山元町社協広報紙＆情報紙
ウィンドウ

やまもとのふくし
福 祉 の ま ど ぐ ち
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今後の｢地域包括ケアの推進｣と
地域支援ネットワークの効果

★
「こころの輪を広げよう in 地球村」障がい者週間の集い 12 月４日 開催
本会で運営している「障害者施設」は、昔から『工房地球村』として、主に精神の障害者の働く場・
社会参加の場として、元施設長 矢吹 セツ子 氏のもと特徴のある活動をしてきました。震災を経て、新
しい障害者総合支援法の下、「就労継続Ｂ型」の《山元町共同作業所》、地域のみんなが使える《障害者
地域活動支援センターやすらぎ作業所》として、２つの専門機能をもって活動していきます。これまで
の歴史を踏まえ、新しい福祉へトライします。
この広報紙には、
SPコードが付い
ています。視聴覚
障害者の方もス
ピーチオで 音 声
確認ができます。

社会福祉法人

山元町社会福祉協議会 山元町ボランティアセンター（協議会内）

山元町浅生原字作田山 32 番地

TEL 0223（37）2785

FAX 0223（35）6068

訪問介護事業所 高瀬字合戦原 113−37
TEL/FAX 0223（37）5123
この 広 報 紙 は、
皆様の会費と赤
い羽根募金の配
分により作成い
たしました。

やまもと復興応援センター
TEL/FAX 0223（35）6223
山元町共同作業所 真庭字名生東 75−7
TEL 0223（37）0205
FAX 0223（37）0203
山元町障害者地域活動支援センター
TEL/FAX 0223（37）5457

やすらぎ作業所 真庭字名生東 75−7

今後の｢地域包括ケアの推進｣と地域支援ネットワークの効果
わが山元町では、平成 9 年より「地域支援ネットワーク事業」の推進ということで、各
行政区単位に｢住民同士の助け合い活動を活性化させるための経費助成｣を行い、高齢者
の会食会・子どもとの世代交流事業・各戸見守り訪問・声掛け活動など、地域の実情に
合った活動を展開しております。
東日本大震災を経て、沿岸部の 6 地区は、新しい活動を模索し、新山下の公営住宅地区
でも「地域住民の力」で、自主的福祉活動が行われています。
これは、山元独自の｢地域の福祉力｣であり、大事な地域資源だと言えます。
一方で、震災からの復興を第一に考えているこの期間に、介護保険制度が改正されまし
た。 「介護の社会化」を目指し、必要な高齢者に
様々な福祉サービスを提供してきましたが、これ
まで、要支援１・２の認定を受けていた方々の
「介護予防に向けた訪問介護（ヘルパーの家事援
助）・通所介護（デイサービスの利用）」について、
平成 29 年度以降は、介護保険上の給付ではなく、
町が独自に創る「介護予防・生活支援サービス｣の
利用の範疇になります。
これまで「要支援」で、介護サービスを受けていた方々にとっては、大きな改正であり、
現在、町（保険者）として、住民に必要なサービスの継続・確保を検討しています。
介護保険事業者にとっても大きな課題であり、新しいサービスの創造が急務です。
そこで、考えられるのが、住み慣れた地域における「助け合い活動」を自分たちで…
ということで、各地区の｢生活センター等｣を拠点に、高齢者が集い、軽く運動する場を設
けることを試行しています。
山下地区のモデル的活動
11 月の上旬から、8 回シリーズで、毎週水曜日に
「生活センター」で、運動サークルのボランティアと
地域の高齢者が集い、運動したり語り合ったり。
東北福祉大学の鈴木玲子先生と 包括支援センター
のケアマネと一緒に｢地域で集まる場の運営｣を行っ
ています。 日頃、あまり運動しなかった方の集ま
りや、地域の情報交換など、あたらしい動きが出て
おります
今後も、これまでの地域支援ネットワーク事業の継続と充実を踏まえ、各地域での地域
包括ケアにつながる福祉活動について勉強していきます
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第1回

やまもと地域福祉交流祭り

事業報告

10 月 11 日（日） 小雨が残る中、山元町体育文化センターの建物全体を舞台に はじめ
ての｢やまもと地域福祉交流まつり｣が実施されました。
町内の介護保険事業者の協力を得ての「福祉事業所紹介コーナー」、被災地支援ボラン
ティア（千葉県暁星国際学園）による「音楽発表」・渡邊修次（元山中校長）氏による、災
害時の避難所運営」など様々な町民参加型のイベントと、ボランティアによる模擬店運営
など、秋の良き日を町民の参加を得て楽しみました。
次年度以降も、大きな「ふくしまつり」を 実施していきたいものです。

