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■  事業の概要（総括）  

 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、一部事業の中止や変更を余儀なく

されましたが、感染予防に留意しつつ関係機関・団体との連携のもと事業計画の方針に

基づき各種事業に取り組みました。  

 相談支援・権利擁護部門においては、日常生活の不安や悩みごとの相談、司法書士等

による専門相談のほか、行政、民生委員児童委員、地域の福祉関係者等との連携・協働

による包括的な相談支援体制の構築に努めました。また、コロナの影響による収入の減

少や失業等で経済的困窮の状況にある方々へ生活費の貸付など、生活再建に向け必要な

援助を行いました。  

 地域福祉活動推進部門では、地区社会福祉協議会との連携により、支え合える地域づ

くり事業のモデル地区を拡大し、多くの支え合いサポーターを養成することができまし

た。近隣住民の困りごとに気づき、その解決に向けて話し合い、そのための活動が充実

しています。  

 一方、介護サービスや保育園事業、指定管理施設などは、適正なサービスの提供と健

全な経営に努めました。  

 なお、令和４年度から５ヶ年にわたる中期計画として「第３次地域福祉活動計画」を

策定し、本会における地域福祉事業の方向性を示すことができました。今後はＰＤＣＡ

サイクルにより評価・改善を行いながら目標達成に向けて着実に計画を進めてまいりま

す。  

 

 

１．相談支援・権利擁護部門  

 

（１）福祉総合相談事業  

①心配ごと相談の開設  

専門職員と社会福祉士・司法書士による専門相談も定期的に開催しました。  

（定期開催：１２回）  

◇相談件数  

相続  生活困窮  権利擁護  
家族  

近隣問題  

介護  

障がい  
生活環境  合計  

27 77 52 14 41 13 224 

 ②地区担当制によるアウトリーチの徹底と組織一丸となった相談体制の構築  

項   目  回数  

民生委員児童委員定例会への参加  105 

職員スキルアップ勉強会（事例検討等）  2 

 

（２）権利擁護事業  

①福祉サービス利用援助事業（県社協受託事業）  

地域で生活している認知症高齢者や知的障がい・精神障がいのある方へ生活支援員

を派遣し、日常的な金銭管理や福祉サービスの利用契約における支援などを行いまし

た。  

 



◇業務の状況（令和４年３月３１日現在）   

項目  
認知症  

高齢者  

知的  

障がい者  

精神  

障がい者  
その他  合計  

契約者数  11 13 23 7 54 

相談援助延べ件数  460 535 1,171 322 2,488 

新規相談件数  10 1 5 11 27 

新規契約者数  3 1 2 3 9 

解約者数  3 1 1 1 6 

②法人成年後見事業  

法定後見・任意後見  

項目  件数  備考  

意思決定が困難な認知症高齢者に対して、財産管理や身上

保護を行いました。また、将来的に親族等を頼れない高齢者

と任意後見契約を締結しました。  

4 

後見 1 

保佐 2 

任意後見 1 

 ③見守りあんしん事業  

項目  契約件数  備考  

親族による支援が得られない等、日常生活に不安を抱える

高齢者に対して、見守りや金銭管理の支援を行いました。  
2 

 

 

（３）生活困窮者支援事業  

①生活福祉資金貸付事務事業（県社協受託事業）  

県社協と連携し、適正な貸付等が行えるよう支援しました。また、新型コロナウイ

ルス感染症により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合や生活再建までの

間に必要な生活上の支援を行いました。  

項目  貸付件数 (金額 ) 

新型コロナ特例資金貸付  

貸付上限額：  緊急小口資金 20 万円以内  

総合支援資金  単身月 15万円以内、 2人以上月 20万円以内  

2,395 

(973,860,000円 ) 

 

項目  貸付件数 (金額 ) 

一般資金貸付（令和 3年度新規貸付け）  
   7 

 （ 3,638,500円） 

②小口資金貸付事業  

項目  貸付件数 (金額 ) 

生活に困窮する低所得世帯が不測の事態により、緊急かつ一時的

な援護を必要とする理由が生じたとき、資金の貸付を行い、応急的

な経済援助［貸付上限額  30,000円］  

41 

 （ 1,113,000円） 

③生活困窮者等入居債務保証支援事業（県社協受託事業）  

項目  契約件数  

賃貸住宅に入居する際の保証人が確保できない生活困窮者等と

保証利用契約を行うことで、住居確保と自立に向けた相談支援  
1 

④緊急食糧支援ネットワーク事業  

項目  支援件数  

食糧の確保が困難で生命の安全が脅かされている生活困窮者に

対して、食糧支援  
29 

 



