
東 雲 地 区 
地域福祉活動計画 
【第 1期計画】平成 28年度～平成 32年度 

東雲地区社会福祉協議会 



我が街はどうできた？ 

室町時代 

室町時代におけるこの地方の政治及び文化の中心は、湯築城の道後であり、建武年間に河

野通盛が本拠をここに移して以来、繁栄を続けていた。これに対して、勝山（現・城山）の

周囲は田園地帯（湿地）で、わずかに聚落が存在しているに過ぎなかった。河野氏没落の後、

1602 年、加藤嘉明がこの地方の実権を掌握し、正木城（現在の伊予郡松前町）から移転の

計画を進めた。 
湯山川（石手川）の改修（写真は現在の岩堰） 

加藤嘉明は、勝山に城郭を築く第一歩として、その周辺の平野部に城下町の素地をつくる

ことにした。家臣の足立重信が、湯山川の大改修に着手した。それは、城下町とその付近の

平野を洪水の氾濫から守るためであった。彼は、勝山と湯山川を利用して、一つには、要害

に備え、一つには、市街の繁栄、近郷の田畑の灌漑に資するためであったのであろう。 

 

築城 

1602 年 1 月 15 日勝山築城の工を起こした。まず本丸、二の丸、三の丸の位置が決めら

れ、荘厳な天守閣の造営に着手することになった。前後して城下町の計画も出来上がり、勝

山の麓に三の丸はじめとして武家屋敷を設け、城西、城南、城東の三方面に商家町を置き、

寺院を城北に建立する予定であったものと推察される。嘉明は、家臣及び正木の住民ととも

に居を新城下に移すこととなり、ここに松山という名称が公にされた。工事は、20 余年後

の 1627 年にようやく終了した。（松山市発行「松山城」より抜粋） 
そして今 

築城 4１0 数年、我が街は、市の中心部に位置し、人口は８千人を超え、バス、路面電車が

走るなど交通の便が良く、松山城、秋山兄弟生誕地、明教館など観光・文化、教育施設に恵

まれた文教商業地域にあって、日赤病院など医療機関も多い。又、近年は、高層分譲マンシ

ョンの建設など住環境も変化、一時減少傾向の人口は増加傾向にある。 

 
表紙写真は東雲公園 

そこで、足立重信は、湯山川の流

域を南に転じて、その末流を今の

重信川に合流させた。 
したがって、改修前の湯山川の流

域は、現在の石手川の流路と異な

っていて、岩堰から湯渡あたりを

経て、持田のほぼ中央を走り、二

番町から三番町を通過し、吉田浜

付近で海に注いでいた。 



第1期東雲地区地域福祉活動計画の策定にあたって 

 この度、地域福祉活動５か年計画（平成２８年～３２年）を、市社協の推進計画に沿って
策定する運びとなりました。 
 東雲地区は、多くの史跡、文化財に恵まれた市の中心部に位置し、交通の便も良く、スー

パー、コンビニをはじめ病院、福祉施設等の立地など、住環境に恵まれる中、高層分譲マン
ション建設等により新たな住民の流入に加え、少子高齢化の進展が著しい。今後ますます増
大、多様化が予想される地域住民の福祉ニーズへの対応が迫られています。
 東雲地区社協が発足して、約 30年、住民同士のつながり、ふれあいを高め、民児協、町
内会等各団体の協力・支援等により各種事業を展開、子どもから高齢者が明るく、いきいき
生活できる地域づくりを目指してきました。 
 今回の策定は、今までの実績を見直し、松山市地域福祉活動推進計画（まつやま社協なも
しプラン）を踏まえ、時代に即応し、地域住民に密着した活動充実を目指すものです。 
「支えあう力で、明るく、元気な地域づくり」を基本理念に、 

① 地区社協の基盤整備
② 福祉教育とボランティア（団体）の育成
③ 在宅福祉・生きがい介護予防サービス

④ 関係団体との協同   の４項目を基本とし、地域性を活かした事業を計画的に展開す
るものです。
今後とも、東雲地区社会福祉協議会の活動をご理解いただき、ご支援・ご協力賜ります
ようお願い申しあげます。

