資料１
平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会等の取組状況について

１

大船渡市地域包括ケア推進本部の開催状況
市長を本部長とする「地域包括ケア推進本部」。
地域包括ケアシステムの構築に向け、関係施策を総合的、効果的に推進する。

平成 30 年
７月 30 日

平成 30 年度第１回大船渡市地域包括ケア推進本部会議（12 人）
・活動報告
地域の現状・課題を知るためのアンケートを実施して
発表者：日頃市地区助け合い協議会 事務局長兼生活支援コーディネーター
盛地区助け合い協議会 事務局長兼生活支援コーディネーター

船野克之氏
佐藤勝利氏

・第１層生活支援コーディネーター業務の委託について
12 月 25 日

平成 30 年度第２回大船渡市地域包括ケア推進本部会議（13 人）
・大船渡市地域助け合い協議会の開催状況について
・各地区における地域助け合い協議会の設置・運営の状況について
・大船渡市地域助け合い創出研究会の開催状況について
・大船渡市高齢者交流サロン運営状況について
・大船渡市認知症カフェ運営事業補助金の申請状況について
・市内のサロン・サークル活動状況について
・大船渡市生活支援コーディネーター等情報連絡会の開催状況について

平成 31 年
３月 12 日

平成 30 年度第３回大船渡市地域包括ケア推進本部会議（13 人）
・大船渡市地域助け合い協議会等の取組について
・各地区における地域助け合い協議会の設置・運営の状況について
・第 1 層生活支援コーディネーター業務について
・在宅医療・介護連携の取組について
・認知症施策推進事業の取組について
・介護予防事業の取組について
(情報提供)災害公営住宅コミュニティ形成支援活動状況について

２

大船渡市地域助け合い協議会の開催状況
地域における支え合い活動創出に向けた取組、並びに地域包括ケアに関し、市内の各団体の連携
及び一体化を要する課題について関係者が一堂に会し協議する。
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平成 30 年
５月 17 日 大船渡市地域助け合い協議会委員委嘱状交付式並びに平成 30 年度第１回協議会
(市版）開催（24 人）
・会長及び副会長の選出
・高齢者を取り巻く最近の情勢と地域助け合い活動について
・大船渡市における地域包括ケア推進体制について
・第 1 層生活支援コーディネーター業務の委託について
・地区版地域助け合い協議会の設置状況について
・平成 30 年度大船渡市高齢者交流サロン運営事業補助金の申請状況について
・各地区の状況について
平成 31 年
２月 18 日 平成 30 年度第２回地域助け合い協議会（市版）開催（24 人）
・大船渡市地域助け合い協議会等の開催状況について
・各地区における地域助け合い協議会の設置・運営の状況について
・大船渡市地域助け合い創出研究会の開催状況について
・大船渡市生活支援コーディネーター等情報連絡会の開催状況について
・平成 31 年度大船渡市地域助け合い協議会等の開催計画について

３

大船渡市地域助け合い創出研究会の開催状況
全国の先進地に講師を依頼し、介護保険等各種制度や各地の助け合い活動を学ぶ
地域での顔の見える関係づくりの構築

平成 30 年
６月 29 日

平成 30 年度第１回地域助け合い創出研究会開催（84 人）
・活動事例紹介
陸前高田市「暮らしささえ隊」養成講座の取り組みについて
－陸前高田市民生部保健課

主事 佐藤隆氏

住田町「よりあいカフェ事業」の取り組みについて
－社会福祉法人住田町社会福祉協議会総務課 課長補佐 菅野英子氏
地域の現状・課題を知るためのアンケートを実施して
－日頃市地区助け合い協議会 事務局長兼生活支援コーディネーター 船野克之氏
・グループでの意見交換
９月 25 日

平成 30 年度第２回地域助け合い創出研究会開催（74 人）
・講演「高齢者の通いの場の充実と社会参加について」
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－講師：秋田県小坂町福祉課町民福祉班 主事 三政貴秀氏
・グループでの意見交換
12 月３日

平成 30 年度第３回地域助け合い創出研究会開催（77 人）
・講演「地域の移動手段を考える」
－講師：ＮＰＯ法人いわて地域づくり支援センター

常務理事 若菜千穂氏

・グループでの意見交換

４

各地区の動き

・蛸ノ浦地区は、助け合い活動についてのアンケート調査を実施したほか、清水地域において住民
支え合いマップづくりを行った。
・吉浜地区は、地区内で配達等を行っている小売店の取材やサロンの状況把握等を行い、地域住民
へのＰＲに努めた。
・盛地区は、高齢者同士の緊急時の連絡網「テレコール・システム」の登録を開始、認知症サポー
ター研修会も開催した。
・赤崎地区は、地区内で行われている各グループの活動状況把握のための視察や高齢者の課題把握
のためのアンケート調査を実施した。
・日頃市地区は、小通地域において住民支え合いマップづくりを行ったほか、地区内の介護事業所
や社会福祉協議会の職員を講師に各種研修会を開催した。
・大船渡地区は、平成 29 年度に実施した「助け合いを広めるためのアンケート」の結果を元に、各
地域を回る「おはなし会」を継続して開催したほか、勉強会では、生活支援サービスに関すること
や地区内の３つのサロンからの事例発表も行った。
・末崎地区は、平成 30 年８月に設立し、助け合いに係るアンケートの実施や、よりよいサロンを行
うための研修会を開催した。
・綾里地区は、平成 30 年８月に設立。お茶会サロンに参加し、協議会設立の説明と地域課題等につ
いて参加者と話し合いを行ったほか、介護保険制度等についての学習会の開催、地区内のニーズ把
握のためのアンケート調査を実施した。
・猪川地区は、平成 30 年８月に設立し、後期高齢者の意識調査の実施、地区内で行われているサロ
ンの実態調査を行った。
・立根地区は、平成 30 年 12 月に設立し、助け合い活動に関するアンケート調査の実施、調査結果
の分析検討会を開催した。
・越喜来地区は、助け合い協議会の設立に向けた勉強会を重ね、平成 31 年４月に協議会を設立した。
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＜蛸ノ浦地区＞
平成 30 年
４月 17 日

大船渡市地域包括ケア推進室、さわやか福祉財団阿部・竹下コーディネーター、大
船渡市市民活動センター木下センター長との話し合い（7 人）
・移動サービスボランティアの取り組みについて
・囲碁講座の開催について

４月 19 日

そよかぜサロン、囲碁講座案内チラシ作成、配布（6 人）

４月 23 日

蛸ノ浦地区助け合い協議会役員会・会計監査 (7 人)

４月 26 日

蛸ノ浦地域お茶っこ会「そよかぜサロン」開催（準備 5 人、参加者 17 人）

４月 28 日

やさしい囲碁講座（9 人）
・指導者:木谷正道氏、王 銘琬九段、田村ことり氏(猪川小 2 年)ほか

４月 28 日

蛸ノ浦地区助け合い協議会総会(17 人)
蛸ノ浦地区助け合い協議会研修会(17 人)
・地域包括ケアと助け合い協議会の在り方
説明「地域助け合い活動への取り組み方、地区版地域助け合い協議会の活動につい
て」
：市

月

蛸ノ浦アパート

蛸ノ浦地区漁村厚生施設

大澤宅

清水コミュニティセンター

（上蛸ノ浦地域）

（下蛸ノ浦地域）

(長崎地域)

(清水地域)

長崎サロン

清水さわやかサロン

(健康体操後、サロンを行う)
健康体操

アパートサロ

健康体操

(ラジオ体操

ン

(ラジオ体操

(ラジオ体操

＋α)

＋α)

＋α)

そよかぜサロン

４

19 日間／延べ 126 人

19 日間／延べ 126 人

19 日間／延べ 116 人

１回／17 人

7 回／延べ 42 人

１回／10 人

５

21 日間／延べ 131 人

21 日間／延べ 131 人

22 日間／延べ 128 人

１回／16 人

9 回／延べ 64 人

１回／12 人

６

20 日間／延べ 153 人

20 日間／延べ 153 人

23 日間／延べ 143 人

１回／13 人

9 回／延べ 59 人

１回／10 人

７

20 日間／延べ 156 人

20 日間／延べ 156 人

25 日間／延べ 152 人

１回／14 人

8 回／延べ 52 人

１回／8 人

８

16 日間／延べ 118 人

16 日間／延べ 118 人

18 日間／延べ 110 人

１回／16 人

5 回／延べ 35 人

１回／8 人

９

19 日間／延べ 148 人

19 日間／延べ 148 人

22 日間／延べ 128 人

１回／13 人

8 回／延べ 58 人

2 回／19 人

10

22 日間／延べ 173 人

22 日間／延べ 173 人

25 日間／延べ 144 人

１回／16 人

6 回／延べ 41 人

2 回／16 人
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22 日間／延べ 162 人

22 日間／延べ 162 人

26 日間／延べ 158 人

１回／16 人

8 回／延べ 52 人

2 回／16 人
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19 日間／延べ 112 人

19 日間／延べ 112 人

22 日間／延べ 137 人

１回／18 人

6 回／延べ 46 人

１回／12 人

１

19 日間／延べ 154 人

19 日間／延べ 154 人

18 日間／延べ 130 人

１回／18 人

7 回／延べ 52 人

１回／11 人

２

20 日間／延べ 179 人

20 日間／延べ 179 人

24 日間／延べ 160 人

１回／18 人

7 回／延べ 54 人

１回／12 人

３

20 日間／延べ 138 人

20 日間／延べ 138 人

24 日間／延べ 164 人

8 回／延べ 48 人

‐
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平成 30 年
５月 16 日

五葉温泉ミニデイサービス参加（7 人）
住民アンケートについての話し合い（2 人）

５月 31 日

蛸ノ浦地区助け合い協議会役員会(9 人)
・高齢者アンケートの実施について（助け合い活動についてのアンケート）
・地域助け合いマップ作りについて

６月２日

民謡ショー鑑賞：蛸ノ浦アパート(22 人)

