
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新聞のカラーページを再利用して、 

れいほくの野菜や果物を作りました。                   

野菜や果物にいろいろな種類がある 

ように人にもそれぞれに輝く個性が 

あり「みんな必要だよ」ということ 

を表現しています。 

 

 

 

 

 

 

〒 781-3401  土佐町土居２０６ 

TEL 82-1067  82-1069 （ FAX ） 

E-mail tosasameura@shirt.ocn.ne.jp 



【大会長表彰】 

模範介護者・・・・・・川村静枝様 

ボランティア活動・・・千頭里咲様 佐賀野杏奈様 

田岡照男様 和田丁様 黒岩忠則様 

とんからりんの家運営委員会様 

【大会長感謝：多額寄附者】 

小笠原百合子様 川井袈裟俊様 川井輝穂様 川村盛昭様 

 田岡敦子様 田岡尚様 高橋定章様 筒井信光様 西峯康夫様 

 西村行雄様 吉永公明様 和田惠子様 和田富士子様 和田正昭様 

 

 

 

 

 

 

 本大会は、互いに支え合う地域福祉活動をより積極的に推進することを確認するために、また、

社会福祉の発展に多大なる功績を挙げられている方々を顕彰し、感謝の意を表するために開催して

います。今回も福祉推進校活動発表、地域福祉活動発表、認知症啓発劇、創作ダンス等〝モリモリ

だくさん″の内容で開催できました。これまでの実践活動と経験をもとに、保健・医療・福祉との

連携を強め、さらなる活力に満ちた福祉のまちづくり推進への意識高揚となる大会となりました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

認知症の方と家族を地域全体で支えるために取組みを進めている「あじさい  
ネット」のメンバーの協力を得て認知症啓発劇を福祉大会にて披露しました。 
 よくある事例をあげ、対応する時のポイントなど分かりやすく演技していました。 
3 つの事例をご紹介します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

外に出歩く事を、俳徊と言われていますが、  
本人は目的を持って出かけようとします。強制
的に阻止することは非常に困難です。本人の 

意思に従って行動を共にする、後方から見守る
などして意識の変化を誘導しましょう。 気分
が晴れたら帰る、というのが理想的ですが、い
つも出来るわけではありません。繰り返しの中
で良い対処法をみつけましょう。 
また、このような場合に備えて地域の方に状

況を知って頂き、地域での見守りに協力しても
らえると良いですね。 

 

 
認知症の人への対応 3 つの「ない」 

１.驚かせない 

２.急がせない 

３.自尊心を傷つけない 

認知症は自分たちの問題であるという   

意識をもち、認知症の人を支援するという姿

勢が重要です。また、普段からご近所同士、

挨拶や声かけする事も大切です。いざとい 

う時の対応に役立ちます。 

 

本人に納得してもらう事が大事です。話題

を変えて忘れる事を上手く活用したり、本人

の好きな果物やお菓子などを代用して気分

を変えてみるのも 1 つの方法ですね。 

物がなくなる事はとても不安です。不安がゆ

えに人を疑う事もあります。探す時は責め立て
ず、本人が見つけられるように上手く誘導出来
れば良いですね。 

 

認知症を正しく理解し、安心して暮らせる 
まちをみんなでつくっていきましょう!! 



対 談 

「まち・ひと・しごと 総合戦略」と地域福祉 

✿会長✿ 

本日は、お忙しい中有り難うございます。 

まず、新町長体制における福祉の町づくりへの

思いなどお聞かせいただければと思います。 

 

✿町長✿ 

まず、国が進めている地方創生において、こ

れからの新しい町の進む方向を示した『まち・

ひと・しごとの総合戦略』（以下総合戦略）を

本年１０月末に策定しました。 

産業振興・子育て・福祉・地域活性化等の各

分野から町づくりを進めていきますが、数値目

標として人口ビジョンがあり、今後土佐町が人

口減少社会にどのように挑戦していくかが問

われています。 

これは、わが町の人口が２０６０年には約

1,869 人まで減少すると推定されているとこ

ろですが、3,000 人に維持できるようにしよ

うというものです。大変高い目標値ではありま

すが、この目標の達成のためにも社協との連携

は大変重要となってくると考えています。 

私は、７つの公約を皆様にお示ししましたが 

「元気なまちづくり」のためには、まず地域

に住む人が元気でないと町づくりはできませ

ん。将来につなぐ事ができる町づくりのために

も、生産年齢人口を増やしていく事が重要だと

考えています。 

社協は集落の福祉環境づくりに取り組んで

おり、そこに人が住み続けられる環境がないと、

計画もただの夢物語になります。 

 

