
地　区 蛸ノ浦地区助け合い協議会 吉浜地区助け合い協議会 盛地区助け合い協議会

設立年月 平成27年12月 平成28年6月 平成28年8月

事務所 蛸ノ浦漁村厚生施設　蛸ノ浦地区公民館内 吉浜地区拠点センター　吉浜地区公民館内 カメリアホール2階　盛地区公民館内

連絡先 石橋祥子コーディネーター携帯090-6683-7850

45-2001又は新沼秀人コーディネーター宅45-2228又は

小松英子コーディネーター090-5595-6269

25-0003(平日午前中)

構成員

市議会議員　2名

契約会長　3名

地域公民館長　4名

まちづくり推進員　1名

まちづくり推進協力員　1名

中央公民館運営審議委員　1名

民生委員・児童委員　2名

主任児童委員　1名

蛸ノ浦保育園主任保育士　1名

福寿大学　2名

健康づくり推進員　4名

各地域婦人部長　3名

消防団第5分団長　1名

市助け合い協議会委員　1名

その他　3名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計31名

知識経験者　若干名

地区公民館長　1名

地区公民館主事　1名

部落会等地域の代表者　9名

その他会長が必要と認める者　若干名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計13名

地区公民館長　1名

地区公民館副館長　2名

地区公民館主事　1名

地区公民館書記　4名

民生委員・児童委員　8名

主任児童委員　2名

地域公民館長　11名

盛老人クラブ会長及び副会長　6名

　　　　　　　　　　　　　　　　計35名

役員等

会長　1名

副会長　1名

事務局長　1名

生活支援コーディネーター　２名

企画員若干名

会計　1名

監事　2名

会長　1名

事務局長兼生活支援コーディネーター　1名

生活支援コーディネーター　1名

監事　1名

会長　1名

副会長　3名

事務局長兼生活支援コーディネーター　1名

生活支援コーディネーター　1名

会計　1名

総務　3名

監事　2名

【事務局】

事務局長　1名

事務局長補佐　1名

庶務　4名

Ｒ1年度

活動内容

(1)課題の把握、話し合い

・高齢者青年部による助け合いについての話し合い

・高齢者の情報交換会

・各地域の社会資源及びマップ作りを通しての話し合い

(2)各種体制整備に係る研修会等

・講演会による研修（見守り活動について）

(3)担い手養成活動

・介護予防担い手研修会

・カラオケサロンの計画（男性高齢者への働きかけ

作戦）

・各地域の見守り隊組織化、福祉車両推進の計画

(1)課題の把握、話し合い

・地域資源の調査・マップ作り

・吉浜地区のありたい姿を考える会

(2)各種体制整備に係る研修会等

・地域包括ケアや助け合い事業等の勉強会

・広報紙の発行

(3)担い手養成活動

・開設しているサロンの活動状況確認及び座談会

・サロン立ち上げ講習会

・ミニミニ文化祭の開催

・ラジオ体操、健康体操講座の実施

・凧作り教室・凧上げ大会及び交流会

(1)課題の把握、話し合い

・連絡網システムに係る協議

(2)各種体制整備に係る研修会等

・認知症サポーター育成のための研修会

・音楽療法を学ぶ研修会

・地域の歴史文化を学ぶ研修会

・広報紙の発行

(3)担い手養成活動

・連絡網システムの構築

・施錠修理や電球交換、小面積の刈り払い等軽作業

支援

・市タクシーチケットの利用促進

(4)その他

・高齢者「なやみごと相談所」の開設

（毎月第1月曜日　9:30～11：30）

地区版地域助け合い協議会の設置状況について

参考資料



地　区 赤崎地区助け合い協議会 日頃市地区助け合い協議会

設立年月 平成28年10月（委託契約はＨ30.4.1～） 平成28年12月

事務所 赤崎地区公民館内 日頃市地区公民館内

連絡先 22-9833 28-2943

構成員

まちづくり推進員　1名

まちづくり推進補助員　1名

各地域公民館代表者　8名

民生委員・児童委員　1名

老人クラブ代表者　4名

婦人会代表　1名

元気な高齢者その他識見の豊かな者の中から選任した者　若

干名

　　　　　　　　　　　　　　　　計18名

　

