
第38号 （平成26年７月１日） （1）かめやま社協だより第38号 （平成26年７月１日）（6） かめやま社協だより

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付 （平成26年３月11日～平成26年６月10日まで）

株式会社スズカ 様　　亀山市立亀山東小学校６年生 様
株式会社三重平安閣 亀山斎奉閣 様　　ミスタートンカチ亀山エコー店 様
お寄せいただきましたご芳志は、社会福祉事業のため有効活用させていただきます。
厚くお礼申し上げます。

●元公証人による法律相談・心配ごと相談をご利用ください。●元公証人による法律相談・心配ごと相談をご利用ください。
お気軽にご利用ください。

主 な 記 事
●在宅福祉サービス部門の事務所移転のお知らせ　　　　　１・２ページ

●平成25年度　一般会計収入支出決算報告　　　　　　　　　　３ページ

●平成25年度　主な事業実績報告　　　　　　　　　　　　４・５ページ

●お知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６ページ

「社協だより」は、
市民の皆様から
いただいている会費
で発刊しています。亀山市の福祉指数（平成26年６月１日現在）

市総人口　49,890人　 65歳以上の人口 12,101人（男性 5,346人 女性 6,755人）

世帯数　20,438世帯　 18歳以下の人口   8,912人（男性 4,526人 女性 4,386人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 24.3％

印刷

◆公証人とは、裁判官や検事、法務局長などを長く務めた法律実務経験豊かな者の中から、
　法務大臣が任命する法律の専門家です。
◆心配ごと相談員とは、社会福祉協議会から委嘱を受けた、相談援助の豊富な経験を有する方です。

相談名
相談日時
相談内容
場所
申込等

元公証人による法律相談

相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律相談
あいあい１階　個別相談室

心配ごと相談

生活上のあらゆる心配ごと、困りごと
あいあい１階　相談室２

毎月第２、４金曜日　13：00～ 15：00

原則予約制ですが、当日申込可。費用は無料です。

株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

●『福祉・介護・看護の就職フェア』が開催されます。●『福祉・介護・看護の就職フェア』が開催されます。
　福祉・介護・看護のお仕事をお探しの方を対象に、就職セミナーと就職相談会が開催されます。
【日時】 平成26年7月13日（日）
　　　 10：30～ 12：00　就活応援セミナー「面接は事前準備で決まる！」
　　　　　　　　　　　　  講師：㈱アイデム　人と仕事研究所　小野山　哲朗　氏
　　　 13：00～ 15：30　福祉・介護・看護の就職フェア
【会場】 三重県総合文化センター（津市一身田上津部田1234）
【対象】 一般・学生　※セミナーのみ事前申込が必要です。託児室あり（予約制）。
【申込・お問い合せ】 三重県社会福祉協議会　福祉人材センター　☎059－227－5160

●『福祉・介護の職場体験』の参加者を募集します。●『福祉・介護の職場体験』の参加者を募集します。
　福祉のしごとってどんな仕事をするのかな？ 興味はあるけど、私にもできるかな？ 自分に向いているかな？
と思っている方、ぜひご参加ください。
【対 象 者】 福祉のしごとに関心のある方（学生可）　
【体 験 先】 県内福祉施設（高齢者、障がい者、児童）
【体験期間】 平成２６年５月から平成２７年２月まで　お１人２日以上１０日以内
【体験時間】 １日概ね６時間から８時間
【参 加 費】 無料　ただし、交通費、昼食代などは自己負担です。
【申込・お問い合せ】 三重県社会福祉協議会　福祉人材センター　☎059－227－5160

発行
〒519‒0164　亀山市羽若町545番地　市総合保健福祉センター｢あいあい｣内
　　　　　   TEL 0595‒82‒7985　FAX 0595‒83‒1578
ホームページアドレス  http://kameyama-shakyo.or.jp
　　　メールアドレス aiai@kameyama-shakyo.or.jp

亀山市社会福祉協議会
社会福祉法人

「社協」は 社 会福祉 協 議会の略称です。

平成26年７月１日発行

第38号

訪問介護・居宅介護・同行援護事業所（ホームヘルパー）と
居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）の事務所が移転しました。

