
 

地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町 
                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会では、次の職員を募集します。 

1. 職種及び募集予定人員 

四万十町高齢者生活福祉センターこいのぼり荘 宿直職員 1 名 

地域福祉事業に関する業務 事務職員 1 名 

2. 応募資格 

宿直職員…昭和 21 年 4 月 2 日以降に生まれた者（要普通自動車免許） 

事務職員…昭和 31 年 4 月 2 日以降に生まれた者（要普通自動車免許で、パソコン(ワード、 

エクセル)を使用できる方） 

3. 応募手続き及び受付期間 

自筆の履歴書（写真添付）を令和 3 年 4 月 23 日（金）までに本所へ提出してください。 

（午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで。土曜日、日曜日、祝日を除く。 

郵送の場合は 4 月 23 日必着） 

4. 試験内容 

面接（面接日、場所等は後日連絡します。） 

5. 採用予定年月日 

令和 3 年 5 月 1 日 

 
 
 
 

 

3/5（金）、大正老人福祉センターにおいて、

「地域活動におけるコロナ対策勉強会」を開催し

ました。講師に、さんすい防災研究所所長 山﨑     

水紀夫氏をお招きし、地域住民の方を中心に 29

名の方が参加され、コロナ禍での地域活動のあり

方、対策について学びました。 

感染症対策の話はもちろん、地域活動の重要性、

交流の仕方など、事例を通してアドバイスいただ

き、参加者同士で意見交換を行いました。 

2 年間地域活動を中止すると、再開が難しくなるというお話がありました。参加者の皆さんは、今回の

勉強会で、コロナを怖がるだけでなく、きちんと対策をとって地域活動を再開、継続する重要性を改めて

実感されたのではなかと思います。できることから皆で知恵を出し合っていきましょう。 

 

 

 

 

 

相談日 場所 担当弁護士 【時間】 
 午後 1 時～午後 4 時 10 分 

（1 日 4 組 1 組 40 分） 
【受付】予約制 
 （〆切：相談日の 1 週間前） 
【受付窓口】 
 しまんと町社会福祉協議会 
  本所 電話：22-1195 
 （担当：弘田麻紀・柳本沙耶香） 

 
※予約時にお名前、連絡先、相談の

概要を聞き取りいたします。 

※都合により予約時間の変更などが

ある場合があります。また、予約

が埋まれば順次翌月以降の予約と

なります。 

5 月 28 日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

6 月 25 日（金） 四万十町大正健康管理センター 武内 良平 

7 月 23 日（金） 四万十町社会福祉センター 武内 良平 

8 月 27 日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

9 月 24 日（金） 十和隣保館 小野 歩 

10 月 22 日（金） 四万十町社会福祉センター 武内 良平 

11 月 26 日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

12 月 24 日（金） 四万十町大正健康管理センター 三上 翔平 

1 月 28 日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

2 月 25 日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

3 月 25 日（金） 十和隣保館 武内 良平 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

今月の題字は支援ハウスなごみをご利用の山下秀美さんです。 

デイでも自室でも編物を熱心にいつも行っている方です。 

 
 
 

窪川地区 十和地区 

〇風らっと若井   5/10（月） 

（若井グリーンセンター） 

〇風らっと神ノ西  5/14（金） 

（若井グリーンセンター） 

〇風らっと東大奈路 5/17（月） 

（東大奈路集会所） 

〇風らっと志和峰  5/24（月） 

（志和峰集会所） 

〇風らっと川南   5/27（木） 

（社会福祉センター） 

[お問い合わせ]⇒電話 22-1195 

（担当：市川ひとみ・坂本友希） 

〇風らっと四手崎 5/21（金） 

（四手崎集会所） 

 

[お問い合わせ]⇒電話 28-5331 

（担当：平野まゆみ） 

多重債務、慰謝料、遺言、土地 財産、家族問題・・・ 

弁護士 。 

 

無料法律相談 

おすすめ講座 
◆十和地区…5/8（土） 

 ※内容未定 

◆窪川地区…5/15（土） 

 「今こそ伝えたい笑いヨガ＆落語」 

◆大正地区…5/29（土） 

 「介護予防を学ぶ～セラバンドを使ったトレーニング～」 

[お問合わせ] 

窪川地区⇒電話 22-1195（担当：尾﨑弘明・芳野直之） 

大正地区⇒電話 27-1177（担当：佐井和美） 

十和地区⇒電話 28-5331（担当：平野まゆみ） 

給食サービス 

◆窪川地区…5/12（水）  <特養 OB> 

◆十和地区…5/20（木）  <支えの会> 

調理ボランティアさん 

くぼかわボランティア連絡協議会 
世話人会 

日時 5/７（金） 19:00～ 

場所 四万十町社会福祉センター 

※いずれの予定も、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、変更となることがあります。 
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【地域活動におけるコロナ対策勉強会】 

大正老人福祉センター福祉避難所訓練 

日時 4/18（日）9：00～12：00 

※詳しくはお問合わせください。 

[お問い合わせ] 

社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会 
〒786-0004 高岡郡四万十町茂串町 11-30 
電話 0880-22-1195 FAX0880-22-1138 

担当：田中 勇一・尾﨑 弘明 

臨時的任用職員募集 



 

令和３年度 しまんと町社会福祉協議会 事業計画・当初予算 

四万十町第２期地域福祉計画に基づき、目指す地域福祉の姿を「見える化」し、関係機関・

団体等とその方向性を共有しながら、誰もが安心して暮らせるための持続可能な地域づくりを

目指すため、役職員一体となり次の事業に取り組みます。 

 

【在宅福祉サービス】 
・訪問介護事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・訪問入浴介護事業（窪川） 

