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旧丸亀市・綾歌町・飯山町　　　　　社協のあゆみ

鶏鳴学館解散により南条町 34 番地丙 3 の所在の土地建物の寄付を受ける
（面積　土地 152.32 坪　建物 147.02 坪）
丸亀市社会福祉協議会設立（1月 7日社会福祉法人認可）
心配ごと相談、助け合い金庫、奨学金貸付事業、助産院、共同募金事業、歳末助け合い事業、
世帯更生資金貸付事業、亀山学園母子寮遠足、亀寿園温泉招待、7 月豪雨被災者見舞金贈
呈、無縁墓地供養
第２室戸台風被災者見舞金品贈呈
結婚相談
福祉ママ制度発足、老人家庭奉仕員派遣事業
乳児預り所開設
85 歳以上高齢者長寿祝訪問（昭和 45 年より 80 歳以上）
第 1 回社会福祉大会（以後毎年開催）
地区福祉座談会福祉売店開業（競艇場内）
福祉売店開業（競艇場内）
地区最高齢者敬老訪問
心身障児家庭奉仕員派遣事業
一人暮らし高齢者へのボランティアによる家内清掃支援
心身障害児通園事業「つばめ教室」開設（～昭和 50 年）
　→昭和 51 年福祉事業団へ事業移管
身体障害者家庭奉仕員派遣事業・巡回入浴サービス事業
高齢者無料職業紹介事業・社会奉仕活動センター事業
児童館運営（現生涯学習センター内～昭和 62 年）
　→昭和 63 年福祉事業団へ事業移管
丸亀城クリーン作戦
香川県共同募金会丸亀市支会事務局を置く
社協広報紙「社協だより」創刊
福祉会館取壊し（南条町所在）
社会福祉センター竣工（南条町）
高齢者能力活用推進事業、車いす貸与事業、福祉を語るボランティアのつどい
第 1 回社会福祉展
ヤングボランティア入門スクール
国際障害者年にあたり障害者・ボランティア市民のふれあい事業として愛の広場、愛の
つどい、みんなのつどいの実施協力（以後毎年実施）
社会福祉センター 3 階に増築

昭和 34 年

昭和35年

昭和 36 年
昭和 38 年
昭和 42 年
昭和 43 年

昭和 44 年

昭和 45 年

昭和 46 年
昭和 47 年
昭和 49 年

昭和 50 年
昭和 51 年

昭和 52 年

昭和 53 年
昭和 54 年

昭和 55 年

昭和56年

（旧）丸　亀　市
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飯山町社会福祉協議会設立
　（3月 11 日社会福祉法人認可）
心配ごと相談、世帯更生資金貸付事業、共同募
金事業、「わかくさ会」一日父親事業
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年 （旧）丸　亀　市

丸亀ボランティア協議会発足、ボランティア交流会、ボランティアスクール
一人暮らし高齢者ヤクルト友愛訪問
クリ－ン丸亀
一人暮らし高齢者・障害児（者）花見のつどい

高齢者能力開発情報センター事業（高齢者無料職業紹介事業拡大発展）

昭和56年

昭和 57 年

昭和 58 年

昭和59年

昭和 60 年

昭和 61 年
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ねたきり高齢者慰問、一人暮らし高齢者慰問、
施設慰問、重度心身障害者慰問
福祉センター障害者用便所改造
うちわ配布（広報活動）
老人家庭奉仕員派遣事業
80 歳以上夫婦記念品贈呈
一人暮らし高齢者防犯ベル設置
子どもの遊び場遊具設置
香川県共同募金会飯山町分会事務局を置く
中学生母子・父子家庭児童に図書券贈呈
子どもの遊び場遊具設置、児童遊園に公衆便所設置
福祉センター、南地区第 2 公民館にあんま器設置
啓発タオル全戸配布
自治会集会場へのテレビ設置事業（47 箇所）
町民体育館屋外に簡易公衆便所設置
老人福祉センター並びに南地区第二公民館にエ
レガントサウナ風呂を各 1 台設置
老人クラブ会員に「わが家の記録」を配布