６月６日、13 日、27 日
６月７日

認知症予防教室参加(1 人)

蛸ノ浦地区助け合い協議会役員打合せ(9 人)
・高齢者アンケート（助け合い活動についてのアンケート）の実施について

６月 11 日

そよかぜサロンチラシ作成、配布(5 人)

６月 12 日

高齢者アンケート（助け合い活動についてのアンケート）を各地域公民館に依頼
(4 人)

６月 15 日～７月１日

助け合い活動についてのアンケート調査実施
対象：6/15 現在、蛸ノ浦地区在住、70 歳以上の全員 計 292 名

７月 11 日～12 日

高齢者アンケート集計作業（助け合い活動についてのアンケート）(2 人)

７月 11 日、25 日

認知症予防教室参加(1 人)

７月 12 日

そよかぜサロンチラシ作成、配布(5 人)

８月 17 日

そよかぜサロンチラシ作成、配布(4 人)

８月 31 日

さんりくウェルネス健康運動(7 人)

９月５日

蛸ノ浦地区助け合い協議会役員会(8 人)
・高齢者アンケート実施の結果報告について（助け合い活動についてのアンケート）
・地域助け合いマップ作りについて

９月 13 日

蛸ノ浦地区助け合い協議会(18 人)
・高齢者アンケート実施の結果報告（助け合い活動についてのアンケート）
・地域助け合いマップ作りについて

９月 14 日

そよかぜサロンチラシ作成、配布(5 人)

９月 15 日

相模女子大生との交流会：蛸ノ浦アパート(9 人)

10 月 15 日

そよかぜサロンチラシ作成、配布(5 人)

10 月 17 日

そよかぜサロンチラシ配布 (5 人)

10 月 27 日

地区公民館ミニ文化参加祭参加 (25 人)、お茶会(呈茶サービス)参加(9 人)

12 月 13 日

そよかぜサロンチラシ作成、配布(5 人)

12 月 14 日

災害ボランティア養成講座参加(1 人)

12 月 17 日

綾里地区助け合い協議会研修会(講師として出席:1 人)
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平成 31 年
１月９日

市地域包括ケア推進室・市第 1 層生活支援コーディネーターによるヒアリング対応
（3 人）

１月 31 日

住民支え合いマップづくりから見えてくるもの(清水地域住民:参加者 11 人)

３月 18 日

そよかぜサロンチラシ配布(5 人)

３月 20 日

三陸ウェルネス 大ケ生瞳さんとのお別れ会(11 人)

※平成 30 年４月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結

＜吉浜地区＞
平成 30 年
４月５日

大野地区サロンの今後の運営等に係る話し合い（9 人）

４月 12 日

大野地区サロンの今後の運営等に係る話し合い（7 人）

４月 25 日

平成 29 年度活動報告書等の作成に係る相談（扇洞地区のサロン 2 人）

４月 26 日

健康体操講座（大野部落公民館:11 人）

４月 28 日

平成 29 年度活動報告書等の作成に係る相談（中通地区のサロン 2 人）

５月１日

吉浜地区助け合い協議会だより作成・印刷・配布準備作業（2 人）

５月７日

吉浜地区助け合い協議会決算監査（2 人）

５月 13 日

ウォーキング(中通り地区:参加者なしのため中止)（2 人）

５月 18 日

地域資源マップづくり
・大船渡市社会福祉協議会の職員を講師に、住民支え合いマップを作成。下通地域
について実施。
（9 人）

５月 22 日

お茶のみサロン開設に係る相談（2 人）
平成 30 年度大船渡支えあい地域サロン活動助成金申請に係る相談(2 件:4 人）

５月 28 日

平成 30 年度総会及び第 1 回定例会（13 人）

５月 29 日

今後の事業に係る依頼（1 人）
吉浜小学校…夏休み期間中のラジオ体操等に係る打合せ日程について
大船渡市社会福祉協議会…6 月開催の中通地区のマップ作りについて
吉浜漁業協同組合…料理教室について

６月４日

吉浜地区助け合い協議会だより印刷・配布準備（1 人）

６月５日

吉浜小学校と夏休み期間中におけるラジオ体操の打合せ（2 人）

６月７日

健康講座（9 人）

６月 13 日

マップ作り(中通り)の協力依頼（1 人）

６月 20 日

地域資源マップづくり
・大船渡市社会福祉協議会の職員を講師に、住民支え合いマップを作成。中通地域
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について実施。
（12 人）
６月 29 日

吉浜地区内の小売店訪問(8 店:1 人）
・配達等の調査及び吉浜地区助け合い協議会だよりへの掲載依頼
吉浜地区助け合い協議会だよりへの掲載依頼(2 件:1 人）
吉浜地区助け合い協議会だより作成（1 人）

６月 30 日

サロン設立に係る話し合い(中通:4 人）
吉浜地区助け合い協議会だより掲載内容に係る訪問(5 店:1 人）

７月１日

吉浜地区助け合い協議会だより(案)作成、記事掲載予定小売店に掲載内容の確認
（1 人）

７月２日

吉浜地区助け合い協議会だより作成（1 人）

７月３日

吉浜地区助け合い協議会だより印刷・配布準備（1 人）

７月 12 日

健康講座：大野サロン（8 人）

７月 13 日～16 日

吉浜小学校に対し、夏休み期間中におけるラジオ体操実施に係る依頼（1 人）
ＰＴＡ地区委員に対し、夏休み期間中におけるラジオ体操実施日の確認（1 人）

７月 18 日

吉浜地区助け合い協議会だより作成・印刷・配布準備作業（2 人）

７月 26 日

ラジオ体操(大野地区、中通地区)
・大野地区 5 人(うち大人 2 人)
・中通地区

７月 27 日

ラジオ体操(中通地区)
・中通地区

７月 30 日

７月 31 日

5 人(うち大人 2 人)

6 人(うち大人 1 人)

ラジオ体操(中通地区、上通地区、下通地区、扇洞地区、根白地区、千歳地区)
・中通地区

7 人(うち大人 2 人)

・上通地区

14 人(うち大人 7 人)

・下通地区

10 人(うち大人 6 人)

・扇洞地区

9 人(うち大人 3 人)

・根白地区

15 人(うち大人 5 人)

・千歳地区

19 人(うち大人 7 人)

ラジオ体操(上通地区、下通地区、根白地区)
・上通地区 18 人(うち大人 10 人)
・下通地区

10 人(うち大人 6 人)

・根白地区

14 人(うち大人 4 人)

７月 30 日

第 2 回定例会資料作成（1 人）

７月 31 日

吉浜地区助け合い協議会第 2 回定例会（11 人）

８月１日～２日 吉浜地区助け合い協議会だよりの掲載店取材・案作成（1 人）
８月１日

ラジオ体操(大野地区、中通地区、上通地区、下通地区、根白地区)
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８月２日

８月３日

・大野地区

6 人(うち大人 2 人)

・中通地区

6 人(うち大人 1 人)

・上通地区

17 人(うち大人 9 人)

・下通地区

8 人(うち大人 4 人)

・根白地区

14 人(うち大人 4 人)

ラジオ体操(大野地区、中通地区、上通地区、下通地区、根白地区)
・大野地区

5 人(うち大人 2 人)

・中通地区

6 人(うち大人 1 人)

・上通地区

17 人(うち大人 9 人)

・下通地区

8 人(うち大人 4 人)

・根白地区

12 人(うち大人 3 人)

ラジオ体操(中通地区、下通地区、根白地区)
・中通地区

6 人(うち大人 2 人)

・下通地区

8 人(うち大人 4 人)

・根白地区

13 人(うち大人 3 人)

８月４日

吉浜地区助け合い協議会だより最終版作成（1 人）

８月６日

吉浜地区助け合い協議会だより印刷・配布準備（1 人）

８月６日

ラジオ体操(中通地区)
・中通地区

８月７日

ラジオ体操(中通地区)
・中通地区

８月９日

6 人(うち大人 1 人)

ラジオ体操(中通地区)
・中通地区

８月 10 日

6 人(うち大人 1 人)

4 人(うち大人 0 人)

ラジオ体操(大野地区、中通地区、上通地区、下通地区、根白地区)
・大野地区

4 人(うち大人 1 人)

・中通地区

4 人(うち大人 0 人)

・上通地区

14 人(うち大人 9 人)

・下通地区

9 人(うち大人 5 人)

・根白地区

16 人(うち大人 5 人)