前列はケアマネジャー、後列はホームヘルパー



第38号 （平成26年７月１日） （3）かめやま社協だより第38号 （平成26年７月１日）（2） かめやま社協だより

　6月30日（月）より在宅福祉サービス部門の
ホームヘルパーとケアマネジャーの事務所
が若山町の亀山市社会福祉センター２階に
移転しました。

　介護保険制度における高齢者を対象とした訪問介護・予防訪問
介護事業と障害者総合支援制度における障がいのある方を対象と
した居宅介護事業、同行援護事業を運営しています。
　ホームヘルパー（訪問介護員）は、食事、排泄、入浴、調理、
洗濯、移動支援など生活全般にわたる援助を行っています。

　ケアマネジャー（介護支援専門員）は介護が必要な方やその
ご家族のご相談に応じます。また、介護認定を受けられた方
に、その方の心身の状況に合わせたサービスを利用できるよう
ケアプランを作成し、関係機関や主治医と連携しながら、住み
慣れた地域でできるだけ自立した日常生活を営めるよう支援し
ています。

　私たちは、ご利用者の心に寄り添った支援を心がけ、訪問した時にホッとして笑顔が
こぼれるような関係づくりを目指しています。今後とも変わらぬご支援を賜りますよ
うよろしくお願いいたします。

ホームヘルパー・ケアマネジャー　一同

平成25年度一般会計収入支出決算報告 平成25年4月1日～平成26年3月31日

収入総額　157,324千円－支出総額　159,417千円＝当期資金収支差額　△2,093千円

　平成25年度は、亀山市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、基本理念である「ともに支え合い、
いきいきと暮らすまち　亀山」の実現に向けて、小地域ネットワーク活動やボランティア活動の推進、介
護保険サービス・障がい福祉サービスの充実を図り、地域住民と協働し、地域のニーズに沿った事業活動
に取り組みました。

社会福祉法人
亀山市社会福祉協議会 平成25年度　決算報告・事業実績報告

平成25年４月１日～平成26年３月31日
在宅福祉サービス部門の事務所が移転しました。

営業時間　　8時30分から17時15分
休 業 日　　土曜・日曜・祝日・休日
　　　　　　年末年始（12/29～1/3）

訪問介護・居宅介護・同行援護事業所（ホームヘルパー）

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

●医療センター

亀山中学校●

●
●青少年

研修センター

図書館

図書館前（さわやか）

●

●総合保健福祉センター あいあい

歴史博物館

国道１号線（バイパス）

収入総額
157,324千円

支出総額
159,417千円

訪問介護・居宅介護・同行援護事業所
　　　  居宅介護支援事業所
〒519-0151
亀山市若山町7-1
亀山市社会福祉センター ２階
　ＴＥＬ 0595-97-3911
　ＦＡＸ 0595-97-3910

亀山市社会福祉センター

新住所

会費収入 
3,452千円（2.2%）

寄付金収入 
569千円（0.36%）

経常経費補助金収入 
73,566千円（46.76%）

受託金収入 
6,142千円（3.90%） 事業収入 

795千円（0.51%）

貸付事業収入 
160千円（0.10%）

共同募金配分金収入 
5,959千円（3.79%）

負担金収入 
896千円（0.57%）

介護保険収入 
32,377千円（20.58%）

利用料収入 
14,825千円
（9.42%）

助成金収入 
513千円（0.33%）

雑収入
1,485千円（0.94%）

受取利息配当金収入
513千円（0.33%）

経理区分間繰入金収入
6,943千円（4.41%）

法人運営事業費
52,804千円（33.12%）

積立預金取崩収入・その他の収入
9,129千円（5.80%）

地域福祉事業費 
4,494千円（2.82%）

ボランティア事業費
730千円（0.46%）地域福祉権利擁護事業

3,636千円（2.28%）

社会福祉センター管理
29,507千円（18.51%）

訪問介護事業費
48,679千円（30.53%）

共同募金配分金事業費
6,055千円（3.80%）

資金貸付事業費
3,070千円（1.93%）

基金事業費 
10,442千円（6.55%）



第38号 （平成26年７月１日） （3）かめやま社協だより第38号 （平成26年７月１日）（2） かめやま社協だより

　6月30日（月）より在宅福祉サービス部門の
ホームヘルパーとケアマネジャーの事務所
が若山町の亀山市社会福祉センター２階に
移転しました。

　介護保険制度における高齢者を対象とした訪問介護・予防訪問
介護事業と障害者総合支援制度における障がいのある方を対象と
した居宅介護事業、同行援護事業を運営しています。
　ホームヘルパー（訪問介護員）は、食事、排泄、入浴、調理、
洗濯、移動支援など生活全般にわたる援助を行っています。

