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平成 29 年度 四万十市社会福祉協議会 事業経営方針
〔基本方針〕
介護保険制度は、国民生活への定着が進み、利用者数も増加の一途をたどっていますが、財源の問題など介護保
険制度の持続可能性や、予防を重視するサービスの拡充・認知症高齢者に対するサービスの充実等を内容とする制
度の見直しが進められております。
現在、四万十市の高齢化率は 33％を超え超高齢社会となっており、今後も早いスピードで高齢者人口が増加する
ことが推計されています。一方で、少子化の進行はもとより、地域社会の機能や世帯構造が大きく変化する中にあって、
高齢者福祉のあり方が大きな課題となっています。
このような中、本会は「誰もが住み慣れた地域で、安心して生活ができるまちづくり」を目指し、2 年目を迎えた第 2 期
四万十市地域福祉活動計画の進捗状況を確認しながら、市と共に健康・福祉地域推進事業を推進する他、関係機
関と協働しながら、地域住民の課題等の解決に努めます。また、経営状況は厳しいものの公共性の高い社会福祉法
人として、改正された社会福祉法を遵守しながら、住民に頼られる社会福祉協議会を役職員一丸となり目指します。
〔重点目標〕
①地域福祉の推進とボランティア活動の充実

③在宅福祉サービスの充実

②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進

④地域福祉活動計画の推進と組織の基盤整備

〔実施計画〕
①地域福祉の推進とボランティア活動の充実
■健康・福祉地域推進事業

■配食サービス事業

■ふくしまつり・福祉大会の開催

■ボランティア連絡協議会への支援

■ボランティアセンターの充実と災害ボランティアセンターの整備

■防災福祉教育事業

■ボランティア団体の育成

■子育て協働の場づくり

■高齢者疑似体験等の出前事業

■福祉機器等貸出事業

■社協広報誌「しまんと」及びホームページの充実
②総合的な相談・援助活動及び権利擁護の推進
■福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）

■成年後見事業

■ふれあい相談センター事業（一般相談・専門相談）

■生活福祉資金貸付事業

■小口生活資金貸付事業

■フードバンク事業

■幡多福祉人材バンク事業（福祉の無料職業紹介事業）

■福祉・介護人材マッチング支援事業

③在宅福祉サービスの充実
■高齢者はつらつデイサービス事業

■訪問入浴事業

■要介護認定調査事業

■障害者支援センター事業

■特定相談支援事業・障害児相談支援事業

■障害支援区分認定調査事業

■生活支援コーディネーターの設置

■介護予防把握事業

■まちなかサロン運営事業
④地域福祉活動計画の推進と組織の基盤整備
■地域福祉活動計画の推進

■社協会員の加入促進

■役職員の資質向上に向けた研修

■福祉センターの運営・管理

■指定管理施設運営事業（一条の里・総合福祉センター）
○団体事務
＊四万十市中村地区民生委員児童委員協議会

＊四万十市身体障害者連盟

＊四万十市西土佐地区民生委員児童委員協議会

＊四万十市精神障害者家族の会「虹の会」

＊四万十市民生委員児童委員協議会連合会

＊四万十市共同募金委員会

＊四万十市老人クラブ連合会

＊日本赤十字社高知県支部四万十市地区

平成 29 年度 四万十市社会福祉協議会予算（社会福祉事業拠点区分）
収入の部
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
共同募金配分金収入
介護保険収入
障害福祉サービス事業等収入
事業収入
その他収入
受取利息配当金収入
長期貸付金回収収入
サービス区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
前期末支払資金残高
収 入 合 計

予算額
780
250
43,614
58,846
2,654
4,677
975
4,649
1,820
3
1,000
489
3,000
600
123,357

(単位：千円)

支出の部
法人運営区分
地域福祉活動事業区分
ボランティア活動事業区分
共同募金事業区分
貸付事業区分
介護保険事業区分
障害福祉事業区分
はつらつデイ事業区分
福祉サービス利用援助区分
福祉人材バンク事業区分
指定管理施設区分
福祉基金運営事業区分

支

出 合

予算額
30,890
19,476
6,793
4,474
1,869
15,485
6,575
18,727
3,568
12,728
2,520
252

計

123,357

平成 29 年度 社会福祉センター予算（公益事業拠点区分）
収入の部
予算額
支出の部
経常経費補助金収入
6,248 人件費支出
事業収入
1,656 事務費支出
雑収入
60 積立資産支出
受取利息配当金収入
1 予備費
その他の収入
300
繰越金収入
50
収 入 合 計
8,315
支 出 合 計

(単位：千円)

予算額
2,461
5,704
100
50

8,315

日本赤十字社は、南海トラフ地震等の災害救護をはじめ、日々の事故や急病に備える救急法などの講習、地域でボラン
ティア活動を展開する奉仕団や次代を担う青少年赤十字などの活動を通じて、住民の皆様とともに「人のいのちと健康、尊厳
を守る」取り組みを進めています。
こうした活動は、5 月から 6 月を中心に皆様からお寄せいただく活動資金で行われています。地域の奉仕者等が皆様方の
お宅や事業所にお伺いしますので、本年も皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
[問合せ先]日赤四万十市地区（四万十市社会福祉協議会内 Tel 35-3011）

新規採用職員紹介
平成 29 年 4 月 1 日から四万十市社会福祉協議会に新しい職員を配置しました。
これから、地域の皆様と一緒に「誰もが住み慣れた地域で安心して生活ができるまちづくり」を目指していく新人職員を
紹介します。
〈名 前〉 田口 晋平（たぐち しんぺい） （33 歳）
〈所 属〉 総務・地域課総務係
〈好きな食べ物〉 うどん

