
 

第 5 次地域福祉活動計画「旧相川小学校区」の取り組み 

住民が力を合わせて実現した地域ＰＲ・コンサートイベント「相川ららら」 
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TEL82-1067 82-1069（FAX） 

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

イベントを通じて相川地域の魅力を知

ってもらおうと住民が何度も会議を重ね

実施した「相川ららら」。当日は、あいに

くの雨にも関わらず町内外から約４５０

人もの来場者があり大盛況！ 

プロアマ 4 組のバンド演奏で盛り上が

り、「相川」にこだわった地場産品などを

展示・販売し地域のＰＲも大成功でした。 



         
平成２８年４月１４日に熊本震災が発生し、改めて地域福祉の重要性が見えてまいりました。被災地では混乱

状態の中にあっても、各社協・住民が復興に向け奮闘し、行政にできないことを社協が各団体と協働して即応し

ている点や「受援力」をいかに身につけておくかなど、土佐町社協が見習うべき点が多くあり、さらに、土佐町

では、防災における住民の主体的活動がまだまだ弱い点など地域課題が見えてまいりました。 

平成 27 年度は、５ケ年計画で取り組んでいる「社協強化・地域支援計画」が活動の柱となっており、目標達

成に向けて職員一丸となって努力してまいりました。本年度の各部門の総括を以下に述べます。 

  

●住民から信頼される社協に 
 法人運営部では「社協強化・地域支援計画」の PDCA サイクルをつくるよう努力し、また、在宅・地域各部

の円滑な事業推進のため、業務分担をほぼ異動せず、行政との連携会議を随時開催するなど、安定して事業を推

進できる体制づくりに努めてまいりました。 

 しかし、職員体制においては、正職員募集にも応募がないなど、町からの委託事業の有無による雇用の不安定

さが課題となり、さらに専門的技術や知識を要するにもかかわらず、後任の育成や確保が困難となっています。 

 一方、会計では年度末の資金不足による運用の課題をクリアし、新会計への速やかな移行と決算及び各規程の

見直しなど円滑な経理にむけて一歩前進しました。 

  

●その人らしい自立した暮らしの実現 
 在宅福祉部では、常に自立に向けたサポートに心がけ、住み慣れた家での生活を１日でも長くできるよう、き

め細やかな相談体制づくりを念頭に取り組み、地域福祉との連携に努めてまいりました。 

訪問介護サービス事業では、利用者の予測できない増減に苦慮しながらも、経費節減に努め、サービス利用者増

により、需要と供給バランスを安定させることができました。 

生活困窮者自立支援における相談支援においては、高知県の指導によると全国値からみても県下的には相談件

数は多いものの、就労につながらないという課題が提示され、中でも嶺北においては、ニーズにあった受け入れ

事業所が少ないことから、県や国が示す就労支援につながっていないのが現状です。 

 しかし、障害者総合支援法に基づく障害者相談支援の充実により、これまでにかかわりが薄かった青年や、児

童生徒や家族の方々との関係構築もでき始め、相談の幅が広がりました。関連する事業では、認知症の方やその

家族の集いの場もでき始め、健康福祉課との連携や各事業の推進に効果を表しています。 

  

 