（４）在宅生活支援事業  

①日常生活介護用具貸与事業  

項目  貸出件数  

介護保険制度等の公的制度が利用できない方を対象に、車椅子

の貸出を行いました。  
68 

 

②まごころ杖給付事業  

項目  給付数  

日常生活において必要な方に杖を給付し、転倒予防や外出支援

を行いました。  
422 

 

（５）被災者見守り・相談支援事業（市受託事業）  

平成３０年７月豪雨災害で被災された方の生活再建に向け、安定的な日常生活を確

保するため、地域支え合いセンターを吉田支所に開設。生活支援相談員等を配置し、

次のとおり総合的な支援を行いました。  

項目  件数等  備考  

仮設入居者・在宅生活者への巡回訪問  857件  生活再建・見守り  

生活再建相談会等による支援活動  5件   

被災住民の交流促進等を図る取組み  21回  延べ 195人参加  

関係機関・ＮＰＯ等との各種会議  39回   

被災者支援従事者の資質向上を目指した研修  12回   

 

 

２．地域福祉活動推進部門  

 

（１）ボランティア・市民活動センターの運営  

ボランティア・市民活動に関する相談窓口を設け、住民ニーズに応じたコーディネ

ートや交流・参加・学びの機会を創り、住民の自発的な活動を促進しました。  

①ボランティア相談の受付及びコーディネート  

◇相談受付  

相談分野  相談件数  
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 

件数  
主な相談・コーディネート内容  

福  祉  175 157 高齢者、障がい者、子供たちへの支援活動  

環  境  7 2 自然保護、地域の清掃や河川の浄化活動  

地  域  4 9 住民勉強会、資源マップづくり、防災活動  

国  際  2 0 海外協力、日本にいる外国人の支援、難民支援  

合  計  188 168  

②福祉教育・ボランティア学習の実施  

区分  学校数  
延べ  

開催回数  

延べ  

参加者数  
内容  

小学校  13 24 759 体験学習（車椅子・点字・手話） 

地域の方との交流学習会  

(障がいのある方・福祉専門職等 ) 

中学校  4 27 603 

合  計  17 51 1,362 

③ボランティア養成講座の開催及び活動支援（親子のひろば等）  

◇ボランティア養成講座  

講座名  参加者  

傾聴ボランティア講座（全３回）  109 



子育て支援ボランティア講座  20 

ボランティア入門講座  9 

◇親子のひろば（２階児童交流センター）   

開催日時  活動内容  

毎月第 1月曜日及び第 1・第 3水曜

日、第 2・第 4木曜日  

登録ボランティアによる交流の場の提供  

開催回数 32回・延べ利用者数 564名（平均 17名 )  

④公募助成  

◇対象：ＮＰＯ、福祉団体、地区社協等                 

種類  目的  件数  金額  財源  

夢・ささえあい  

活動支援助成  

安心した暮らしを継続できる  

コミュニティづくり活動の支援  
12 1,029,000円  

共同募金  

配分金  

アクション  

サポート助成  
障がい者・児の社会参加の促進等  2 200,000円  

佐々木福祉  

振興基金※  

  ※佐々木福祉振興基金は、平成５年に高齢者及び障がい者の在宅福祉の向上を主旨

として故佐々木重太郎氏の厚志を生かすべく設置された基金です。  

⑤災害救援ボランティア活動の連携強化及び支援体制の構築  

項目  内容  

災害ボランティア連絡会  

日時：令和 3年 6月 7日 (月 ) 13:30～ 15:00 

場所：宇和島市総合福祉センター  

出席者：宇和島青年会議所ほか 18名  

防災士養成講座への協力  

（職員講師派遣）  

日時：令和 3年 12月 14日 (土 ) 9:20～ 10:20 

場所：宇和島市立岩松公民館  

テーマ：災害ボランティア活動  

行政・社協情報共有会議  

開催回数： 4回  

内容：出水期に備えた緊急連絡体制の構築  

    平時における体制づくり等  

 