   平成２８年３月 
  東雲地区社会福祉協議会

会　長 仙　波　一　平



■ 松山市における地域福祉に関する計画の連携と比較

 地域福祉の推進を図るためには、下記の３計画が内容を一部共有したり，策定過程を
共有する等、相互に連携し一体となって進めることが重要であり、互いに補完・補強し
あう関係にあります。 

【 イメージ図 】 

【 地域福祉に関する 3計画の比較 】 

計画 
地域福祉計画 

（ささえあいプラン） 
地域福祉活動推進計画 
（なもしプラン） 

地域福祉活動計画 

策定主体 松山市 松山市社協 東雲地区社協 

対象地域 松山市内 松山市内 地区内 

実施期間 ５年 ５年 5年 

基本目標 
（理念） 

「みんなで、支えあい、助
けあい、暮らしてゆきた
い、このまちで」 

「地域発！ 
ふくしパワーで 

   まちづくり」 
支えあう力で、明るく、

元気な市域づくり 

計画の特徴 

【第３期計画】 

の３項目を柱とした地域
福祉に関する具体的な方
策を計画的に展開する。 

【第３期計画】 

 

④市社協活動・事業推進
の基盤づくり

の４項目を柱とし、住民
の主体的参加を基本とし
た地域福祉に関する具体
的な方策を計画的に展開
する。 
地区社協の「地域福祉活
動計画」及び松山市の「地
域福祉計画」と連動し、
地域福祉活動の展開を支
援するとともに、市社協
の発展・強化を図る。 

【第 1期計画】 

①地区社協の基盤整備
②福祉学習とボランティア
③在宅福祉・生きがい

介護予防サービス 
④関係団体との協働

の 4項目を基本とし、地域
性を活かした事業を計画的
に展開する。 
地区社協が中核となって、
住民の主体的参加を基本と
した地域福祉活動をより計
画的・具体的に進めるとと
もに、地区社協の基盤強化
を図る。 

地域福祉計画 地域福祉活動推進計画 地域福祉活動計画 
（松山市計画） （松山市社協計画） （地区社協計画） 

連携 連携 

①地域コミュニティの形成
②福祉サービスの健全な発達と適切な利用促進
③福祉の風土づくり
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■ 東雲地区の概要
（平成 2８年１月 1日現在） 

面 積 １．２１平方キロ 

人 口 8,194人（男・3,714人女・4,480人） 

世帯数（1世帯当たりの人口） 4,715世帯（1.74人） 

高齢者数（高齢化率） 2,239人（27％） 

民生・児童委員（主任児童委員） ２２名（２名） 

町内会 ４２か所（９区） 
 市の中心部に位置し、バス、路面電車が走るなど交通の便が良く、松山城、
秋山兄弟生誕地、明教館など観光・文化、教育施設に恵まれた文教商業地域に
あって、日赤病院など医療機関も多い。 
また、近年は、高層分譲マンションの建設など住環境も変化、一時減少傾向

の人口は、増加傾向にある。 

＊住民基本台帳登録 
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■ 東雲地区社会福祉協議会の概要

主な活動拠点 東雲公民館、番町福祉センター 

事務拠点 番町福祉センター 

構成メンバー 
会長（１名）・副会長（2名）・事務局長（１名）・会計（1名） 
理事（９名）・監事（２名） 
援護部長（１名）・啓発調査部長（１名） 

理事会等の開催 理事会（年 2回） 

構成関係団体 民児協・公民館・町内会・交通安全協会・高齢クラブ・婦人会・
更生保護女性会・子供会・共同募金会・小学校 

主な自主事業 
地域福祉サービス事業、ふれあい・いきいきサロン事業 
福祉学習事業、協力会員研修会、文化（研修）事業、ねたきり・
独居高齢者訪問、 福祉だより作成 ほか 