●住民の参加・協働による地域福祉推進 
 地域福祉部では、町が制定した地域担当制により、行政職員と連携した旧小

学校区の支援体制が整い、まさに社協と行政が両輪の体制となりました。地

域おこし協力隊等とのチームによる住民活動支援もより促進され、地域力が

低下してきた地区のコミュニティ再生に向けて、大きな前進と言えます。 

あったかふれあいセンターでは、年間延べ 9,176人の参加があり、昨年を

大きく上回りました。長期休暇における子どもの受け入れや、大学生・高校

生の参加等交流人数が増加するなど、参加者層の幅が広がり成果が見えまし

た。また、あったかふれあいセンターを利用して転倒予防事業等各受託事業

を実施し、社協の強みである住民との繋がりを最大限に生かし事業展開でき

ました。 

２月には日本福祉大学のご支援により、「中山間セミナー」を開催し２日間

で延べ３９１人の参加を得て、ボランティアセンターとして官民連携した地

域づくりを発信することができました。こういった、広義の福祉概念による

地域福祉推進において、行政・大学・NPO・各団体等との連携体制が整って

きたことは、社協の役割を明確にしていく上で大きなプラス要因となってき

ます。 

さらに、第 5 次地域福祉活動計画を推進するにあたり、活動計画の評価及

び、地域支援のカルテとして利用していくため 

に、旧小学校区のアセスメントシートを作成しました。 

このように旧小学校区の地域福祉コミュニティ再生の取り組みでは、地域支援企画員をはじめ、行政各課の職員

にそれぞれ連携していただくことができ、チームワークを大切にしながら円滑な事業推進ができました。 

本年度の事業報告において課題を明らかにし、「やっぱりここにおってよかった」と言える福祉の町づくりに向

けて更に邁進してまいります。 

平石地区で開催されたあめごつかみ取り大会 



収入の部 合計金額 ８２，１１３ 千円

補助金 ２６，８９９ 千円

受託金 ３４，１２２ 千円

会費 ４７３ 千円

寄附金 １，８９９ 千円

介護報酬等 １１，２７０ 千円

障害福祉サービス ２，８４７ 千円

共同募金 ４７６ 千円

事業収入 １６ 千円

その他 ８２７ 千円

前期繰越金 ３，２８４ 千円

支出の部 合計金額 ８２，１１３ 千円

法人運営費 ３４，０８４ 千円

ボランティアセンター ２９７ 千円

福祉教育 ２３４ 千円

あったかふれあいセンター １０，０００ 千円

転倒予防事業 ３，２４１ 千円

認知症予防事業 ６９５ 千円

あったかふれあいセンター
(機能強化) １，７２４ 千円

あったかふれあいセンター
(機能強化2) １，１６２ 千円

生活困窮者自立支援事業 ３，６０８ 千円

日常生活自立支援事業 １５７ 千円

てくてく倶楽部 ６５４ 千円

訪問介護事業 １２，１３３ 千円

障害福祉サービス事業 ５，０９２ 千円

共同募金 ４７６ 千円

福祉資金積立 １，８５０ 千円

地域支援金 ５００ 千円

その他 ３２ 千円

当期繰越金 ６，１７４ 千円

　　転倒予防てくてく倶楽部事業・老人給食・独居高齢者の集い支援

※　事業報告書・決算報告書等は高知県地域福祉政策課ホームページまたは社協事務所にてご覧いただけます

　　福祉教育・ボランティアセンター事業・転倒予防事業・認知症予防事業

　　広報活動・団体事務局・その他福祉事業

　　訪問介護事業（介護保険・自立生活支援）・介護予防事業

　　地域の集い活動支援・社会福祉大会・心配ごと相談所・総合相談窓口

　　障害福祉サービス事業・相談支援事業（障害者・児）・生活困窮者自立支援事業
　　日常生活自立支援事業・あったかふれあいセンター・あったかふれあいセンター機能強化
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山本 康恵（やまもとやすえ） 

５月よりあったかふれあいセンターで働かせ

てもらっている山本と申します。 

一日も早く仕事を覚えて、皆様の声を大切に

しながら、地域のお役に立てるよう頑張りた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 
    

 

 

あったかふれあいセンターでは、年 6 回、地域の方と、みつば保育園児との交流を行

っています。 

子どもたちの歌や演奏などを見る地域の方の目はいつにも増してキラキラしています。

最後にはメッセージカードのプレゼントがあり、涙ぐんでいる方も… 

6 月の石原地区、森地区の交流の様子をお届けします。 

地域の方も子どもたちも、笑顔がいっぱいです！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みプロジェクト
2016 
地域でわくわく、ドキドキ体験し

よう！ 



「楽しく集えて、笑えて、面白い、そしてためになる」
 

🌸会員募集🌸 
会員になって一緒にクラブ活動を楽しみましょう！！ 

概ね６０歳以上であればどなたでも会員になれます。 

入会希望の方は、お気軽に各クラブ会長さんへ。 

クラブがない地区の方は個人会員として入会できます。 

 

老人クラブに入って良かった！と言える 

さらに魅力ある活動を展開していきます！ 

○活動促進 
・広報やパンフレットの作成・発行 

・各種研修会への参加し生涯学習 

・役員・女性部の研修は楽しい社会見学を予定！ 

○健康づくり・介護予防支援 
・介護予防教室  

・研修旅行 

旅行を機会に老人クラブに入会する方もいます。 

・スポーツ大会 

輪投げ大会・グランドゴルフを通じた交流ができます。 

・演芸活動 

演芸・制作作品・披露などで趣味を生かし輝ける場となります。 
○地域支えあい 
・子どもたちへの見守り活動を強化します。 

・防災学習を強化し防災啓発グッズ作成、配布を行います。 

○若手高齢者等組織化・活動支援 
・組織化の推進 

SDCダンスクラブの立ち上げや、色々なものを捨てずに工夫して使う 

もったいないサークルも立ち上げます。 

○単位クラブの活動支援体制強化 
・事業企画のための集いレクリエーション学習等 など 

・「歌ごえ喫茶」や「移動映画館」など色々と計画しています。 

会員状況 

(平成 28年 4月現在) 

