
1 室戸市 ○
室戸市あったか
ふれあいセンター

県内で唯一「ふまねっと運動」を取り入れた介護予防・認知症予防運動
や、音楽レクリエーション、季節ごとのイベントなどを実施。また、買い物
支援、就労前準備支援、訪問活動などを通して、地域の課題やニーズ
に沿った創造的な問題解決型福祉サービスを提供します。

特定非営利活動法人
ぐりーと

室戸市浮津465番地
室戸市

保健介護課
0887-22-3105

2 安芸市 ○
安芸市あったか
ふれあいセンター

誰もが日中過ごせる場を提供するとともに、健康チェックやいきいき百
歳体操・かみかみ百歳体操など介護予防に取り組んでいます。また、な
すの袋づめや園芸や手芸や木工、料理づくり、ボッチャなどを通して楽
しみや生きがいづくりを目指しています。また障がい者の就労支援とし
て清掃作業も実施しています。

有限会社
西田順天堂東部店

安芸市庄之芝町3-3（2階）
安芸市
市民課

0887-32-0555

3 東洋町 ○
東洋町あったか
ふれあいセンター

「住み慣れた地域で、自分らしく元気に暮らせるように」事業展開を次の
とおり実施しております。①町内４箇所に分けてサロンでの交流(利用時
間内に充実した生活支援を行う)②長期欠席者及び不調の方等に対す
る訪問活動(見守り、声掛け、バイタルチェック等）③独居、高齢者世帯、
未就学児宅等への配食サービス(安否確認、見守り含む)④子育て支援
拠点・母子の活動支援（月2回）

社会福祉法人
東洋町社会福祉協議会

安芸郡東洋町大字生見756番地８
（東洋町地域福祉センター）

東洋町
住民課

0887-29-3394

4 奈半利町 ○
奈半利町あったか
ふれあいセンター

１．生きがいづくり、健康づくりの場として住民が主体性をもって活動が
でき、見守りを含めた居場所づくりを実施。
２．福祉協力員との連携を強化し個別ニーズへの対応、また、地域での
座談会や見守りマップづくりを行う。
３．関係機関と連携を行い、住民の声を活かした町づくりをおこなう。
４．今年度より子ども食堂と学習支援事業を月2回実施する。

社会福祉法人
奈半利町社会福祉協議会

安芸郡奈半利町乙1269番地１
（奈半利町保健福祉センター）

奈半利町
住民福祉課

0887-38-8181

5 田野町 ○
にこにこサロン
（田野町あったか
ふれあいセンター）

にこにこサロン（拠点）では心も体も健やかに、介護予防を通じて集う社
会参加の場、「支え合い、ささえ愛、共に豊かな老いを作っていいこう」
を合言葉に健康プログラムを加えて、利用者の重度化予防、認知症高
齢者の方たちも同じ輪に入り誰もが楽しく集える場を提供します。また、
通院介助、服薬管理、買い物支援などニーズにあった生活支援も行い
ます。訪問給食サービスは、町の栄養士の献立のもとバランスの取れ
た美味しい配食弁当の提供を行うと共に安否確認も行います。住民主
体で行っているサテライトサロンでは、運営を通じて出てきたニーズや
困りごとを聞き取り対応します。 また、平成29年度からは、集いの機能
を利用し、食事の提供を通じて、子どもたちが安心して過ごせる居場所
の確保と子どもや保護者と地域がつながる場所を提供しています。

社会福祉法人
田野町社会福祉協議会

安芸郡田野町1828番地４
田野町

保健福祉課
0887-38-2812

6 安田町 ○
安田町あったか
ふれあいセンター
（安田町社協）

高齢者・障害者を対象としたサロンを開催するとともに、放課後や夏期
休暇期間の子どもの居場所づくりを行っています。また、現在はシニア
世代の生きがい作りに取り組むことによりボランティアや次世代リー
ダーの育成に取り組んでいます。その他、年間を通して、年齢を問わ
ず、住民が誰でも参加できる季節の行事や交流・各種講座を行っていま
す。