　ケアマネジャー（介護支援専門員）は介護が必要な方やその
ご家族のご相談に応じます。また、介護認定を受けられた方
に、その方の心身の状況に合わせたサービスを利用できるよう
ケアプランを作成し、関係機関や主治医と連携しながら、住み
慣れた地域でできるだけ自立した日常生活を営めるよう支援し
ています。

　私たちは、ご利用者の心に寄り添った支援を心がけ、訪問した時にホッとして笑顔が
こぼれるような関係づくりを目指しています。今後とも変わらぬご支援を賜りますよ
うよろしくお願いいたします。

ホームヘルパー・ケアマネジャー　一同

平成25年度一般会計収入支出決算報告 平成25年4月1日～平成26年3月31日

収入総額　157,324千円－支出総額　159,417千円＝当期資金収支差額　△2,093千円

　平成25年度は、亀山市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、基本理念である「ともに支え合い、
いきいきと暮らすまち　亀山」の実現に向けて、小地域ネットワーク活動やボランティア活動の推進、介
護保険サービス・障がい福祉サービスの充実を図り、地域住民と協働し、地域のニーズに沿った事業活動
に取り組みました。

社会福祉法人
亀山市社会福祉協議会 平成25年度　決算報告・事業実績報告

平成25年４月１日～平成26年３月31日
在宅福祉サービス部門の事務所が移転しました。

営業時間　　8時30分から17時15分
休 業 日　　土曜・日曜・祝日・休日
　　　　　　年末年始（12/29～1/3）

訪問介護・居宅介護・同行援護事業所（ホームヘルパー）

居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

●医療センター

亀山中学校●

●
●青少年

研修センター

図書館

図書館前（さわやか）

●

●総合保健福祉センター あいあい

歴史博物館

国道１号線（バイパス）

収入総額
157,324千円

支出総額
159,417千円

訪問介護・居宅介護・同行援護事業所
　　　  居宅介護支援事業所
〒519-0151
亀山市若山町7-1
亀山市社会福祉センター ２階
　ＴＥＬ 0595-97-3911
　ＦＡＸ 0595-97-3910