（２）地区社会福祉協議会活動の推進・支援  

  小地域（概ね公民館単位の２９地区）において、世代や属性を越えて住民同士の繋

がりづくりの活動を支援し、支え合う活動を推進しました。  

①活動費助成、地区担当制による支援  

◇令和３年度社協会費還付額及び主な活動内容            （単位：円） 

地区  会費還付額  主な活動内容  

宇和津  252,840 

・支え合える地域づくり事業の実施  

・児童健全育成事業等の支援  

・赤ちゃん訪問絵本プレゼント事業  

明  倫  539,220 
・高齢者に記念品を配布  ・子育て支援活動等への助成   

・環境美化活動（花壇の整備）  

鶴  島  270,720 ・地域美化活動の助成金  

天  神  244,530 

・支え合える地域づくり事業の実施  

・花いっぱい運動  ・ふれあいサロンの推進、助成   

・各種講座の実施  ・各種団体の助成  

和  霊  379,320 ・和霊子ども教室の支援  ・どんど焼きの協力  

住  吉  298,680 ・人材バンク作品展  ・校区防災フェスタ  

番  城  505,980 
・子育て支援事業「おやこ deカフェ」  

・ふれあいサロンの推進、助成  ・地区社協だよりの発行   

九  島  95,610 
・地域美化活動  ・敬老の日の記念品配布  

・花いっぱい運動の推進  



石  応  66,600 

・青少年育成協議会への助成  ・ヤング SS活動への協力  

・三世代交流手作り学習会への協力、助成  

・ふれあいサロンの推進、協力  

小  池  28,800 ・支え合える地域づくり事業の実施  ・外出支援  

三  浦  78,900 ・愛護会の助成  ・ふれあいサロンの推進、助成  

高  光  132,000 
・支え合える地域づくり事業の実施   

・独居高齢者訪問事業  ・ふれあいサロンの推進、助成  

下  波  82,500 
・ふれあいサロン活動の推進、助成   

・子ども体験教室等の助成  

遊  子  98,100 
・遊子すこやか広場の助成  ・夏休み子ども教室の助成  

・交流スポーツ大会等の助成  

蒋  渕  36,300 ・ふれあいサロンの推進、助成  ・敬老会への助成  

戸  島  13,800 ・高齢者、児童に関する福祉活動への支援  

日振島  35,700 ・敬老会への助成  ・高齢者訪問事業  

吉  田  319,200 
・支え合える地域づくり事業の実施  ・１日サロン  

・広報紙の発行  ・ふれあいサロン活動の推進、助成  

奥  南  149,400 
・支え合える地域づくり事業の実施  

・独居高齢者訪問事業（おこわ配食）  ・防災フェス   

喜佐方  86,400 
・支え合える地域づくり事業の実施  

・ふれあいサロン活動の推進、助成  

玉  津  96,600 
・独居老人訪問事業への助成  ・防災訓練  

・ふれあいサロン活動の推進、助成  ・花いっぱい運動  

立  間  92,400 

・支え合える地域づくり事業の実施  

・ふれあいサロン活動の推進、助成  ・花いっぱい運動  

・小学生と高齢者サロンの交流   

・立間校区見守り隊への支援活動  

三 間 456,450 

・見守り事業所との連携強化  ・広報「みぬま」の発行  

・三間地区 5 団体等連絡会の参加  ・もみの木食堂の協力  

・ボランティア団体、サロン活動等の助成  

岩  松  283,740 
・ふれあいサロン活動の推進、助成  ・広報紙の発行  

・児童見守り隊活動  ・独居高齢者配食サービス  

清  満  116,400 

・支え合える地域づくり事業の実施  

・ふれあいサロン活動の推進、助成  ・配食サービス  

・マスク配布による高齢者宅訪問  ・広報紙の発行  

御  槙  39,300 ・ふれあいサロン活動の推進、助成  

畑  地  81,000 

・ふれあいサロン活動の推進、助成  ・花壇花植え活動   

・配食サービス・生活支援サービスの実施  

・はたじ地域食堂の開催  

下  灘  166,200 
・支え合える地域づくり事業の実施  

・配食サービスの実施  ・下灘健康ウォーク  

北  灘  121,800 
・ふれあいサロン活動の推進・助成  

・人材バンク事業の実施  

合  計  5,168,490  

◇連絡会・研修会等の開催    

会の名称  開催日  内容  

宇和島支部連絡会  令和 3年 6月 18日  ・支部役員改選  

・令和 2年度事業報告  

・令和 3年度地区社協サポート事業  

吉田支部連絡会  令和 3年 6月 21日  

津島支部連絡会  令和 3年 6月 22日  



地区社協役員等合同研修会  令和 3年 7月 15日  

・テーマ：みんなで創る未来の姿  

・講  師：琴平町社会福祉協議会  

     会長  越智  和子  氏  

地区社協会長  令和 3年 11月 12日  
宇和島市地域福祉活動計画に係るヒ

アリング結果の報告及び情報共有  

②支え合える地域づくり事業（支え合いサポーター活動等）  

困りごとに気づき、話し合い、助け合える住民の関係づくりを目指した、地区社会