社会福祉法人
安田町社会福祉協議会

安芸郡安田町大字西島40番地２
（安田町保健センター）

安田町
町民生活課

0887-38-6712

7 北川村 ○
北川村あったか
ふれあいセンター

高齢者に対する訪問相談活動の拡充及びきめ細かな生活支援や、ミニ
デイサービスの実施、障害者の就労支援、介護予防事業の拡充、小地
域ネットワーク会の充実など、地域における福祉活動の場の形成、実情
に応じた地域づくりの活動を実施し、地域福祉の活動の推進を図る。

社会福祉法人
北川村社会福祉協議会

安芸郡北川村野友甲710番地２
（北川村社会福祉協議会）

北川村
住民課

0887-32-1214

8 馬路村 ○
馬路村あったか
ふれあいセンター

”一人ひとりを支え合えるあったかい村づくり”を基本理念に、住み慣れ
た地域で誰もが安心して過ごすことができるよう、地域の住民力を発揮
し、地域福祉の推進につながる活動を展開しています。拠点、サテライ
トへの参加者は、いきいき百歳体操等の筋力体操の他、レクリエーショ
ンや創作活動等を楽しみながら、介護予防に取り組んでいます。また、
訪問活動を通して、地域課題の発見や関係機関との連携による支援を
行い、いつまでも住み慣れた地域で安心して生活ができるような取り組
みを行っています。

社会福祉法人
馬路村社会福祉協議会

安芸郡馬路村大字馬路631番地１
（馬路村交流センター）

馬路村
健康福祉課

0887-44-2112

9 芸西村 ○
芸西村あったか
ふれあいセンター

"村民の方"ならだれでも利用できます。村民の体力維持、向上のため
の体操や料理教室、レクリエーション、季節の行事などを行っています。

社会福祉法人
芸西村社会福祉協議会

安芸郡芸西村和食甲1290番地
（芸西村老人福祉センター）

芸西村
健康福祉課

0887-33-2112

10 南国市 ○
南国市あったか
ふれあいセンター　
ひいとい

地域の生活課題に対応した新たな支え合いの仕組みづくりと、支え合
い活動を推進することを目的に、「あんしん つながる たえない かた
ち」の実現を目指し、拠点において曜日ごとに地域の特性を活かしたカ
リキュラムを展開しています。

社会福祉法人
南国市社会福祉協議会

南国市日吉町２丁目３番28号
（南国市社会福祉センター）

南国市
福祉事務所

088-880-6566

11 ○

香美市あったか
ふれあいセンター
　香北サロンみによん
　物部サロンひとやすみ

市民が気軽に行ける場所が地域にあることを目的とした場所としてのサ
ロンを香北町、物部町の社会福祉協議会に開設する。集いの他、サロ
ンが市民やボランティアの活動拠点となるよう支援する。（市民が参加し
た地域の見守り活動や、ともに企画運営を行う交流イベントなど）介護
予防活動支援事業等とも連携、協力しながら、住民主体の集いの場や
生きがい活動を効果的に地域の実情に応じて支援する。セーフティネッ
ト的な個別支援については、行政、社協、関係機関、地域等と連携して
行う。

社会福祉法人
香美市社会福祉協議会

香美市物部町大栃878番地３
（奥物部ふれあいプラザ）
香美市香北町韮生野336番地１
（保健福祉センター香北）

12 ○
香美市あったか
ふれあいセンター
（ボランティ家てとて）

香美市あったかふれあいセンター事業実施要綱に基づき、①市民が気
軽に行ける場所として、土佐山田町の社会福祉協議会に開設する。集
いの他、サロンが市民やボランティアの活動拠点となるよう支援する。
（市民が参加した地域の見守り活動や、市民とともに企画運営を行なう
交流イベントなど）土佐山田圏域の地域特性にあったものとして育てる。
②セーフティネット的な個別支援については、行政、社協、関係機関、
地域等と協力して行う。