✿会長✿ 

はい、暮らし続けられる地域づくりに向け、

私たちも頑張らなくてはいけません。 

尾﨑県政は、高知県を課題解決先進県として

いますが、土佐町は課題解決における福祉活動

において、山間地域の先駆けとなっていると思

っていますが。 

 

✿町長✿ 

そうですね。総合戦略の中にも「小さな拠点

づくり」という項目があるように、ひとつには

集落活動センターもありますが、あったかふれ

あいセンター（以下「あったか」）に、更に小

さな集まりの拠点としての役割を担ってもら

いたいと思います。 

住民の皆さんが「あったか」に行く事によっ

て、豊かさ・思いやり・優しさを感じる事が出

来る拠点となるよう、今後もどんどん変化しな

がら、土佐町版の拠点になって欲しいですね。 

 

✿会長✿ 

 拠点づくりという事でお話ししますと、 社

協は第５次地域福祉活動計画の推進を旧小学

校を拠点として取り組みを進め、計画の実現に

おいては、地域力が問われています。 

皆様からいただいたご寄付を、財源にして活

動を進めていますが、今年の社会福祉大会にお

いては、それぞれの地域で考えながら活動計画

の実現に向かっている事が発表され、他の地域

にも波及してくると思うので嬉しく思います。 

 

✿町長✿ 

「集落でまず話し合い、大きな事ではなく小

さな事から、何かやろうとする事を生みだす」

これが「あったか」の力ではないかと感じまし

た。 

 

✿会長✿ 

社協の活動計画は地域の行動計画であり、ま

さに地域のしあわせづくり計画を実践してく

れています。そして、計画を実践する拠点が「あ

ったか」の拠点となっています。そこに産業の

取り組みが入っていくと集落活動センターの

役割になるのではないでしょうか。 
町づくりは、やらされる事ではなく、住民が主

体となれるかどうかだと思いますが、今各旧小

学校区では、自分たちで考え行動し始めていま

す。 

 

✿町長✿ 

課題解決に向けて行政と住民が共に力を合

わせて乗り越えなければなりません。そのため

にも、総合戦略の中に、役場職員の地域担当制

土佐町長  

和田守也 

土佐町社会福祉協議会 

会長 山下秀雄 



を組み入れ、地域の声を聞いてすくい上げてい

き、それを行政として地域にお返ししていける

かどうかであり、今、職員と取り組みを始めて

います。 

これからの地域づくりは、特に行政だけの力

ではなく、住民や社協と一緒になってやってい

かなければならないと考えており、役割のすみ

わけも大切だと思っています。 

 

✿会長✿ 

 住民と共に進めてきた事と言えば、フィール

ド医学の取り組みは 10 年を経て、土佐町は、

女性の平均寿命が高知県一位となるなど、成果

が見えてきました。とんからりんの家も健康・

生きがいづくりの拠点としてその一端を担っ

てきましたね。 

✿町長✿ 

前西村町長が取り組んできた、元気で長生き

できる町づくりの取り組みは、まさに、これま

で培ってきた住民の努力と、保健・福祉・医療

が連携してできた成果であると思います。 

 前町長の思いをしっかりと受け継ぎ、更に発

展させる事が私の役割だと思っています。 

これからの１０年は、また違ったかたちで更

にパワーアップしなければなりません。先ほど

お話しました人口減少社会への挑戦は、人口目

標も単に人口を増やすとう事ではなく、元気な

高齢者を増やすという事も含んでいます。 

 町外からどう見られるか、どう見せるかより

も、まず内面的に心が豊かで、住民が幸せを実

感できること、そこが大事です。 

 