夏休み中の 夏体験ボランティア！！
いま、福祉の仕事につきたいという「若者」が大変少なくなっています。
介護保険や福祉制度が充実しても、専門に支援するスタッフが地元にいないのでは、
不安です。そこで、 山元の未来を支えてくれることを願って、若者に福祉の業務体験
をしていただきました。
今回は山下中学校の３年生が 3 名参加し、「デイサービスセンター知楽荘」・
「山元町
共同作業所」で 2 日間ずつ実習をしてもらいました。
中学生の進路選択の一助になってくれたことを願いながら…
ぜひ、医療や福祉の世界を目指して、地元・山元で活動してください。
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地域支援ネットワーク活動報告
大平区
10 月 24 日（土）、恒例の「ふれあい食事会」が、区内の高齢者を招待し、
手作りお弁当とボランティアの演芸などで楽しみました
社協の菊池局長からの｢これからの地域福祉｣などの話もあり、地区住民の
親睦を深めた一日でした。
住民みなさまの元気を確認でき、役員一同ほっとしております。
髙瀨区
髙瀨区では生活支援センターと同敷地の
「やまもと幼稚園」と事業内容を一緒に行う
ことで、ふれあい、楽しさ、世代間交流を
進めています。 9 月 7 日の「高齢祝賀会」も
小さいボランティアが大活躍でした。
幼稚園の皆さん お疲れ様でした。

社会福祉協議会 会費納入状況
※皆様からの住民会費・賛助会費・特別会費が、社協活動の運営を支えており
ます。今年度もご協力ありがとうございました。
◎会費から、地域支援ネット活動費・広報誌・介護用品配布などに充てられます。

地区名

八手庭

金額

地区名

72,000

金額

久保間

91,200

横山

150,000

中山

81,600

大平

279,600

下郷

324,000

小平

78,000

町

205,200

鷲足

132,000

上平

76,800

山寺

245,800

磯

15,600

山下

603,600

中浜

22,800

浅生原

340,600

笠野

31,600

高瀬

295,200

花釜

406,800

合戦原

111,600

牛橋

231,800

真庭

207,000

新山下公営住宅

小計

（個人 3260・賛助 12・特別 ６）

現在集計中
4,008,000

いずれも 11 月末現在です。
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山元町共同募金委員会よりのニュース
山元町共同募金委員会よりのニュース
赤い羽根共同募金運動へのご協力ありがとうございます
赤い羽根共同募金運動へのご協力ありがとうございます。
10月
月11日より、
日より、
「国民の助け合い活動」として共同募金運動が
10
「国民の助け合い活動」として共同募金運動が
はじまっています。 各地区の評議員（区長）を経由して「戸別
各地区の評議員（区長）を経由して「戸別
はじまっています。
募金」に協力いただいている中、事務局としても「イベント募金」
募金」に協力いただいている中、事務局としても「イベント募金」
や「学校募金」などで、助け合いをアピールしています。
や「学校募金」などで、助け合いをアピールしています。
12月末までご協力よろしくお願いします。
月末までご協力よろしくお願いします。
12
※共同募金委員会の会長が変りました。
※共同募金委員会の会長が変りました。
社会福祉協議会とは別組織の共同募金活動なので、別途委員会を組織している中で、
社会福祉協議会とは別組織の共同募金活動なので、別途委員会を組織している中で、
これまで長年、町長が会長を担ってまいりましたが、今年度99月から、民間組織の代表
月から、民間組織の代表
これまで長年、町長が会長を担ってまいりましたが、今年度
ということで、社協会長が兼務することになりましたので報告します。
ということで、社協会長が兼務することになりましたので報告します。
【旧】 齋藤
齋藤 俊夫（山元町長）H22
俊夫（山元町長）H22年~⇒【新】鈴木
年~⇒【新】鈴木 敏勝（山元町社協会長）27
敏勝（山元町社協会長）27年~
年~
【旧】
※ 「地域ささえ合い事業」の成果
「地域ささえ合い事業」の成果 および
および 公営住宅を支える事業の決定
公営住宅を支える事業の決定
※
被災地の地域活動を支える助成金の申請や活動を支援しました。以下の団体が今年度
被災地の地域活動を支える助成金の申請や活動を支援しました。以下の団体が今年度
助成を受け、活動しております。
（被災33県優先の特別配分助成）
県優先の特別配分助成）
助成を受け、活動しております。
（被災
団体名
団体名

