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法　　人

　仙北地区民生児童委員協議会（藤原テイ子会長）では、高齢者世帯やひとり暮
らし高齢者、障がい者のいる世帯を地図上に表示した「防災福祉マップ」を作成し
ました。
　同協議会は、地域で支援が必要と思われる高齢者世帯などを地図に表示し、民
生委員が日ごろの訪問活動や近隣の助け合い活動に役立てるために福祉マップづ
くりを4年前に始めました。しかし、日本各地で大きな地震災害が続き、自然災害に
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対する備えの必要性から、
あらためて「防災福祉マッ
プ」として作成に取り組み、
盛岡市が進める災害時要援
護者支援活動と併せて、災
害時に援助が必要な世帯か
らの理解と承諾を得て作成
したものです。
　「防災福祉マップ」には、
個人情報保護に配慮のため
氏名の表示ではなく、ひとり
暮らし高齢者、高齢者世
帯、ひとり暮らし高齢者、障がい者などの世帯が色別に表示されていて、変更が
あったときには随時、対象者の加除が行われています。
　「防災福祉マップ」は町内会自主防災隊の中で活用されてこそ生かされるとの考
えから、地区社会教育福祉推進会への積極的な働きかけと情報提供を行っており
ます。突然の災害時に、もし民生委員がいなくても町内会自主防災隊が災害時要
援護者の安否確認を迅速に行えるような体制づくりと、地域の助け合い、支え合
いの輪が広がるように取り組んでいます。

～民生委員として災害時に一人も見逃さないために～

仙北地区民生児童委員協議会が防災福祉マップを作成 担当エリアごとに作成された「防災福祉マップ」を
持つ仙北地区民生児童委員協議会のみなさん
担当エリアごとに作成された「防災福祉マップ」を
持つ仙北地区民生児童委員協議会のみなさん

個人情報保護に配慮しながらの作成

防災福祉マップ（地図の標記はイメージです）



2009年 7月15日No.146

1　どんな人が利用できるの？
　（1）認知症高齢者や知的、精神障がいにより福祉サービスの利用や日常生活
　　に必要な金銭の支払い等が自分で判断できない方、または不安な方。
　例えば…
　　・介護保険サービスを利用したいが、手続きの方法がわからない。
　　・介護保険サービスや配食サービスなどの利用料の支払い、公共料金の支
　　 払いなど、計画的な支払ができない。
　　・物忘れが多く、預金通帳や印鑑等の保管場所がわからなくなる。
　（2）認知症や知的、精神障がいはあるものの、サービスの内容や契約行為を
　　理解できる方でサービス利用を望んでいる方。

2　どんなサービスが受けられるの？
　・福祉サービスに関する情報提供
　・福祉サービスの利用料の支払い手続き
　・福祉サービスに関する苦情解決の援助
　・年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
　・病院への医療費の支払い
　・公共料金の支払い
　・日常的な生活費のお届け
　・日常生活の支援と併せて必要な書類等の預かり
　例えば…年金証書、不動産権利証、預金通帳、印鑑

3　利用手続きはどうすればいいの？
　（1）社会福祉協議会にお問い合わせください。
　（2）内容をお聞きして、専門員が伺います。
　（3）ガイドラインに沿った面接を行い、利用者の支
　　援計画をつくります。
　（4）本人と社会福祉協議会が契約を締結し、支
　　援を開始します。

4　利用契約は、本人の意思で行われます。
　　利用契約は、本人との契約となりますので、本人に利用の意思が無ければ契
　約できません。

5　この事業は、他の専門機関と連携して行います。
　例えば…地域包括支援センター、介護支援センター、ホームヘルパー事業
所、医療機関、生活保護担当課、市町村行政、地域の見守りネットワーク（民生
委員、町内会、ボランティア等）

6　利用料
　　利用料は1時間1,300円　1時間を超える支援は、1時間ごとに650円の加算。
　　ただし、生活保護受給者は無料。

日常生活自立支援事業についてのお問い合わせは、
盛岡市社会福祉協議会（TEL651-1000）へ。

　米内地区福祉推進会（米田ハツエ会長）では、平成20年度に実施した、地域
福祉ワークショップの中で地域の参加者で話し合われた内容を実践に向けて、
活動を始めます。
　米内地区で行われた地域福祉ワークショップでは、地域の課題や意見として