✿会長✿ 

今の老人クラブさんは本当に元気ですが、 

まさに私たち団塊世代がこれからの福祉課題

の的になる世代です。 

特に、公的サービスの限界も見えている中で、

地域で支える活動が重要になってきました。 

「あったか」や集落活動センターがそういっ

た世代を支えられる拠点として、充実していか

なければなりませんね。認知症の方も増えてき

ますので、地域が見守っていける地域づくりが

重要となっています。 

 

✿町長✿ 

社協には、障害者の相談支援や自立に向けた

相談支援の仕事もお願いしています。 

障害の方や認知症の方も地域で安心して暮

らせるように事業を進めています。 

今後は、認知症の方を支えているご家族への

ケアも大切にしたいと思っています。 

これからは、認知症対策はしっかりとやって

いかなければなりません。 

✿会長✿ 

先日、町長さんやフィールド医学の先生方に

提案させていただきましたが、フィールド医学

健診は、今まで後期高齢者が主体ですが、これ

からは、６５歳以上の方へのアプローチが大切

ですし、医学部の学生らも地域に出ていくチャ

ンスをつくってはどうかと思っています。 

石原で行われているサマースクールなども

そうですが、今、地域外の方々がたくさん石原

に入ってくれています。土佐町内だけの交流で

なく、大学生がはいってくれる事により地域も

元気をいただき、地域の良さを再発見していま

す。大学生の民泊研修でも家族的なふれあいが

でき、大学生のプレゼンでは涙を流して報告す

る光景がありました。 

学生らも地域で学び、土佐町が第２の故郷に

なってくれることでしょう。 

近年、移住の方が増え始め、地域が活性して



いるように思いますが、小さいお子さんがいる

ご家庭も多く、社協でも子育てをする若い方々

の福祉へ、もっとスポットをあてなければなり

ませんね。 

社協では、子どもたちも地域の一員として活

躍できる場をつくろうと、福祉教育に取り組ん

できました。嶺北高校のキャリア教育にも取り

組みはじめ、中学から高校までつながり、地域

で活躍できる人づくりができてきており、一つ

の成果が見え始めました。 

 

✿町長✿ 

社会福祉大会での小中学校や地域活動発表

は、大変すばらしく「自分た

ちが考え、何かやろう！」と

していくような行動が芽と

なり地域貢献活動が活発化

している様子を感じました。  

中でも、小中学生の発表は

驚きました。子どもたちは、

私たちと同じように土佐町

の魅力を感じ、語ってくれて

おり、本当に嬉しい事です。 

例えば環境問題など、しっ

かり勉強しており、大人にな

った時に役立つようになればいいと思います

し、将来土佐町の事をしっかりと語れる子ども

たちが育っていると感じました。 

総合戦略の中に嶺北高校の魅力づくりをあ

げており、まず、地域の子どもたちが嶺北高校

に行きたいという思いをもってもらうために

も、嶺北高校の魅力づくが大切です。そのため

にも、小・中・高と連携した学力の向上が大切

だと思います。基礎学力の向上はもとより、地

域に根差した学習を通じて、将来の仕事にむけ

た道をしっかりとつくる事だと思っており、高

校に地域おこし協力隊を設置し、今後は公設の

塾の設置も検討しています。 

 

✿会長✿ 

移住される方にとっても教育の質は魅力の

ポイントとなります。 

地域担当制をしかれて、住民と行政の調整役

が期待されるわけですが、これからは、あらゆ

る方々の特技を活かしながら、住民・NPO・

企業などの力を引出し、繋いでいけるかですね。 

 