・身体障害者・児訪問入浴事業（窪川） 

・通所介護事業（大正、十和） 

・ショートステイ、グループホーム（十和） 

・指定管理事業 

（支援住宅、高齢者生活福祉センター、 

高齢者生活支援ハウス、老人福祉センター） 

・障害福祉サービス事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・小規模多機能型居宅介護事業 

・居宅介護支援事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント 

事業（窪川、西部（大正・十和）） 

・移動支援事業（窪川、大正） 

・軽度生活援助事業（窪川、大正・十和） 

・外出支援事業（大正・十和） 
・配食サービス事業（大正、十和） 

 

【福祉活動の推進】 
・地域福祉（活動）計画推進 

・ふくし懇談会 

・認知症啓発活動 

・ボランティアセンター機能の強化 

・災害ボランティアセンター体制づくり 

・給食サービス 

・風らっと（集う場、活動の拠点づくり） 

・ミニサロン 

・生活支援サポーター養成 

【相談援助事業】 
・成年後見事業 
・総合相談援助活動 
・無料法律相談 
・生活福祉資金貸付事業 
・日常生活自立支援事業 
・くらしの福祉資金貸付事業 
・生活困窮者自立相談支援事業 
・障害児・者相談支援事業 
・アウトリーチ支援事業 
・障害児長期休暇支援事業 

・はたらくチャレンジプロジェクト 

【福祉教育の推進】 
・福祉推進校への助成事業 

・ボランティア体験学習事業 

・福祉体験学習 

・教育、福祉人材交流研修 

・おすすめ講座 

 
【各種団体事務局】 

・四万十町老人クラブ連合会 

・四万十町障害者連盟 

・民生委員児童委員協議会 

 （窪川、大正、十和） 

・ボランティア団体 

・四万十町共同募金委員会 
 

【危機管理体制の強化】 
・初期行動計画の周知の徹底 

・災害ボランティアセンター運営訓練 

・福祉避難所運営訓練 

 
【ファミリーサポートセンター事業】 

・会員登録 

・まかせて会員講習会の実施 

・親睦交流会の実施 

  
【その他の事業】 

・福祉用具貸出事業 

・２４時間テレビチャリティー 

・紙の門松配布事業 

  

当初予算 

収入の部 615,069 千円 支出の部 615,069 千円 

会費・寄付金収入 540 人件費支出 446,164 

補助金収入 80 事業費支出 93,252 

経常経費補助金収入 71,623 事務費支出 30,331 

受託金収入 99,664 貸付業務支出 2,124 

貸付事業収入 2,373 助成金支出 480 

事業収入 22,892 負担金支出 95 

介護保険事業収入 359,572 施設整備支出 1,444 

障害福祉サービス事業等収入  11,436 その他の支出 36,798 

雑収入 1,590 予備費支出 4,381 

借入金利息 2   

受取利息配当金収入 115   

その他の収入 7,041   

その他の活動収入 38,141   
 

 
 

 

人事異動のお知らせ 
令和３年４月１日付 

本所 

新所属 新職名 氏名 旧所属 旧所属：旧職名 

 事務局長兼総務係長 長谷部 恵美  事務局長 

総務・地域課 

 課長兼地域福祉係長 尾﨑 弘明  課長 

相談支援係 
相談支援係長兼管理

者兼相談支援専門員 
本井 ゆき 相談支援事業所 

管理者 

兼相談支援専門員 

 主事 芳野 直之 新採  

在宅福祉課 在宅福祉係 

居宅介護支援事業所 

窪川 

課長兼在宅福祉係長

兼介護支援専門員 
田中 勇一 在宅福祉課 課長 

小規模多機能ホーム

香月 
介護員 宮畠 利仁 

グループホーム 

ひだまり 
管理者兼介護員 

大正支所 

新所属 新職名 氏名 旧所属 旧職名 

在宅福祉課 在宅福祉係 

居宅介護支援事業所 

西部 

在宅福祉係長 

兼介護支援専門員 
森 二三 

居宅介護支援事業所 

西部 
介護支援専門員 

十和支所 

新所属 新職名 氏名 旧所属 旧職名 

在宅福祉課 在宅福祉係（こいのぼり） 

高齢者生活福祉センター 

こいのぼり荘 

在宅福祉係長兼管理

者兼介護員 
中平 真紀 

高齢者生活福祉センター 

こいのぼり荘 
介護員 

デイサービスセンター 

こいのぼり 
介護員 藤戸 真穂 

 
新採 

在宅福祉会 在宅福祉係（十和の里） 

グループホーム 

ひだまり 
在宅福祉係長兼管理者 竹内 美鈴 

高齢者生活支援ハウスなごみ 

ショートステイなごみ 
管理者 

グループホーム 

ひだまり 
介護員 松下 大 

小規模多機能ホーム

香月 
介護員 

高齢者生活支援ハウスなごみ 

ショートステイなごみ 
管理者兼介護員 芝 寿彦 高齢者生活支援ハウスなごみ 介護員 

高齢者生活支援ハウスなごみ 

ショートステイなごみ 
介護員 吉良 里茶 

グループホーム 

ひだまり 
介護員 

 
 
 
 
 

新規採用職員紹介 

はじめまして、芳野 直之
です。 
この春、福岡から四万十町
へ移住して来ました。町に
ついて知らない事ばかりで
すが、社協の一員として、
そして、町民のひとりとし
て地域の活性化に務めてま
いりますので、よろしくお
願い致します。 

4/1 より、デイサービス

センターこいのぼりで勤務

になりました、藤戸 真穂と

申します。初めての介護の

仕事になりますが、一生懸

命明るく頑張りたいです。

よろしくお願いします。 