「高齢者の買い物やゴミ出し、雪
かき支援」や「地域防災組織の立
ち上げ」、「ボランティア活動が
活発な地域に」などが出され、こ
れらの課題を解決するための活動
をすることを目標としています。
　米田会長は、「地区のために既
にボランティア活動をしている方
もいます。更にボランティアによ
る地域の助け合いを進めるため、
ボランティア養成に向けた講座な

どを開催し、地域住民に参加を呼
びかけ活動の輪を広げていきた
い。また、地域的に高齢者の移動
手段が課題であり、買い物や行事
への参加のための送迎サービスも
考えたい」と話していました。
　米内地区福祉推進会ではこのほ
か、幼稚園児との世代間交流や子
育てサロンの開催、一人暮らし高
齢者等の見守り、中学生によるふ
れあい活動、介護教室の開催など
の活動を行っています。
　また、新たに防災福祉マップ作成にも取り組むこととしており、災害などの緊
急時の連絡体制の整備と要援護者の安否確認が迅速にできるよう、安全と安心の
地域づくりを進める予定です。

福祉もりおか

　盛岡市社会福祉協議会では、歩行困難な高齢者や身体に障がいのある方々の外出
を支援するため、無料で車いす同乗福祉自動車の貸出をしています。
　車両は、ワンボックス軽自動車（オートマチック、四輪駆動車）の車いす仕様車です。

○利用対象者　車いすを使用しなければ移動が困難な盛岡市民。
○運転手　親族を運転手としてください。また、運転者は20歳以上で普通自動車運転免
許取得後、１年以上の方です。

○利用目的　入退院、通院のほか、行事への参加、行
楽などにも利用できます。

○利用地域　盛岡市、八幡平市、花巻市、雫石町、葛
巻町、岩手町、滝沢村、紫波町、矢巾町

　※高速道路は使用不可
○利用回数　お一人月３回まで利用できます。
○利用方法　盛岡市社会福祉協議会
　（TEL651-1000）または盛岡市社会福祉協議会玉山
支所（TEL683-2743）へお問い合わせください。

「日常生活自立支援事業」のご案内

ぷらっとキャブの貸出おでかけ送迎サービス ぷらっとキャブの貸出
（車いす同乗福祉自動車）

　盛岡市社会福祉協議会では、車いすのまま乗車が可能な車両を使用し、歩行困難な高齢
者や障がいのある方を対象として、運転ボランティアによる送迎サービスを実施しています。

・医療機関への通院や入退院等に利用できます。
・利用回数は、お一人月２回まで利用できます。
・運行日は、月曜日～金曜日（国民の祝日と年末年
始、8月13日から8月16日を除く）です。

・利用時間
   （1）午前の利用　９時以降～１２時３０分
   （2）午後の利用　１３時３０分以降～１６時
　※地域によっては、利用時間の変更をお願いする場合があります。
・添乗者（介助者）が必ず同行してください。（お一人では運行できません。）
　　盛岡市社会福祉協議会では、おでかけ送迎サービスに運転ボランティアとしてご協
力いただける方を募集しています。
　問い合わせ先　　盛岡市社会福祉協議会　（TEL 651-1000）
　　　　　　　　　盛岡市社会福祉協議会 玉山支所　（TEL 683-2743）

おでかけ送迎サービス

あんしんねっと　あんしんねっと　あんしんねっと　

～地域ボランティア活動の取り組みに向けて～
米内地区福祉推進会が活動を始めます

　日常生活自立支援事業は、認知症の高齢者や知的障がい、精神障がいを
持った方が安心して日常生活が送れるように、福祉サービスの利用援助やそれに
ともなうお金の管理などをお手伝いする事業です。