社会福祉法人
香美市社会福祉協議会

香美市土佐山田町262番地１
（プラザ八王子）

13 本山町 ○
本山町いきいき
ふれあいセンター

本山町いきいきふれあいセンターでは、住民の方々が気軽に立ち寄
り、交流をしています。

また、集うだけでなく、健康づくりのために体操や料理等をすることで、
住民一人ひとりがお互いに健康であることの大切さも学んでいます。

人との”つながり”を大切にしながら、いろいろな活動を通じて、「元気
な住民がたくさんいる町」を目指しています。

社会福祉法人
本山町社会福祉協議会

長岡郡本山町本山1041番地
（本山町社会福祉会館）　

本山町
健康福祉課

0887-70-1060

14 大豊町 ○
大豊町あったか
ふれあいセンター

集落が急傾斜地に点在するという地理的状況で人口減少と少子高齢
化が進む中、誰もが地域で安心して暮らすことができる支援体制づくり
を目指し、気軽に集える場の提供やそれに伴う送迎、きめ細やかな生
活支援、相談・つなぎ等を実施

社会福祉法人
大豊町社会福祉協議会

長岡郡大豊町黒石345番地７
（大豊町総合ふれあいセンター）

大豊町
住民課

0887-72-0450

15 土佐町 ○
土佐町あったか
ふれあいセンター

サロンコーディネーター2名を配置し、1拠点9サテライトのサロン支援活
動を中心に事業を展開。更にサロンコーディネーターのパートナー役と
して地域サポーター（５名）を各サテライトに担当制にして配置し、サロン
活動の充実を図る。また、シルバー人材センターより3名の送迎運転手
を派遣し、とんからりんの家・各サテライトの集いへの送迎の充実を図り
ながら、集いへの誘いだしを主目的として対象者を特定せずサテライト
地域内の訪問を、継続的に実施する。

社会福祉法人
土佐町社会福祉協議会

土佐郡土佐町土居206番地
（土佐町社会福祉協議会）

土佐町
健康福祉課

0887-82-2333
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16 大川村 ○
大川村あったか
ふれあいセンター

誰もが気軽に集まって、交流を図ることができる場の提供。必要に応じ
て集いの場への送迎を行ったり、独居高齢者や、外出が困難な方への
見守り訪問を随時実施。また、高齢者の自宅にて縁側サロンを行い、地
域住民の多様な交流の場づくりを実施。

社会福祉法人
大川村社会福祉協議会

土佐郡大川村小松７８番地６
（大川村総合福祉センター）

大川村
総務課

0887-84-2211

17 ○
あったかふれあい
センターとさ

バイタルチェック・百歳体操・調理・創作活動など地域との交流を通じ
て、人と人のつながりの輪を広げ、楽しい集いの場を提供します。
利用者の皆様には毎日楽しく過ごしていただいております。地域交流日
として月１回のカフェの日、映画上映会、クラフト手芸など誰でも気軽に
来ていただける日を設けています。又、安否確認や生活支援など、支援
の必要な方が住み慣れた地域で安心・安全に生活できるお手伝いを積
極的に行いたいと思っています。
今年度から健康パスポート事業に参加し、健康促進にも取り組んでいま
す。

有限会社
四国総合介護システム

土佐市家俊1081番地１

18 ○
あったかふれあい
センター高岡

集いの場では、創作活動や百歳体操、脳トレなどを楽しんだり介護予防
をかねて近くの公園を散歩するなどしています。
拠点では月1回ボランティア協力の「お食事会」や「健康麻雀」、薬剤師
による「お薬相談」を実施しています。生活支援として「ちょっとそこまで」
の買い物支援を行っています。
イベントなどもどんどん企画し、子どもや高齢者など世代を超えて誰でも
気軽に集える居場所づくりを目指して行きます。

社会福祉法人
土佐市社会福祉協議会

土佐市高岡町乙3519-1

19 ○
あったかふれあい
センターさくら貝

子どもから高齢者まで誰もが気軽に集い、楽しく過ごしていただける居
場所づくりを目指しています。集いの場では、地域住民や他施設との交
流も積極的に行っています。また、地域ニーズにあわせて生活支援等
の必要なサービスの提供も行っています。

