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１．広報啓発事業
『いよし社協だより』の発行　　年６回
（５月・７月・９月・１１月・１月・３月）

２．地域福祉ふれあい活動事業（敬老の家）
ひとり暮らしをしている高齢者の孤独感を解消す
るため、各地区社協が敬老の家を開催。
　●５地区各１回　557人参加

３．給食サービス事業（ふれあい型：地区社協）
　●延利用人数　249人　

（中山124人・双海125人）
　●配食数　　　2,250食

（中山991食・双海1,259食）

４．敬老（卒寿）記念品の贈呈
各地区の敬老会で記念品を贈呈。
　●綿パイルシーツ　170個

（伊予106個、中山25個、双海39個）

５．福祉機器貸出事業
在宅で介護を受けているおおむね６５歳以上の高
齢者及び身体障害者手帳等の所持者に対する福祉
機器の貸出。
　●延利用件数　　102件

（車いす、ポータブルトイレなど）

６．在宅寝たきり老人等紙おむつ支給事業
（中山・双海地区社協）

在宅で寝たきりの状態にある高齢者に対し、紙お
むつを支給することで、衛生的で快適な生活を確
保するとともに介護者の肉体的・経済的負担の軽減
に努めた。
　●対象者数　中山45人・双海27人

７．地域ふれあい事業（双海地区社協）
７５歳以上の高齢者を対象に、各地区公民館でレ
クリエーション等を実施し、閉じこもりや要介護
状態の進行予防に努めた。
　●開催回数　　　33回
　●参加者数　　 783人

８．障害者とボランティアの交流事業
障害者とボランティアがお互い協力することでふ
れあいの輪を広め、障害者の自立支援や社会参加
の促進と、ボランティアの育成を図った。
　●H21.8.16　ビーチdeオ～レくんと夕涼み
　　（双海シーサイド公園）参加人数：32人
　●H22.2.6　 愛・アイ交流会
　　（砥部焼陶芸館での絵付け・坊っちゃん劇場で
　　の観劇）参加人数：28人

９．在宅介護支援センター事業
在宅の要援護高齢者及びその家族に対し、在宅介
護等に関する総合的な相談に応じるとともに、介
護ニーズに応じた各種保健、福祉サービスが総合
的に受けられるよう、市・サービス事業者等との連
絡調整を行うことで地域福祉の向上に寄与した。
　●地域ケア会議への参加
　●転倒予防教室　

　　開催数 14回 ・ 参加者数 333人
　●認知症予防教室　

　　開催数 12回 ・ 参加者数 308人
　●IADL訓練事業　

　　開催数 12回 ・ 参加者数 155人
　●家族介護者教室　

　　開催数 02回 ・ 参加者数 086人

１０．ふれあい・いきいきサロン事業
ボランティアが世話人となり、地域の集会所等を
利用して高齢者の交流の場を設けることで孤独感
を解消し、生きがいづくり・仲間づくりの輪を広
げた。
　●サロン数　　　　  68か所
　●実施回数　　　　0,660回
　●延利用人数　　　8,862人

１１．心配ごと相談事業
　●一般相談件数　　　031件
　●弁護士相談件数　　103件

伊予市社会福祉協議会の事業報告の一部と収支決算をお知らせいたします。
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１２．高齢者家庭相談員設置事業
７０歳以上のひとり暮らし高齢者に対し、安心し
て住み慣れた地域、家庭で暮らすことができるよ
う随時訪問し、安否確認を行うことにより不測の
事態を防止し、高齢者福祉を増進した。
　●相談員数　　　　　　　　　90人
　●ひとり暮らし高齢者数　　 850人

１３．高齢者自立支援デイサービス事業
在宅で閉じこもりがちな一般高齢者を対象に、入
浴や給食等のサービスを提供し、生活の助長、社
会的孤独感の解消、心身機能の向上を図った。
　●じゅらく　

257日開所　延利用人数　2,421人

１４．通所型介護予防事業
デイサービス『じゅらく』において、特定高齢者を
対象に自立した日常生活を営むことができるよう、
運動及び口腔機能向上を図ることで、心身機能全
体の改善に努めた。
　●延利用者数　　　891人

１５．介護予防バス送迎サービス事業
家から遠い・車がないなどの理由で高齢者福祉施設
を利用できない人に対して交通手段を確保し、高
齢者の健康増進や閉じこもり防止などに役立てた。
　●利用施設名　　○老人福祉センター
　　　　　　　　　○上灘老人憩いの家
　●延送迎回数　　183回
　●延利用者数　　715人

１６．ボランティア活動推進事業
ボランティア活動に関心をもってもらうために各
種講座を開催。
　●一般ボランティア講座開催回数　018回
　●受講者数　　　　　　　　　　　210人

