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会費
寄附金
補助金
共同募金配分金
受託金

介護保険事業

障害福祉サービス等事業

受取利息配当金

積立資産取崩

その他

計

拠点区分別支出

事業・拠点

法人運営事業

地域福祉事業

在宅福祉事業

介護保険事業

障害者総合支援事業

公益事業

計

収支差額

令和 年度は、コロナ禍の影響で、様々な場面で制約がありましたが、支部社協を中心に住民

自治組織、ボランティア、 との連携・協働による地域福祉活動の推進に努めました。また、

支援を必要とする生活困窮者や障がい者への相談支援や、自身の判断に不安のある高齢者・障が

い者への支援に取り組むとともに、良質で安定した介護保険サービス及び在宅福祉各種サービス

の充実強化を図り、市民の皆様方の健康と幸せな暮らしの実現に向けて事業を実施しました。

【【事事業業実実施施概概要要】】

総務福祉部門

社社会会福福祉祉協協議議会会のの経経営営、、事事業業体体制制のの強強化化

＊各種法令等に基づく諸規程の整備及び改正 ＊人事管理体制の強化及び適正な労務管理の実施

地域福祉部門

地地域域福福祉祉事事業業のの推推進進
＊ぬくもりボランティア福祉サービス事業

＊ふれあい・いきいきサロン事業

＊ふれあいベンチ設置事業

＊高等学校生修学金事業 等

地地域域福福祉祉権権利利擁擁護護事事業業のの推推進進
支支部部社社協協事事業業のの推推進進

福福祉祉教教育育・・ボボラランンテティィアア活活動動のの推推進進

災災害害時時のの即即応応体体制制整整備備のの実実施施

福福祉祉相相談談・・自自立立相相談談支支援援事事業業等等のの実実施施
＊生活福祉資金相談・貸付

（新型コロナウイルス特例貸付含む）

＊生活困窮者自立相談支援事業 等

在宅福祉部門（介護保険・障がい者福祉サービス）

介介護護保保険険ササーービビススのの提提供供
＊訪問介護事業・通所介護事業 等

高高齢齢者者福福祉祉事事業業のの充充実実強強化化
＊生きがいデイサービス事業

【【収収支支決決算算報報告告】】

※詳しくはホームページをご覧下さい

受託金

万円

介護保険事業

億 万円

収収入入
億 万円

法人運営事業

億 万円

地域福祉事業

万円

在宅福祉事業

万円

介護保険事業

億 万円

障害者総合支援事業

億 万円

支支出出
億 万円

◎金額は、千円単位を四捨五入しています

公益事業

万円

収収支支差差額額 億億 万万円円 －－ 億億 万万円円 ＝＝ △△ 万万円円

会費

万円

寄附金

万円 補助金

万円

その他

万円

積立資産取崩

万円
受取利息配当金

万円

障障ががいい福福祉祉ササーービビススのの提提供供
＊児童発達支援事業

＊ホームヘルパー派遣事業

＊相談支援事業 等

障害福祉サービス等事業

億 万円

西条市社会福祉協議会 事業報告

共同募金配分金

万円

２　

【事業実施概要】
　令和３年度は、コロナ禍の影響で、様々な場面で制約がありましたが、支部社協を中心に住民自治
組織、ボランティア、NPOとの連携・協働による地域福祉活動の推進に努めました。また、支援を必要
とする生活困窮者や障がい者への相談支援や、自身の判断に不安のある高齢者•障がい者への支援に　
取り組むとともに、良質で安定した介護保険サービス及び在宅福祉各種サービスの充実強化を図り、
市民の皆様方の健康と幸せな暮らしの実現に向けて事業を実施しました。