ご利用
ください

子育て支援のようす

中学生のボランティア活動



もっとひろがれ

ボランティアの輪

犬とふれあい、心を癒す
いや

動物介在活動・ワンちゃんクラブ
「こんにちは。ぼくは
エアデ－ルテリアの研
ちゃんです。男の子で
す。今日はよろしくお
願いします」
　この日は老人福祉
施設の「ワンちゃんク
ラブ」の日。けんちゃ
んのほか、ゴールデン
レトリーバーのアンリ

ちゃん、ミニチュアダックスフントのもぐもぐちゃん、パピヨン
のポコポコちゃんの４匹が施設を訪れた。
　それぞれごあいさつ（紹介）が済むとさっそくお年寄り一
人ひとりを回ってスキンシップ。お年寄りたちはなでなでした
り、だっこしたりして「かわいいね～、いい子だね～」と表情
をくずす。「わんちゃんが来ると表情が変わるのよね！」と周
りで見守るヘルパーさんたち。
　30分間ほど、お年寄りたちと犬とのほのぼのとしたふれ合
いが続いた。

　新屋さんがこの活動を始めたのは10年ほど前。慰問ボラン
ティアの人から、いつも枕元に犬のぬいぐるみを置いてワン
ちゃんに会いたいと言ってるお年寄りがいるので訪問してみて
くれないか、と相談されたのがきっかけだった。新屋さんは犬
の訓練所を経営しているので、犬の種類も頭数もいるし、犬の
オーナーもたくさん知っていたので、その人たちの協力も得て
活動を始めた。
　訪問する犬にはそれ用の訓練もするが、もともとおとなしく
人に触られても吠えない犬を選抜する。一頭ごとに犬をしっか
りコントロールできるオーナーか訓練所職員が付く。そして、中
には犬が苦手な人もいるので、必ず「ワンちゃんは大丈夫です
か？」と確かめながらスキンシップさせる約束だ。
　「皆さんがワンちゃんとふれ合い、喜んで元気になってくれ
れば私たちもうれしいです」と新屋さん。

あなたの力を
ボランティアへ

　盛岡市社会福祉協議会には、たく
さんのボランティア団体が登録して
います。
　「どういうボランティアがある
の？」「このボランティア団体を見学
（または参加）したい」など、ボラン
ティア団体に関するさまざまなご質
問に電話や窓口でお答えします。
　ボランティアに興味がある方、何
か力になりたいと考えている方は、
盛岡市社会福祉協議会地域福祉課
（TEL651-1000）までご連絡くだ
さい。
　みなさんの気持ちとパワーをお待
ちしています！！

第４７回鯉のぼり子どものつどい
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ワンちゃんクラブ
代　表　新屋 映子（しんや　えいこ）さん
電　話　654-3326
会　員　約10名

盛岡市社会福祉協議会の
主催・共催、協賛事業　5～6月の催しから

　5月5日のこどもの日に、ボランティアグル
ープ「盛岡世代にかける橋」の主催によ

り、「第47回鯉のぼり子どものつどい」が盛
岡城跡公園を会場に開催されました。

　当日は天気に恵まれ、約500名の子ども
たちが参加し、たくさんのゲームやジャ

ンケン大会などで元気いっぱいに楽しん
でいました。毎年恒例の綱引き勝負は

今年も女の子チームが勝ちました。

児童福祉講演会

　5月12日、盛岡市総合福祉センターを会場
に児童福祉講演会が開催されました。「青少
年の現状と問題」を演題として青少年の非行
について盛岡東警察署生活安全課の阿部
均氏による講演に、約120名の参加者は熱心
に聞き入っていました。

さわやか新緑を満喫 児童館活動より

　盛岡市立日戸児童館（登録児童47
名）では、6月1日に自然観察会を行いま
した。講師は地元の中野寛次郎さん
で、ハヤブサなどの鳥類、虫、木、草花
など25種類以上の生物を調べました。
　人工のウグイスの鳴き声を聞かせる
ことにより本物のウグイスをおびき寄せ、
鳴き声を近くで聞いたり、望遠レンズで
遠くのものを間近に感じたりと、さわや
かな新緑のもと、とても有意義な楽しい
時間を過ごしました。