１７．ボランティアフェスティバル
ボランティア活動をしている団体が集い、活動発
表や体験コーナーを通じて活動のPRと情報交換を
行った。
　●参加団体数　17団体

１８．ふれあい・いきいきサロン
世話人交流研修事業

ふれあい・いきいきサロンで利用したいプログラム
研修やサロン運営のための情報交換を行った。
　●開催回数　　010回
　●延参加者数　175人

１９．施設管理業務
伊予市から指定管理者として管理を委託されてい
る高齢者福祉施設において高齢者の健康増進など
に努めた。
　●老人福祉センター

開館日数 240日 ・ 利用者数 28,533人
　●唐川ふれあいプラザ

開館日数 267日 ・ 利用者数 04,547人
　●上灘老人憩いの家

開館日数 239日 ・ 利用者数 05,070人

２０．居宅介護支援事業
要介護・要支援状態にある高齢者等に対し、介護支
援専門員（ケアマネージャー）が可能な限り居宅に
おいて自立した日常生活が営めるようケアプラン
を作成し、総合的な利用支援を行った。
　●介護支援専門員　006人
　●利用実人数　　　212人

２１．訪問介護事業
介護保険対象者宅にホームヘルパーを派遣し、食
事、入浴、排泄などの身体介護や炊事、掃除など
の生活援助を実施。
　●訪問介護員（ホームヘルパー）　   41人
　●利用実人数　　　　　　　　　 226人

２２．訪問入浴事業
入浴設備つき車輌で要介護者宅を訪問し、身体の
清潔の保持や心身機能の維持等を図るため入浴の
介助を実施。
　●介護従事者数　004人
　●利用実人数　　016人
　●実施回数　　　389回

２３．伊予市徘徊高齢者
SOSネットワーク事業

認知症高齢者の所在がわからなくなった場合、伊
予市、伊予警察署その他の関係機関・団体等が一体
となって早期発見・保護に努め、認知症高齢者を抱
える家族が安心して生活できるよう体制整備を行
った。
　●登録者数　伊予13人・中山2人・双海4人

介護保険関連事業

そのほかの事業
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２４．障害者自立支援事業
身体・知的・精神障害者（児）が可能な限りその居宅
において、もっている能力に応じ自立した生活が
できるよう入浴、排泄、食事等の生活全般にわた
る援助を行った。
　●居宅介護事業利用者　

身体障害者　09人 ・ 知的障害者　7人
精神障害者　12人 ・ 障害児　　　1人

　●地域生活支援事業利用者
身体障害者　05人 ・ 知的障害者　3人
精神障害者　03人 ・ 障害児　　　1人

２５．福祉サービス利用援助事業
認知症や知的障害・精神障害などにより判断に迷
い、適切なサービスを受けることができない場合
があるため、専門員および生活支援員による福祉
サービスの利用援助、日常的な金銭管理サービス
を行った。
　●専門員　　1名 ・ 生活支援員　6名
　●利用者数　7名

２６．法人後見事業
　●相談件数　6件　　●受任件数　0名

２７．団体・グループ等の育成事業
全国の共同募金運動にあわせ、共同募金会伊予市
支会で集めた募金実績の一部が県共同募金会から
配分され、それをさまざまな地域福祉事業に活用
した。

【共同募金地域配分金】　　　　　    2,322,000円
　●福祉団体等支援事業（固定配分）
　●ささえあい活動支援事業（公募配分）        など

【歳末たすけあい募金配分金】　　    3,645,475円
　●歳末ふれあいの集い
　●ひとり暮らし高齢者友愛訪問
　●ちびっこクリスマス会　　　　　　　　 など

２８．まごころ銀行事業
香典返しの一部や、地域での活動（イベント等）で
のバザーの売り上げの一部を、福祉目的の寄付を
申し出ていただく方のための窓口。預託された寄
付金は、特別に指定がない場合、社会福祉事業に
活用。
　●寄付金額　86件　　　　　　   3,524,978円