令和令和３３年度事業報告・収支決算報告年度事業報告・収支決算報告

総務福祉部門
社会福祉協議会の経営、事業体制の強化
 ＊各種法令等に基づく諸規程の整備及び改正　 ＊人事管理体制の強化及び適正な労務管理の実施

地域福祉部門
地域福祉事業の推進
 ＊ぬくもりボランティア福祉サービス事業
 ＊ふれあい・いきいきサロン事業
 ＊ふれあいベンチ設置事業
 ＊高等学校生修学金事業 等
地域福祉権利擁護事業の推進
支部社協事業の推進

福祉教育・ボランティア活動の推進
災害時の即応体制整備の実施
福祉相談・自立相談支援事業等の実施
  ＊生活福祉資金相談・貸付
　 （新型コロナウイルス特例貸付含む）
  ＊生活困窮者自立相談支援事業 等

在宅福祉部門（介護保険・障がい者福祉サービス）
介護保険サービスの提供
 ＊訪問介護事業・通所介護事業 等
高齢者福祉事業の充実強化
 ＊生きがいデイサービス事業

障がい福祉サービスの提供
 ＊児童発達支援事業
 ＊ホームヘルパー派遣事業
 ＊相談支援事業 等

【収支決算報告】

※詳しくはホームページをご覧ください 西条市社会福祉協議会  事業報告
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まごころ銀行

金　銭 　◇済生会西条病院 売店
　◇匿名 ３名

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４年４月１日～５月３１日受付：敬称略）

物　品

　◇故　工藤  達子（神拝）
　◇故　工藤  　寛（神拝）
　◇首藤  直世（三津屋南）
　◇株式会社こっこー
　◇東洋羽毛中四国販売株式会社 愛媛営業所
　◇匿名 １名

ダイヤモンド婚顕彰

【該　当　者】　昭和３７年１月１日から同年１２月３１日までにご結婚され、
　　　　　　　　ご夫婦共にご健在の方
【顕　彰　日】　令和４年１１月１９日（土）
　　　　　　　　第１８回西条市社会福祉大会　（会場）西条市丹原文化会館
　　　　　　　　※新型コロナウイルスの感染拡大状況等により大会を中止する場合があります。
【申込締切日】　令和４年８月３１日（水）

問
合
せ•

申
込
先

　結婚60年という歳月を共に歩まれ、幾多の喜びと悲しみを分かち合ってこられ、
今年ダイヤモンド婚を迎えられるご夫妻をお祝いいたします。
　慶ばしい人生の節目にもうひとつ二人の思い出を作りませんか。

申 込 み 始 ま り ま す !!

西条市社会福祉協議会 本所（総務福祉課）及び 各支所
　本所/東予支所（TEL）0898-64-2600　　西条支所（TEL）0897-53-0873
　丹原支所 　　（TEL）0898-76-2433　　小松支所（TEL）0898-72-6363
　※申込み関係書類はHPにも掲載しておりますので、ご利用ください。

　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活用させていただきます。
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介護相談

心配ごと相談

生活困窮者相談

障がい者相談

Ｒ４年度版

　西条市障害者相談支援センターは、西条市から事業受託し、障がい者福祉サービス等について
各種相談に応じる専門機関です。障がいのある方が住み慣れた自宅や地域で暮らせるように、ご
家族や介護する方がゆとりをもって生活ができるように、相談支援専門員がご相談に応じお手伝
いさせていただきます。

西条市社会福祉協議会　本所
場所：周布606-1　東予総合福祉センター内
TEL：0898-64-2600

西 条 市
障害者相談
支援センター

※各支所の連絡先等は
　下部をご確認ください。

西条市内に西条市内に
２ヶ所あります２ヶ所あります

社協 西条支所 月～水曜日 （13:00～16:00）
社協 東予支所 毎週金曜日 （ 9:00～12:00）
社協 丹原支所 第2•4木曜日 （13:00～16:00）
社協 小松支所 第1•3•5木曜日 （13:00～16:00）