亀山市社会福祉センター

新住所

会費収入 
3,452千円（2.2%）

寄付金収入 
569千円（0.36%）

経常経費補助金収入 
73,566千円（46.76%）

受託金収入 
6,142千円（3.90%） 事業収入 

795千円（0.51%）

貸付事業収入 
160千円（0.10%）

共同募金配分金収入 
5,959千円（3.79%）

負担金収入 
896千円（0.57%）

介護保険収入 
32,377千円（20.58%）

利用料収入 
14,825千円
（9.42%）

助成金収入 
513千円（0.33%）

雑収入
1,485千円（0.94%）

受取利息配当金収入
513千円（0.33%）

経理区分間繰入金収入
6,943千円（4.41%）

法人運営事業費
52,804千円（33.12%）

積立預金取崩収入・その他の収入
9,129千円（5.80%）

地域福祉事業費 
4,494千円（2.82%）

ボランティア事業費
730千円（0.46%）地域福祉権利擁護事業

3,636千円（2.28%）

社会福祉センター管理
29,507千円（18.51%）

訪問介護事業費
48,679千円（30.53%）

共同募金配分金事業費
6,055千円（3.80%）

資金貸付事業費
3,070千円（1.93%）

基金事業費 
10,442千円（6.55%）



第38号 （平成26年７月１日） （5）かめやま社協だより第38号 （平成26年７月１日）（4） かめやま社協だより

地域福祉計画及び地域福祉活動計画の推進
　・亀山市地域福祉講演会　参加者　99名
小地域ネットワーク活動事業
（地域が支えるその人らしい暮らしの実現）
　・小地域ネットワーク・地区福祉委員会活動助成　 25地区   　
　・福祉委員　338名
　・福祉委員新任研修会　                             参加者　71名
　・福祉委員対象認知症サポーター養成講座　 参加者　52名
福祉教育推進事業
　・福祉協力校事業　16校
　・夏休み中学生福祉体験教室　17施設　参加者　延べ135名
　・地域福祉教育推進事業　白川地区　加太地区
住民参加型地域福祉事業
　・ふれあい・いきいきサロン助成　　46団体
　・ふれあい・いきいきサロン交流会　38団体　58名

・ボランティアセンター登録　39団体　718名
・ボランティア保険の加入　　　　　　87件
・ボランティアコーディネート　　　　57件
・ボランティア入門教室　　　参加者　延べ49名
・ボランティア交流会　　　　参加者　24名
・災害ボランティア講演会　　参加者　48名
・災害ボランティア視察研修　参加者　9名
・福祉ボランティア基金助成　6団体

子育て応援！はじめての親子りょうり教室
　・参加者　　　　 36名
団体助成事業
　・児童福祉団体　2団体
歳末たすけあい援護事業（児童）
　・配分金　　　　234件
住民参加型地域福祉事業
　・子育てサロン助成　　9団体
　・子育てサロン交流会　6団体　18名

ボランティアに関する事業

地域の福祉に関する事業

子どもの福祉に関する事業

福祉移送サービス事業（歩行困難、寝たきりの方を対象）
　・登録者数　56名　　延べ運行回数　1,981回
介護機器貸し出し事業
　・車椅子　263件　　・歩行器　3件
地域福祉権利擁護事業
（認知症高齢者、障がい者の金銭管理及び書類預りサービス）
　・利用者数　31名　　派遣回数　625回
ひとり暮らし高齢者のつどい（２地区に分け開催）
　・参加者　221名　　　　　　　　　　　
障がい児社会見学
　・参加者　98名
団体助成事業
　・障がい者福祉団体　4団体　　・高齢者福祉団体　1団体
歳末見守り訪問事業（75歳以上ひとり暮らしを対象）
　・訪問件数　838件
歳末たすけあい援護事業（障がい児者）
　・配分金　101件
訪問介護サービス事業（ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護、生活援助）
　①介護保険制度
　　・訪問介護事業　　　派遣回数　9,996件
　②障害者自立支援制度
　　・居宅介護事業　　　派遣回数　4,315件
　　・同行援護事業　　　派遣回数　　　8件
　　・地域生活支援事業　派遣回数　　332件
居宅介護支援事業（要支援、要介護者へのケアプラン作成など）
　・ケアプラン作成　1,598件　　・要介護認定調査　241件
指定障害福祉サービス多機能型事業所「つくしの家」「なかまの部屋」の運営
　・生活介護事業（創作的活動、地域交流、生産活動など）　　　　　利用者数　22名
　・就労継続支援B型事業（生産活動、創作的活動、地域交流など）　利用者数　　6名

基盤の強化（会員制度の啓発及び推進）
　・普通会員・特別会員　10,671名
社会福祉大会の開催
　・社会福祉功労者の表彰、講演等　228名参加
入れ歯リサイクル事業
　・不要入れ歯の回収及びリサイクル　55件
生活福祉資金等貸付相談及び貸付事業
　・相談件数　152件　　貸付件数　19件
歳末たすけあい援護事業（生活保護）
　・配分金　135件
総合相談事業
　・元公証人による法律相談　82件
　・心配ごと相談　　　　　　12件
団体助成事業
　・福祉団体　4団体