地域公民館長　13名

民生委員・児童委員　2名

主任児童委員　1名

地区公民館長　1名

地区公民館副館長　2名

地区公民館主事　1名

地区公民館運営委員

その他会長が必要と認める者　若干名

    婦人部長、地区公民館会計

　 JAおおふなとデイサービスセンター日頃市施設長

　 小規模多機能型居宅介護施設ひころいちの郷所長

                               計44名

役員等

会長　1名

副会長　1名

事務局長兼生活支援コーディネーター　1名

生活支援コーディネーター　1名

事務局　1名

会計　1名

会長　1名

事務局長兼生活支援コーディネーター　1名

生活支援コーディネーター　1名

会計　1名

監事　3名

専門部会委員　若干名

【専門部会委員】

部会長　1名

委員　8名

事務局　3名

Ｒ1年度

活動内容

(1)課題の把握、話し合い

・各組織の活動状況の検証、課題把握

(2)各種体制整備に係る研修会等

・助け合い活動実践勉強会

(3)担い手養成活動

・担い手養成研修等

(1)課題の把握、話し合い

・日頃市地区の現状についての話し合い

(2)各種体制整備に係る研修会等

・地域包括ケア助け合い事業等の勉強会

(3)担い手養成活動

・担い手養成研修

地区版地域助け合い協議会の設置状況について

前日頃市地区公民館長、大船渡市議会委員2名

日頃市中学校長、日頃市小学校長

老人クラブ連合会日頃市支部長

日頃市地区民生児童委員協議会長

日頃市町防犯協会長

日頃市町体育協会長、日頃市駐在所長

農業協同組合日頃市支店長、日頃市保育園長

交通安全協会大船渡支部日頃市分会長

日頃市町消防後援会長、消防団第九分団長

日頃市中学校PTA会長、日頃市小学校PTA会長

日頃市町交通安全母の会会長

日頃市町婦人防火クラブ会長



地　区 大船渡地区支え合い協議会 末崎地区助け合い協議会 綾里地区助け合い協議会

設立年月 平成29年２月（委託契約はＨ29.5.1～） 平成30年8月 平成30年8月（委託契約はＨ30.9.1～）

事務所 所在地は大船渡地区公民館内(事務室なし) ふるさとセンター　末崎地区公民館内 　綾里地区公民館内

連絡先

新沼順子コーディネーター宅26-2937　又は

木下正弘コーディネーター宅26-2753

29-2955 42-2250

構成員

会長

副会長　1名

事務局・生活支援コーディネーター　2名

会計　1名

地区公民館長　1名

地域公民館長　19名

雇用促進住宅代表　1名

県営住宅団地代表　2名

老人クラブ会長

消防団第2分団長

介護支援専門員　1名

民生児童委員　3名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　計34名

地区公民館長　1名

地区公民館主事　1名

地域公民館長　17名

民生委員・児童委員　2名

老人クラブ代表　1名

婦人会代表　1名

消防団代表　1名

知識経験者　5名以内

その他、会長が必要と認める者

　　　　　　　　　　　　　　　　計31名

地区公民館長　1名

地区公民館主事　1名

知識経験者　5名以内

(地区公民館運営委員会副委員長、前社会福祉協議会職員、民

生委員、市民活動支援センター所長、市応急仮設住宅支援協

議会地域連携支援員)

地区町内会長等　11名

各種機関・団体等　7名以内

(民生委員・児童委員2名、高齢者団体2名、婦人会1名、漁協

1名、消防団1名)

地区内実践者　若干名

介護事業所　若干名

その他、会長が必要と認める者　若干名

　　　　　　　　　　　　　　　　計29名

役員等

会長　1名

副会長　1名

事務局・生活支援コーディネーター　２名

会計　1名

会長　1名

副会長　1名

事務局長　1名

生活支援コーディネーター　2名以内

支援アドバイザー　2名以内

会計　1名

監事　2名

会長　1名

副会長　2名

事務局長　1名

生活支援コーディネーター　2名以内

支援アドバイザー　2名以内

会計　1名

監事　2名

Ｒ1年度

活動内容

(1)課題の把握、話し合い

・大船渡地区の現状についての話し合い

・担い手の創出についての話し合い

・サロンを広げる話し合い

(2)各種体制整備に係る研修会等

・地域助け合い事業に関する勉強会

・広報紙の発行

(3)担い手養成活動

・おはなし会の開催(地域公民館役員、班長等　支え

合い活動の内容等)