株式会社いこいの里 土佐市宇佐町汐浜２８４１

20 ○
いの町あったか
ふれあいセンター

ボランティア等と協力し地域の誰もが気軽に集える場を提供するとともに、生き
がいづくり活動や地域活動への支援、要配慮者宅への訪問活動、利用者や
ボランティアを対象とした講座や研修会の実施の他、訪問や集い（相談）で発
見された課題を関係機関につなぎ、協力して課題解決に取り組んでいます。

吾川郡いの町1400番地
（すこやかセンター伊野）

21 ○
吾北あったか
ふれあいセンターこころ

子どもから高齢者まで年齢や障害の有無に関わらず、誰もが気軽に集える場
を提供（お茶やコーヒーなどを用意）すると共に地域住民の健康づくり、生きが
いづくり活動、独居高齢者や要配慮者宅への訪問、相談、つなぎ、生活支援
を行います。

集いやサテライトでは、介護予防体操をはじめ、口腔体操の他、脳トレ、創作
活動、講師の方をお招きしての講義、研修などを計画します。

いの町小川東津賀才53-1　
吾北山村開発センター2階

22 仁淀川町 ○
仁淀川町
あったかふれあいセン
ター

第2期地域福祉活動計画の核となる小地域計画に添って活動を展開させ、自
助、共助、公助に基づき住民・地域・行政それぞれで担っていることを一体的
に捉えていける地域づくりに取り組みます。
既存の事業はサービスを利用する受け身型であり、今後はそれらのサービス
事業に加え、中山間の暮らしの土台づくりを目的に、住民を通じて子どもやそ
の親戚、同窓生など、地域の内外に広がる人たちが地域（＝故郷）を活動の
場とし、、地域と協働で住民が主体性をもって関わることができる事業を展開
します。

社会福祉法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
仁淀川町社会福祉協議
会

吾川郡仁淀川町大崎383-1
仁淀川町

保健福祉課
0889-35-0888

23 ○
あったかふれあい
センター　
ひまわり

あったかふれあいセンターひまわりは、自然豊かな尾川地区で高齢者
から子どもまで誰もが集い、見守り、支え合う地域づくりの推進をしてい
ます。
小学生や園児を交えた集い・サロン活動などにより、子どもたちの元気
な声を届けたり、集落活動センターと連携した食のイベントを定期的に
開催しており、多世代による交流を行っています。

社会福祉法人
尾川児童福祉協会

高岡郡佐川町本郷耕2043番地
尾川中央保育園内

24 ○
あったかふれあい
センター　
とかの

あったかふれあいセンターとかのは「笑顔を集めて元気発信!!」をモッ
トーに、利用者もスタッフも笑顔で過ごせる憩いの場です。地域の皆さ
んがお互い助け合い、つながる地域づくりを目指しています。
コーヒーを飲んだり、おしゃべりしたり・・・子供から高齢者まで誰でも気
軽に立ち寄れる場です。男性の利用者が多いのも特徴です。地域の方
や利用者にボランティアになってもらうなど出番づくりもしています。ま
た、お困りごと相談や地域の訪問を行い、見守りや各関係機関へのつ
なぎも行っています。
集落活動センターと連携を図り、あったかふれあいセンターがより一層
地域支えあいの拠点となるよう努めます。ぜひ遊びに来てください。

特定非営利活動法人
とかの元気村

高岡郡佐川町東組2692番地
とかの集落活動センターあおぞら内

25 ○
あったかふれあい
センター
くろいわ

あったかふれあいセンターくろいわでは、皆様が住み慣れた黒岩で、安
心して過ごせるように、地域の集いの場として”楽しく賑やかに”を合言
葉に地域に愛されるあったかふれあいセンターを目指しています。
皆様とあったかふれあいセンターの活動を展開し、地域での安心した生
活をお手伝いします。また、集落活動センターでは季節に合わせた様々
な活動やイベントを行っています。スタッフ一同、皆様と一緒に黒岩地域
を盛り上げていきますので、いつでもお気軽にお越しください。