８月 26 日

ラジオ体操参加者数のとりまとめ（1 人）

８月 28 日

サロン「ひまわり」訪問（1 人）

８月 29 日

サロン「たんぽぽの会」訪問（1 人）

８月 30 日

吉浜地区助け合い協議会だよりの掲載店取材（1 人）

９月３日

吉浜地区助け合い協議会だより作成（1 人）

９月４日

吉浜地区助け合い協議会だより印刷・配布準備
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吉浜地区助け合い協議会だより定例会の資料準備（1 人）
９月５日

サロン「たんぽぽの会」訪問（1 人）

９月 11 日

吉浜地区助け合い協議会第 3 回定例会（9 人）
・7～8 月の活動状況について
・夏休み期間中のラジオ体操参加者について

９月 19 日

サロン「たんぽぽの会」訪問（1 人）

９月 20 日

大野サロン訪問（1 人）

９月 21 日

地域資源マップづくり
・大船渡市社会福祉協議会の職員を講師に、住民支え合いマップを作成。千歳地
域について実施。
（11 人）

９月 27 日

大野サロン訪問（1 人）

10 月２日

吉浜地区助け合い協議会だより作成・印刷・配布準備（2 人）

10 月 18 日

大野サロンの活動見学（1 人）
下通地域サロン「いこいの家」活動見学（1 人）

10 月 19 日

ＤＶＤ鑑賞会（2 人、参加者:千歳地域住民 11 人）

10 月 22 日

サロン「こごらのお茶っこ飲み会（お湯っこ編）
」に参加（1 人）

10 月 28 日

料理講習会共催（1 人、参加者：吉浜漁協女性部員 28 人）
吉浜漁協女性部主催の「料理講習会」を共催で開催。
この中で、吉浜地区助け合い協議会の説明等を行う。

10 月 29 日

市地域包括ケア推進室・市第 1 層生活支援コーディネーターによるヒアリング対
応（2 人）

11 月１日

下通地域サロン「いこいの家」取材（1 人）
・サロンの現状把握、情報提供等

11 月７日

12 月 8 日開催予定の健康づくり教室の打合せ（2 人）

11 月 19 日

健康づくり教室のチラシ印刷・配布準備（1 人）
吉浜地区助け合い協議会第 4 回定例会資料作成・印刷等（1 人）

11 月 22 日

第 1 回温泉サロン実施（参加者 9 人）
・会場：陸前高田市「玉乃湯」

11 月 30 日

吉浜地区助け合い協議会第 4 回定例会（10 人）
・9～11 月の活動状況について

12 月１日

サロン「こごらのお茶っこ飲み会」での映画鑑賞会の打合せ（2 人）

12 月３日

サロン「こごらのお茶っこ飲み会」参加（1 人、参加者: 4 人）

12 月８日

いきいき元気 健康づくり教室共催（2 人、主催者：3 人、参加者:4 人）
・ＮＰＯ法人いわてＮＰＯフォーラム 21 主催の「いきいき元気 健康づくり教
室」を共催で開催。
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12 月 13 日～20 日

吉浜地区助け合い協議会だより作成・印刷・配布準備作業（2 人）
吉浜地区助け合い協議会だより作成（2 人）
1 月 27 日開催予定の交流会に係る協力依頼（各サロンの代表者宅を訪問）
（2 人）

平成 31 年
１月７日

吉浜地区助け合い協議会だより作成・印刷・配布準備（1 人）

１月 17 日

大野サロンにおける映画鑑賞会参加（1 人、参加者:13 人）

１月 17 日～27 日

吉浜地区助け合い協議会交流会及びミニミニ文化祭に係る協力依頼、準備等
（5 人）

１月 20 日

吉浜地区助け合い協議会凧作り教室（参加者:28 人）

１月 27 日

吉浜地区助け合い協議会凧揚げ大会（参加者:40 人）
吉浜地区助け合い協議会交流会（参加者:60 人）
ミニミニ文化祭（出展者:26 人）

１月 29 日

吉浜地区助け合い協議会凧作り教室、凧揚げ大会、交流会及びミニミニ文化祭
に係るアンケートへの協力依頼（参加者:40 人）

１月 31 日

吉浜地区助け合い協議会第 5 回定例会（11 人）
・12～1 月の活動状況について

２月６日

根白地区の状況等聞き取り（2 人）

２月 10 日

根白地区の方々へ根白地区のマップづくりの協力依頼（1 人）

２月 21 日

上通地区映画鑑賞会及び昼食会の開催（参加者 10 名:上通 9 名、扇洞 1 名、1
人）

２月 27 日

地域資源マップづくり
・大船渡市社会福祉協議会の職員を講師に、住民支え合いマップを作成。根白
地域について実施。
（9 人）

３月３日～５日

吉浜地区助け合い協議会だより作成・印刷・配布準備作業（2 人）

３月 10 日

座談会｢吉浜について｣（5 人）

３月 12 日

講演会（23 人）
演題:「住み慣れた地域で安心して暮らせる老後をめざして」
講師:㈲ウィルビー 代表取締役

志村尚一氏

３月 20 日

映画鑑賞会(サロン たんぽぽの会)の開催（参加者 4 名、1 人）

３月 19 日～20 日

吉浜地区助け合い協議会だより作成・印刷・配布準備作業（1 人）
第 6 回定例会資料作成・印刷（1 人）

３月 25 日

第 6 回定例会開催(12 人)

３月 28 日

大野サロン平成 30 年度補助金精算に係る確認等（1 人）

※平成 30 年４月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結
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＜盛地区＞
平成 30 年
４月４日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:42 人）
平成 30 年度盛地区助け合い協議会資料準備(1 人)

４月５日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:16 人）

４月９日

盛地区助け合い協議会事務局協議（4 人）
・テレコール・システムについて
テレコール・システム構築のための作業(1 人)

４月 11 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:48 人）
テレコール・システム構築のための作業(1 人)

４月 12 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

４月 13 日

テレコール・システム構築のための作業(1 人)

４月 17 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援(2 人、参加者:27 人）
同好会総会

４月 18 日

盛地区助け合い協議会役員会（10 人）
歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:42 人）

４月 19 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:16 人）

４月 23 日

盛地区助け合い協議会総会（28 人）

４月 24 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」作成（1 人）

４月 25 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」発行（2 人）

４月 26 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（2 人、参加者:6 人）

５月７日

会長・事務局長協議（2 人）
・テレコール・システムについて

５月８日

盛地区助け合い協議会事務局会議（6 人）
・テレコール・システムについて

５月９日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:54 人）

５月 10 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:15 人）

５月 13 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援(2 人、参加者:29 人）

５月 14 日～16 日

テレコール・システムの原案作成（1 人）

５月 16 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:54 人）

５月 17 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:14 人）

５月 23 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:51 人）

５月 24 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

５月 25 日

テレコール・システム登録募集開始

５月 30 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:51 人）
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５月 31 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:13 人）

６月６日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:54 人）

６月７日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

６月８日

盛地区助け合い協議会事務局会議（5 人）
・テレコール・システムについて

６月 12 日

会長・事務局長協議（2 人）
・テレコール・システムについて

６月 13 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:54 人）

６月 14 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:15 人）

６月 18 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」作成（1 人）

６月 19 日

事務局協議（3 人）
・テレコール・システムについて

６月 20 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援(2 人、参加者:32 人）

６月 20 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:59 人）

６月 20 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」発行（2 人）

６月 21 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:18 人）

６月 27 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:64 人）
音楽療法士による研修会

６月 28 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:21 人）

７月４日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:37 人）

７月５日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:15 人）

７月９日

事務局協議（4 人）
・テレコール・システムについて

７月 10 日

会長・事務局長協議（2 人）
・テレコール・システムについて

７月 11 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:54 人）

７月 12 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:15 人）

７月 18 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:47 人）

７月 19 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:9 人）

７月 24 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援(1 人、参加者:30 人）

７月 25 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:44 人）

７月 26 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

７月 27 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」作成（1 人）

７月 28 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」発行（2 人）

８月１日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:43 人）
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８月２日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:15 人）

８月８日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:52 人）

８月９日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

８月 16 日～17 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」作成（1 人）

８月 18 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」発行（2 人）

８月 22 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:56 人）

８月 23 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:14 人）

８月 25 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援(1 人、参加者:32 人）

８月 29 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:53 人）

８月 30 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:18 人）

９月５日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:61 人）

９月６日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:14 人）

９月７日～８日

歌声サロン「カメリア」歌集作成（1 人）

９月 12 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:63 人）

９月 13 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

９月 17 日～18 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」作成（1 人）

９月 19 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:56 人）

９月 20 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」発行（2 人）

９月 20 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:15 人）

９月 23 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援(1 人、参加者:30 人）

９月 26 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:54 人）

９月 27 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:18 人）

10 月３日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:51 人）

10 月４日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

10 月 10 日
10 月 11 日
10 月 17 日
10 月 18 日
10 月 24 日
10 月 25 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:55 人）
スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:15 人）
歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:49 人）
スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:14 人）
歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:58 人）
スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:16 人）

10 月 26 日～31 日
10 月 31 日
11 月１日

サロン活動音読資料作成（1 人）

歌声サロン「カメリア」バスハイク活動支援（1 人、参加者:38 人）
スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

