
地域は家族～笑顔で暮らせる四万十町 

 

 

 

 

                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
                                                                                                 

   

 

  

 

 

 

 

 

【プルタブ寄付のお礼について】 
 
皆様にはプルタブ回収に協力いただきありがとうございます。お預かりしたプルタブは受託業者へ持

ち込み車いす交換（800kg で１台分.）へと積み立てております。地域での言葉かけで“プルタブの

輪”が広がり現在 40kg。今後も回収していきますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。 

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） 
 

※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。 

４月２2 日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

５月２7 日（金） 四万十町社会福祉センター 西浦 嘉博 

６月２4 日（金） 大正健康管理センター 三上 翔平 

７月 22 日（金） 四万十町社会福祉センター 西浦 嘉博 

８月 26 日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

９月 30 日（金） 十和隣保館 小野 歩 

１０月２8 日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

１１月２5 日（金） 四万十町社会福祉センター 三上 翔平 

１２月２3 日（金） 大正健康管理センター 西浦 嘉博 

 １月２7 日（金） 四万十町社会福祉センター 小野 歩 

 ２月２4 日（金） 四万十町社会福祉センター 西浦 嘉博 

 ３月２4 日（金） 十和隣保館 三上 翔平 

【くぼかわボランティア連絡協議会】  

○世話人会 5/6 

【給食サービス】  

○窪川給食サービス 

（調理担当：未定） 
5/11 

○十和給食サービス 

（調理担当：支えの会） 
5/19 

窪川   

風らっと若井（若井グリーンセンター） 5/9 

風らっと神ノ西（神ノ西集会所） 5/13 

風らっと興津（浦分集会所） 5/25 

風らっと川南（社会福祉センター） 5/26 

風らっと志和峰（志和峰集会所） 5/30 

お申し込み・お問い合わせ 

電話 22-1195 

担当：坂本友希 

 

十和 

風らっと四手崎（四手崎集会所） 5/27 

お申し込み・お問い合わせ 

電話 28-5331 

担当：平野まゆみ 

 

 

3 月 3 日（木）、デイサービスセンター百年荘は、おひな様一色でした。 

七段飾りのひな人形の前で記念撮影を行いました。 

お昼には、ひな祭りランチ！！かわいらしくて食べるのがもったいない 

くらいでした。また、桃の節句の歌をみんなで歌うなど、春の訪れを感 

じた一日でした。 

 

 

 

ひな祭りレクを行いました。ダルマ落としやおじゃみ投げをして楽しみま 

した。ダルマ落としは「難しいね」と話しながら、おじゃみ投げでは二人 

で協力して「せーの」と声をかけあって盛り上がりました。おやつはおは 

ぎとひなあられ、甘酒をおいしくいただきました。 

 

 

 

今年はご利用者さんと手作りのおひな様人形を作り、記念撮影を行 

いました。「私は派手なががえい」「青いががえいわ」とひとりひと 

り折り紙を組み合わせて個性あふれるひな人形が出来上がりました。 

昼食にはちらし寿司を頂き、歌を歌って賑やかな一日となりました。 

 

 

 

小規模多機能ホーム香月 
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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 

 

デイサービスセンター百年荘 

※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。 

デイサービスセンターこいのぼり 

 

今回は支援ハウスなごみの谷脇好和さんに表題を書いて頂きました。 

「なかなか書けん」といいながらも一生懸命に書いてくれました。 

 

 



令和 4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フォローアップ  

【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 

【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） 

・四万十町共同募金委員会 

・くぼかわボランティア連絡協議会  

・ボランティアグループ支えの会 

【危機管理体制の強化】 
・初期行動計画に基づく災害想定訓練 

・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 

（単位：千円） 

収入の部 644,358 千円 支出の部 644,358 千円 

会費収入 790 人件費支出 460,743 

寄付金収入 30 事業費支出 94,294 

経常経費補助金収入 74,332 事務費支出 32,640 

受託金収入 101,832 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 23,050 負担金支出 95 

介護保険事業収入 366,110 その他の支出 55 

障害福祉サービス事業等収入  13,489 施設整備による支出 4,240 

雑収入 1,242 その他の活動による支出 42,550 

借入金利息 0 予備費支出 7,137 

受取利息配当金収入 127   

その他の収入 8,002   

その他の活動収入 52,981   

人事異動のお知らせ 
本所                             令和 4 年４月１日付 

新所属 新職名 氏名 旧所属 旧所属：旧職名 

在宅福祉課 在宅福祉係 

 主事 青木 理恵  新採 

居宅介護支援事業所 

窪川 
介護支援専門員 山﨑 龍馬  新採 

小規模多機能ホーム

香月 
係長兼介護支援専門員 森 昌代 

小規模多機能ホーム

香月 
管理者兼介護支援専門員 

小規模多機能ホーム

香月 
管理者兼介護員 河上千恵子 

小規模多機能ホーム

香月 
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 

訪問介護支援事業所 

西部 
介護員 槙野あゆみ 

デイサービスセンター 

こいのぼり 
介護員 

デイサービスセンター 

百年荘 
介護員 武内早希子 

デイサービスセンター 

ひだまり 
介護員 

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 
介護員 中城 勝巳 

デイサービスセンター 

百年荘 
介護員 

デイサービスセンター 

こいのぼり 
介護員 長山 真也  新採 

総務地域課 地域福祉係 

 福祉活動専門員 平野 まゆみ  主事 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新事務局長・新規採用職員紹介 

青木理恵と申しま

す。一生懸命、明

るく頑張ります。

よろしくお願い致

します。 

長山真也と申します。臨

時で 3 年間働き、今年

から正職として一生懸命

頑張りますのでよろしく

お願いします。 

この度、非常勤の事務局長を拝命いたしました北村です。 

長きにわたり敏腕を振るわれた長谷部局長が定年退職を迎え、微力ながら組

織運営の一助になればとお引き受けした次第です。 

関係機関をはじめ町民の皆様には、しまんと町社会福祉協議会に対し、これ

まで通りご支援ご協力賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

はじめまして、山﨑龍馬と申

します。社協の一員として地

域に貢献していきたいと思い

ます。精一杯頑張りますので

よろしくお願いします。 

【退職のご挨拶】 
 

社協職員として 39 年間、平成 18 年の町村合併後からしまんと町社会福祉協議会事務局長という大役を

拝命し、町民の皆様には大変お世話になり、退職を迎えることが出来ました。 

人との出会いという宝物を大切に、これからは一町民として四万十町の地域福祉推進のお手伝いをさせ

て頂きたいと思います。長い間、本当にありがとうございました。 

長谷部 恵美 