数サロン ふれあい・いきいきサロン ３ヶ所 

地域福祉活動計
画の策定状況 

 基本理念「支えあう力で、明るく、元気な地域づくり 」              

【第１期計画】平成 2７年度策定 

平成２８年度予算 １，２９４，５００円 

■地区社協の目指すもの（5年先どういう地区でありたいか・地区自慢等）
 多くの史跡、文化財に恵まれた環境の中、地域の公民館活動を基盤として地域と
の交流が保たれ、また少子高齢化が進む中、子ども・高齢者等との触れ合いを高め、
いきいき健康教室や日帰りツアーを継続し、元気な地域を目指す。 
又、東日本大震災を教訓に、住民同士の繋がり、ふれあいを高めるため、民児協、

町内会、自主防災組織等、各団体の支援協力等により、各種事業を展開し、子ども
から高齢者が明るい地域を目指す。 
さらに、交通の便、スーパー、コンビニをはじめ医療機関、福祉施設、警察署等、

に恵まれ、身近な場所で買い物、相談ができ、安心・安全に暮らせる地域を目指す。 
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東雲地区地域福祉活動計画 

１．基本理念 

２．基本計画 

（１）地区社協の基盤整備

実施計画 
年度計画 

５年計画 
28 29 30 31 32 

理事会の開催 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 問題提起型理事会へ。 

社協だよりの発行 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 役に立つ情報等内容の充実を図り、年２回

全戸配布、広告掲載を検討。 

地区社協の拠点整備 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 拠点確保に向け関係機関と協議。 

地区社協組織体制の整備 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 各役員構成や事務局体制の充実。 

地区社協会費制度 検
討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 社協の活動啓発を図ると共に会員制度・負

担金制の検討。 

共同募金 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 共同募金会で対応。 

支えあう力で、明るく、元気な地域づくり 
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（２）福祉学習とボランティア

実施計画 
年度計画 

5年計画 
28 29 30 31 32 

公民館事業への参加 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 公民館との連携を図り、共催事業等の充実。 

学校行事への参加 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 小学校と連携、行事への参加、協力。 

福祉学習事業 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

いきいき健康体操（高齢者学習）、地域の方
とのふれあう会の充実。 

協力会員研修会 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 会員の拡大と対応力の向上を目指す。 

（３）在宅福祉・生きがい介護予防サービス

実施計画 
年度計画 

5年計画 
28 29 30 31 32 

ふれあい・いきいき 
サロン事業

充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ニーズに応じ内容の充実。

在宅寝たきり高齢者見舞
い 

充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 対象者に見舞金支給。 

生きがい事業（文化・研修） 充実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 
生きがい事業として、名所旧跡を訪ねての
バス日帰りツアー（高齢者公募） 

独居高齢者見守り員 検
討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 支援策の検討。 

地域福祉サービス事業 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 利用促進と協力会員の拡大。 
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（４）関係団体との協働

実施計画 
年度計画 

5年計画 
28 29 30 31 32 

民協、婦人会、町内会等各
団体との協力 

充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

より一層の協働・連携の充実。 
（共同募金還付金の適正な活用） 

地域包括支援センター 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 協働・連携の充実。 

地域防災組織への連携 
検
討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

町内会・民生委員・自主防災組織と連携を
図り、避難行動要支援者への支援対策の検
討。 

福祉施設の協力 検
討 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 地区内にある施設等への見学等、の検討。 

（５）その他

実施計画 
年度計画 

5年計画 
28 29 30 31 32 

他地区との交流 充
実 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 

番町、八坂、素鵞地区社協との交流・情報
交換を図り、地域活動の事業推進の充実。 
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東雲地区福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（４２） 
・民生・児童委員（２２） 
・主任児童委員（２） 
・見守り員（１４） 
・協力会員（３１） 
・防災士（３３） 
・交通指導員（１２） 
・独居高齢者申請者（１６２） 
・避難要支援登録者（１３８） 