体温計全戸配布（啓発活動）

ボランティア募集パンフレット配布

綾歌町社会福祉協議会設立
　（8月 14 日社会福祉法人認可）
心配ごと相談
家庭奉仕員派遣事業
世帯更生資金貸付事業
共同募金事業、歳末助け合い事業
65 歳以上寝たきり・一人暮らし実態調査
母子・父子家庭及び心身障害者実態調査
香川県共同募金会綾歌町分会事務局を置く
福祉委員研修会
町内清掃
在宅給食サービス
ボランティア看護教室・ボランティアスクール
福祉モデル地区活動
友愛訪問
自動消火器取付（独居老人宅）
第 1 回老人福祉スポーツ大会
生徒ボランティア活動
寝台・車イス貸出
福祉のまちづくり事業（県社協指定 2 ヵ年）
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年 （旧）丸　亀　市

おもちゃ図書館開設

児童・生徒のボランティア活動普及協力校事業
呉市障害者特別列車「つばき号」交流（宇多津町）
老人介護教室
福祉人材バンク事業
ふれあい会食会（城乾地区）

福祉のまちづくり事業（県社協指定 2 ヵ年）
一人暮らし高齢者花鉢プレゼント事業
暮らしに生かす介護教室
ふれあい会食会（城南・飯野・城坤）
地区社協設立準備
福祉推進委員制度発足

昭和 61 年

昭和 62 年

昭和 63 年

平成元年

平成 2 年
平成 3 年

平成 4 年
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自治会集会場へのテレビ設置事業（2 箇所）
児童福祉施設慰問

一人暮らしふれあいのつどい開催（以後毎年開催）
給食サービス実施
ボランティアコーナー設置
寝たきり高齢者へのエアーマットレス貸出
自治会集会場へのテレビ設置事業（7 箇所）
マイクロバス整備
自治会集会場へのテレビ設置事業（4 箇所）

福祉のまちづくり事業（県社協指定 2 ヵ年）
シルバー人材センターパンフレット配布
シルバー人材センター開設
社協広報紙「社協だより」創刊
創設 10 周年社会福祉大会開催
ボランティアスクール開催
一人暮らし高齢者と保育園児・ボランティアとのふれあい
共同募金啓発タオル全戸配布
雲仙普賢岳火山災害たすけあい義援金
自治会集会場へのテレビ設置事業（1 箇所）
福祉まつりの開催（以後毎年開催）
ボランティアリーダー研究会
身体障害者家庭奉仕員派遣事業
一人暮らし高齢者と保育園児・ボランティアとのふれあい
ボランティア啓発用広告塔設置
全国ボランティアフェスティバル大会参加

町民の福祉意識調査
社協広報紙「綾歌町社会福祉だより ひろがり」創刊
ボランティアスクールの開催
第 1 回社会福祉大会（以後毎年開催）
美化運動実施
全自動血圧計設置
モデル地区福祉活動の展開
老人クラブ並びに身障者活動に協力
各小学校が行う児童ボランティア普及事業と協調
シルバー人材センター開設
クリスマス会
家庭看護法講習会
第 1 回ゲートボール競技大会

ボラントピア（福祉ボランティアまちづくり）
事業（県社協指定 2 ヵ年）
ボランティア活動推進協議会発足
老人福祉センター管理運営
手話講座
独居老人交歓会

寝たきり老人介護者の研修会

ふれあいのまちづくり事業（県社協指定 5 ヵ年）
福祉総合相談センター設置
小地域ネットワークづくり事業
福祉施設と町民との交流活動
在宅介護者の集い
生きがいデイサービス事業
福祉入門教室
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城坤地区（3 月）・飯野地区（4 月）・垂水地区（5 月）・城南地区（6 月）・広島地区（11 月）
社会福祉協議会設立（後にコミュニティ福祉部会へ改組）
高校生福祉とのふれあい教室

城北・城西・城乾地区社会福祉協議会設立（3 月）（後のコミュニティ福祉部会へ改組）
ボランティアセンター開設
ボランティア情報誌発行

郡家・川西・土器・本島地区コミュニティ（福祉部会）設立

福祉のまちづくりフォーラム開催
障害者スポーツ大会
福祉保健推進委員制度発足（福祉推進委員制度改正）
日本海沖ロシアタンカー重油流出被災地へ支援金品贈呈
平和モニュメント建立

ふれあいまちづくり事業（県社協指定 5 ヵ年）
ふれあい相談センター開設
福祉マップ作成
ふれあい給食サービス全地区で実施
丸亀市保健福祉センター新築に伴い法人本部移転、管理運営
　（南条町 34 番地丙 3 から大手町二丁目 1 番 7 号へ）

地域福祉権利擁護事業（３市８町基幹社協）
介護保険制度施行に伴い、居宅介護支援事業所・訪問介護事業所・訪問入浴介護事業所・
福祉用具貸与事業所開所（福祉用具貸与事業所は、平成 17 年廃止）
ふれあいいきいきサロン事業