福祉協議会が行う活動に対して助成を行いました。  

◇モデル地区活動内容                       （単位：円） 

地区  助成額  内容  

宇和津  26,000 

・支え合いサポーター 4名  

・登下校時の見守り  

・要望に応じて継続した訪問の実施  

天神  160,000 

・支え合いサポーター 14名  

・認知症声かけ模擬訓練の実施  ・通学時の見守り  

・地域、学校行事等を活用した顔の見える関係づくり  

小池  60,000 
・支え合いサポーター 14名  

・見守りマップの作成  ・ミニ勉強会の開催  

高光  36,000 
・支え合いサポーター 5名  

・民生委員との連携、意見交換会  

吉田  420,000 

・支え合いサポーター 47名  

・こんにちは訪問の実施  

・研修会の開催  ・外出支援事業の実施  

奥南  132,000 
・支え合いサポーター 11名  

・地域課題についての意見交換  

喜佐方  108,000 

・支え合いサポーター 7名  

・支え合いマップづくり  ・集いの場の開催  

・日用品を持参しての見守り活動の実施  

立間  180,000 

・支え合いサポーター 5名   

・支え合いマップづくり  ・サロン活動への支援  

・花いっぱい運動を活用した見守り   

清満  432,000 

・支え合いサポーター 6名   

・アンケート調査の実施  ・いいところマップづくり  

・ベンチの設置  ・地域活動の啓発、困りごとへの支援   

下灘  60,000 

・支え合いサポーター 5名   

・茶話会への参加  ・民生委員との連携   

・災害に備えた啓発活動  

 

（３）ふれあい・いきいきサロンの推進  

  住民が気軽に参加でき、交流できる多様な集いの場づくりを行い、楽しみ生きがい

づくりを行うとともに住民の孤立化の予防を行うため、サロン活動を推進しました。  

◇サロン設置状況及び活動実績  

区分  サロン数  
延べ  

開催回数  

延べ  

参加者数  
助成金額 (円 ) 備考  

高齢者  87 1,961 18,363 1,680,000 新規設立１  

子育て  7 88 1,097 140,000  

障がい者  1 11 135 20,000  

多世代  4 84 862 80,000 新規設立１  

合  計  99 2,144 20,457 1,920,000 新規設立２  



 

（４）地域介護予防普及啓発事業（市受託事業）  

 サロン等へ介護予防に資する講師を派遣し、知識の普及啓発講座を行いました。  

 講座種別  主な内容  回数  
延べ  

参加者  

体操  健康体操、ヨガ、体力チェック  41 522 

口腔  口腔ケア、笑いヨガ  11 119 

栄養指導  低栄養予防の学習  12 182 

認知症予防  脳トレ、ミュージック・ケア、押し花  46 528 

合    計  110 1,351 

 

（５）生活支援体制整備事業（市受託事業）  

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、生活課題の把握を行い、

様々な社会資源と連携して課題解決に向けた体制づくりを進めました。  

①協議体の開催：市内全域２回、吉田圏域１回、津島圏域１回  

生活支援コーディネーター４名配置  

 ②生活支援サービスの推進（日常生活支援・外出支援等）  

生活支援コーディネーターが中心となり、生活支援サービスの創出ができるよう伴

走型の支援を行いました。  

圏域  活動内容  

市内全域  

・第 1層協議体の開催   

□ 6月 14日（月）出席者  25名   

内容：「自分で選んで買物したい」というニーズに対する各圏域

の取組と課題の共有  

□ 2月 8日（火）  出席者  20名   

内容：各圏域での具体的活動報告及び生活課題の共有  

・買い物や外出支援  23回  

・移動販売事業者の調査（時間・場所等）を実施  13件  

・消費生活に関する啓発研修や個人情報取扱いについての研修会を  

開催 

吉田圏域  

・第 2層協議体の開催   

□ 12月 2日（木）出席者  11名   

内容：活動報告及び意見交換並びに情報交換  
・支え合いサポーターとの連携による生活課題の把握  

・地域資源マップづくり  

・集いの機会の創出  

・買い物ツアーの実施  

・生活支援のしくみづくりのためのワーキングループの開催（ 5回・

延べ 58名）及び独自有償ボランティアの組織化支援（令和 4年 4月、

生活支援サービス「かむかいよしだ」を結成予定）  

津島圏域  

・第 2層協議体の開催   

□ 11月 2日（火）出席者  9名   

内容：これまでの振り返り及び意見交換  
・制度の狭間で生活のしづらさを抱えている人たちの生活を維持す

るために、買い物代行や家周りの掃除等を提供するサービスを実

施（有償ボランティア）  

・多世代交流の場としての地域食堂の開催  

・高齢者の買い物等の移動支援ニーズに対する対応の検討  

 