団体 

・町内会連合会 
・共同募金会 
・民生・児童委員協議会 
・婦人会 
・更生保護女性会 
・高齢クラブ連合会 
・交通安全協会 
・子供会育成連合会 
 

行事等 

・歩こう会 
・文化祭 
・グランドゴルフ大会 
・ペタンク祭 
・ソフトバレーボール大会 
・体育祭 
・敬老会 
・芸能大会 
 

拠点・施設 

・東雲公民館 
・松山東警察署 
・地域包括支援センター東・拓南 
・県福祉会館 
・県生活文化センター 
・日赤松山病院、 
・ＮＴＴ西日本松山病院 
           

                

・人口 ８，１９４人 

・６５歳以上 ２，２３９人 

・７５歳以上 １，２１９ 人 

・８５歳以上 ４４３人 

・世帯数 ４，７１５世帯 

・１世帯平均人員 １．７４人 

・高齢化率 ２７％ 

避難場所等 

指定避難場所        

・松山東高校、松山商業高校 

・松山東雲中学・高校 

・東雲小学校、東中学校 

・愛媛大学、松山大学 

・東雲公民館 

指定緊急避難場所  

・東雲公園、持田若宮公園        

＊この台帳は、人材・団体・行事・拠点・施設等の資源を東雲地区（校区）と区別にまとめたもの

で、各町内会の調査によるものです。 
＊人口、世帯数等は、松山市住民基本台帳登録者（平成２８年１月１日）によるものです。 
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１区（此花町）福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（２） 
・民生・児童委員（２） 
・見守り員（３） 
・協力会員（３） 
・防災士（２） 
・交通指導員（１） 
・独居高齢者申請者（３１） 
・避難要支援登録者（２３） 

団体 

・此花レディ―スクラブ 
・此花町西自主防災会 
 

行事等 

・町祈祷 
・お花見 
・ソフトバレー 
・コーラス 
・秋祭り 
・自主回収（古新聞等） 
・年末夜間パトロール 
・年末大掃除 
 

拠点・施設 

・八雲保育園 
・久野内科 
・富永ペインクリニック 
・中城歯科 
・リベラ針灸院 
・道後スポーツ接骨院 
・こだま接骨院 
・メデカルフィツトネス 
・ひろ屋（フィツトネス） 
・森動物病院 

                
 

 

避難場所等 

指定避難場所        

・八雲保育園 

・松山東高校  

・松山商業        

＊団体、行事等、拠点・施設は、各町内会報告による。 
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２区（旭町）福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（４） 
・民生・児童委員（２） 
・見守り員（１） 
・協力会員（３） 
・防災士（１） 
・交通指導員（２） 
・独居高齢者申請者（１０） 
・避難要支援登録者（３） 
 

団体 

・旭町・錦町自主防災会 
 

行事等 

・新年会 
・梅木地蔵祭 
・秋祭り 
・年末夜間パトロール 

拠点・施設 

・松山商業高校             
・愛媛学園 
・赤壁鍼灸院 

                

 

 

  指定避難場所          

          

・松山商業高校   
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３区（二番町、三番町、勝山町１）福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（５） 
・民生・児童委員（２） 
・見守り員（１） 
・協力会員（２） 
・防災士（２） 
・交通指導員（１） 
・独居高齢者申請者（１２） 
・避難要支援登録者（１２） 
 

団体 
 

行事等 

・敬老会 
 
 

拠点・施設 

・山田整形外科医院          

  
                

 
 

 

 

指定避難場所         

・松山商業高校          
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４区（大街道、東雲町、勝山町２）福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（５） 
・民生・児童委員（３） 
・見守り員（１） 
・協力会員（３） 
・防災士（４） 
・交通指導員（０） 
・独居高齢者申請者（２０） 
・避難要支援登録者（１６） 

団体 

・大街道３丁目婦人会 
 

行事等 

・親睦会 
・敬老会 
・年末パトロール 

拠点・施設 

・村上循環器科 
・西川内科 
・乳腺クリニック道後 
・蔵原放射線科 
・しののめクリニック 
・日野歯科 
・ロープエイ駅舎 
・心療内科こころのクリニ

ックたちばな 
           

                
 

 