男性；242人 

女性；358人 

合計；600人 

お茶の生産・販売 

SDCダンスクラブ 



 6 月 23 日(木) 、大会に土佐町内 11 単位老人クラブなどから約 150 名の参加があり、盛大

に開催することが出来ました。 

 式典では、長年役員として活躍いただいた澤田幸男さん(相川寿会)に感謝状と記念品が贈呈され、

ご来賓の皆様からのご祝辞をいただきました。そのあと、平成 27 年度事業報告や今年から防災

意識を高める支えあい活動の推進などの説明がありました。 

 ロビーでは会員の方々が制作・撮影した作品を展示し、アトラクションでは会員の皆さんが日頃

から培ってきた演芸を披露し会場は熱気に包まれました。 

🌸式典の様子🌸 

                           

 

 

 

 

🌸アトラクション🌸 

 

 

 

 

 

医療・福祉の職場体

験学習でお手伝い 

させていただきまし

た!! 

矢田泰藏さんによる挨拶 活躍いただいた澤田幸男さん 

レクレーションを楽しむ参加者 

 

上村幸枝さん(中島) 

和田丁さん(溜井) 
嶺北高等学校 3 年生 

川井愛美さん 近藤綾香さん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険法に基づき、自宅での生活支援、日帰りの機能訓練・デイサー

ビス及び施設における入所（入居）支援などのサービスを提供する事業所

又は施設のことを「介護サービス事業所」といいます。 

サービスを利用するまでの流れは下のとおりです。（厚生労働省ＨＰより抜粋） 



 

 

 

 

訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよ

う、訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴など

の介護（身体介護）や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援（生活援助）を

します。 

利用者負担  ※下記の金額は基本額です。利用者様ごとで、加算等により負担額に違いがあります。 

要支援 1・2の認定を受けた方（★「身体介護」と「生活援助」の区別はありません 

 

サービス費用の設定 １割負担の場合の利用者負担額 

週 1回程度の利用 1,168円（月定額） 

週 2回程度の利用 2,335円（ 〃 ） 

要支援 2 週 2回を超える程度の利用 3,704円（ 〃 ） 

要介護 1～5の認定を受けた方 

 

サービス費用の設定 １割負担の場合の利用者負担額 

身体介護 

20分以上 30分未満 245円（１回につき） 

30分以上 1時間未満 388円（  〃  ） 

 1時間以上 1時間半未満 564円（  〃  ） 

生活援助 
20分以上 45分未満 183円（  〃  ） 

45分以上 225円（  〃  ） 

 

 

 

平成２７年８月から、訪問介護 

の仕事に従事しています。 

頼りがいのあるヘルパーとして 

がんばっていきます。 

みなさんどうぞよろしく★★★ 



 

