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第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進
（みんなで福祉のまちづくり委員会活動）
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第2次計画の5年目となる今年度は、小学校区ごとに整備された、あったかふれあいセンター及
び集落活動センター等と有機的連携を進め地域に根ざした活動となるよう支援を行います。また
第3次計画を策定する年となるため、健康福祉課との連携を密にし、地域の将来を住民と共に確
認しつつ小学校区ごとの活動拠点を中核にして、助け合いのできる組織づくりを盛り込んだ活動
計画づくりを目指していきます。

今年度の事業紹介

ボランティアセンター機能の充実

元気でさまざまな知識経験がある退職世代の方たちが、希望する活動に結び付ける取り組みを
一層加速させます。セカンドライフ夢追い塾及び塾生有志で構成されるおたすけ隊の活動支援と、
つどいの場づくり事業をはじめ他の取り組みとの融合を進めます。
災害ボランティアネットワーク会議は、本年度は模擬訓練を行わず構成団体間の役割確認や町
の取り組みとの連携などを確認する年とします。
平成27年度にスタートしたファミリーサポートセンター事業の一層の周知を図り円滑な運営が
できるよう実施に努め、ボランティアセンター機能の充実を図ります。

故藤田芳正氏より遺贈いただき購入した四電工営業所跡地は“さかわ夢まちランド”と銘打っ
て、平成28年12月からさかわ夢まち協議会により運営されています。
“さかわ夢まちランド”をさまざまな住民活動の拠点とし、住民にとって誰もが安心して集える
居場所、特技や経験を活かした出番づくりの場となるよう関係団体等と協議を進め住民主体の取
り組みを支援していきます。

さかわ夢まちランドの活用
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見守り体制の充実を図り福祉課題が迅速に解決に向う仕組みづくりと福祉課題解決に向けた住
民主体の取り組みが振興されるよう地域支援を行います。地域の見守り助け合いの仕組みとして
の「防災となり組」の地域展開を拡大・進展できるよう取り組みます。
また困窮状態の方への支援はもちろん、早期発見につながるような対応や、就労先の資源開発
なども意識し、より効果的な取り組みをしていきます。

あんしん生活支援センター（安心生活基盤構築事業・
生活困窮者自立相談支援事業）の円滑な運営4



事業活動
による収支

施設整備等
による収支

その他の活動に
よる収支

人件費
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出

合　　計

合　　計
基金積立資産支出
積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

合　　計
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

費　　　目金　額
136,967
12,578
9,965

0
1,012

160,522
0
0
10
400
2,261
665
4,121
7,457

0
6,884
6,974
13,831

会費収入
寄附金収入
補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
助成金収入
障害福祉サービス事業等収入
その他

合　　計

合　　計
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

合　　計

費　　　目
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生活困窮者を含む生活全般の心配ごと相談から、
資金の貸付など個別相談や地域での見守りネット
ワークの構築などを行っています。
◆安心生活基盤構築事業
・防災となり組の啓発
◆生活困窮者相談支援事業
◆日常生活自立支援事業
◆みんなで福祉のまちづくり事業
◆心配ごと相談（専門機関の紹介等含む）
◆成年後見制度における法人後見人
◆生活福祉資金貸付事業
◆法外援護事業
◆見守り・声かけネットワーク事業
◆佐川町地域支援ネットワーク協力
◆お元気コールサービス事業

ファミリーサポートセンターの運営やボランテ
ィア活動の相談・紹介・仲介・登録及び町内小中
学校等への福祉教育、助成事業や車両の貸出、ボ
ランティア保険の取り扱い等を行っています。ま
た、町内の福祉団体等の事務局を社協に置いて、
各団体の活動支援を行っています。
◆ファミリーサポートセンター事業
◆災害ボランティアネットワーク会議
◆セカンドライフ夢追い塾
◆ボランティア車両貸出事業
◆福祉教育事業
◆福祉活動推進校支援事業
◆ボランティア保険取扱
◆佐川町民生児童委員協議会事務局
◆佐川町よさこいクラブ連合会事務局

ボランティアセンター

あんしん生活支援センター

平成29年度佐川町社会福祉協議会が実施する事業を紹介いたします。

◆佐川町長寿大学事務局
◆佐川町身体障害者協議会事務局
◆佐川町手をつなぐ親の会事務局
◆佐川町赤十字奉仕団事務局
◆日本赤十字社高知県支部佐川町分区事務局
◆日赤社資募集事業