その他の福祉に関する事業

高齢者・障がい者の福祉に関する事業

亀山市地域福祉講演会

ひとり暮らし高齢者のつどい

社会福祉大会

ボランティア入門教室

子育て応援！はじめての親子りょうり教室

ボランティアセンター事業（ボランティア意識の高揚、活動への参加を呼びかけ）

平成25年度　主な事業実績報告



第38号 （平成26年７月１日） （5）かめやま社協だより第38号 （平成26年７月１日）（4） かめやま社協だより

地域福祉計画及び地域福祉活動計画の推進
　・亀山市地域福祉講演会　参加者　99名
小地域ネットワーク活動事業
（地域が支えるその人らしい暮らしの実現）
　・小地域ネットワーク・地区福祉委員会活動助成　 25地区   　
　・福祉委員　338名
　・福祉委員新任研修会　                             参加者　71名
　・福祉委員対象認知症サポーター養成講座　 参加者　52名
福祉教育推進事業
　・福祉協力校事業　16校
　・夏休み中学生福祉体験教室　17施設　参加者　延べ135名
　・地域福祉教育推進事業　白川地区　加太地区
住民参加型地域福祉事業
　・ふれあい・いきいきサロン助成　　46団体
　・ふれあい・いきいきサロン交流会　38団体　58名

・ボランティアセンター登録　39団体　718名
・ボランティア保険の加入　　　　　　87件
・ボランティアコーディネート　　　　57件
・ボランティア入門教室　　　参加者　延べ49名
・ボランティア交流会　　　　参加者　24名
・災害ボランティア講演会　　参加者　48名
・災害ボランティア視察研修　参加者　9名
・福祉ボランティア基金助成　6団体

子育て応援！はじめての親子りょうり教室
　・参加者　　　　 36名
団体助成事業
　・児童福祉団体　2団体
歳末たすけあい援護事業（児童）
　・配分金　　　　234件
住民参加型地域福祉事業
　・子育てサロン助成　　9団体
　・子育てサロン交流会　6団体　18名

ボランティアに関する事業

地域の福祉に関する事業

子どもの福祉に関する事業

福祉移送サービス事業（歩行困難、寝たきりの方を対象）
　・登録者数　56名　　延べ運行回数　1,981回
介護機器貸し出し事業
　・車椅子　263件　　・歩行器　3件
地域福祉権利擁護事業
（認知症高齢者、障がい者の金銭管理及び書類預りサービス）
　・利用者数　31名　　派遣回数　625回
ひとり暮らし高齢者のつどい（２地区に分け開催）
　・参加者　221名　　　　　　　　　　　
障がい児社会見学
　・参加者　98名
団体助成事業
　・障がい者福祉団体　4団体　　・高齢者福祉団体　1団体
歳末見守り訪問事業（75歳以上ひとり暮らしを対象）
　・訪問件数　838件
歳末たすけあい援護事業（障がい児者）
　・配分金　101件
訪問介護サービス事業（ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護、生活援助）
　①介護保険制度
　　・訪問介護事業　　　派遣回数　9,996件
　②障害者自立支援制度
　　・居宅介護事業　　　派遣回数　4,315件
　　・同行援護事業　　　派遣回数　　　8件
　　・地域生活支援事業　派遣回数　　332件
居宅介護支援事業（要支援、要介護者へのケアプラン作成など）
　・ケアプラン作成　1,598件　　・要介護認定調査　241件
指定障害福祉サービス多機能型事業所「つくしの家」「なかまの部屋」の運営
　・生活介護事業（創作的活動、地域交流、生産活動など）　　　　　利用者数　22名
　・就労継続支援B型事業（生産活動、創作的活動、地域交流など）　利用者数　　6名

基盤の強化（会員制度の啓発及び推進）
　・普通会員・特別会員　10,671名
社会福祉大会の開催
　・社会福祉功労者の表彰、講演等　228名参加
入れ歯リサイクル事業
　・不要入れ歯の回収及びリサイクル　55件
生活福祉資金等貸付相談及び貸付事業
　・相談件数　152件　　貸付件数　19件
歳末たすけあい援護事業（生活保護）
　・配分金　135件
総合相談事業
　・元公証人による法律相談　82件
　・心配ごと相談　　　　　　12件
団体助成事業
　・福祉団体　4団体