・生活支援サービスの実施（ごみ出し支援）

(1)課題の把握、話し合い

・各事業の課題について

(2)各種体制整備に係る研修会等

・サロン運営研修会

・交通手段確保研究会

・課題解決勉強会

(3)担い手養成活動

・介護予防研修会

(1)課題の把握、話し合い

・地域資源のマップづくり

・綾里地区の助け合いを進めていくための懇談会の

実施

・食の文化祭の支援

(2)各種体制整備に係る研修会等

・学習会「仮題：高齢者が活躍できるまちづくり」

の開催

・広報紙の発行

(3)担い手養成活動

・サロン・つどい等の支援

・実践団体との話し合い

・スポーツ交流　カーリンコン大会の開催

・生活支援推進員会議（担い手の育成研修）の開催

地区版地域助け合い協議会の設置状況について



地　区 猪川地区助け合い協議会 立根地区助け合い協議会 越喜来地区助け合い協議会

設立年月 平成30年８月（委託契約はＨ30.9.1～） 平成30年12月（委託契約はＨ31.2.1～） 平成31年４月

事務所 　猪川地区公民館内 　生活改善センター　立根地区公民館内 三陸公民館　越喜来地区公民館内

連絡先 26-3465 27-9271 44-2510

構成員

　

猪川地区公民館運営委員会(35団体)を構成する団体の長

地域公民館を代表する者　12名

猪川町婦人会を代表する者　1名

地域婦人会(部)を代表する者　11名

猪川地区民生児童協議会委員　8名

猪川町シニアクラブを代表する者　1名

猪川町体育推進協議会を代表する者　1名

猪川町防犯協会を代表する者　1名

大船渡市議会議員　3名

猪川小学校長　1名

猪川保育園長　1名

生活支援コーディネーター　2名

地区公民館長　1名

地区公民館主事　1名

その他協議会が必要と認める者(有識者)

                                              計48名

地区公民館長、主事、書記　3名

地域公民館長　10名

立根地区民生児童委員代表　2名以内

はつらつクラブ代表　1名

立根町婦人会代表　1名

大船渡市消防団第八分団代表　1名

大船渡警察署地域課立根駐在所代表　1名

知識経験者　若干名

その他会長が認める者

　　　　　　　　　　　　　　　　　計27名

地区公民館長　1名

地区公民館主事　1名

学識・知識経験者　4名

(地区公民館運営委員会委員長、大船渡市市民活動支援セン

ター所長、さんりくの園施設長)

地区地域会長等　8名以内

各種機関・団体等　8名以内

(民生委員・児童委員3名、高齢者団体2名、女性部1名、漁協

1名、消防団1名)

地区内実践者　若干名

介護事業所　若干名

その他、会長が必要と認める者　若干名

　　　　　　　　　　　　　　　　計25名

役員等

会長　1名

副会長　2名

幹事長(生活支援コーディネーター)　1名

副幹事長(生活支援コーディネーター)　1名

幹事　若干名

会計　1名

監事　2名

会長　1名

副会長　2名以内

事務局長　1名

生活支援コーディネーター　2名以内

支援アドバイザー　2名以内

事務局員　2名以内

会計　1名

監事　2名

会長　1名

副会長　2名

事務局長　1名

生活支援コーディネーター　2名以内

生活支援アドバイザー　3名以内

会計　1名

監事　2名

Ｒ1年度

活動内容

(1)課題の把握、話し合い

・地域内サロン実態調査結果の分析検討会

・高齢者を中心としたアンケート調査の分析検討

・福祉マップづくり

(2)各種体制整備に係る研修会等

・サロン代表者による情報交換会

・アンケートに係る課題の抽出研修会

・マップ作りに係る情報交換会

(3)担い手養成活動

・サロンの訪問活動

・地域活動家との情報交換会

・「猪川の福祉」の勉強会（介護予防担い手勉強

会）

(1)課題の把握、話し合い

・立根地区の現状について

・担い手創出についての話し合い

・各活動についての話し合い

(2)各種体制整備に係る研修会等

・地域助け合い事業に係る勉強会

・広報紙の発行

(3)担い手養成活動

・助け合い活動に係る研修懇談会

(1)課題の把握、話し合い

・活動内容検討会

・現状把握のアンケート調査

(2)各種体制整備に係る研修会等

・地域包括ケア助け合い事業に関する勉強会

・認知症サポーター研修会

(3)担い手養成活動

・地域公民館役員・班長を対象に、現状及び課題の

共有、担い手及び対応策の意見交換

・高齢者を対象に、サロンの普及と支援等の意見交

換

地区版地域助け合い協議会の設置状況について


