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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

令和2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。

【【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
＊ふれあいベンチ設置事業

＊高等学校生修学金事業

＊生活支援体制整備事業 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

＊ふれあい・いきいきサロン事業

＊住民参加型在宅サービス（ぬくもりボランティア）事業 等

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

相相談談援援助助実実習習のの受受けけ入入れれ

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
http://www.saijoshakyo.or.jp/zigyou-houkoku.htm

受託金収入

100,065千円

介護保険事業収入

494,156千円

収収入入
10億2,631万3千円

法人運営事業

171,425千円

地域福祉事業

78,336千円

在宅福祉事業

69,299千円

介護保険事業

498,446千円

障害者総合支援事業

114,860千円

支支出出
9億7,706万9千円

◎金額は、百円単位を四捨五入しています

公益事業

44,703千円

収収支支差差額額 1100億億22,,663311万万33千千円円－－ 99億億77,,770066万万99千千円円＝＝ 44,,992244万万44千千円円

会費収入

15,307千円

寄附金収入

3,481千円
補助金収入

46,923千円

事業収入

6,359千円

その他の活動による収入

2千円

積立資産取崩収入

72,613千円

その他の収入

24,424千円

基金積立資産取崩収入

783千円

受取利息

配当金収入

928千円

基金受取利息

配当金収入

482千円

障障ががいい福福祉祉ササーービビススのの提提供供
＊児童デイサービス・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

事業収入

127,041千円

経理区分間

繰入金収入

133,749千円

２　

【事業実施概要】
　令和2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２年度事業報告・収支決算報告令和２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
 ＊ふれあいベンチ設置事業
 ＊高等学校生修学金事業
 ＊生活支援体制整備事業 等
地域福祉権利擁護事業の推進
支部社協事業の推進
 ＊ふれあい・いきいきサロン事業  
 ＊住民参加型在宅サービス（ぬくもりボランティア）事業 等

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

相談援助実習の受け入れ

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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　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 ◇ 故 越智治・カズ子（三芳）　◇ 故 日浅満春（楠）
◇ 故 越智一衛（小松町新屋敷）　◇ 愛媛県高齢者通信大学 東予交友会
◇ 21st century　◇ 匿名2名

物　品 ◇ 国際ソロプチミスト西条

福祉教育推進福祉教育推進 への取り組み

　福祉教育は、福祉にかかわる様々な体験をとおし

いのちとくらしのいのちとくらしの
主人公は主人公は

私であること私であること

くらしとはくらしとは
他者とのかかわりで他者とのかかわりで
成り立つこと成り立つこと

ともに生きる力をともに生きる力を

育むこと育むこと

等の学びを目的としています。

体験後、振り返りを体験後、振り返りを
行うことが大切です。行うことが大切です。

令和2年度福祉教育推進協力校活動作品　優秀校

◆飯岡小学校　◆神戸小学校　◆橘小学校　◆吉岡小学校　◆石根小学校
◆西条南中学校　◆小松中学校　◆西条農業高等学校

　本会の福祉教育推進事業において、令和2年度福祉教育推進協力校活動作品
の選考会を行い、計８校の優秀校が決まりました。

優秀校の皆様、おめでとうございます！！

　西条市社会福祉協議会
では、福祉教育推進事業
として、市内の学校が協
力校となって取り組みを
行い、学んだことをまと
め右の写真のような活
動作品をご提出いただ
いております。

まごころ銀行まごころ銀行 次の方々からあたた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３年４月１日～令和３年５月31日受付：敬称略）
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各 種 受 付 時 間
月～金曜日

8：30～17：15
（祝日、年末年始を除く）

※各支所の連絡先等は下部をご確認ください。

社協 西条支所 月～木曜日（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火曜日（ 9:00～12:00）
社協 小松支所 第２水曜日（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-

　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。 

心配ごと相談

開設日時 お隣さんから
騒音がする

話だけでも
聞いてもらい

たい

　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。介護支援専門員や在宅
介護支援センター職員が介護方法、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）

社協
西条支所

介護保険
って？

デイサービスに
行ってみたい

ヘルパーを
利用したい

手続き方法が
分からない

介護相談

「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

社協
東予支所

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

相談相談無料無料

秘密秘密厳守厳守

そうだんむりょう

ひみつげんしゅ

お気軽に社協へご相談を♪
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保存版！

各 種 受 付 時 間
月～金曜日

8：30～17：15
（祝日、年末年始を除く）

　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

西条市内に西条市内に
２ヶ所あります２ヶ所あります

あなたあなたのの身近身近なな相談先相談先

障害者手帳の
申請をしたい

料理や掃除を
手伝って
ほしい

ひとりでは
解決できない

働きたい

家族が引き
こもっている

交流を
持ちたい

どこに相談し
ていいのか
分からない

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-

障がい者相談

　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。

生活困窮者相談

西条市
自立相談

支援センター

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

相談相談無料無料

秘密秘密厳守厳守

そうだんむりょう

ひみつげんしゅ

お気軽に社協へご相談を♪
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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？