あなたあなたのの身近身近なな相談先相談先
困ったとき、分からないとき、知りたいとき

-ひとりで悩まずお気軽に-

　平成27年（2015年）4月に生活困窮者自立支援制度がはじまり、西条市自立相談支援センターが
窓口となって相談支援を行っています。生活に困っている方の相談について、一人ひとりの状況に
合わせた支援プランの作成や他の専門機関と連携して、課題解決に向けた支援を行います。

西条市役所庁舎本館1階　社会福祉課内
場所：明屋敷164　西条市役所内
TEL：0897-53-0870
TEL：0120-506-870（フリーダイヤル）

西条市社会福祉協議会　本所
場所：周布606-1　東予総合福祉センター内
TEL：0898-64-2600

　各支所にて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ます。心配ごとをお聴きしな
がら、必要に応じて関係機関につなぐ等、解決の方法を一緒に考えます。お気軽にご利用ください。 

開設日時

　介護に関する悩みや困りごと等の相談についてお受けしています。介護支援専門員や介護方法、
福祉制度や福祉機器のご紹介、介護保険の手続等の相談に応じます。また、専門的な解決を要する
場合は、適切な機関をご紹介します。

場所：神拝甲324-2　総合福祉センター内
TEL：0897-53-0873

0897-53-0880（心配ごと相談専用）

「心配ごと相談」と「介護相談」の相談場所・連絡先

場所：周布606-1　東予総合福祉センター内
TEL：0898-64-2600

場所：丹原町池田1733-1　丹原福祉センター内
TEL：0898-76-2433

社協
丹原支所

場所：小松町新屋敷乙48-1　小松地域福祉センター内
TEL：0898-72-6363

社協
小松支所

相談無料

秘密厳守

お気軽に社協へご相談を♪

西 条 市
自 立 相 談
支援センター

各種受付時間
月～金曜日

8：30～17：15
（祝日、年末年始を除く）

社協
東予支所

社協
西条支所

※丹原支所は令和4年8月1日（月）に事務所移転いたします。
　詳細は、本号6ページをご参照ください。
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社協丹原支所の丹原サービスセンターへの
事務所移転について（お知らせ）

　社協丹原支所は、丹原総合支所周辺施設の再編成に伴い西条市丹原サービスセンター開設日の
令和４年８月１日（月）と併せ、丹原サービスセンター１階内へ移転開設することになりました。
　各種サービス等の業務については、これまで同様の対応となります。
　今後も、地域の皆様の身近な社協として、より一層の精進に努め、皆様のご期待にお応えして
参りたいと存じますので、倍旧のご支援・ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いします。

 １　開 設 日　 令和４年８月１日（月）
 ２　移 転 先　 西条市丹原町池田1733番地1　   

 ３　問合せ先　 西条市社会福祉協議会 本所（総務福祉課） TEL 0898-64-2600

ぬくもりボランティア
協力会員として活動してみませんか？

ボランティアをボランティアを
してみたい！してみたい！

西条市社会福祉協議会 本所（地域福祉課）
　TEL ０８９８-６４-２６００ ／ FAX ０８９８-６４-３９２０
　ＨＰ（URL）http://www.saijoshakyo.or.jp/tiiki2.html

ぬくもりボランティアとは…

　「ちょっと散歩に行きたいが、ひとりで行くのは不安…」

　「近くに買い物する場所が無いので、ちょっと買い物に行けない」

　「最近ちょっと家事が大変になってきた」「ちょっと話し相手がいたら…」

これらの“ちょっと”をお手伝いするのがぬくもりボランティアです。

人の役に人の役に
立ちたい！立ちたい！

研修だけでも研修だけでも
受けてみたい！受けてみたい！

興味を持たれた方、事業について詳しく知りたい方は、
下記までご連絡ください。

 【移転前】 【移転前】

【丹原福祉センター】【丹原福祉センター】

 【移転後】 【移転後】

【丹原サービスセンター】【丹原サービスセンター】

協力会員は…

西条市内に居住し、この事業に対する

理解と熱意を持ってくださる方なら

どなたでも大歓迎です！
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正しく知って、正しく学ぶ Vol.３