広報啓発活動や個別支援のための制度窓口を担
っています。
◆広報啓発事業（えがお 偶数月発行）
◆第19回健康福祉大会（2月～3月予定）
◆佐川町共同募金委員会
・赤い羽根共同募金募集
・歳末たすけあい募金募集
・災害義援金受付
・ボランティア団体助成事業
・歳末たすけあい募金助成事業
◆ぷちサロン事業
◆つどいの場づくり事業
◆福祉施設賃貸事業

介護保険制度利用のためのケアプラン作成やホ
ームヘルパーの派遣などを行っています。
◆指定訪問介護事業
◆基準該当介護訪問入浴事業　
◆障害者ホームへルプ事業
◆軽度生活支援事業
◆養育支援事業
◆まみぃヘルパー訪問事業
◆居宅介護支援事業
◆障害者相談支援事業
◆介護職員初任者研修

介護事業

地域福祉推進

平成29年度　社会福祉法人佐川町社会福祉協議会予算

70
10

21,928
20,933
1,262

104,366
327

18,307
234

167,437
0
0

4,500
284
2,261
381

7,426

金　額
収 入　　 （単位千円） 支 出　　　　　 （単位千円）



6月21日(水)
10:00 夢まちランド集合
12:30 昼食懇親会

7月21日(金)
13:30～15:30

8月4日(金)
朝発　夜帰着

9月15日(金)
13:00～15:30

10月20日(金)
13:00～16:00

11月17日(金)
10：00集合

12月6日（水）
18：00予定

3～4月予定

講座　『佐川幕末維新博　　青山文庫見学
～ 青源寺 禅 今を生きる ～

座敷棟で料亭わだのお弁当付き 』

『叩いて歌ってみんなで参加！
～みんなで音を楽しもう～』

講師：佐川町在住　打楽器演奏者　北添
きたぞえ

紫光
しこ う

さん

『しもしもー！？？
バブリー！！おったまげー！！！な

魅ステリーツアー　豪華ランチ付き』

講座『守るのはわたし！おたくの震度はどれくらい？
いざという時に備えて』

～耐震は大丈夫？
ガラス飛散防止フィルム実演！袋帯で作る防災頭巾 ～

㈱四国トライ　吉村
よしむら

典
のり

宏
ひろ

さん、㈱フタガミ、田村さん・山下さん

『夢追い塾厳選種目！　走らない運動会』
※室内履き持参でお越しください

講座『今年も大人の遠足 ウォーキング& BBQ』
目的地：ぽっぽ園

※帰りは送迎バスあり

閉講式『今年もやっぱり、おおおきゃく！佐川家になろう！』

特別補習講座

参加費　2,000円
龍馬パスポート

スタンプ押せるぜよ！

かわせみ
元気ホール

参加費
14,000円

かわせみ
元気ホール

文化センター
体育館

1,500円
（飲み物別）

調整中
〈要参加費〉

〈要参加費〉

日　　　時 内　　　　容 場所・別途参加費
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内容が一部変更になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

仕事もがんばった！ 子育てもがんばった！ 次は自分の時間！！ さぁ～何をしよう♪
そういえば、今まで無理もして頑張ってきたこのカラダ…よく頑張ってきたき、これからはち
ったぁ労わっちゃらないかんねぇ。幕末維新博が始まったって知事もテレビで言いよったねぇ。
佐川でもやりゆうみたいやけど、いったい何しゆがやろ？ミステリーツアーち、どこいくがや
ろ？最近地震が多くなってきたなぁ・・・うちんく大丈夫？運動会！最近運動してないけど、走
らん種目やったらできるかな♪歩くのは体にいいってことは分かっちゅう！みんなと一緒に、最
後に美味しいものがあったら歩けるかも～ あなたの “セカンドライフ” のヒントがあるかも
しれません。

あんまり

＊参 加 対 象＊　佐川町在住の方。年齢制限なし！！
＊申込み方法＊　社協までお申込みください。入塾申込み用紙は社協にあります。

(メール、郵便、FAX可。住所、氏名、電話番号、生年月日をお知らせください)
＊入　塾　費＊ 1人2,000円／夫婦割£2人3,000円（夫婦割は連名でお申し込みください）

講座により、食事代など、別途必要な場合があります。
＊申込み・お問合せ＊ TEL：22－1510／FAX：22－5621／E-Mail：asadaterumi@gmail.com

担当：麻田・山�
気になる講座が１つでもあったらまずは入塾！どんなことでもお問合せください。
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ホームヘルプサービスやデイサービス、社会福祉施設の利用などの福祉サービスは、利用者自らの意