募金等の事業

ふれあい・いきいきサロン紹介

　サロンを開催している大南小手谷集会所は、国

道５６号を中山方面へ向かう途中にあります。

　参加者は女性ばかりでチームワークがよく、笑

い声は集会所の外まで聞こえてきます。

　６月は草餅を作りました。小手谷サロンはいつ

も利用者の皆さんも一緒に調理をするのですが、

手際よく餡
あん

をこね、もちをかぶせていました。

　「ちょっと大きすぎたかね～。」「見ただけでお

腹いっぱいやわ～。」と、笑いながらできた草餅

をおいしくいただきました。

　満野は双海地区でも一番大洲市寄りにあり、活

動場所である満野浜集会所から見える瀬戸内海は

心を癒してくれます。

　毎月１回、１２名ほどが集会所に集まり、家か

ら持ち寄った食材で昼食を作り、ゲームやカラオ

ケなどを楽しんでいます。

　また、５月は春の１日遠足を実施。２台の車に

分乗し、大洲市冨士山のつつじを見に行きました。

今年のつつじは近年にないほど最高にきれいに咲

いており、おいしいランチとおしゃべりを楽しみ、

大満足の１日でした。

大
お お

南
みなみ

小
こ

手
て

谷
だ に

ふれあいサロン（大平） 満
みつ

野
の

笑って笑って会（双海）
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項　目 収入合計 支出合計

一般高齢者介護予防支援事業 1,202,000 1,202,000

居宅介護予防支援事業（伊予） 1,071,960 1,071,960

〃　　　　（双海） 839,551 839,551

移送サービス事業 745,000 745,000

居宅介護支援事業（伊予） 12,902,000 10,850,151

　　　     〃　　　（双海） 10,279,441 9,633,001

訪問介護事業　（伊予） 25,239,149 23,039,689

　　　〃　　　（中山） 19,616,036 15,613,949

　　　〃　　　（双海） 26,775,912 22,490,275

訪問入浴介護事業 4,926,850 5,784,737

障害者福祉サービス居宅介護事業 6,937,845 4,465,795

障害者地域生活支援事業 647,661 647,661

布団乾燥事業 18,000 10,753

老人福祉センター運営事業 1,748,000 1,748,000

唐川ふれあいプラザ運営事業 2,588,000 2,588,000

上灘憩いの家運営事業 2,566,000 2,566,000

合　計 217,025,327 205,623,610

項　目 収入合計 支出合計

法人運営事業 13,004,001 19,592,285

福祉活動専門員設置事業 32,290,000 31,197,520

福祉サービス援助事業 126,600 126,600

法人後見事業 250,000 250,000

ボランティア活動推進事業 1,698,375 1,698,375

共同募金事業 8,331,993 8,331,993

まごころ銀行預託金 3,479,978 4,727,575

まごころ銀行預託金事業 2,040,000 2,040,000

福祉事業積立金事業 10,091,825 10,091,825

生活福祉資金貸付事業 400,310 400,310

心配ごと相談事業 831,000 831,000

民生児童委員協議会事業 756,000 756,000

高齢者家庭相談員事業 3,700,000 3,700,000

ふれあい・いきいき
サロン事業 3,300,000 3,300,000

在宅介護高齢者相談
支援センター事業 1,413,000 1,278,000

家族介護教室事業 60,000 60,000

高齢者自立支援
デイサービス事業 11,748,070 8,544,835

特定高齢者通所型
介護予防事業

5,400,770 5,400,770

　貸借対照表

　資金収支決算内訳表（経常活動）

　資金収支計算書（収入の部）
2010年3月末現在　　単位：円2010年3月末現在　　単位：円

2010年3月末現在　　単位：円

項　目 金　額

会費 6,321,870

寄附金 3,479,978

経常経費補助金 39,134,000

助成金 1,617,489

受託金 33,106,290

事業 2,185,050

共同募金配分金 8,331,993

介護保険 98,814,438

自立支援 7,259,626

利用料 2,356,650

雑収入 559,420

受取利息配当金 412,781

経理区分間繰入金 13,445,742

合　　計 217,025,327

科　目 金　額

《資産の部》

流動資産 189,258,363

　預貯金 128,342,555

　　普通預金 68,342,555

　　定期預金 60,000,000

　未収金 60,771,987

　仮払金 143,821

固定資産 100,033,536

　基本財産 3,000,000

　その他の固定資産 97,033,536

　　構築物 1,251,458

　　車輌運搬具 3,835,128

　　器具及び備品 4,325,647

　　権利 81,100

　　退職共済預け金 26,899,010

　　退職積立預金 12,981,473

　　福祉事業積立預金 47,659,720

資産の部合計 289,291,899

科　目 金　額

《負債の部》

流動負債 8,922,042

　未払金 7,109,007

　預り金 1,813,035

固定負債 26,899,010

　退職共済預け金 26,899,010

負債の部合計 35,821,052

《純資産の部》

基本金 3,000,000

　基本金 3,000,000

国庫補助金等特別積立金 25,200

その他の積立金 60,641,193

　退職積立金 12,981,473

　福祉事業積立金 47,659,720

次期繰越活動収支差額 189,804,454

　次期繰越活動収支差額 189,804,454

　（うち当期活動収支差額） 5,496,894

純資産の部合計 253,470,847

負債及び純資産の部合計 289,291,899