 指定避難場所        

・松山東雲中学・高校  

・東雲保育園 、東雲公民館  

指定緊急避難所   

・東雲公園 
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５区（歩行町、一番町、喜与町）福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（６） 
・民生・児童委員（２） 
・見守り員（１） 
・協力会員（２） 
・防災士（３） 
・交通指導員（１） 
・独居高齢者申請者（１０） 
・避難要支援登録者（１６） 
 

団体 

・喜与町高齢者クラブ 

行事等 

・喜与町敬老会 
・喜与町自主防災 
・年末夜間パトロール 

拠点・施設 

・大野眼科・歯科医院 
・作道クリニック 
・ＮＴＴ西日本松山病院 
・東雲保育園 

             
                

 

指定避難場所      

・松山東雲中学・高校  

 

指定緊急避難場所 

・東雲公園    
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６区（西一万、中一万、道後一万１区、平和通り）福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（６） 
・民生・児童委員（４） 
・見守り員（１） 
・協力会員（７） 
・防災士（４） 
・交通指導員（４） 
・独居高齢者申請者（１７） 
・避難要支援登録者（１３） 

団体 

 
 

行事等 

・地蔵祭り 
・人権教育学習会 
・年末夜間パトロール 

拠点・施設 

・道後一万分館 
・浦屋病院・浦屋介護センター 

・むねた内科循環器科 
・道後一万クリニック 
・吉松小児科 
・平和通診療内科 
・末光耳鼻咽喉医院 
・松山助産婦会 
・須之内歯科  
・三好神経内科      

                
 

 

指定避難場所       

・東雲小学校、東中学校 

・東雲保育園 

  指定緊急避難場所 

・東雲公園 
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７区（東一万、道後一万・２，３区、昭和町）福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（４） 
・民生・児童委員（２） 
・見守り員（２） 
・協力会員（３） 
・防災士（３） 
・交通指導員（０） 
・独居高齢者申請者（１７） 
・避難要支援登録者（１５） 

団体 

・婦人会支部 
・高齢者一万クラブ 
・第五長生クラブ 
 

行事等 

・敬老会 
・新年会 
・日帰り食事会 
・神社新年参り 
・年末夜間パトロール 
・町内大清掃 
・一日レクレーション 
・親睦会 

拠点・施設 

・道後一万分館 
・吉田小児科 
・豊島内科 
・井手整形外科 
 
           

                

        

 

指定避難場所 

東雲小学校、東中学校 
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８区（持田町、北持田町）福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（５） 
・民生・児童委員（３） 
・見守り員（３） 
・協力会員（５） 
・防災士（８） 
・交通指導員（０） 
・独居高齢者申請者（２３） 
・避難要支援登録者（２０） 

団体 

・持田婦人会 
・持田若宮クラブ 
・持田東、中、南若宮クラブ 
・十日会 
・自主防災会 
 

行事等 

・敬老会 
・新年会 
・日帰り旅行、温泉旅行 
・花見会 
・年末夜間パトロール 
・年末大掃除 
・芸術、美術鑑賞 
・懇親会 

拠点・施設 

・持田分館 
・県福祉会館 
・持田の家（介護施設） 
・持田幼稚園 
・愛大付属小・中学校・幼

稚園 
・矢野歯科 
・松山東高校 
・県生活文化センター 
・松山気象台 
         

                
 
 

 

指定避難場所       

・松山東高校  

・東雲公民館   

指定緊急避難場所 

・持田若宮公園 

 

15



９区（南持田町、御宝町、一番町１・南）福祉台帳 
 

人材 

・町内会長（５） 
・民生・児童委員（２） 
・見守り員（１） 
・協力会員（３） 
・防災士（７） 
・交通指導員（３） 
・独居高齢者申請者（２２） 
・避難要支援登録者（２０） 

団体 

・平成会（高齢者クラブ） 
 

行事等 

・敬老会 
・日帰り旅行 
・いも炊き 
・子供神輿 
・独居老人宅訪問 
・年末夜間パトロール 
・年末大清掃 
・花見 

拠点・施設 

 ・坂田歯科医院 
 ・新生クリニック 
 ・一番町リュウマチクリ

ニック 
 ・どい心療内科 

                

