライフ四国株式会社 西条営業所
◇匿名 ９名
◇ダイナム愛媛西条店・ダイナム愛媛東予店
◇いしだ鍼灸整骨院
物 品 ◇飯岡小学校・飯岡公民館
◇多賀小学校
◇西条ライオンズクラブ
◇東洋羽毛工業株式会社 愛媛営業所
◇匿名 １名
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、敬老の家事業等の地域福祉活動や、福祉を推
進する団体への補助金等にに活用させていただきます。
ふれあい・いきいきサロン事業、敬老の家事業の内容に
ついては、本号5ページや本ページ下部記載のホームページ
（ＵＲＬ）に掲載しております。

編集•発行

今号表紙は、令和3年度の「ボラン
ティアを題材とした作品展」で寄せら
れた西条市内の小・中学校の児童・生
徒さんが描いた作品です。どの作品に
も生徒さんそれぞれの思いが描かれて
います。みんなのしあわせを願うカラ
フルな表紙となりました。

社会福祉法人 西条市社会福祉協議会
〒799-1371 愛媛県西条市周布606番地１ 東予総合福祉センター内
TEL 0898-64-2600 FAX 0898-64-3920 http://www.saijoshakyo.or.jp/
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