第38回歩け歩け運動

　5月6日、市子ども会育成会連絡協議会と
市社会福祉協議会の主催で歩け歩け運動
～クイズオリエンテーリング～が行われ、60
名の親子が参加しました。
　高松の池から愛宕山展望台まで、クイズ
を解きながら歩き、ゴールの愛宕山展望台
では宝探しやジャンケンゲ―ムなどが行わ
れ、たくさんの景品を手にゴールデンウィーク
の一日を楽しく過ごしました。

ワンちゃんを迎えてお年寄りたちの表情が明るくなる

施設のホールで行われたワンちゃんとのふれ合いのひととき

ほ



　「新型インフルエンザ」はフェーズ６になり、長期戦になるのではという見方も出てきています。夏に
向けて収まってくるのでは、という期待もむなしく、一向に収まる気配がありません。手洗い、うがいな
どの予防はもちろん、「もしかかってしまったら」の対応を、考えておかなければと感じました。
　さて、一面の「防災福祉マップ作り」いかがでしたか？　防災時の対応だけでなく、今回のインフル
エンザなど、ご近所との連携がますます必要になってきている昨今。「いざ!！」というとき、声を掛け合
い、助け合える地域づくりの参考にしてみてはいかがでしょうか。（O）

地球環境に配慮し、古紙配合率100％再生紙に大豆油インキで印刷しています。

●盛岡市社会福祉協議会 携帯電話向け情報サイト

http://www.morioka-shakyo.or.jp/i.html
QRコード対応の携帯電話でこのQRコードを撮影すると面倒な入力なしで
簡単にサイトにアクセスできます。

平成21年4月30日～平成21年6月30日（敬称略）
「社会福祉活動の推進に」と次の方々からご寄付をいただきました。
ご協力に感謝し報告申し上げます。
●一般寄付
　　社会福祉のために
　　　第24回チャリティー合同演芸会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90,181円
　　　地域活性化歌手　須川昭夫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
　　　吉田太陽歌謡会有志・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円
　　　匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
　　総合福祉センター補修準備積立金として
　　　NPO法人　岩手シークエンスダンス会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
●物品寄付
　　　大久保敏彦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車いす2台

■第38回盛岡市子ども会スポーツ大会　　
日　時：8月2日（日） 午前8時30分～
場　所：盛岡市アイスアリーナ
主　催：盛岡市子ども会育成会連絡協議会
　市内各学区の予選を勝ち抜いたドッジボールチーム
が熱戦を繰り広げます。ぜひご観戦ください。

■県いきいきシルバースポーツ大会　　　　
日　時：9月5日（土） 午前9時～
場　所：県営運動公園陸上競技場
　県内各地から予選を勝ち抜いた選手が集結し、徒競
走やリレー、ボール送り競技などのフィールド競技を行い
ます。市民の皆さんの応援よろしくお願いします。

■市民福祉茶会　
日　時：9月6日（日） 午後１時～
場　所：杜陵老人福祉センター（南大通1丁目7-5）
　盛岡市茶道協会のご協力で、65歳以上の盛岡市民の方を福祉茶会へ招待して
います。招待券は盛岡市総合福祉センター１階事務室でお申し込みください。

　身近な地域で住民同士の交流を活発にすることを目的に、現在サロン活動を行っている
方、これから行ってみたい方を対象にした交流会を開催します。
日　　時：平成21年8月29日（土）午後1時30分～4時30分
場　　所：盛岡市総合福祉センター
内　　容：事例紹介・情報交換等
定　　員：50名
　参加希望の方は8月12日(水)までに盛岡市社会福祉協議会（TEL651-1000）
　へ電話でお申し込みください。
※「ふれあいサロン」は、高齢者同士や子育て中のお母さん方のふれあい交流の
場を地域の皆さんで主体的に継続して取り組む活動です。