11 月２日～３日、９日、12 日
11 月４日

テレコール・システム資料作成（1 人）

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援（1 人、参加者:12 人）
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11 月５日、16 日、21 日、22 日、26 日～30 日

サロン活動音読資料作成（1 人）

11 月７日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:48 人）

11 月 18 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:18 人）

11 月 11 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ指導会
スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(2 人、参加者:50 人)

11 月 12 日

認知症サポーター研修会における講師との事前打合せ（5 人）

11 月 19 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:12 人)

11 月 21 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:57 人）

11 月 22 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

11 月 28 日

歌声サロン「カメリア」活動支援
スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援
スポーツサロンボッチャの会交流会

(1 人、参加者:92 人)

11 月 29 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:19 人）

12 月３日

高齢者なやみごと相談所開設日（2 人）
・住宅リフォームについて
スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援（1 人、参加者:16 人）

12 月５日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:54 人）

12 月６日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:10 人）

12 月７日～８日
12 月 11 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」作成（1 人）

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援
スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:38 人）

12 月 11 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」発行（1 人）
12/3、住宅リフォームの相談者から報告がある

12 月 12 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:50 人）

12 月 13 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:14 人）

12 月 17 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:10 人)

12 月 18 日

認知症サポーター研修会(参加者:85 人)

12 月 19 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:57 人）
歌声サロン「カメリア」クリスマス会（参加者:54 人）

12 月 20 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:14 人）
スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会クリスマス会（参加者:16 人）

12 月 21 日～22 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」作成（1 人）

12 月 24 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:13 人）

12 月 25 日

盛地区助け合い協議会広報「てんじんやま」発行（1 人）

12 月 26 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:31 人）
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12 月 27 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:12 人）

平成 31 年
１月９日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:15 人)

１月９日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:52 人）

１月 10 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:15 人）

１月 13 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援（1 人、参加者:26 人）

１月 14 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:12 人)

１月 16 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:51 人）

１月 17 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:12 人）

１月 21 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:13 人)

１月 23 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:85 人）

１月 24 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援（1 人、参加者:17 人）

１月 29 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:12 人)

１月 30 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:38 人）

１月 31 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援(1 人、参加者:16 人)

２月４日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:16 人)

２月６日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:50 人）

２月７日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援(1 人、参加者:16 人)

２月 11 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:13 人)

２月 13 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:43 人）

２月 14 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援(1 人、参加者:18 人)

２月 18 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:13 人)

２月 20 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:51 人）

２月 21 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援(1 人、参加者:16 人)

２月 24 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援（1 人、参加者:24 人）

２月 25 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:12 人)

２月 27 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:51 人）

２月 28 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援(1 人、参加者:16 人)

３月４日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:13 人)

３月６日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:50 人）

３月７日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援(1 人、参加者:18 人)

３月 10 日

スポーツサロン盛町グラウンドゴルフ同好会活動支援（1 人、参加者:10 人）

３月 11 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:14 人)

３月 13 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:52 人）

３月 14 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:16 人)
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３月 15 日

三役打合せ（5 人）
・次年度の活動について

３月 20 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:13 人)

３月 20 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:43 人）

３月 21 日

スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援(1 人、参加者:16 人)

３月 25 日

スポーツサロン「吉野町ボッチャ同好会」活動支援(1 人、参加者:15 人)

３月 26 日

会長・事務局長打合せ（2 人）
・協働のまちづくりと協議会の関係について

３月 27 日
３月 28 日

歌声サロン「カメリア」活動支援（1 人、参加者:51 人）
スポーツサロン盛町ボッチャ愛好会サロン活動支援(1 人、参加者:15 人)

※平成 30 年４月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結

＜赤崎地区＞
平成 30 年
４月１日

「赤崎地区助け合い協議会からのお知らせ」印刷、各地域公民館あて配布用仕分け
(1 人)

４月２日

「赤崎地区助け合い協議会からのお知らせ」を各地域公民館あて配布(1 人)

４月 13 日

赤崎地区助け合い協議会役員会資料作成(1 人)

４月 17 日

役員会(6 人)
・大船渡市社会福祉協議会助成金申請について
・各グループの活動状況把握のための見学について

５月１日

大船渡市社会福祉協議会へ助成金申請書提出 (1 人)

６月８日

役員会(6 人)
・第 1 回岩手県生活支援コーディネーター連絡会参加報告
・第 1 回おおふなと支えあいまちづくり推進会について
・各グループの活動状況把握のための視察について
・社会福祉協議会提案事項（企業ボランティア）について
・市民協働準備室の取組に対する活動について
・助け合い創出研究会への参加について

７月４日

役員会(3 人)
・沢田公民館生きテク体操体験

７月 10 日

役員会(6 人)
・高齢者の課題把握のためのアンケート調査の実施について
・社会福祉協議会提案事項（企業ボランティア：東北電力）への応援
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・Ｕターン者就職支援・婚活支援について
７月 31 日

Ｕターン者就職支援・婚活支援についての取材対応(4 人)

８月 28 日

役員会(4 人)
・Ｕターン者就職支援・婚活支援チラシ配布状況確認と住民の反応について、今後
の取組について
・アンケート調査用紙の内容検討
・佐野ノルディックウォーキングへの参加について
・助け合い通信について
・市生活支援コーディネーター等情報連絡会について

９月 16 日

役員会(5 人)
・佐野ノルディックウォーキング体験

９月 28 日

役員会(6 人)
・アンケート調査票の内容について精査、検討
・助け合い通信の内容について精査、検討
・市生活支援コーディネーター等情報連絡会への参加について
・東北電力の企業ボランティアへの応援について

11 月６日

役員会(6 人)
・大船渡市社会福祉協議会の伊藤係長と東北電力の企業ボランティアについての
話し合い

11 月 7 日

市地域包括ケア推進室・市第 1 層生活支援コーディネーターによるヒアリング対
応（5 人）
東北電力の企業ボランティアについての話し合い（5 人）

11 月 29 日

大船渡市社会福祉協議会主催支え合いまちづくり推進会出席（1 人）

11 月 30 日

役員会(5 人)
・東北電力の企業ボランティアについて
・就活、婚活支援について
・アンケートの集計について
・副会長、監事の選任について
・12 月の役員会について

12 月６日

アンケート回収開始

12 月７日

企業ボランティア（東北電力）への協賛活動
高齢者世帯の電気設備等点検清掃活動、協議会側は照明灯の清掃を担当。
（東北電
力 8 人、社協 2 人、上赤崎千寿会 2 人、協議会 6 人参加）

12 月 21 日

中赤崎交流会の活動に参加(5 人)
・活動内容見学と活動の課題等について聞き取りを行う
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平成 31 年
１月 18 日

役員会(6 人)
・アンケート調査結果集計について
・第 4 回目実践活動団体訪問について（ホットの会）
・副会長、監事の選任について
・助け合い通信 2 号の発行について
・新地区公民館と漁村センターのどちらを使用するかについて

２月 15 日

役員会準備(2 人)

２月 20 日

役員会(5 人)
・アンケート結果のまとめについて
・第 4 回目実践活動団体訪問について（ホットの会）
・予算執行状況について
助け合い通信作成(1 人)

２月 22 日

助け合い通信作成(1 人)

３月 11 日

助け合い通信作成(1 人)

３月 14 日

31 年度事業見積書作成(1 人)

３月 15 日

30 年度事業報告書作成(1 人)

３月 20 日

役員会(5 人)
・31 年度予算見積り、事業計画について
・助け合い通信の配布について
・総会の日程について
・次回の実践活動団体訪問について

３月 22 日

31 年度事業計画書、見積書作成(1 人)

※平成 30 年４月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結

＜日頃市地区＞
平成 30 年
４月２日、４日 月例報告書・完了報告書作成（1 人）
４月９日

社協助成事業実績報告書作成（1 人）

４月 11 日

事務局会議（4 人）
・総会日程について
月例報告書提出、社協助成事業実績報告書提出、総会資料作成（1 人）

４月 13 日

事務局会議（4 人）
・運営委員研修会について
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総会資料作成、アンケート見直し（1 人）
４月 16 日

総会資料作成、アンケート見直し（1 人）

４月 18 日

総会資料作成、総会・研修会案内文書作成（1 人）

４月 20 日

総会資料作成（1 人）

４月 23 日、25 日、27 日

アンケート見直し（1 人）

５月２日

総会資料作成まとめ、月例報告書作成（1 人）

５月７日

事務局会議（5 人）
・総会内容、進行等の打ち合わせ
・アンケート結果報告についての打ち合わせ
月例報告書作成、総会資料印刷（1 人）

５月８日

アンケート報告、総会資料等印刷（1 人）

５月９日

事務局会議（4 人）
・社協のサロン補助金について

５月 11 日

事務局会議（2 人）
・総会について

５月 12 日

日頃市地区助け合い協議会総会（48 人）
(総会終了後)日頃市地区助け合い協議会研修会（52 人）
・
「住民ささえあいマップ」について、大船渡市社会福祉協議会 伊藤勉氏による講
演を行う。

５月 14 日
５月 15 日

月例報告書総会資料等提出
「関谷サロン」を訪問視察 （1 人）
・大船渡共生まちづくりの会より支援を受け、サロンを開設していたが、4 名の委員
を主体に、5/15 より自主的なサロン運営を始めた。