〈チャームポイント〉 笑顔

〈ごあいさつ〉
初めまして、今年度から四万十市社会福祉協議会で働くことになりました、田口晋平で
す。私は岡山県の出身で、結婚を機に 4 月から四万十市に住むことになりました。
これから、社協の仕事とともに四万十市の良いところをたくさん発見していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた
します。

〈名 前〉 永吉 史果（ながよし あやか） （22 歳）
〈所 属〉 総務・地域課地域係
〈趣 味〉 バスケットボール、映画館で映画を見ること
〈チャームポイント〉 バスケットボールで鍛えた頑丈な足腰
〈ごあいさつ〉
初めまして、4 月から四万十市社会福祉協議会に採用となり、総務・地域課地域係に配属されました永吉史果です。
「ふみか」とよく間違えられますが「あやか」です。土佐市出身です。
「常笑（じょうしょう）」をモットーに、常に笑顔でいることを心がけています。人と関わることが大好きで、これから地域の
皆様とたくさんお話をして、四万十市のことを徐々に知っていきたいと思いますので、いろいろと教えていただきましたら嬉し
いです。四万十市に来るのも初めて、仕事も初めてで、右も左も分からない未熟者ですが、精一杯努めていきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

四万十市ふれあい相談センター
相談無料

秘密厳守

〈一般相談〉
暮らし・福祉・教育など一般的な相談 平日 8：30～17：15
〈専門相談〉
弁護士による無料法律相談 第 1・3（月） 13：30～15：30（1 人あたり 30 分）
各 4 名まで（予約制） ※原則、四万十市在住の方を対象としています。
【5 月の専門相談】
5 月 8 日（月）・5 月 15 日（月）

【6 月の専門相談】
6 月 5 日（月）・6 月 19 日（月）

※都合により変更になる場合があります。専門相談（法律相談）ご希望の方は下記までご連絡ください。

【問合せ・申込み先】

四万十市社会福祉協議会
〒787-0012 四万十市右山五月町８-3

Tel 35-3011

平成 29 年度一般住民向け 介護技術セミナー
四万十市に在住の一般市民の方を対象に、介護や介助についての正し
い知識や技術を習得するための介護技術セミナーを開催します。
このセミナーは、専門家による実技指導が主となっており、実
際に体を動かして現場を想定しながら介護技術を学び身に付け
ていくものです。
セミナー受講後は、「地域リーダー」として、習得した技術を
地域全体に伝え広めていただくことで、地域全体に介護や介助に
ついての知識の普及や地域の助け合い、支え合いが広がることを期待するものです。
■対象者：四万十市に住所を有する一般の方のうち、原則全てのプログラムに参加できる方
■会 場：四万十市健康管理センター（市民病院敷地内）
■講習料：1 回 500 円
■定 員：15 名
■講 師：理学療法士、作業療法士、介護福祉士
■時 間：13：30～15：00
■年間プログラム（内容）
5 月 31 日（水）

オリエンテーション・

11 月 22 日（水） 福祉用具について

介助の基本

6 月 28 日（水） 寝返り・起き上がり介助

1 月 31 日（水） 排せつの介助

7 月 26 日（水） 楽な姿勢：座位と寝た姿勢

2 月 22 日（木） 認知症について

9 月 27 日（水） 歩行の介助

3 月 15 日（木） 食事と薬

10 月 25 日
（水） 屋外移動の介助

※8 月と 12 月は休講

■締切日：5 月 19 日（金） ※定員になり次第締め切らせていただきます。
■申込先：四万十市社会福祉協議会 担当：小谷 Tel 35-3011
■主

催：えっころネット（幡多地域の医療・介護の専門職で構成するボランティア団体）

■共 催：四万十市生活支援等サービス体制整備推進会議

幡多福祉人材バンクよりお知らせ
介護福祉士や調理師等の資格をお持ちの方で、現場での業務経験のない方、また長い間現場から離れている方、幡多
福祉人材バンクに登録しませんか？求人情報を提供し、福祉の仕事を無料でご紹介します。

ご寄付のお礼

Tel 35-5514

<個人>（敬称略）
谷口 節子 今城千代春 遠山 正穂 有友

大 岡山外帰子 久米 和子

古切手等は高知県社会福祉協

川村 政恵 宮地 英子 今倉 久美 伊藤 菊美 山沖 祝子 弘畑 克己

議会を通じて各収集団体へ送

西山 清茂 田村

り、活動資金等に充てられていま

横山美登里 渋谷 直子 武内 幸男 濱田 益恵

圭 岡本 万智 江口 裕明 山﨑 節子 江口 佳代

す。皆さまの温かい善意が社会
福祉に役立てられています。ご協

<企業・団体>（敬称略）

力ありがとうございました。

右山コスモス会・㈱西部グリーン・そぶえしほぴあの教室・磯ノ川健康福祉委員会・ろうきん・

【期間 3/1～3/31】

酔 飯 処 太 鼓 台 ・幡 多 ライフサポートセンター・中 村 クリニック・全 労 済 ・植 村 米 店 ・

●古切手

安田生命土佐中村営業所・東富山を守る会・読売新聞・四万十労働基準監督署・

●テレフォンカード

日本年金機構幡多年金事務所・訪問看護のぞみ・豚座建設㈱・ジブラルタ生命保険㈱・

●アルミプルタブ

㈲國寅商店・東山小学校・サイバラ建設㈱・すまいる不動産・いちご薬局・とんぼ薬局・

●書き損じハガキなど

すみれ薬局・高知県幡多土木事務所・りんぐやき～ル～ちゃん