✿町長✿ 

地域担当制を設けた理由は、地域を元気にす

る事は勿論、集落の課題をあげてみんなで向き

合っていくという事であると考えています。 

そして行政職員が、集落の人と共に、どうつく

りあげるかが重要です。地域の皆さんには、職

員とコミュニケーションをとって欲しいし、 

そうする事により職員の力も向上し、社協との

連携により、もっと住民の皆さんとのつながり

も強くできると思っています。 

移住者が地域の原動力にもなってきている

という効果も見えてきています。移住の方には、

色々な分野でスキルの高い方が沢山いらっし

ゃいます。新たな角度からのご意見も聞いて町

づくりを進めていきたいですね。 

集落を維持するキーポイントは人口の維持

であるとも言えます。移住者や地元の若者が住

める住宅環境整備も考えていかなければなり

ません。 

 

✿会長✿ 

地域担当制につい

ては、住民も、考えな

ければならない点も

あり、行政職員を労力

として地域に受け入

れるのではなく、住民

としてまず何をする

か考え、行政の役割と

住民の役割分担が大

切になりますね。 

社協の地域福祉活動計画があり、健康福祉課

の総合保健福祉計画、そしてまち・ひと・しご

と総合戦略があり、その実現には大変な努力が

必要ですが、まずは同じ方向を見つめながらや

っていきたいですね。 

社協としては、町から貴重な補助金もいただ

きながら活動をしていますので、住民の皆さん

に「社協がなくてはならん」と認めてもらえる

ような活動をしていかなければならないと思

います。 

 

✿町長✿ 

 介護保険の制度改正から見ても、福祉を中心

としてまちづくりを進めるために、福祉・医療

との連携がポイントであり、行政・社協・各事

業所の役割を明確にして、やっていきたいです

ね。 

総合戦略の実現にむけてスクラムを組んで

やっていきましょう。今後益々社協には、期待

をしていますのでよろしくお願いします。 

 

✿会長✿ 

社協も、５か年の社協強化・地域支援計画を

進めており、職員も頑張っています。 

行政の職員の皆様と共に地域支援を目指し

ていきたいと思います。 

本日は、本当に有難うございました。 

社会福祉大会で発表する 

土佐町小学校 4年生 



 

●森地区の児童館

でしたのがいちば

ん楽しくて、ゆい

ちゃんと、とうま

くんもいたし、流

しそうめんがおい

しかったです。 尾﨑信哉くん 
（小１） 

山中心音ちゃん 
（小２） 

●私は平石でスラ

イムやおにぎりを

作ったり、川へ行っ

たのが楽しかった

です。アブにさされ

ていたかったけど、

また行きたいです。 

 今回で 3 度目の夏休みプロジェクト。8 地区で開催しま

した。今年は小学生から大学生の参加をはじめ、親子三世

代といった多くの方で賑わいました。 

 「ここの地域ならでは！」の楽しい企画を地域の方々と

話し合いながら、各関係者やみなさまのご協力のもと開催

することができ、大盛況のイベントとなりました。 

 このイベントを通じて色んな体験をしながら、一人でも

多くの方々と関わりあいふれあうことで地域が賑い、また、

住民同士が支えあいながら「この土佐町で誰もが住みやす

い町」となる事を目指しています。 



 

子どもから大人や障害等を越えて、みん

なと解け合うように、今後も色々と参加

していきたいです。 

 

●松ヶ丘地区では

プールで小学生と

遊んだ事や、南川

地区でお山のカレ

ーをみんなで作っ

た事が楽しかった

です。 近藤加菜ちゃん 
（中３） 

永野未来ちゃん 
（中３） 

●松ヶ丘地区と南

川地区に参加をし

て小学生と遊んだ

り、そば作りやカレ

ー作りを一緒に体

験することができ、

楽しかったです。 

伊藤秀樹くん 
 （高２） 

●子どもたちと沢山

遊んで川遊びした事

が楽しくて、毎回み

んなで作る食事が美

味しかったです。 

お母さんから 
ひとこと 

川田茉桜ちゃん（写真中央・小４） 

●南川地区の川遊びで、友だちと川に流れて遊んだ

事がとても楽しくて思い出に残っています。  

川井春男さん 
（相川） 

●流しそうめんの

時。腕が上がらず取

れない私に、子ども

さんが取り入れてく

れた事が嬉しくて、

とてもいいお子さん

だと感激し、今でも

忘れられない思い出

です。 

鳥山風花ちゃん（写真右・小３） 

●貝のモビール作りが楽しかったです。 
 

風花ちゃんの 
お母さんから 

ひとこと 

土佐町の様々な地域に行き、その地域に暮らす方と出会えることは本当に有難い事だなぁ

と思っています。この取り組みはこれからもずっと続けてもらいたいなぁと思います。 

川田珠桜ちゃん（写真左・小４） 

●地蔵寺地区で作った貝のモビールが難しかった

けど、きれいにできてよかったです。 



 