５月 16 日

総会後の資料等整理

（1 人）

５月 18 日

月例報告書整理（1 人）
市民活動支援センター主催～みんなで学ぼう会「大船渡市地域おこし協力隊ってなぁ
に」
（1 人）

５月 21 日

事務局会議（4 人）
・6 月開催の地域助け合い創出研究会におけるアンケート結果報告の発表について

５月 23 日

アンケート見直し（1 人）

５月 25 日

資料整理、協議会だより作成（1 人）

５月 28 日

アンケート結果資料見直し（1 人）
市民活動支援センター主催～「南山城から学ぶ 地域ブランドの本質」（2 人）

５月 30 日

事務局会議（4 人）
・6 月開催の地域助け合い創出研究会における講師依頼について
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６月１日

月例報告書作成（1 人）

６月４日

坂本沢地域「陽だまり地域サロン」を訪問視察（1 人）

６月６日、11 日、13 日
６月８日

6/29 発表のアンケート見直し（1 人）

関谷サロン関係者との情報交換（3 人）
月例報告書提出（1 人）

６月 15 日

事務局会議（4 人）
・6 月開催の地域助け合い創出研究会における発表内容について
・協議会、専門部会委員会開催について

６月 15 日、18 日、20 日

6 月開催の地域助け合い創出研究会における発表内容の検討（1 人）

６月 22 日

日誌等の整理（1 人）

６月 27 日

日誌整理、文書整理（1 人）

６月 29 日

平成 30 年度第 1 回大船渡市地域助け合い創出研究会（2 人）
・活動事例紹介「地域の現状・課題を知るためのアンケートを実施して」と題して、
船野克之事務局長兼生活支援コーディネーターが発表。

７月２日

坂本沢地域「陽だまり地域サロン」を訪問視察（1 人）

７月４日

月例報告書作成（1 人）

７月６日

助け合い協議会だより配布準備（1 人）

７月９日

月例報告書提出、2 月実施のアンケート調査結果及び助け合い協議会だよりの発送
（1 人）

７月 10 日

「関谷サロン」を訪問視察（1 人）

７月 11 日～13 日
７月 18 日

事務整理（1 人）

事務局会議（4 人）
・運営委員会、専門部会研修会の開催について
8/25 に開催することとし、内容は社協職員を講師に、支えあいマップ作成につい
て

７月 20 日

の研修会の準備、資料整理（1 人）

７月 23 日

資料整理（1 人）

７月 25 日

8/25 の研修会の講師派遣依頼文書作成、資料整理（1 人）

７月 27 日

研修会案内文書等作成（1 人）

８月１日

月例報告書整理（1 人）

８月３日

事務局会議（4 人）
・運営委員会、専門部会委員研修会の案内について
研修会案内作成、印刷・配布準備（1 人）

８月６日

資料整理、月例報告書提出（1 人）

８月８日

研修会準備、資料等検討（1 人）
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８月 10 日

資料整理、大船渡市社会福祉協議会会長あてに研修会依頼文書提出。
8/25 の研修会案内発送（1 人）

８月 17 日

8/25 の研修会準備、資料等検討（1 人）

８月 20 日

事務局会議（4 人）
・8/25 開催の運営委員会、専門部会委員研修会の打ち合わせ
・大船渡市社会福祉協議会伊藤係長との打合せ

８月 29 日

研修会準備、資料等印刷（1 人）

８月 24 日

事務局会議（4 人）
・8/25 開催の運営委員会、専門部会委員研修会の打ち合わせ

８月 25 日

日頃市地区助け合い協議会委員・専門部会委員研修会（66 人）
・
「支えあいマップ作り」について、大船渡市社会福祉協議会 伊藤勉氏による講演
を行う。

８月 27 日

「いきいきサロン小通」を訪問視察（1 人）

８月 29 日

坂本沢地域支えあいマップづくり開催（4 人）

９月５日

月例報告書整理（1 人）

９月７日

月例報告書提出（1 人）

９月 10 日

事務局会議（4 人）
・9/7 開催の第 2 回大船渡市生活支援コーディネーター等情報連絡会について
の報告

９月 14 日

資料整理（1 人）

９月 19 日

次回の専門部会検討、文書整理（1 人）

９月 20 日

鷹生地域「陽だまり地域サロン」を訪問視察（1 人）

９月 21 日

事務局会議（3 人）
・鷹生地域「陽だまり地域サロン」を訪問視察の報告

９月 26 日

研修会参加資料等振り返り・整理（1 人）

９月 28 日

事務局会議（2 人）
・地域のサロンの今後の開設状況、進め方を検討
開設されているサロンの状況を話し合う

10 月１日

さかアンドもりサロン訪問視察（1 人）

10 月３日

月例報告書整理（1 人）

10 月９日

田代屋敷地域「陽だまり地域サロン」を訪問視察（1 人）

10 月 10 日

月例報告書提出（1 人）

10 月 12 日

助け合い協議会だよりの内容等検討（1 人）

10 月 15 日

田代屋敷地域「陽だまり地域サロン」における住民支え合いマップの振り返りへの参
加（1 人、社協 4 人、参加者 5 人）
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・平成 30 年 6 月に実施した住民支え合いマップづくりについて、その後の状況の変
化等の振り返りを行う
10 月 17 日

資料整理（1 人）

10 月 19 日

事務局会議（4 人）
・運営委員、専門部会委員会の日程について
・住民支え合いマップづくりの内容について

10 月 22 日

「いきいきサロン小通」を訪問視察（1 人）
坂本沢地域「陽だまり地域サロン」における住民支え合いマップの振り返りへの参
加（1 人、社協 4 人、参加者 5 人）
・平成 30 年 8 月に実施した住民支え合いマップづくりについて、その後の状況の変
化等の振り返りを行う

10 月 24 日

事務局会議（4 人）
・サロン訪問視察、鷹生地域・坂本沢地域のマップづくりの振り返りについての報告
・研修会の開催日程について

10 月 29 日

資料整理（1 人）

10 月 31 日

日誌等、月例報告書整理等（1 人）

11 月２日

月例報告書等作成（1 人）

11 月５日

事務局会議（4 人）
・12/15 に開催する研修会の内容と進め方について

11 月７日

市地域包括ケア推進室・市第 1 層生活支援コーディネーターによるヒアリング対応
（3 人）

11 月９日

月例報告書作成（1 人）

11 月 12 日

12/15 に開催する研修会案内文案、講師依頼文書案検討（1 人）

11 月 14 日

鷹生地域「陽だまり地域サロン」訪問視察（1 人、社協 5 人、集落支援員 2 人、参加
者 7 人）
・平成 30 年 10 月に実施した住民支え合いマップづくりの振り返りで、地域に伝わる
おやつの話が出たため、やなぎだんご作りを行う

11 月 15 日

三陸観光プランナー「トライアルツアー」へ参加（1 人）
・地域活性化、地域資源の利用等について

11 月 19 日

研修会案内文書作成（1 人）

11 月 21 日

事務局会議（4 人）
・研修会の内容について

11 月 26 日

「いきいきサロン小通」を訪問視察（1 人）

11 月 28 日

12/15 に開催する研修会講師依頼文書作成（1 人）

11 月 29 日

12/15 に開催する研修会について、講師との打合せ（1 人）
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大船渡市社会福祉協議会が主催する平成 30 年度第 2 回おおふなと支え合いまちづく
り推進会に出席（1 人）
岩手県高齢者等サポート拠点職員等研修事業「認知症の人との関わり方」参加
（1 人）
11 月 30 日

事務局会議（4 人）
・12/15 に開催する研修会の内容について

12 月３日

坂本沢・大森地域「陽だまり地域サロン」訪問視察（1 人）

12 月５日

月例報告書等整理（1 人）

12 月 10 日

12/15 に開催する研修会の次第作成（1 人）

12 月 11 日

田代屋敷地域「陽だまり地域サロン」を訪問視察（1 人）

12 月 12 日

鷹生地域「陽だまり地域サロン」を訪問視察（1 人）

12 月 13 日

大船渡共生まちづくりの会主催「支えあいまちづくりの情報交換会」出席（1 人）

12 月 14 日

事務局会議（4 人）
・鷹生地域陽だまり地域サロン訪問の報告と今後のサロン運営について

12 月 15 日

第 3 回日頃市地区助け合い協議会運営委員・専門部会委員会研修会（34 人）
・
「支え合いマップづくり」について、大船渡市社会福祉協議会の伊藤係長を講師に
お話をいただく

12 月 17 日

研修会の整理作業（1 人）

12 月 21 日

事務局会議（4 人）
・1/26 に開催する研修会の内容について
事務整理（1 人）

12 月 26 日

事務整理（1 人）

平成 31 年
１月 16 日

鷹生地域「陽だまり地域サロン」を訪問視察（1 人）
・社協ひだまりの支援終了後の対応について、次年度から伊藤チヨ子さんが代表で
サロンを継続することになる
ひころいちの郷所長へ講演依頼文書を届ける（1 人）

１月 18 日

事務整理

１月 21 日

事務局会議（4 人）
・1 月の新春懇談会における助け合い協議会研修会について
・板用地域サロン結成について、会長の佐藤和子さんに今後の開催について伺う

１月 23 日

1/26 開催の研修会資料等準備（1 人）

１月 25 日

事務局会議（4 人）
・1 月の新春懇談会における助け合い協議会研修会について
月例報告書、日誌整理（1 人）
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１月 26 日