平成 5 年

平成 6 年

平成 7 年

平成 8 年

平成 9 年

平成 10 年

平成 11 年

平成 12 年
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福祉入門教室の開催
大雨住居浸水被害者見舞金贈呈
ボランティア活動普及協力校事業
ふれあいワークキャンプ実施（以後毎年開催）
介護者のつどい開催

阪神淡路大震災救助活動に参加
自治会集会場へのテレビ設置事業（2 箇所）

創設 15 周年社会福祉大会開催
介護教室
南地区公民館へ全自動血圧計設置
公園ベンチ設置
長寿祝い
南公民館へテレビ設置、老人福祉センターへマッ
サージ器設置、公園ベンチ設置
ゲートボール場整備
グランド整備
飯山総合運動公園体育館へ体力測定器設置
遊具修理
ゲートボール場整備

飯山町総合保健福祉センター新築に伴い法人本部移転
　（川原 1112 番地 5 から下法軍寺 581 番地 1 へ）
センター 2 階老人健康施設を町より管理運営
介護保険制度施行に伴い居宅介護支援事業所・
訪問介護事業所・通所介護事業所開設
生きがいデイサービス事業
一人暮らし高齢者への配食サービス事業
地域福祉権利擁護事業

移動入浴車による入浴サービス事業開始
福祉協力委員制度発足
おじいちゃんの料理教室
モーニングコールの実施
綾歌町障害児（者）通所作業所「もちの木作業所」開所
健康づくりふれあいセンター（温泉施設 湯舟道）
業務開始
ボランティア体験講座
ボランティア初心者教室開催
ボランティア研修会
毎日型給食サービス開始
ふれあい会食開催
民生児童委員・福祉協力員との情報交換会
綾歌町ボランティア連絡協議会発足
ふれあいサークル
リフト車貸出事業

ふれあいいきいきサロン事業開始
福祉とのふれあい教室開催
ボランティア情報誌の発行

相談員研修会
ホームヘルパー体験
ボランティア連絡協議会交流会
介護保険制度施行に伴い、居宅介護支援事業所・
訪問介護事業所・訪問入浴介護事業所開所
社協パンフレット作成
ふれあいいきいきサロン研修会
地域福祉権利擁護事業
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ボランティアフェスティバル
本島山林火災見舞金贈呈
精神障害者ホームヘルプサービス
子育てホームヘルプサービス
社会福祉協議会新設合併方針決定
支援費制度施行に伴い、身体障害者・児童居宅介護事業所開所

災害ボランティアセンター設置（台風 16 号、23 号）
床上浸水被災世帯へ見舞金贈呈
丸亀市社会福祉協議会解散（3月 21 日）

平成 12 年

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

平成 16 年

平成17年
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福祉のまちづくり事業（県社協指定 2 ヵ年）
ボランティアセンター設置
老人健康施設利用者の利便を図るため送迎用マ
イクロバス運行開始
老人健康施設入館 10 万人達成
第 1 回ボランティアフェスティバル開催（以後
毎年開催）
創設 20 周年社会福祉大会開催
シルバー人材センター（パソコン、調理、剪定講習）
ボランティア情報誌「ももの花通信」創刊
ボランティア養成事業

社会福祉協議会新設合併方針決定
シルバー人材センター統合合併方針決定
支援費制度施行に伴い身体障害者・知的障害者・
児童居宅介護事業所開所
防災・防犯マップ作成（飯山北小学校校区）
防災・防犯マップ作成（飯山南小学校校区）
飯山町ボランティア連絡協議会発足

台風 23 号床上浸水被災世帯へ見舞金贈呈

飯山町社会福祉協議会解散（3月 21 日）

町社協単独貸付金事業開始

福祉のまちづくり事業（県社協指定 2 ヵ年）
綾歌町地域福祉活動計画着手

社会福祉協議会新設合併方針決定
シルバー人材センター統合合併方針決定
綾歌町保健福祉センター新築に伴い法人本部移転
　（栗熊西 1638 番地から栗熊西 782 番地へ）
支援費制度施行に伴い、身体障害者・知的障害者・
児童居宅介護事業所開所
子育てボランティア養成研修会
痴呆症高齢者に対する研修会
ふれあいいきいきサロン代表者研修会
綾歌町地域福祉活動計画策定

綾歌町社会福祉協議会解散（3月 21 日）