黒岩いきいき応援隊
高岡郡佐川町黒原905-1
集落活動センターくろいわ内

26 ○
あったかふれあいセン
ター
加茂の里

あったかふれあいセンター加茂の里は、子どもからお年寄りまで世代を
越えた地域の皆さんの地域福祉の拠点として、ＪＲ土佐加茂駅の東側
にある集落活動センター「加茂の里」内に開所しました。
誰もが気軽に立ち寄ってホッとできる集いの場や、週２回の「さかわぐる
ぐるバス」を活用したグループでの買物 ツアー、気軽に軽食、映画の
日、百歳体操など、月間の行事予定に沿って楽しく笑顔で活動していま
す。あったかふれあいセンターを利用される方で、送迎を希望される方
にはスタッフが車で対応しています。
地域の皆さんの元気が私たちスタッフの力になります。元気を力に変え
て、明るい笑顔あふれる地域づくりを目指していきます。

加茂の里づくり会
高岡郡佐川町加茂621-1
集落活動センター加茂の里内

27 越知町 ○
あったかふれあい
センター
「ふれあい　おちあい」

誰もが気軽に立ち寄り自由に過ごせる雰囲気作りを心掛け、創作教
室や終活塾、きたえん坊体操(介護予防体操)やおちカフェ(認知症予防
カフェ)など、他にもいろいろなイベントを開催しています。

また、あらゆる世代が交流できる集いの場を提供するため、おもちゃ
図書館を活用し子育て中の親子が交流できる環境や、駄菓子屋コー
ナーを常設することで子供が利用しやすい環境を整えています。

多くの方が集うことで新たな人と人とのつながりができ、交流を深める
ことができるよう取り組んでいます。

社会福祉法人
越知町社会福祉協議会

高岡郡越知町越知甲2457番地
（越知町保健福祉センター）

越知町
保健福祉課

0889-26-3211

28 日高村 ○
日高村あったか
ふれあいセンター

慣れ親しんだ地域で出来る限り安心して生活ができるよう、村民の方々
が気軽にご利用いただけるサービスを目指し取り組んでいます。
サービスの利用者が増えることにより見守りの充実にもつながると考
え、訪問活動等で村民の生の声を聞き、利用しやすい事業になるよう地
域住民の力を借りて一緒にがんばっています。

社会福祉法人
日高村社会福祉協議会

高岡郡日高村沖名５番地
（日高村社会福祉協議会）

日高村
健康福祉課

0889-24-5197
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土佐市
（３事業）

土佐市
長寿政策課

088-852-1203

いの町
社会福祉法人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
いの町社会福祉協議会

いの町
ほけん福祉課
088-893-3810

佐川町
（４事業）

佐川町
健康福祉課

0889-22-7716
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29 ○

まちなかサロン
・８店会
・しんまち
・山手町

介護予防・自立支援・多世代交流を軸に年齢・障害の有無にかかわら
ず、誰もが気軽に集い、相談できる地域の拠点を目指し、須崎市街地に
拠点1・サテライト2を設置。 日々の集い他、学習会・ふれあい交流・ボラ
ンティアによるイベント（音楽・アロマ・手品・将棋等） により地域住民と
一緒にボランティアの協力を得て、みんなの居場所づくりを行う。
集いや訪問活動の中から、困りごと等の情報収集をして、地域のニー
ズを受け止め、必要に応じて関係機関と連携をして繋いでいき、サロン
内での相談も受けている。

社会福祉法人
須崎市社会福祉協議会

須崎市西糺町４番18号
（ライフタウンゆたか８店会）　
須崎市新町１丁目４番１号
（しんまち）
須崎市山手町４番
（山手町集会所）

30 ○
浦ノ内あったかサロン
さんぽ

地域の誰もが気軽に集い、自由に交流ができる場を提供するともに、集
いや訪問などであがった課題やニーズを把握し、その支援に向けた事
業を実施する。

浦ノ内地区地域自主組
織

須崎市浦ノ内東分168-32　　　　　　　　　
（浦ノ内公民館内）

31 ○
あったかふれあい
センター
まんまる

毎週 月・火・木曜日　体操（百歳体操、筋力アップ体操）
毎週 火曜日【あつまるDay】（昼食会・おでかけ）
毎月1回第3火曜日ケアゲーム（認知症予防・スリーA方式）
小地域ケア会議を14地区を6ヶ所に分け開催。防災・支え合いマップ作
りを通して地域の課題を抽出し、地域の方と共に解決に向け検討し取り
組んでいます。