 

 

 

今回は、赤十字社の取り組みをより多くの方に知っていただくために、“そもそも”の部分を取り上げ

てみました。これを機に赤十字活動へ理解や関心を持っていただけると幸いです。 

Q、そもそも赤十字ってなあに？ 

A、赤十字は、アンリー・デュナン（スイス人：第一回ノーベル

平和賞受賞者）が提唱した「人の命を尊重し、苦しみの中に

いる者は、敵味方の区別なく救う」ことを目的とし、世界 189

の国と地域に広がる赤十字社・赤新月社のネットワークを生

かして活動する組織です。日本赤十字社はそのうちの一社で

あり、西南戦争における負傷者救護で初めての活動を行って

以来、国内外における災害救護をはじめとし、苦しむ人を救

うために幅広い分野で活動しています。            

Q、赤十字マークには意味があるの？ 

A、赤十字マークは、戦争や紛争などで傷つ

いた人々と、その人たちを救護する軍の

衛生部隊や赤十字の救護員・施設等を保

護するためのマークです。紛争地域等で

赤十字マークを掲げている病院や救護員

などには、絶対に攻撃を加えてはならな

いと国際法や国内法で厳格に定められて

います。つまり、赤十字マークは、いざ

という時に私たち国民一人ひとりを守る

マークなのです。 

※以上、日本赤十字社ホームページより抜粋 
Q、土佐町ではどんな取組みをしているの？ 

A、日本赤十字社土佐町支部として、毎年５月に社
資（寄付金もしくは社員としての納付金）を住

民をはじめ企業の皆様にお願いしています。集

まった社資は全額高知県支部に送金し、上記の

赤十字活動に活かされています。また、土佐町

日赤奉仕団の赤十字ボランティアは、防災に関

する啓発・災害時の見舞いや救援物資の配布な

どの活動を行っています。 

 
日赤奉仕団中央東地区研修会の様子 



 

前回の「ひよこぐみ写真館６２」で森澤未夢ちゃん 

と森澤心美ちゃんの名前を誤って表記していました。 

訂正してお詫び申し上げます。 

 

（正） 

 

 

いつもお兄ちゃんに可愛がら

れているこなつです。活発な

お兄ちゃんに揉まれてどんな

女の子に成長するのかな？♡ 

兄妹なかよく大きくなぁれ♡  

７か月で高ばいをはじめて

すっかり目が離せなくなり

ました。 

碧斗くん 

心美ちゃん 未夢ちゃん 唯華ちゃん 



部 落 名 備         考

田 井 小 笠 原 百 合 子 様 100,000 香典返し

南 境 和 田 正 昭 様 100,000 香典返し

上 野 川 村 盛 昭 様 150,000 香典返し

匿 名 様 2,000 事業資金

上 野 和 田 惠 子 様 100,000 香典返し

匿 名 様 米65kg 老人給食へ

上 野 上 大 久 保 公 史 様 米30kg 社協事業へ

　

自：Ｈ２7  ．  7 ．   １

金　　　額

　以上の方々からあたたかいご寄付をいただきました。ありがとうございました。

氏　　　名

至：Ｈ２7 ．11 ．３0 

１０月１日から１２月３１日までの共同募金活動では、皆様のご支援・

ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。皆様からお寄せいただいた今年

度の募金は平成２８年度の土佐町の福祉活動費として配分されます。老人

給食の経費やボランティア活動支援費として活用しています。

「じぶんの町をよくするしくみ」赤い羽根共同募金へのご理解をお願い

します。

共同募金会土佐町支会 会長 和田守也



　