第 4 回日頃市地区助け合い協議会運営委員・専門部会委員会研修会（50 人）
・
「助け合い活動について」と題し、小規模多機能型居宅介護施設「ひころいちの郷」
の崎山所長を講師にお話をいただく

１月 28 日

研修会資料等整理（1 人）

１月 30 日

鷹生地域有志によるクラフト手芸の会へ参加（鷹生地域「陽だまり地域サロン」参加
者が主体）
（1 人）

２月１日、６日、８日
２月４日

月例報告書等作成（1 人）

事務局会議（5 人）
・各地域サロンの様子等の報告
・坂本沢「陽だまり地域サロン」参加報告
おはなしころりん企画「たまにみんなでお出かけお茶っこの会」への参加呼びかけ
を行い、3/4 坂本沢「陽だまり地域サロン」を、みんなでお出かけお茶っこの会と
決定した。
月例報告書、日誌整理（1 人）

２月１日

資料整理（1 人）

２月 13 日

鷹生地域「陽だまり地域サロン」を訪問視察（1 人）
・住民支え合いマップ振り返りを行い、一人世帯等を確認。(参加者:7 名)
・地域サロンとして、4 月から自立した運営の話し合い話し合いしながら進めること
にした

２月 15 日

事務局会議（4 人）
・鷹生地域サロンの件の報告→自立サロンへ支援する
・2/28 運営委員専門部会委員合同研修会の開催について
講師に市民活動支援センター 第 1 層生活支援コーディネーター木下雄太氏に依頼
する。
・3/15 専門部会委員会開催について
振り返り・今後の取り組み等
2/28 運営委員専門部会委員合同研修会案内文書作成(1 人)

２月 18 日

2/28 運営委員専門部会委員合同研修会案内書送付（1 人）
3/15 専門部会委員会開催案内、資料等作成(1 人）

２月 20 日

専門部会委員会資料作成準備（1 人）

２月 22 日

専門部会委員会資料等作成（1 人）

２月 25 日

「いきいきサロン小通」を訪問視察（1 人）
大船渡市社会福祉協議会主催「地域福祉活動計画策定にかかるワークショップ」に参
加(2 人)

２月 27 日

運営委員会専門部会委員会研修会準備、資料等印刷（1 人）
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２月 28 日

運営委員・専門部会委員会研修会（37 人）
・
「地域包括ケアシステム、サロンの活用」について、第 1 層生活支援コーディネー
ター木下雄太氏を講師にお話をいただく

３月１日

月例報告書整理（1 人）

３月３日

平山地域公民館主催健康講座・お茶っこの会訪問視察（1 人）
・地域包括ケア推進室保健師、栄養士から健康講座の講話、終了後にお茶っこの会開
催 (参加者 25 人)

３月４日

坂本沢地域「陽だまり地域サロン」訪問視察（1 人）
・
「たまにはみんなでお出かけお茶っこ」ＮＰＯ法人おはなしころりん主催（男性 2
を含む参加者 7 人）

３月６日

事務局会議（4 人）
・3/15 開催の専門部会委員会の内容について

３月８日

3/15 開催の専門部会委員会の資料作成（1 人）

３月 15 日

専門部会委員会（6 人）
・協議会活動の振り返り（サロン開設状況、アンケートの結果見えてきたこと、マ
ップ作成についての報告と委員との意見交換）
・次年度の取り組みについて（事業の継続、地域資源の発掘（人材、伝統、技能等）

３月 17 日

川内地域お茶っこの会訪問視察（1 人）
・そば打ち体験ときびだんご作り体験（地域公民館長がそばを打ち、参加者もそば打
ちを体験。
）
（男性 7 名を含む参加者 12 人）

３月 20 日

31 年度見積書作成（1 人）

３月 22 日

日誌整理、30 年度事業報告書等整理（1 人）
事務局会議（4 人）
・小通地域での住民支え合いマップ作成について

３月 25 日

「いきいきサロン小通」の開催と同時に、住民支え合いマップ作成
・講師を社会福祉協議会職員に依頼。社協伊藤係長、陽だまりサポーター7 名、住民
15 人、木下第 1 層生活支援コーディネーター、集落支援員 2 人参加。終了後、お茶
っこをしながら交流。

３月 27 日

日誌等整理（1 人）

３月 29 日

事務局会議
・引き継ぎ、次年度について（3 人）
日誌、月例報告書、実績報告書等作成（1 人）

※平成 30 年４月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結
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＜大船渡地区＞
平成 30 年
４月２日～３日

事業日誌の整理（1 人）

４月４日、５日、７日、11 日
４月 16 日

29 年度事業実績書類作成（1 人）

総会案内文書郵送（1 人）

４月 18 日～19 日
４月 24 日

総会資料作成（1 人）

第 1 回役員会（4 人）
・総会資料の検討、役割分担、次第について

４月 24 日～25 日
４月 27 日

屋敷地域サロン活動についての話し合い（3 人）

大船渡地区支え合い協議会総会（27 人）
・29 年度経過報告、収支決算、30 年度年間計画、協議会会則について

５月１日～２日

事業日誌の整理（1 人）

５月 11 日

月例報告書作成（1 人）

５月 12 日

屋敷お茶っこの会立ち上げ支援（7 人）
・世話役が集まり、目的の確認、係分担等をした。

５月 28 日

役員会の連絡と資料作成（1 人）

５月 31 日

第 2 回役員会（4 人）
・おはなし会の内容について
・サロン(お茶っこの会)の様子について
・6 月の定例会の内容について

６月１日～２日

事業日誌の整理（1 人）

６月７日

ケアホーム「平」運営推進会議へ出席（1 人）

６月８日

第 1 回屋敷お茶っこの会開催（20 人）

６月 13 日

月例報告書作成（1 人）

６月 16 日

6 月の役員会の連絡（1 人）

６月 17 日

役員会の資料作成（1 人）

６月 18 日

第 3 回役員会（4 人）
・移動サービスについて
・担い手の発掘について
・おはなし会について
・定例会の準備

６月 19 日

おはなし会の連絡（3 人）
定例会の開催案内文書郵送（1 人）
会議時の名札作成（1 人）

６月 28 日

6 月定例会（22 人）

26

・移動サービスの情報
・おはなし会
・体験ゲーム
７月１日～２日 事業日誌の整理（1 人）
７月 10 日～11 日

川原地域「おはなし会」の資料作成（1 人）

７月 11 日

月例報告書作成（1 人）

７月 13 日

屋敷お茶っこの会開催（13 人）

７月 15 日～16 日
７月 22 日

北笹崎地域「おはなし会」の資料作成（1 人）

北笹崎地域「おはなし会」開催（1 人、参加者:7 人）
・訪問の目的
・北笹崎アンケートから
・助け合いカード利用

７月 25 日

ケアホーム「平」運営推進会議出席（1 人）

７月 30 日

第 4 回役員会（4 人）
・前回の定例会の話し合いから
・おはなし会について
・9 月の勉強会について

８月１日

川原地域「おはなし会」の資料作成（1 人）

８月２日

川原地域「おはなし会」開催（参加者:15 人）
・訪問の目的
・川原地域アンケートから
・助け合いカード利用

８月３日

事業日誌の整理（1 人）

８月８日

月例報告書作成（1 人）

８月 19 日

9/6 開催の協議会委員勉強会の案内作成（1 人）

８月 20 日

9/6 開催の協議会委員勉強会の案内郵送（1 人）

８月 22 日

屋敷お茶っこの会開催（９人）

８月 27 日～28 日
８月 31 日

会報第 3 号の作成（1 人）

第 5 回役員会（5 人）
・9/6 開催の協議会委員勉強会について
・会報の内容について
・12 月開催の勉強会の内容について

９月２日

事業日誌の整理（1 人）

９月６日

大船渡地区支え合い協議会勉強会（27 人）
・生活支援サービスについて、他地域の生活支援サービスの紹介について、公益
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財団法人さわやか福祉財団九州 1 ブロック阿部かおり氏、竹下順一郎氏よりお話
をいただく。
会報第 3 号配布
９月 10 日～11 日、20 日～21 日、26 日