社会福祉法人
中土佐町社会福祉協議会

高岡郡中土佐町久礼6551番地３
（中土佐町老人憩いの家）

32 ○
あったかふれあい
センター
ほのぼの大野見

毎月第2火曜日 「ほのぼのランチ」を開催。地域の調理ボランティアの
協力を得て大勢での食事を楽しみ、季節ごとの行事やレク、勉強会等を
あわせて行っています。「ほのぼのランチ」当日の50円コーヒーの売り
上げは全額、地域福祉に寄付される仕組みとなっており、たくさんの地
域の方が利用しています。

社会福祉法人
中土佐町社会福祉協議会

高岡郡中土佐町大野見吉野234番地
（大野見保健福祉センター）

33 ○
あったかふれあい
センター
寄り家

毎月第4木曜日に認知症カフェ「にこにこぼちぼちカフェ」を開催。各サテ
ライトでは、地域の方と協力しながら、「集いの場」を企画・運営していま
す。大矢井賀地区は午前中は地域の方のみで場の提供を行っていま
す。
また、小地域ケア会議を５地区で開催し、地域課題の解決方法を地域
の方と共に検討し取り組んでいます。

社会福祉法人
中土佐町社会福祉協議会

高岡郡中土佐町上ノ加江2642番地
（寄り家）

34 津野町 ○
あったかふれあい
センター　
津野

子どもから高齢者まで誰もが楽しく集え、地域で支えあうあったかふれ
あいセンターを目指しています。５つのサテライトがそれぞれの地域の
特徴をいかした活動に取り組んでいますので、ぜひ一度足を運んでくだ
さい。特に、子育て中の方や男性の参加者は大歓迎。地域に新しい風
を吹き込んでいただける方をお待ちしております。

社会福祉法人
津野町社会福祉協議会

高岡郡津野町姫野々431番地１
（津野町総合保健福祉センター）

津野町
介護福祉課

0889-62-2311

35 ○
あったかふれあい
センター 
やまびこ

現在は主に要支援者の利用がほとんどで、介護保険や障がい者サー
ビスでは十分なサービスが利用できない方のサポートが中心ですが、
地域の皆様に気軽に利用してもらい、住み慣れた町で快適に過ごせる
ようにできる限りのサポートをさせていただきます。困ったときの駆け込
み寺のような存在となることを目標とし、頑張っています。
サテライトは１2ヶ所で開催しています。地域の方々の交流の場の確

保、学びの場としての活動をサポートさせていただいています。また、地
域の方々の声を聴き、つないでいけるよう取り組んでいきます。

社会福祉法人
さくら福祉事業会

高岡郡四万十町大正190番地
（やまびこ作業所２階）

36 ○
あったかふれあい
センター 
「十和」

「地域の人の笑顔が増えること」「地域の皆さんが元気になること」を目
的とし、コーディネーターはじめ、スタッフ一同が日々全力で業務やイベ
ントに取り組んでいます。そのために、私たちは常に地域の皆さんから
の声を聞き、把握した課題解決やニーズへの対応を柔軟に行っており
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
また、高齢者が住み慣れたこの地域でいきいきと暮らせるよう介護予防
の取り組みを更に強化していきます。

特定非営利活動法人　　　　　　　　　　  　
地域支援の会
さわやか四万十

高岡郡四万十町昭和502番地２
（四万十町十和保健センター）

37 ○
あったかふれあい
センター　
くぼかわ

住民みんなで地域を支えるための自助・互助の町づくりの仕組みを構
築し、より身近な場所で住民が支え合う拠点となるよう住民の自助・互
助意識を高める為の支援と取り組みを行っていきます。また、交流・支
え合い機能に加え、介護予防センター機能を持ち、広く住民が集えて交
流や運動が行える場を目指します。送迎サービスを行い、窪川地域の
全域を対象とした事業を実施し、各地区の生活課題やニーズを把握し
やすい環境をつくります。