③会議・研修会への参加   

項目  出席回数  

宇和島市地域ケアネットワーク会議  2 

地域ケア会議  27 

生活支援コーディネーター研修等  18 

 

（６）歳末たすけあい配分事業  

 愛媛県共同募金会が示す地域歳末たすけあい運動実施要項に基づき、事業を行いま

した。  

①地域福祉活動費配分（地区民生児童委員協議会の取組み）  

（単位：円）  

地区  配分金  事業内容  分類  

宇和津  87,500 
独居高齢者の安否確認・粗品配布  

（クッキー・ゴミ袋）  
見守り活動  

明倫  146,000 高齢者の安否確認・粗品配布（ゴミ袋）  見守り活動  

鶴島  105,000 

高齢者の安否確認・粗品配布、福祉活動イ

ベント、児童クラブ等へプレゼント（クッ

キー・ゴミ袋）  

見守り活動  

地域活動支援  

天神  98,000 
独居高齢者の安否確認・粗品配布  

（クッキー・ゴミ袋）  
見守り活動  

和霊  150,000 独居高齢者の安否確認・粗品配布（ゴミ袋） 見守り活動  

住吉  98,000 
70 歳以上の独居高齢者の安否確認・粗品配

布（ゴミ袋）  
見守り活動  

番城  117,000 

70 歳以上の高齢者等への安否確認・粗品配

布（クッキー・ティッシュ）・生活困窮世帯

へ見舞金配布、地域交流行事の助成  

見守り活動  

地域活動支援  

九島  40,000 独居高齢者の安否確認・粗品配布（ゴミ袋） 見守り活動  

高光  40,000 
独居高齢者の安否確認・粗品配布  

（クッキー・児童手作りカレンダー）  
見守り活動  

三浦  36,000 
高齢者世帯、独居高齢者の安否確認・粗品

配布（ゴミ袋）  
見守り活動  

下波  33,000 
70 歳以上の独居高齢者の安否確認・粗品配

布（ティッシュ・トイレットペーパー）  
見守り活動  

遊子  31,320 
独居高齢者の安否確認・粗品配布  

（ゴミ袋・ティッシュペーパー）  
見守り活動  

蒋渕  26,000 
80 歳以上の高齢者への安否確認・粗品配布

（お茶・ゴミ袋）  
見守り活動  

戸島  27,768 
高齢者の安否確認・粗品配布  

（ゴミ袋・ティッシュペーパー）  
見守り活動  

日振島  15,000 
高齢者の安否確認・粗品配布  

（ゴミ袋・ティッシュペーパー）  
見守り活動  

吉田  281,000 

独居高齢者等の安否確認、配食及び粗品配

布（洗剤・ティッシュ）、生活困窮世帯へ見

舞金の配布           

見守り活動  

三間  137,000 独居高齢者の安否確認・粗品配布（ゴミ袋） 見守り活動  

津島  294,000 
70 歳以上の高齢者の安否確認・粗品配布  

サロンへの粗品配布（タワシ・ゴミ袋等）  

見守り活動  

地域活動支援  

合  計  1,762,588   



②施設配分                                       

児童養護施設入所者の経済的支援及び小規模の障がい者福祉事業所の交流活動費と

して配分を行いました。                           

区  分  施設数  人員  単価 (円 ) 配分金 (円 ) 

児童養護施設入所者  2 38 3,000 114,000 

児童養護施設入所者の就職大学進

学者に対する支度金  
1 5 20,000 100,000 

就労継続支援の障がい者福祉事業

所交流活動費  
2  100,000 200,000 

合  計  5 43  414,000 

③福祉活動団体支援  

市内の福祉活動を行う団体に対し、地域福祉を目的とした団体が行うクリスマス会

や新年会等への交流行事に対し配分を行いました。  

団体名  金額  

宇和島市手をつなぐ育成会  100,000円  

 

（７）マイクロバス貸与事業  

  障がい者や高齢者の外出・社会参加を支援しました。  

団体名  貸出件数  

吉田地区社会福祉協議会等  23 

 