地域 
（旧小学校区） 活 動 目 標 

石 原 

みんなの足（交通の便）移動手段を考えよう 

みんなで伝統文化行事を盛り上げよう 

みんなで集える場をつくろう 

みんなでみんなの拠点を考えよう 

地蔵寺 
地域の防災を考えよう 

地域の営農と生活課題を考えよう 

３部落をひとつにしよう 

平 石 
学校の活用について考えていこう 

防災をすすめよう 

森 

美しい地域づくりを進めよう 

みんな見守り、声を掛け合おう 

伝統行事を大切に残そう 

地域資源を活用し魅力を発信しよう 

相 川 
子どもから大人までみんなが 

イキイキと暮らせる地域づくりをすすめよう 

旧相川小を中心とした地域づくりを進めよう 

和 田 
和田を元気に！ 

～地域全体が協力しあえる組織を設立し、地

域づくりに取り組もう～ 

田 井 
つながり支え合い いつまでも住み続け田井！ 

～ひとにやさしいまちづくりをすすめよう～ 

瀬 戸 
健康で生きがいのある生活ができる地域にしよ

う 

南 川 
百万遍祭を盛り上げていこう 

人が暮らし続けられる南川地域を残していこう 

松ヶ丘 

松ヶ丘会館を活用して、３部落の交流を促進し

よう 

防災について取り組もう 

近所で声を掛け合おう 

平成２７～３１年度の５か年で推進する第 5 次

地域福祉活動計画が 2年目を迎えました。地域をよ

り良くしていくために住民・行政・関係機関そして

社協、皆が手を取り合って各地域の目標の達成にむ

けて取り組みを進めましょう。 

地域の皆様からお寄せいただいたご寄附の一部

が、地域福祉活動支援金として活動計画の推進に役

立てられております。 

今年度は、和田・平石・森・相川の４つの旧小学

校区の地域が地域福祉活動支援金を活用し取り組

みをすすめます。 
 

※地域福祉活動支援金は、活動計画を推進する地域・組織等からの申請を受け、土佐町社会福祉協議会

地域支援積立金規程に基づく審査を経て交付が決定されます 

地域福祉 

活動計画 

地域に住む私たちの 

私たちによる 

私たちのための 

 

 

地域やグループで体操教室（てくてく体操）

を始めたい方を大募集。ご自身はもちろん、

地域が元気になる為に始めてみませんか？

継続した開催が出来るようサポートします。 

内 容：てくてく体操 

支援内容：体操グッズ配布 

職員のサポート 

（開始後６回まで） 

 

 

 

地域やグループ、職場などで認知症の学習会を

開催しませんか？認知症は誰にでも起こりうる

身近な病気です。地域で自分らしく暮らしてい

く為に、地域での応援者を増やす為に、認知症

への正しい理解が必要です。 

講師：嶺北地域の病院や 

施設等の現場で仕事をし 

ている専門職の方や、 

キャラバンメイト。 

社会福祉協議会・ボランティアセンターは

目標の達成・実現に向けた地域の皆様の活

動をサポートします 



土佐町上ノ土居在住、笑顔が素敵な長野伊勢喜
い せ き

さん。 

大正 14年生まれの 91歳です。 

 青春時代は戦争中だった為、挺身隊
ていしんたい

の一員として選ば

れ、工場で真っ白な落下傘作りをしていました。その頃

に同じ地区の青年会で、２歳年下のご主人と出会われた

とのこと。ご主人の好きなところは？と伺うと、「優しい

人で働き者だった」と即答されていました。 

 大好きなご主人を 4 年前に病気で亡くされ、日々落ち

込んで過ごしていた時に、とんからりんへの誘いがあり

ました。ボランティアの人柄の良さや利用者さんの親切

さに触れる中で、いつしか心も癒されていき、稲村愛子

さんという親友にも出会えました。彼女と仲良くなるの

に時間はかからなかったとか．．毎晩電話をし、いろいろ

な話をしてから「おやすみ」とお互いに言うのが、日課

になっているそうです。 

 周りの人の為に何が出来るかを常に考えて行動してい

る伊勢喜さんのお顔は、優しさにあふれていました。 

いつまでもお元気でいてくださいね。 

 

「皆に優しく思いやりを大切に」 

がモットーの長野伊勢喜さん♪ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 歩けるようになりました。

仲良く遊んでね！  

 

 

 

愛するご主人 

敏
とし

實
み

さん♡ 

 

 

 

 

 

 

大親友の 

稲村愛子さん 



地 区 名 備         考

高 知 市 谷 静 男 様 19,240 事業資金

中地蔵寺 西 村 孝 教 様 100,000 香典返し

南 泉 和 田 長 治 様 100,000 香典返し

高 須 近 藤 泰 之 様 100,000 香典返し

高 松 市 山 西 義 治 様 20,000 事業資金

伊 勢 川 澤 田 恒 美 様 100,000 香典返し

至：H２８．６．３０ 

自：H２８．４．　 １

金　　　額

　のご理解、ご協力を宜しくお願いいたします。　　　

　以上の方々からあたたかいご寄附をいただきました。ありがとうございました。

　　住民の皆様と共に「ここにおってよかった」と言えるまちづくりをめざし、役職員一丸と

　なって福祉事業に取り組んでいます。福祉教育や社協運営に活用する為の資金として、皆様

氏　　　名

おかげさまで皆様からご協力いただ

き、 565,406円（5月末

現在）の社資を高知県支部に全額送金い

たしました。

この募金は、災害救援や献血事業な

ど、 日本はもとより海外においても

多くの人命を救う為に使われていま

す。

熊本県被災地へ向けて高知県支部

第２救護班の出発式の様子