株式会社　アクトワン 高岡郡四万十町琴平３番地８

38 ○
宿毛市あったか
ふれあいセンター
おきのしま

年齢や障害の有無に関わらず、誰もが気軽に利用できる支え合いの拠
点施設です。また、必要に応じて訪問活動もしています。

社会福祉法人
宿毛市社会福祉協議会

宿毛市沖の島町弘瀬362番地２
（弘瀬老人憩いの家）

39 ○
宿毛市あったか
ふれあいセンター
すくも

年齢や障害の有無に関わらず、誰もが気軽に利用できる支え合いの拠
点施設です。また、必要に応じて訪問活動もしています。

社会福祉法人
宿毛市社会福祉協議会

宿毛市高砂４番56号
（宿毛市総合社会福祉センター）

40 土佐清水市 ○
あったかふれあい
センター
きずなの家

住み慣れた地域の中で支援の必要な障害者や子ども、高齢者をはじめ、地域住民の誰もが自
由に交流できる場所づくりを市街地商店街の空き店舗で行なう。具体的にはサロン、ディサービ
ス、放課後の子どもの居場所などの事業を複合的に行なうことで、世代、枠組みを超えた地域
で共に支え合う地域づくりを推進する。
①集う・・ サロン、ディサービス、放課後の子どもの受け入れによる地域交流事業（他、研修、
地域とのイベントなど）
②相談・訪問・つなぎ ・・子育て中の母親相談や独居高齢者の見守り訪問、電話による安否確
認など
③生活支援・・　ちょっとした困りごと（ごみ出しなど）の手伝いや買い物支援、低栄養対策など
④サテライト機能・・　上記の機能を3市民センターでも実施する

特定非営利活動法人
ノアズアーク

土佐清水市栄町１番16号
（きずなの家）

土佐清水市
福祉事務所

0880-82-1118

41 ○
あったかふれあい
センター
NPOいちいの郷

地域の高齢者を中心として、支援が必要な障害者・子供も含め多くを受
け入れるこ とで、多世代の交流の場や居場所づくり及び独居老人・高
齢世帯の見守りなど緊急 時のつなぎの役割などを行っていく。

特定非営利活動法人
NPOいちいの郷

四万十市西土佐大宮594番地３
（ＮＰＯいちいの郷）

四万十市
西土佐総合支所

保健課
0880-52-1132

42 ○
あったかふれあい
センター
アルメリア

生活のしづらさを抱えている方たちが、安心して生きがいのある暮らし
を送ることができるよう支援のあり方を当事者・家族を中心に考えてい
きます。相談があった時には、どうすれば解決（要望に応えることが）出
来るか、どんな支援ができるかを考え、まず実行、関係機関との連携も
密に行いながら考えていきます。

特定非営利活動法人
ほっとハート

四万十市駅前町15番13号
（アルメリア）

43 ○
あったかふれあい
センター
愛ハピネス

サロンでは、地域の皆様の憩いの場として、困りごとなどの相談や生
きがいづくりの場所として利用していただくため、送迎もいたします。ま
た、センター利用後、お帰りの際お買いもの支援もさせていただいてい
ます。その他、健康に心配がある方や引きこもりとなっている方などを訪
問し、必要なニーズを把握とともに関係機関との連携を図るなど、少し
でも地域の皆様のお役に立てるようスタッフ一同お手伝いさせていただ
きたいと思っています。

また、各地区健康福祉委員会などの側面的なサポートや、未設置地
区への立ち上げを支援させていただき、誰もが住み慣れた地域の中
で、助け合い安全に安心して暮せるまちづくりを目指しています。

特定非営利活動法人
高知県介護の会

四万十市国見802番地２
（愛ハピネス）
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須崎市
（２事業所）

須崎市
福祉事務所

0889-42-3691

中土佐町
（３事業）

中土佐町
健康福祉課

0889-52-2662

四万十町
(３事業)

四万十町
健康福祉課

0880-22-3115

宿毛市
（２事業）

宿毛市
長寿政策課

0880-63-9112

四万十市
(３事業)

四万十市
高齢者支援課
0880-34-8066
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44 大月町 ○ ほっとセンター