（８）第３次地域福祉活動計画の策定  

  “わたしが活きる宇和島”を基本理念に、「自分らしく活きるを支える」「思いを

つなげる」「大切な人を守る」の３つの基本目標を設定し、誰もが役割を持ち、地域

社会に参画しながら自分らしく暮らすことができる地域を目指すため、令和４年度～

令和８年度の５ヶ年計画を策定しました。  

・アンケート及びヒアリング調査件数  ９４７件  

  ・策定委員会の開催  ３回  

・職員ワーキングループの開催  ７回  

 

 

３．介護事業・保育園事業部門  

  介護保険法及び障害者総合支援法に基づいたサービスの提供に取り組みました。  

 

（１）介護サービス  

①訪問介護事業  

  要介護認定を受けた方、障がい認定を受けた利用者にホームヘルパーを派遣し、生

活援助や身体介護など日常生活の支援を行いました。また、市の指定を受け介護予防・

日常生活支援総合事業の訪問型サービスも実施しました。  

 令和 3 年度  前年度実績  前年比  

訪問介護員数  43 49 88％  

延利用者数  

（人）  

訪問介護  1,893 1,805 105％  

介護予防訪問介護型サービス  908 927 98％  

障害福祉サービス  

（居宅介護・同行援護）  
938 928 101％  

障害者移動支援事業（市受託） 24 2 1,200％  

 



②通所介護事業  

要介護認定を受けた利用者に対し、自宅から施設までの送迎を行い、食事や入浴、

日常動作訓練など自立生活の支援を行いました。また、市の指定を受け介護予防・日

常生活支援総合事業の通所型サービスも実施しました。  

 令和 3 年度  前年度実績  前年比  

介護員・看護師数  20 17 118％  

延利用者数  

（人）  

通所介護  954 948 101％  

介護予防通所介護型サービス  231 248 93％  

③訪問入浴介護事業  

要介護認定を受けた方、障がい認定を受けた利用者に対し、身体の清潔保持、心身

機能の維持回復を目的として移動入浴車を派遣し入浴サービスの提供を行いました。  

 令和 3 年度  前年度実績  前年比  

介護員・看護師数  8 8 100％  

延利用者数  

（人）  

訪問入浴介護  543 561 97％  

障害福祉サービス（市受託）  53 45 118％  

④居宅介護支援事業  

本人や家族の要望をもとに居宅サービス計画を作成し、介護を必要とする人が適切

なサービスが受けられるよう支援を行いました。  

 令和 3 年度  前年度実績  前年比  

介護支援専門員数  24 23 104％  

延利用者数  

（人）  

居宅サービス計画作成  8,143 8,038 101％  

介護予防サービス計画作成

（市受託）  
878 1,154 76％  

⑤福祉用具貸与販売事業（収益事業）  

  自立した日常生活が送れるよう、必要な福祉用具の貸与及び販売を行いました。ま

た、本事業については、令和３年度をもって事業を終了いたしました。  

 令和 3 年度  前年度実績  前年比  

専門相談員数  2 2 100％  

延利用者数  

（人）  

福祉用具貸与  1,858 1,757 106％  

介護予防福祉用具貸与  529 504 105％  

特定福祉用具販売  7 44 16％  

⑥研修会の開催  

新型コロナウイルス感染予防のため、オンライン等で開催される各種研修会に参加

し、職員の技術・知識の向上を図りました。  

 

（２）みゆき保育園の運営事業  

子ども一人ひとりの発達に応じた援助を心がけ、工作教室や体幹遊び・異年齢交流

を通して子どもが心身共に健やかに育つよう保育に取り組みました。また、障がい児

の受入れ、地域交流、食育などにも積極的に取り組みました。なお、コロナ過におい

て、保護者の思いに寄り添いながら、子どもが安心安全に過ごせるように努めました。  

 

 

◇月別在園児数：定員６０人                    （単位：人）  

月  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計  

在園児数  55 56 56 56 57 58 62 62 62 62 62 62 710 

延長保育利用

園児延人数  
52 56 47 45 33 40 37 35 23 35 34 36 473 

 



４．指定管理等事業部門  

 

（１）障害児等通所支援事業（あけぼの園）  

  あけぼの園では、児童福祉法に基づく「児童発達支援」「放課後等デイサービス」事

業、１８歳以上の重症心身障害者のための「生活介護」（障害者総合支援法に基づく）

事業を実施しました。  

新型コロナ感染症感染予防対策を講じながら、運動会や夕涼み会等は、普段の療育

に取り入れるなど工夫し、医師等による個別療育相談事業や個別のケース会議は、概

ね例年通り実施することができました。  

前年度と比較すると延べ利用数は減少傾向ではありますが、利用児（者）の共通理

解を図り、一人ひとりの発達や特性に応じた療育、家族支援につなげることができま

した。  

①  開設日数：２３９日  

②  登録者数：児発６７名 /放デイ３４名 /生活介護６名  

③  月別利用者数  

      月  

事業  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計  

児童発達  

支援  
164 150 228 206 186 169 188 194 246 191 195 218 2,263 

放課後等  

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ  
69 52  98 91 98 86 93 85 94 66 68 74 947 