おはなし会の資料作成（1 人）

・上山、台町の地域毎のアンケート結果報告の作成
９月 12 日

月例報告書作成（1 人）

９月 28 日

第 6 回役員会（5 人）
・生活支援サービスについて
・おはなし会の経過報告
・12 月の勉強会の内容について
屋敷お茶っこの会開催（９人）
・三角巾作り

10 月１日

事業日誌の整理（1 人）

10 月２日、７日～８日

おはなし会の資料作成（1 人）

田中地域のアンケート結果報告の作成
10 月９日

ケアホーム「平」運営推進会議へ出席（1 人）
月例報告書作成（1 人）

10 月９日～10 日

定例会案内文書作成（1 人）

10 月 11 日

定例会案内文書発送（1 人）

10 月 12 日

屋敷お茶っこの会開催（8 人）

10 月 13 日

第 6 回役員会（4 人）
・生活支援サービスの準備について
・おはなし会（田中地域、上山地域）について
・愛称について
・10/23 定例会の係分担等について

10 月 16 日

田中サロン参加（1 人）
・おはなし会の予定であったが、時間が不足してしまったため、11 月に変更となった。

10 月 20 日

定例会の資料作成（1 人）

10 月 23 日

大船渡地区支え合い協議会定例会（27 人）
・生活支援サービスの取組について
・愛称について
・12 月の勉強会の内容について

10 月 26 日～27 日、11 月１日～２日

おはなし会の資料作成（1 人）

・上山地域のアンケート結果報告の作成
11 月１日

事業日誌の整理（1 人）
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11 月５日

上山地域「おはなし会」開催（参加者:13 人）
・訪問の目的
・上山地域アンケートから
・助け合いカード利用

11 月６日

月例報告書作成（1 人）

11 月 14 日

地ノ森二区民生児童委員からの聞き取り（1 人）
・9 月から新しく始めたお茶っこの会の活動の様子を伺う

11 月 16 日

11/29 開催の認知症に関する研修会の案内を役員会へ配布、出欠確認。
上平アパートの代表からの聞き取り（1 人）
・お茶っこ、趣味の会等の活動の様子を伺う

11 月 18 日

地域毎の取組調査表を地域公民館長に郵送（1 人）

11 月 22 日

屋敷お茶っこの会開催（22 人）

11 月 29 日

岩手県高齢者等サポート拠点職員等研修事業「認知症の人との関わり方」参加（4 人）

11 月 30 日

第 7 回役員会（4 人）
・お茶っこの会（地域毎の取組調査）について
・おはなし会（永沢地域、明神前地域、田中地域）について
・生活支援サービスについて
・12 月の勉強会の準備について

12 月１日

事業日誌の整理（1 人）

12 月３日

地域助け合い創出研究会出席（3 人）

12 月５日

勉強会の開催案内文書作成（1 人）

12 月６日

勉強会の開催案内文書郵送（1 人）

12 月７日

ケアホーム「平」運営推進会議へ出席（1 人）

12 月 13 日

月例報告書作成（1 人）

12 月 14 日～15 日

修正版「お茶っこの会・趣味の会・体操」一覧表の作成（1 人）

12 月 16 日

12 月の勉強会の内容の検討と準備（1 人）

12 月 18 日

大船渡地区支え合い協議会勉強会（22 人）
・高齢者（地域住民）を支える地域での取り組みの様子について、地区内の 3 つのサロ
ン（①永寿の会 ②田中サロン ③川原アパートサロン）から事例発表をいただく。

12 月 26 日

第 8 回役員会（4 人）
・勉強会について
・サロンの現在の状況について
・生活支援サービスについて

平成 31 年
１月４日

事業日誌の整理（1 人）
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１月９日
１月 11 日

月例報告書作成（1 人）
屋敷お茶っこの会開催（9 人）

１月 22 日～23 日

おはなし会の資料作成（1 人）

・明神前地域のアンケート結果報告の作成
１月 24 日

ケアホーム「平」運営推進会議へ出席（1 人）

１月 25 日

役員会の資料準備（1 人）

１月 26 日

第 9 回役員会（3 人）
・2 月の定例会の内容について（生活支援サービス、今年度の総括）
・来年度の方向性について（具体的な支え合い活動、実施計画）
・会計について

１月 28 日

市地域包括ケア推進室・市第 1 層生活支援コーディネーターによるヒアリング対応
（2 人）

２月１日

事業日誌の整理（1 人）

２月６日

定例会日程について役員に連絡（1 人）

２月８日

屋敷お茶っこの会開催（13 人）

２月 11 日

定例会案内文書作成（1 人）

２月 12 日

月例報告書作成（1 人）

２月 13 日

定例会案内文書発送（1 人）

２月 18 日～19 日

会報作成（1 人）

２月 21 日

役員会資料準備（1 人）

２月 22 日

第 10 回役員会（4 人）
・生活支援サービスについて、今年度を振り返って
・来年度の方向性について
・定例会の係分担について
・会報の内容と印刷日について

２月 24 日

会報印刷（4 人）

２月 26 日

2 月定例会（25 人）
・生活支援サービスについて
・今年度の活動を振り返って
・来年度の活動の方向
会報の配布（16 人）

３月１日

事業日誌の整理（1 人）

３月８日

屋敷お茶っこの会開催（9 人）

３月 11 日

月例報告書作成（1 人）

３月 18 日

ケアホーム「平」運営推進会議へ出席（1 人）
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３月 19 日

31 年度事業計画等作成（1 人）

３月 20 日

31 年度収支予算書作成（1 人）

３月 22 日

30 年度収支決算書作成（1 人）

３月 23 日

30 年度活動報告書作成（1 人）

３月 25 日

31 年度事業計画書、予算書等提出（1 人）

３月 27 日

30 年度会計監査（5 人）

３月 29 日

第 11 回役員会（4 人）
・生活支援サービスについて
・おはなし会について

※平成 30 年４月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結

＜末崎地区＞
平成 30 年
７月 19 日

地域助け合い協議会に関わる説明会（27 人）
・説明「地域助け合い活動への取り組み方」「地区版地域助け合い協議会の活動につ
いて」
：市

８月 21 日

末崎地区助け合い協議会の設置についての協議
・末崎地区助け合い協議会の設置について
・協議会の設置要綱について
・役員の選任について
・地域における助け合い活動例について

８月 21 日

末崎地区助け合い協議会設立

平成 31 年
２月 13 日

市地域包括ケア推進室・市第 1 層生活支援コーディネーターによるヒアリング対応
（1 人）

３月２日

助け合いに係るアンケートの回収と集計作業の日程についての協議（7 人）

３月 20 日

よりよいサロンを行うための研修会（22 人）
講師:大船渡市社会福祉協議会職員

３月 25 日

アンケート調査の分析と課題解決を図る話し合い（7 人）

※平成 31 年３月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結
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＜綾里地区＞
平成 30 年
７月 20 日

綾里地区助け合い協議会(仮称)設立準備会（21 人）
・説明「地域助け合い活動への取り組み方」「地区版地域助け合い協議会の活動につ
いて」
：市

８月 24 日

綾里地区助け合い協議会設立総会（29 人）

９月 14 日

綾里地区助け合い協議会会長、コーディネーター、事務局打合せ（5 人）
・役員会の開催日程、協議会の事業・活動等の実施体制及び地域住民交流会の開催等
について

９月 16 日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」野々前地区お茶会（サ
ロン）に参加し、綾里地区助け合い協議会設立の説明と地域課題等について、参加者
と話し合い（23 人）

９月 22 日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」岩崎地区お茶会（サ
ロン）に参加し、綾里地区助け合い協議会設立の説明と地域課題等について、参加者
と話し合い（40 人）

９月 25 日

綾里地区助け合い協議会学習会（24 人）
・演題「介護保険制度等の内容と実際に役に立つ事例等について」
講師：市長寿社会課職員

９月 29 日

ふるさと再生地域活性化支援事業「赤い羽根助成事業」東日本大震災復興委員会で開
催したまちづくり講演会等に参加し、まちづくりと地域課題等について提案。
（参加者 109 人）

10 月３日

アンケートの実施内容についての打合せ（2 人）

10 月８日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」石浜地区お茶会（サ
ロン）に参加し、綾里地区助け合い協議会設立の説明と地域課題等について、参加
者と話し合い（33 人）

10 月９日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」港地区お茶会（サロ
ン）に参加し、綾里地区助け合い協議会設立の説明と地域課題等について、参加者
と話し合い（11 人）

10 月 11 日

アンケートの実施内容についての打合せ（2 人）

10 月 14 日

スポーツを楽しむつどい「第２回カーリンコン大会」開催(100 人)
(あやさといきいき友の会・綾里地区公民館・助け合い協議会共催事業)

10 月 18 日

第１回役員会（9 人）
・アンケートの実施内容について
・平成 30 年度心の復興支援事業「地域づくり講演会＆交流会」の開催及び綾里地区助
け合い協議会第 1 回定例会の開催時期について
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10 月 21 日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」野形地区お茶会（サ
ロン）に参加し、綾里地区助け合い協議会設立の説明と地域課題等について、参加者
と話し合い（19 人）

10 月 25 日

平成 30 年度心の復興支援事業「地域づくり講演会＆交流会」開催(110 人)
(綾里地区公民館・助け合い協議会共催事業)

11 月 13 日

第１回定例会（19 人）
・綾里地区助け合い協議会の事業経過報告
・具体的事業・活動の検討

11 月 14 日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」白浜地区お茶会（サ
ロン）に参加し、綾里地区助け合い協議会設立の説明と地域課題等について、参加者
と話し合い（13 人）

11 月 16 日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」宮野地区一人暮らし
高齢者の安否確認（4 人）

11 月 20 日

地域のニーズ把握アンケート調査集計作業（2 人）
会長・事務局・コーディネーター協議（5 人）
・協議会の事業計画について

11 月 21 日、28 日
11 月 28 日

地域のニーズ把握アンケート調査集計作業（2 人）

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」宮野地区一人暮らし
高齢者の安否確認（1 人）

11 月 29 日

岩手県高齢者等サポート拠点職員等研修事業「認知症の人との関わり方」参加（2 人）

12 月２日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」田浜地区お茶会（サ
ロン）に参加し、綾里地区助け合い協議会設立の説明と地域課題等について、参加者
と話し合い（25 人）