　盛岡市社会福祉協議会では、各種福祉サービスや相談活動、ボランティア活動、市民活
動の支援など、在宅福祉・地域福祉活動の推進に取り組んでいます。
　この活動を推進するために、市民の皆様に「世帯会費」として、１世帯年額200円のご協
力を町内会・自治会等を通じてお願いしています。
　市民お一人おひとりのご協力が福祉のまちづくりに生かされます。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　盛岡市社会福祉協議会玉山支所では、弁護士による無料法律相談を行います。（予約制）
日　時：平成２１年７月２４日（金） 午前10時～午後3時
場　所：盛岡市玉山総合福祉センター  盛岡市玉山区渋民77-1
定　員：８名（定員に達し次第締め切り）
予約先：盛岡市社会福祉協議会玉山支所　TEL683-2743

期　日
7月18日
　　23日
　　25日
　　25日
8月 4日
　　22日
　　22日

時　間
17：00～
17：30～
17：00～
12：00～
10：00～
16：00～
11：00～

行　事　名
巻堀児童館夕涼み会
日戸児童館夏祭り
城内学童クラブわんぱく夏祭り
渋民児童館親子夏祭り
玉山区児童館まつり
生出児童館夕涼み会
好摩児童館バザー

場　所
巻堀児童館
日戸児童館
城内コミュニティセンター
渋民児童館
渋民総合体育館
生出児童館
好摩児童館
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催し案内 8～9月催し案内 8～9月

弁護士無料法律相談

　盛岡弁に親しむ会・うたう集いの実行委員会では、次のとおり「盛岡弁による
秋まつりを語り、うたう集い」を開催します。
日　　時：平成21年7月28日（火）午後1時30分～午後3時
場　　所：プラザおでって3階ホール
入 場 料：無料
入場定員：先着200名
内　　容：（1）記念講演　盛岡市長　谷藤裕明　氏
　　　　　（2）三百年の歴史を祝う、市民による盛岡山車音頭上げの披露
問い合せ：TEL638-6952（佐々木）

市民公開講座

　盛岡市社会福祉協議会では、高校生を対象にボランティアスクールを開催します。
日　　時：平成21年8月４日（火）、５日（水）両日とも午前9時～午後4時
場　　所：盛岡市総合福祉センター
内　　容：講義、点字体験、手話体験、キャップハンディ体験など
参 加 費：無料
申 込 先：盛岡市社会福祉協議会（TEL651-1000）へ7月27日までにお申し込みください。

「福祉もりおか」の広告掲載企業を募集しています。
１回あたりの発行部数は約12万5千部で全世帯配布（一部町内会
は回覧）です。
■広告料及び掲載スペース
　100,000円　　　横/約243ｍｍ × 縦/約129ｍｍ
　  50,000円　　　横/約243ｍｍ × 縦/約 64ｍｍ
■問い合わせ先
　盛岡市社会福祉協議会　地域福祉課　TEL６５１-１０００

高校生ボランティアスクール参加者募集

ま ご こ ろ

　盛岡市社会福祉協議会では、盛岡駅西口ヘルパーステーションで働くホームヘル
パーを下記の要領で募集します。
募集職種：ホームヘルパー
必要資格：ホームヘルパー２級以上または、介護福祉士資格
雇用形態：非常勤（時間給）
募集期間：随時
募集人数：若干名
勤 務 地：盛岡駅西口ヘルパーステーション（盛岡駅西通1丁目2-2）
詳しくは、盛岡駅西口ヘルパーステーション　TEL653-3013まで

ホームヘルパー募集

ふれあいサロン活動交流会のお知らせ

玉山区内

児童館夏季行事の
お知らせ

玉山区内

児童館夏季行事の
お知らせ

愛の200円
社協「世帯会費」のお願いについて

＊子どもたちが出店します。（児童館まつり除く） 地域の皆さんのご来場をお待ちしています。

昨年の児童館まつり

写真はいずれも昨年の大会より

　先号（5月15日号／No145）の4面「囲碁将棋大会」の記事中、盛岡市老人クラブ連合
会の電話、ファックス番号が間違っていました。下記のとおり訂正しお詫び申し上げます。

盛岡市老人クラブ連合会　TEL６５４-２１８０
　　　　　　　　　　　  FAX６５４-２１９０

・訂正とお詫び・

広告スペース

表紙

約243mm×約129mm

事業のPR活動に広告をご活用下さい


	01
	02
	03
	04