大月町の住民が高齢者・障害者となっても、地域で元気に活き活きと暮
らせるために「ほっとセンター」に集い、孤独感を味わうことのないような
仲間づくりや、放課後の児童・生徒の居場所づくり、外出支援や送迎
サービス等住民の困り事にも対応できる住民の憩いの拠点とする。（集
い、預かる、働く、送る、交わる、学ぶ、訪問、相談、つなぎ、生活支援、
その他）

社会福祉法人
大月町社会福祉協議会

幡多郡大月町弘見1058番地
（旧弘見小学校）

大月町
町民福祉課

0880-73-1113

45 三原村 ○
三原村あったか
ふれあいセンター

利用者を限定せずに、地域のどなたでも利用しながら交流を持ちつな
がりのカタチをつくっていく場所として、集う場の提供（13地区サテライ
ト）のほか、訪問により安否確認や見守りを行うとともに、相談、配食
サービス、簡易な生活支援などを地域のニーズに合わせて提供していく
小規模で多機能な支援拠点として活動しています。毎月あったかｌ広報
にて活動報告及び住民の方への周知・情報発信しています。

社会福祉法人
三原村社会福祉協議会

デイサービスセンター
　　及び村内１３地区集会所
　三原村社会福祉協議会
　幡多郡三原村来栖野479番地１

三原村
住民課

0880-46-2111

46 ○
あったかふれあいセン
ター
こぶし

■中山間地域の包括ケアシステムの構築
住民に身近な地域福祉の拠点となるよう「あったかふれあいセンター事
業」を通して住民のニーズや課題を掴み専門機関と課題を共有し、役割
分担をしながら必要な支援を行っている。また、地域へつなぎ、支援が
必要な人を中心に支え合いの仕組みを地域全体でつくっていくことを目
標としている。

社会福祉法人
黒潮町社会福祉協議会

幡多郡黒潮町拳ノ川46番地1
　黒潮町高齢者生活福祉センター
　こぶし　２階

47 ○
あったかふれあいセン
ターさが

■地域ニーズに応じた介護予防の取組み強化
住民が「住み慣れた地域で自分らしい生活を継続させる」ことを目標
に、あったかふれあいセンター事業に加え、既存資源を有効活用し、地
域ニーズに応じた関係機関と連携した取組みを展開している。
若い世代を中心に介護予防の必要性を考え、地域全体に広がっていく
ようリハ職などの専門機関の協力のもと介護予防を強化している

社会福祉法人
黒潮町社会福祉協議会

幡多郡黒潮町佐賀１０８０番地１

48 ○
あったかふれあいセン
ター
北郷

■集落活動センターとの協働
日常生活の中での見守りや支え合いは「地域」が中心。地域の協力を
得て、イベントなどを一緒に企画し、必要な支援をしている。あったかふ
れあいセンターが実施する福祉の取組みと集落活動センターがもつ「地
域の力」でともに地域づくりを進めている。

特定非営利活動法人
しいのみ

幡多郡黒潮町加持川850番地
（旧北郷小学校）

49 ○
あったかふれあいセン
ター
にしきの広場

■共生の仕組みづくり
子どもから高齢者、障がいの有無に関わらず、地域の誰もが利用でき
る場所として、住民の自発的な活動を支援する。コミュニティカフェや子
ども食堂を通して世代間交流をすすめ、地域の中で支え合う関係をつ
くっていく。

特定非営利活動法人
しいのみ

幡多郡黒潮町入野5191番地22
（旧大方幼稚園）

50 ○
あったかふれあいセン
ター
みうら

■住み慣れた地域で自分らしい暮らしを送る
あったかふれあいセンター事業の目的を地域住民が理解し、住民が地
域をつくっていくことを目標に、今年度は「訪問」を中心に事業を実施す
る。個別課題から地域課題をまとめ、今後地域に必要な資源や仕組み
を考え、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを考えながら工夫ある地域
づくりをすすめる。

特定非営利活動法人
しいのみ

幡多郡黒潮町出口272-2
（出口集会所）
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合計　（　31市町村　　事業所　５０カ所　）

黒潮町
（５事業）

黒潮町
健康福祉課

0880-43-2124