12 月５日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」田浜地区一人暮らし
高齢者の安否確認（4 人）

12 月９日

綾姫劇場開催（参加者：250 人）
・綾里地区住民や高齢者等の生きがいを醸成するため、踊りや歌等を披露

12 月 12 日

綾里地区助け合い協議会情報交換会の打合せ（4 人）
地域のニーズ把握アンケート調査集計作業（2 人）

12 月 16 日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」（42 人）
綾里地区高齢者の生きがいを高めていくため、踊りや歌等を披露し他地区との交流を
深める。会場：白浜 岡田荘

12 月 17 日

綾里地区助け合い協議会情報交換会（16 人）
・蛸ノ浦地区助け合い協議会の石橋生活支援コーディネーターを講師に、蛸ノ浦地区
助け合い協議会の実践活動についてお話をいただく
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12 月 19 日

地域のニーズ把握アンケート調査集計作業（2 人）

平成 31 年
１月９日

市地域包括ケア推進室・市第 1 層生活支援コーディネーターによるヒアリング対応
（5 人）
綾里地区助け合い協議会の勉強会についての打合せ（5 人）

１月 16 日

綾里地区助け合い協議会勉強会（21 人）
・演題「高齢者が元気で暮らしていけるようなまちづくりについて」
講師：公益財団法人さわやか福祉財団 九州 1 ブロックリーダー

阿部かおり氏

１月 24 日

地域のニーズ把握アンケート調査集計作業（2 人）

１月 25 日

あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」（37 人）
綾里地区高齢者の生きがいを高めていくため、カーリンコンの交流会を行う。

２月６日

地域のニーズ把握（2 人）
・協議会事業への参加、連携について、実践団体（Cocoro リアス・わたしたちのいき
いきサロン）と話し合い
アンケート調査集計作業（2 人）

２月 12 日

㈲ウィルビー熊谷氏と福祉講演会開催についての打合せ（2 人）

２月 14 日

地域ニーズ把握、アンケート調査集計作業（2 人）
生活支援推進員会議についての打合せ(4 人)

２月 20 日

綾里地区助け合い協議会 生活支援推進員会議（19 人）
・生活支援推進員の役割について
・講話「地域や家庭で元気に生活していくためには」
説明:市地域包括ケア推進室職員
終了後、アンケートの集計報告書作成や今後の活動計画について、支援アドバイザー
の木下氏の助言を受ける。
地域における生活課題を行政や住民との協同により解決を図るため、その取組につい
て検討するワークショップに参加 (3 人)

２月 27 日

地域ニーズの把握
アンケートの集計報告書、月例報告書、業務日誌の作成（2 人）
あやさといきいき友の会「いきいき高齢者等生活支援活動事業」（34 人）
綾里地区高齢者の生きがいを高めていくため、カーリンコンの交流会を開催。
（34 人）

３月６日

アンケートの集計報告書の作成（2 人）

３月 12 日

アンケートの集計報告書の作成（2 人）

３月 12 日

平成 30 年度いわて保健福祉基金助成事業 福祉講演会開催（54 人）
演題:「住み慣れた地域で安心して暮らせる老後をめざして」
講師:㈲ウィルビー 代表取締役 志村尚一氏
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３月 14 日

カーリンコン交流会（29 人）

３月 15 日

第 2 回役員会（8 人）
・定例会に向けて議題等の協議

３月 20 日

地域資源マップ作りについて、社協職員との話し合い（4 人）
サロン開催について、社協職員との話し合い（4 人）

３月 22 日

第 2 回定例会（21 人）
・平成 30 年度事業実績、収支決算見込み、平成 31 年度事業計画、収支予算案の協議

３月 28 日

平成 31 年度総会、地域資源マップ作りについての打合せ（4 人）

※平成 30 年９月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結

＜猪川地区＞
平成 30 年
５月 25 日

第 1 回猪川地区助け合い協議会設立準備会

６月 26 日

第 2 回猪川地区助け合い協議会設立準備会

７月 18 日

第 3 回猪川地区助け合い協議会設立準備会

８月 28 日

猪川地区助け合い協議会設立総会（34 人）

９月 14 日

第 1 回役員会（10 人）
・サロン活動及びアンケート調査
・予算について
・当面の活動方針について
・専門委員の選考について

10 月 25 日

第 1 回サロン専門委員会（12 人）
・後期高齢者の意識調査に関するアンケートについて
・調査担当区、担当者、設問事項等について

11 月 12 日

事務局会議（5 人）
・アンケート委員会立ち上げの準備

11 月 16 日

第 1 回アンケート専門委員会（11 人）
・アンケート依頼について（75 歳以上の一人暮らしか夫婦、90 歳以上は全員）
・調査担当区、担当者、設問事項等について

11 月 27 日

第 2 回役員会（11 人）
・サロン一次実態調査結果の共有
・アンケート調査等の報告と方針について
12 月中に配布、回収 1/30、2 月中に集計、3 月中に公表する

12 月 20 日

地域助け合いまちづくり講演会の話し合い（2 人）
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12 月 21 日

第 2 回アンケート専門委員会（10 人）
・最終案確認、担当区に配布
12 月中に配布、回収 1/30、2 月中に集計、3 月中に公表する

※平成 30 年９月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結

＜立根地区＞
平成 30 年
８月 23 日

地域助け合い協議会に関わる説明会（16 人）
・説明「地域助け合い活動への取り組み方」
「地区版地域助け合い協議会の活動につ
いて」
：市

９月 27 日

第 1 回立根地区助け合い協議会設立検討委員会（9 人）

11 月 15 日

第 2 回立根地区助け合い協議会設立検討委員会
・設立検討委員会委員予定者 27 名、役員予定者 11 名にそれぞれ依頼することに決
定

11 月 27 日

立根地区助け合い協議会役員予定者 11 名による打合せ

12 月８日

立根地区助け合い協議会設立総会（28 人）

平成 31 年
１月 11 日

第 1 回役員会についての打合せ（2 人）

１月 16 日

第 1 回役員会（11 人）
・助け合い活動に係るアンケート調査について
・今後の活動内容について

２月１日～４日 アンケート調査の内容・印刷・配布についての話し合い（10 人）
２月５日～11 日

各地域にてアンケート調査用紙の配布（20 人）

２月 23 日～28 日

各地域にてアンケート調査用紙の回収（20 人）

３月１日～８日

各地域にてアンケート調査の集計作業（40 人）

３月 13 日～15 日

アンケート調査の集計作業（9 人）
・次年度の運営計画等について

３月 18 日

第 2 回役員会・運営委員会（20 人）
・アンケート調査結果について
・今後の活動内容について

３月 20 日

アンケート調査に係る分析検討会（20 人）

３月 22 日

31 年度運営事業計画書提出（1 人）

※平成 31 年２月１日

市と平成 30 年度大船渡市地域助け合い協議会(地区版)運営業務委託
契約締結

36

＜越喜来地区＞
平成 31 年
１月９日

市地域包括ケア推進室によるヒアリング対応（2 人）

２月４日

越喜来地区助け合い協議会設立準備委員会（13 人）
・越喜来地区助け合い協議会設立に係る現状報告と今後の取組について
・越喜来地区助け合い協議会設置要綱（案）の承認について
・越喜来地区助け合い協議会役員（案）の承認について
・越喜来地区助け合い協議会役員の選任について
・次回の開催について

４月 12 日

５

越喜来地区助け合い協議会設立総会（24 人）

その他の動き

平成 30 年
５月 17 日

「平成 30 年度第 1 回大船渡市生活支援コーディネーター等情報連絡会」開催
（蛸ノ浦 1 人、吉浜 1 人、盛 1 人、日頃市 1 人、大船渡 2 人、赤崎 2 人、末崎 1 人、
猪川 2 人、立根 1 人、綾里 2 人、越喜来 1 人、ＮＰＯ法人大船渡共生まちづくりの
会 3 人、大船渡市市民活動支援センター1 人、大船渡市社会福祉協議会 1 人、市 2
人

５月 21 日

計 22 人）

盛岡市にて、
「平成 30 年度第 1 回岩手県生活支援コーディネーター連絡会」開催
（大船渡 1 人、赤崎 2 人、猪川 2 人、木下コーディネーター

７月 23 日～24 日

計 6 人参加）

盛岡市にて、
「平成 30 年度岩手県生活支援コーディネーター養成研修会」開催
（猪川 1 人、立根 1 人 計 2 人参加）

９月７日

「平成 30 年度第 2 回大船渡市生活支援コーディネーター等情報連絡会」開催
（吉浜 1 人、盛 1 人、日頃市 1 人、大船渡 2 人、赤崎 2 人、末崎 1 人、猪川 2 人、
立根 1 人、綾里 2 人、越喜来 1 人、ＮＰＯ法人大船渡共生まちづくりの会 6 人、
大船渡市市民活動支援センター1 人、市 2 人 計 22 人）

11 月 12 日

盛岡市にて、
「平成 30 年度第 2 回岩手県生活支援コーディネーター連絡会」開催
（盛 2 人、大船渡 1 人、綾里 2 人、末崎 1 人、市 2 人、計 8 人参加）
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