ダイヤモンド婚顕彰

【該　当　者】　昭和３６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３年１１月２０日（土）
　　　　　　　　第１７回西条市社会福祉大会　（会場）西条市総合文化会館
　　　　　　　　※新型コロナウイルスの感染状況により大会を中止する場合があります。
【申込締切日】　令和３年８月３１日（火）

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。
　該当者で希望される方は、本会までお申し出ください。

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）
　本所（TEL）0898-64-2600　（FAX）0898-64-3920
　Ｈ Ｐ（URL）http://www.saijoshakyo.or.jp/tiiki2.html

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

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！

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！

興味を持たれた方、もう少し詳しく事業について知りたい方は、
下記までご連絡ください。
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（生きがい活動支援通所事業）

　西条市社会福祉協議会では、西条市の委託事業として、65才以上の元気な高齢者を対象に、心身機能の維持向上や
社会参加を目的とした、生きがい対応型デイサービス事業を実施しています。

  ▶ 対象者

障がい者パソコン講座のお知らせ障がい者パソコン講座のお知らせ

℡ 0897-53-0873
（社協西条支所）

℡ 0897-56-5151
　　内線2343
（西条市役所 長寿•いきがい対策係）

・西条東部地域交流センター
・西条西部地域交流センター
・西条市総合福祉センター

　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・年賀状づくり等
＜日　程＞　令和３年10月～令和4年2月の第2、第4金曜日　合計10回
　　　　　　令和3年　10月８日・22日 ／ 11月12日・26日 ／ 12月10日・24日
　　　　　　令和4年　 １月14日・28日 ／ ２月18日・25日
＜時　間＞　13:30～15:30
＜対　象＞　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＞　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＞　西条市東予総合福祉センター２階　創作活動室（周布606番地1）
＜定　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。

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

生きがいデイサービス生きがいデイサービス

日常生活が自立し介護を必要としない65才
以上の方 （要介護、要支援認定者は除く）

  ▶ 連絡先と実施施設
お住いの地区へお問合せください。

  ▶ サービス内容
健康状態の確認・趣味活動・健康器具の使用
昼食・外出活動・スポーツ活動・創作活動
送迎・入浴等

創作活動の作品 お花見を楽しむ参加者のみなさん

西条地区西条地区
℡ 0898-76-1673
（デイサービスセンターひまわり）

℡ 0898-64-2700
　　内線2112
（東予総合支所 市民福祉課）

・東予南地域交流センター
・東予北地域交流センター
・東予総合福祉センター

東予地区東予地区

℡ 0898-73-2960
（デイサービスセンターさくら）

℡ 0898-68-7300
　　内線2112
（丹原総合支所 市民福祉課）

・丹原高齢者生活福祉センター
　(デイサービスセンターさくら)

℡ 0898-72-6363
（社協小松支所）

℡ 0898-72-2111
　　内線2125
（小松総合支所 市民福祉課）

・小松生きがい
　デイサービスセンター

丹原地区丹原地区 小松地区小松地区

  ▶ 利用内容

問合せ
申込先

回　数 : 月2回～４回程度
実施日 : 月曜日～金曜日
　　　　（祝日、年末年始を除く）
時　間 : 9:00～17:00までの間で5時間程度
料　金 : 1回700円（昼食代込み）
※利用を希望される方は、手続きの説明や見学のご案内をいたしますので、お気軽にお問合せください♪

興味のある方は
参加してみませんか？

〝〝生き生き生き生き

　　　元気　　　元気にに
″″

（2月の第2金曜日は祝日の為、18日に実施します。）
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　福祉教育推進の一環として、市内の学生を対象に「令和 2 年度ボランティアを

題材とした作品募集」を行い、38 点のポスター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。受賞者の皆様、おめ 

でとうございます。なお、全ての作品をボランティアセンターのホームページに掲載

しております。　http://www.saijoshakyo.or.jp/vchp/volufes2.html  ☞

※令和２年度受賞当時の学年を掲載しております。

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

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

問合せ＆
申込先

令和２年度ボランティアを題材とした作品展 入賞作品令和２年度ボランティアを題材とした作品展 入賞作品ののご紹介ご紹介

最優秀賞  鎌田 悠月姫 さんの作品は表紙に掲載しています。

優 秀 賞
西条南中学校 １年
玉井  希乃花 さん

入　賞
多賀小学校 ５年
鷺　洋 介 さん

入　賞
丹原小学校 ４年
近藤  か乃 さん

＊＊＊＊＊　夏のボランティア講座のお知らせ　受講者募集　＊＊＊＊＊

　　ボランティア体験講座（レクリエーション体験）
　　【日時】7月30日(金)　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、活動に役立つレクリエーション体験

　　災害ボランティア体験講座
　　【日時】8月17日(火)　13：30～15：30 【会場】東予総合福祉センター（周布606-1）
　　【内容】災害ボランティア活動と防災についての学習

　　ボランティア体験講座（おもちゃ図書館体験）

　　【日時】9月28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

新型コロナウイルス感染拡大状況等により、日程や内容等を変更する場合があります。