　前号では 「障がいのある方が住み慣れた地域で生活するために」 ということで、活用できる
制度や支援を紹介しました。今号では、だれもが住み慣れた地域で生活するために『心のバリア
フリー』について考えたいと思います。
　普段生活する中で、心のバリアフリーという言葉を耳にしたことがあると思います。心のバリア
フリーと聞くと「障がい者を思いやる・助ける」「障がい者と交流する」など、慈善的な意味合いで
認識していることもあるかもしれません。しかし、なぜ障がい者が困る状況が生まれるのか、 
なぜ障がい者との交流に隔たりができるのか、といった社会の仕組みや文化などの観点から考え
なければ、心のバリアフリーは名ばかりのものになってしまうでしょう。
　そこで、心のバリアフリーについて考える上で、欠かすことができないのが “障がいの社会モ
デル” という考え方です。

心のバリアフリー

“障がいの社会モデル” とは
車いすを利用する人がいます。このとき何が障がいとなるのでしょうか？
「立って歩くことができない」と考える人もいるかもしれません。
しかし、車いすで移動することができます。
「段差を越えることができない」と考える人もいるかもしれません。
しかし、段差がなければ進むことができます。

このように考えると、立って歩くことができない、耳が聞こえない、目が見えない、な
どの心身機能の制約が“障がい”なのではなく、周りの環境や社会の在り方・仕組み
が障がいをつくり出していることがわかります。
この障がいの捉え方が“障がいの社会モデル”という考え方です。

　『心のバリアフリー』を考えていく上で、すべての人々がそれぞれの“ちがい”を理解し認め合い、
支え合うことが大切になるでしょう。その“ちがい”には良し悪しも上下もありません。だれもが 
だれかを思いやり、安心して住み慣れた地域で生活ができることを願います。

障がいの社会モデル

障がいや不利益・困難の原因は障がい
のない人を前提につくられた社会のつく
りや仕組みに原因があるという考え方

障がいの医学モデル

障がいや不利益・困難の原因は足が動
かせないなどの個人の心身機能が原因
であるという考え方
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編集•発行 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/

西条市ボランティアセンター　　本　　所　 TEL 0898-64-2600 ／ FAX 0898-64-3920
（西条市社会福祉協議会）　　　西条支所　 TEL 0897-53-0873 ／ FAX 0897-52-0234

 問合せ＆
 申込先

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。

ボランティア講座　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！

最優秀賞
西条東中学校 3年

伊藤 暖真 さん
表紙に掲載しています。

　福祉教育の一環として、市内の
学生を対象に「令和3年度ボラン
ティアを題材とした作品募集」を
行い、70点の作品のご応募をい
ただきました。
　厳正なる審査の結果、決定した
入賞作品をご紹介します。
　（受賞当時の学年を掲載しております。）

優 秀 賞
周布小学校 ６年 神野 藤汰 さん

入　賞
西条南中学校 ２年 池上 愛莉 さん

入　賞
三芳小学校 ４年 河村 晴蘭 さん

令和３年度

ボランティアを題材とした
作品入賞作品のご紹介

令和３年度

ボランティアを題材とした
作品入賞作品のご紹介

【日時】令和４年９月６日（火） 13:30～15:30
【会場】総合福祉センター（神拝甲324-2）
【内容】防災と災害ボランティアについて

【日時】令和４年９月20日（火） 13:30～15:30
【会場】総合福祉センター（神拝甲324-2）
【内容】ボランティアの基礎知識
　　　　おもちゃ図書館ボランティア体験
　　　　簡単なおもちゃを作ります。

災害ボランティア講座 ボランティア体験講座
おもちゃ図書館ボランティア体験
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	2205社協だより03_P6-8.pdf