生活介護   43 34  50 40  40 39 39 43 43 36 42 44 493 

合  計  276 236 376 337 324 294 320 322 330 276 305 336 3703 

 

（２）養護老人ホーム運営事業  

 養護老人ホーム愛生寮は、老人福祉法に基づき措置を受けた方の入所施設として、

適正な運営に努めました。  

新型コロナウイルス感染防止の対応として、面会等を入所者・ご家族及び関係者の

ご理解を経てオンライ面会を実施しました。また、入所者のレクレーション等の外出

支援を中止とし、室内で３密にならないようにカラオケクラブ・ゲーム・学習クラブ・

女子会クラブ・ＡＤＬ低下を防ぐ為に体操クラブ・ミニ歩こう会等のレクレーション

を実施し、楽しく充実した生活が送れるよう努めました。  

・月別入所者数：定員８０人                    （単位：人）  

月  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計  

入所者数  76 75 75 75 75 73 74 74 76 75 77 77 902 

新規入所者数  0 0 1 1 1 1 1 3 0 2 1 1 12 

退所者数  1 0 1 1 3 0 1 1 1 0 1 0 10 

  ※要介護認定者４０名（認定率５１ .３％）令和４年３月末現在  

 

（３）総合福祉センター運営事業（公益事業）  

宇和島市総合福祉センターは、市民の福祉増進を図るために設置され、本会が管理

運営を行っています。各種団体の事務所となっているほか、市民の研修・交流等の拠

点として利便性の向上を目指し、機能充実に努めました。  

区分  利用件数  利用人数  金額  備     考  

会場貸館料  1,227 16,395 4,549,780 会議室等  

事務所等賃貸料  －  －  936,000 老人クラブほか４団体  

計  1,227 16,395 5,485,780  

 



５．総務・法人運営部門  

 

（１）理事会の開催  

【定数：６名以上１５名以内】原案どおり可決  

日時・出席  主な議題  

令和 3年 6月 10日 (木 ) 

【 12名】  

・令和２年度事業報告の承認について  

・令和２年度収支決算の承認について  

・諸規程の改正について  

・評議員の推薦について  

・理事・監事候補者の選定について  

・評議員選任・解任委員会運営委員の選任について  

・定時評議員会の開催について  

令和 3年 6月 25日 (金 ) 

【 10名】  
・正副会長及び常務理事の選定について  

令和 3年 12月 13日 (月 ) 

【書面決議】  

理事会決議があった  

ものとみなされた日  

・評議員の推薦について  

・理事候補者の選定について  

・評議員会の開催について  

令和 4年 3月 16日 (水 ) 

【書面決議】  

理事会決議があった  

ものとみなされた日  

・令和３年度第１次補正予算（案）の承認について  

・定款の一部変更について  

・諸規程の改正について  

・令和４年度事業計画（案）の承認について  

・令和４年度当初予算（案）の承認について  

・第３次宇和島市地域福祉活動計画（案）の承認について  

・養護老人ホーム愛生寮施設長の選任及び理事候補者の選定

について  

・評議員会の開催について  

 

（２）評議員会の開催  

【定数：１６名以上３０名以内】原案どおり可決  

日時・出席  主な議題  

令和 3年 6月 25日 (金 ) 

【 24名】  

・令和２年度事業報告の承認について  

・令和２年度収支決算の承認について  

・諸規程の改正について  

・役員の選任について  

令和 3年 12月 22日 (水 ) 

【書面決議】  

評議員会決議があった  

ものとみなされた日  

・役員の選任について  

令和 4年 3月 25日 (金 ) 

【書面決議】  

評議員会決議があった  

ものとみなされた日  

・令和３年度第１次補正予算（案）の承認について  

・定款の一部変更について  

・諸規程の改正について  

・令和４年度事業計画（案）の承認について  

・令和４年度当初予算（案）の承認について  

・第３次宇和島市地域福祉活動計画（案）の承認について  

・役員の選任について  

 

 

 



（３）評議員選任・解任委員会の開催  

【定数：５名（内外部委員を１名含む）】原案どおり可決  

日時・出席  主な議題  

令和 3年 6月 10日 (木 ) 

【 4名】  
・評議員の選任について  

令和 3年 12月 13日 (月 ) 