 

 

指定避難場所 

・松山東高校  

・松山商業高校           
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■ 第 1期東雲地区地域福祉活動計画策定委員会の開催状況

１.委員会メンバーの選定
名簿のとおり（P18） 

２.策定委員会の開催

回 開催日 会場 参加者 内容

第 1回 
H27.12.9（水） 

10:00～ 番町福祉センタ ー ２名 
・第 1期地域福祉活動計画につ
いて

第 2回 H28.1.８（金） 

19:00～ 
東雲公民館 ２名 

・第 1期地域福祉活動計画・
地域福祉台帳内容調査につい
て（町内会連合会、民児協）

第 3回 東雲公民館 ６名 ・第 1期地域福祉活動計画案協
議

第 4回 
H28.3.28（月） 

10:30～ 
東雲公民館 ５名 ・最終案協議・決定

H28.2.25（木） 

19:00～ 
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役　職 氏　　名 備　　　考

委員長 仙波　一平 地区社会福祉協議会会長　　民生児童委員協議会会長

田所　昌之 地区社会福祉協議会監事　東雲公民館長

中城　嘉晴 地区社会福祉協議会理事　 　　

今井　重義 地区社会福祉協議会啓発調査部長

小栗　清子 地区社会福祉協議会援護部長

矢野　久恵 地区社会福祉協議会会計　　

大西　正氣 地区社会福祉協議会事務局長

（平成27年12月現在）

第1期 東雲地区地域福祉活動計画策定委員会　名簿
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東雲地区社会福祉協議会の活動の様子 
※一部を抜粋してご紹介します。

高齢者福祉講座 
「介護のこころ」をテーマに校区住民が 

参加、公民館で高齢者講座を開催した。 

 介護ベットなどの開発に取り組んでいる 

（株）いうらの最高顧問・井浦忠さんを 

講師に迎えて、車いすの試乗や母親が父親の 

介護に苦労した話など、示唆に富んだ話を 

していただいた。 

介護教室 

「介護福祉士をなぜ目指し

たか」、若き介護士が介護の

実践を通しての心意気を語

った。。 

地域の方とのふれあう会 

コマ、手芸、けん玉、餅焼き等を通

して高齢者と小学生がふれあい、相

互理解を深めた。 
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盆踊り大会 

オレオレ詐欺防止のため県警

の協力、「騙されん音頭」を練

習、炭鉱節、北酒場、おいで

や小唄などに加えて踊り、老

若男女、大いに楽しんだ。 

日帰りツアー（文化・研修） 

高速時代に対応、地域の高齢者

を公募、貸切バス、社協マイク

ロバスで春、秋のシーズンに名

所旧跡を訪ねての日蹴りツアー

を実施した。 

上は香川県・栗林公園 

下は香川県・まんのう公園 
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ふれあい・いきいきサロン 

平成１７年４サロンが開設、現在３サロンが会員も増え充実し、華道、料理、健康体操等、

各種活動を通して仲間づくりの輪を広げている。 

和サロン 

・規模 小規模

・活動日時 水，木曜日

・活動内容 茶道、華道、料理。

手芸等 

城下町サロン 

・規模 小規模

・活動日時 水，木曜日

・活動内容 料理。手芸、体操、

レクレーション等

夢サロン 

・規模 小規模

・活動日時 水曜日

・活動内容 料理、体操、ウオー

キング、観劇等
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第 1期 東雲地区地域福祉活動計画 

発行：東雲地区社会福祉協議会 

  《問い合わせ先》 
 松山市社会福祉協議会 地域福祉部 団体事務局 

〒790-0808  
松山市若草町８番地２松山市総合福祉センター内 
Tel：089-941-3828 / Fax：089-941-4408 
Webアドレス http://www.matsuyama-wel.jp/ 
E-mail chiiki@matsuyama-wel.jp

発行日：平成２８年３月 
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