その他の福祉に関する事業

高齢者・障がい者の福祉に関する事業

亀山市地域福祉講演会

ひとり暮らし高齢者のつどい

社会福祉大会

ボランティア入門教室

子育て応援！はじめての親子りょうり教室

ボランティアセンター事業（ボランティア意識の高揚、活動への参加を呼びかけ）

平成25年度　主な事業実績報告



第38号 （平成26年７月１日） （1）かめやま社協だより第38号 （平成26年７月１日）（6） かめやま社協だより

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付 （平成26年３月11日～平成26年６月10日まで）

株式会社スズカ 様　　亀山市立亀山東小学校６年生 様
株式会社三重平安閣 亀山斎奉閣 様　　ミスタートンカチ亀山エコー店 様
お寄せいただきましたご芳志は、社会福祉事業のため有効活用させていただきます。
厚くお礼申し上げます。

●元公証人による法律相談・心配ごと相談をご利用ください。●元公証人による法律相談・心配ごと相談をご利用ください。
お気軽にご利用ください。

主 な 記 事
●在宅福祉サービス部門の事務所移転のお知らせ　　　　　１・２ページ

●平成25年度　一般会計収入支出決算報告　　　　　　　　　　３ページ

●平成25年度　主な事業実績報告　　　　　　　　　　　　４・５ページ

●お知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６ページ

「社協だより」は、
市民の皆様から
いただいている会費
で発刊しています。亀山市の福祉指数（平成26年６月１日現在）

市総人口　49,890人　 65歳以上の人口 12,101人（男性 5,346人 女性 6,755人）

世帯数　20,438世帯　 18歳以下の人口   8,912人（男性 4,526人 女性 4,386人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 24.3％

印刷

◆公証人とは、裁判官や検事、法務局長などを長く務めた法律実務経験豊かな者の中から、
　法務大臣が任命する法律の専門家です。
◆心配ごと相談員とは、社会福祉協議会から委嘱を受けた、相談援助の豊富な経験を有する方です。

相談名
相談日時
相談内容
場所
申込等

元公証人による法律相談

相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律相談
あいあい１階　個別相談室

心配ごと相談

生活上のあらゆる心配ごと、困りごと
あいあい１階　相談室２

毎月第２、４金曜日　13：00～ 15：00

原則予約制ですが、当日申込可。費用は無料です。

株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

●『福祉・介護・看護の就職フェア』が開催されます。●『福祉・介護・看護の就職フェア』が開催されます。
　福祉・介護・看護のお仕事をお探しの方を対象に、就職セミナーと就職相談会が開催されます。
【日時】 平成26年7月13日（日）
　　　 10：30～ 12：00　就活応援セミナー「面接は事前準備で決まる！」
　　　　　　　　　　　　  講師：㈱アイデム　人と仕事研究所　小野山　哲朗　氏
　　　 13：00～ 15：30　福祉・介護・看護の就職フェア
【会場】 三重県総合文化センター（津市一身田上津部田1234）
【対象】 一般・学生　※セミナーのみ事前申込が必要です。託児室あり（予約制）。
【申込・お問い合せ】 三重県社会福祉協議会　福祉人材センター　☎059－227－5160

●『福祉・介護の職場体験』の参加者を募集します。●『福祉・介護の職場体験』の参加者を募集します。
　福祉のしごとってどんな仕事をするのかな？ 興味はあるけど、私にもできるかな？ 自分に向いているかな？
と思っている方、ぜひご参加ください。
【対 象 者】 福祉のしごとに関心のある方（学生可）　
【体 験 先】 県内福祉施設（高齢者、障がい者、児童）
【体験期間】 平成２６年５月から平成２７年２月まで　お１人２日以上１０日以内
【体験時間】 １日概ね６時間から８時間
【参 加 費】 無料　ただし、交通費、昼食代などは自己負担です。
【申込・お問い合せ】 三重県社会福祉協議会　福祉人材センター　☎059－227－5160

発行
〒519‒0164　亀山市羽若町545番地　市総合保健福祉センター｢あいあい｣内
　　　　　   TEL 0595‒82‒7985　FAX 0595‒83‒1578
ホームページアドレス  http://kameyama-shakyo.or.jp
　　　メールアドレス aiai@kameyama-shakyo.or.jp

亀山市社会福祉協議会
社会福祉法人

「社協」は 社 会福祉 協 議会の略称です。

平成26年７月１日発行

第38号

訪問介護・居宅介護・同行援護事業所（ホームヘルパー）と
居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）の事務所が移転しました。

前列はケアマネジャー、後列はホームヘルパー