【 4名】  
・評議員の選任について  

 

（４）監事監査の実施  

【定数：２名以内】  

日時・出席  監査内容  

令和 3年 5月 24日 (月 ) 

【 2名】  
・事業内容・収支決算書等について  

 

（５）愛媛県共同募金会宇和島支会運営委員会の開催  

【定数：２１名以内】原案どおり可決  

日時・出席  主な議題  

令和 3年 6月 25日 (金 ) 

【 13名】  

・令和２年度事業報告並びに決算の承認について  

・令和３年度事業計画（案）並びに予算（案）の承認につい  

 て  

 

（６）社協会費  

  本会地域福祉事業の活動趣旨にご賛同いただき、下記のとおり社協会費へのご協力

をいただきました。  

【内訳】  

会費種別  件数  金額  使途  

普通会費  15,685 7,930,150円  地区社協還付金      60％  

全市的な地域福祉活動   40％  特別会費  652 684,000円  

法人会費  158 681,000円  全市的な地域福祉活動  

合   計  16,495 9,295,150円   

・地区社協還付金の詳細は４ページ (２ )地区社会福祉協議会活動の推進・支援を参照  

 

（７）まごころ銀行運営事業  

下記のとおり住民の皆さま方より心温かいご寄附をいただき、各地域福祉事業に活

用させていただきました。  

【内訳】                              （単位：円） 

支所名  寄附件数  
寄附金  寄附物品  

件数  金額  件数  物品名  

宇和島  12 12 
322,675 

(内指定寄附  52,683) 
0  

吉田  1 1      10,000 0  

三間  7 7 
370,000 

(内指定寄附  30,000) 
0  

津島  2 2 10,362 0  

合計  22 22 713,037 0  

 

 



（８）共同募金運動及び配分事業  

①赤い羽根共同募金実績表         （単位：円）  

目標額  実績額  達成率  

9,271,000 9,528,574 103％  

②歳末たすけあい募金実績表        （単位：円）  

目標額  実績額  達成率  

2,329,000 2,737,094 118％  

③一般配分事業   

県共同募金会から４，２１２，８７０円の配分があり、地域福祉事業（サロン助

成・親子のひろば・福祉教育）などの財源として活用しました。（詳細は３ページの

②・③、６ページの（３）を参照）  

④歳末たすけあい配分事業  

県共同募金会から２，２７６，５８８円の配分があり、地域福祉活動等に活用し

ました。（詳細は８ページ (６ )歳末たすけあい配分事業を参照）  

 

（９）広報・広聴事業  

社協のＰＲ福祉情報を提供することにより福祉活動に対する啓発を行いました。  

①うわじまし社協だよりの発行  …  年６回発行し、全戸及び関係機関に配布  

②ホームページの運用  

 

（ 10）表彰  

長年にわたり社会福祉の発展に貢献された方の表彰を行いました。  

①宇和島市社会福祉協議会会長表彰  

地域福祉功労：山﨑優子、伊勢田幸雄、清家正一、石山律子、矢野みつこ  

②愛媛県社会福祉大会表彰  

〈愛媛県知事表彰〉  

    民生委員・児童委員：元籔順子、小關啓子、藤原啓子  

    社会福祉奉仕者：水田幸子   

〈愛媛県社会福祉協議会会長表彰〉  

    民生委員・児童委員功労：日前賢一郎  

    社会福祉施設功労：新田洵子  

    社会福祉協議会・民間社会福祉団体功労：佐々木智江  

   〈愛媛県共同募金会会長表彰〉  

    奉仕功労者：川井一清、児玉悟朗、松本孔、三浦元、三好勉  

〈愛媛県民生児童委員協議会会長表彰〉  

    永年勤続：萩野紀子、兵頭美枝、増子晴惠、一刈勇也、三浦喜久、西野敬生  

梶谷一男、山下洋子、森下正志、五百木宇一郎、笹岡正孝  

山崎幸子、武田美由紀、鈴村誠一、曽根義昭、浅井勝、清家一美  

児玉悟朗、井伊良平、豊田進、久保小枝子、松岡祥文、藤中けい  

深田津裕美、安岡千惠子  、伊井徳美、島内荘二  

 

（ 11）福祉の店「ハピネス」運営事業  

 障がい福祉サービス事業所（市内７事業所）の商品を販売することにより、障が

い者の福祉向上の一助になることを目指して運営しました。  

①営業日数    ２３１日  

②販 売 員     １名  

③販売状況    販売個数      ６，２１９個  

販売金額  １，３５９，４７０円                        