志で選択し利用する仕組みへと変わってきました。しかし、いざ利用してみると、あらかじめ説明され

た内容と異なるサービスであったり、思ってもみない扱いを受けて不快になったり、苦痛を感じている

方もいらっしゃるかもしれません。そのような「苦情（困りごと）」は、まずサービスを提供している

事業者との話し合いで解決していくことが望まれます。

しかし、話し合いだけでは解決されなかったり、苦情を言いたくても言えない環境や雰囲気であった

り、苦情を言うことによって苦痛を感じるような扱いを受けるのではないかと心配されている場合もあ

るのではないかと考えます。

そのような場合には福祉サービス困りごと解決委員会にご相談ください。

「困りごと」の解決に向けてお手伝いします。

社会福祉法人　高知県社会福祉協議会　運営適正化委員会

福祉サービス困りごと解決委員会

〒780－8567 高知県高知市朝倉戌375－1 県立ふくし交流プラザ４F
TEL 088－802－2611 （土・日・祝日・年末年始を除く　午前9時から午後4時まで）
FAX  088－844－3852 メールアドレス　kaiketu@pippikochi.or.jp（FAX・メールは24時間受付）
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福祉サービス困りごと解決制度のご案内
～福祉サービスで悩んだり、困ったりしていることはありませんか？～

「えがお」では2歳までのかわいいえがおを募集しています。
あかちゃんのお名前、生年月日、保護者名、自治会、メッセージを添えて社協
までお届けください。

b川内ヶ谷下b　織田　悠生
はるき

くん

平成27年7月27日生まれ
お父さん　将士さん
お母さん　歩美さん

お
兄
ち
ゃ
ん
と
仲
良
く
元
気
に

育
っ
て
ね

我が家の主役かわいいえがお大募集
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社協会費をいただきました
チャリティー参加者73名　　　 73,000円

社会福祉協議会へご寄付いただきました

■フードサポート「おすそわけ」に食料など
正岡　靖子　様　　　　　　　 上　　　郷
岡村　律枝　様　　　　　　　 上　　　郷
浜田　博子　様　　　　　　　 上　　　郷
山� 弘彦　様　　　　　　　 山　　　瀬
織田　歩美　様　　　　　　　 川内ヶ谷下
田村　和裕　様　　　　　　　 須　崎　市
岩� 扶佐子　様　　　　　　 岬
サンシャイン佐川　様　　　　 中　本　町

■チャイルドシート等
西村　啓子　様　　　　　　　 東下美都岐

■使用済み切手・プルタブ
岡林　夢　様 岩　目　地
西田　真　様　　　　　　　　 入　寺　山
味元　信子　様　　　　　　　 桂
岡林　逸子　様　　　　　　　 上　　　郷
岡村　美侑　様　　　　　　　 荷　　　稲
和田　友子　様　　　　　　　 柳　　　瀬
和田　春彦　様　　　　　　　 中　　　谷
西森　秋信　様　　　　　　　 中　　　組
北川　安英　様　　　　　　　 寺　　　野
筒井　豊昭　様　　　　　　　 狩　　　場
橋本 子　様　　　　　　 下　伏　尾
平松　みか　様　　　　　　　 本　村　西
庄野　孝也　様　　　　　　　 岩　井　口
松生　美正　様　　　　　　　 鳥　の　巣
川崎　寿子　様　　　　　　　 堂　野　々
魚濱　聡海　様　　　　　　　 梼　原　町
新田　千枝　様　　　　　　　 島 の 土 居
西村　啓子　様　　　　　　　 東下美都岐
田村　芳房　様　 芝　の　坊
細木　千代　様　 瑞　　　応
正岡　美智子　様　　　　　　 平　　　野
村田　恵理子　様　　　　　　 大　　　平
�名　美佐子　様　　　　　　 馬　の　原
高橋　まなぶ　様　　　　　　 冨 士 見 町
森田　フサコ　様　　　　　　 西下美都岐
佐川印刷所　様　　　　　　　 西　　　町
佐川町役場　様　　　　　　　 松　　　崎
尾川小中学校　様　　　　　　 山　　　田
乗台寺詠歌会　様　　　　　　 松　　　崎
司牡丹酒造(株) 様　　　　　 西　　　町
黒岩中央保育所　様　　　　　 岬　
ひまわりサロン　様　　　　　 荷稲・青去
(有)中村繁士商店 様　　　　 駅　前　丁
記載以外にも匿名様よりたくさんいただきました。
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みなさんからの
ご意見・ご質問・地域の話題を

お待ちしています。

社会福祉法人

佐川町社会福祉協議会
〒789-1202

高知県高岡郡佐川町乙2310番地
佐川町健康福祉センターかわせみ内

TEL0889－22－1510
FAX0889－22－5621

E-Mail：sakawa-shakyo@shirt.ocn.ne.jp

この広報誌は共同募金の配分金を受けて作成しています。

ありがとうございます

※表紙の「えがお」題字を募集しています。