団体名
団体名

団体名
団体名

里山ひろば
里山ひろば

宇宙っこクラブ
宇宙っこクラブ

絆の会
絆の会

大川スマイルクラブ
大川スマイルクラブ

新坂元まちづくり協議会
新坂元まちづくり協議会

すみれ会（笠野）
すみれ会（笠野）

すすみ隊
すすみ隊

ティンクルママの会
ティンクルママの会

あっぷるハーモニー
あっぷるハーモニー

花釜ﾈｯﾄﾜｰｸゆずりは
花釜ﾈｯﾄﾜｰｸゆずりは

スマイル会
スマイル会

牛橋区自治会
牛橋区自治会

やまもと語りべの会
やまもと語りべの会

山元町身障協会
山元町身障協会

八手庭やつで会
八手庭やつで会

松葉塾
松葉塾

宮城病院周辺地区まちづくり協議会
宮城病院周辺地区まちづくり協議会

花釜区自治会
花釜区自治会

夢ふうせん
夢ふうせん

地域興し応援隊
地域興し応援隊

シェイクハンド
シェイクハンド

※年度後半に、
「公営住宅地区」を含む地域支援団体への特別助成
※年度後半に、
「公営住宅地区」を含む地域支援団体への特別助成
新山下つばめの杜東地区
新山下つばめの杜東地区

新山下つばめの杜西地区
新山下つばめの杜西地区

町区行政区
町区行政区

それぞれの団体に活動費 10
10 万円程度が補助され、住民による支えあい活動を実践して
万円程度が補助され、住民による支えあい活動を実践して
それぞれの団体に活動費
おります。
おります。
※ 地域の防災関係への町内会支援活動
地域の防災関係への町内会支援活動
※
今年度の配分として「横山行政区」に、自家発電機・
今年度の配分として「横山行政区」に、自家発電機・
灯光器が助成されました。
灯光器が助成されました。
震災時には、避難倉庫から取り出し、発電すると
震災時には、避難倉庫から取り出し、発電すると
ともに、地域のお祭りや各種事業でも活用できます。
ともに、地域のお祭りや各種事業でも活用できます。
地域にとっての安心・安全の確保です。
地域にとっての安心・安全の確保です。
赤い羽根共同募金の活用の一例です！！！
赤い羽根共同募金の活用の一例です！！！
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※町内ボランティア・福祉団体への助成決定
社会福祉協議会では、共同募金の配分金を活用して住民互助団体・ボランティア団体
の活動を応援しています。
これまでも、継続してきましたが、今後は実績確認・継続期間等再検討が必要です
団体名称

助成金額

団体名称

助成金額

メンタルヘルスボランティア

25,000 山元町遺族会

30,000

山元町ボランティア友の会

25,000 山元町特別支援学級 交流会

20,000

山元町心身障害児（者）親の会

20,000 山元町 V サークル虹

20,000

山元町身体障害者福祉協会

20,000 やまもと未来への種まき会議

20,000

山元町傾聴ボランティアの会

20,000

社会福祉協議会 他部所の動き
訪問介護事業より
今年の 7 月より合戦原の旧支援学校教員宿舎を、県
よりお借りし、地域に根付いた活動を心がけています。
介護員は、30 代の若手から 60 代までのベテランが、
それぞれの持ち味を十分に生かし、高齢者や障害の
ある方への自立生活に添ったケアを提供しています。
今年度は特に「個別のケース検討」をこまめに行い、より質の高いサービスの提供ができる
ように、会議・研修等にも励んでおります。
介護保険の改正に伴う「地域包括ケア」の中での
｢訪問介護｣の役割を的確に果たせるよう、他の介護
事業所・隣のやまもと未来への種まき会議“なわ
っしょ“等他の関係機関と連携し、進めていきたい
と考えております。
皆様！！お気軽にお立ち寄りください。
私たちが相談に乗ります。

やまもと復興応援センターより
仮設住宅や公営住宅へ引っ越された方の、生活支援のため「生活支援相談員」が訪問・
声掛けをしています。
公営住宅も、いろんな動きが出ており、新山下公営の東地区でも、10 月に『自治会』がで
き、新坂元の公営でも「自治会的活動」を行いながら、来春の行政区再編を待っている状
態です。
仮設住宅も、入居率が ３０％台となっており、安心・安全面での課題も出ております。
しっかりと、声掛け・相談に取組んでまいります。
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｢山元町共同作業所（工房地球村）便り｣
★ アップルパイはじまりました！！
１１月２２日山元町ふれあい産業祭りからアップルパイの今シーズン販売を
始めました。ご注文をお待ちしております。電話３７‐０２０５

★ チョコレートがおいしい季節になりました。

カフェ地球村にて『チョコクグロフ』販売スタートします。

「山元町障害者地域活動支援センターやすらぎ作業所」

★10 月 11 日に行われた第 1 回地域交流祭りの福祉事業所紹介コーナーにおいて「障害
者地域活動支援センター」の紹介並びにワークショップを行いました。
親子含めて約 40 組の方に参加頂き、ご紹介させていただきました。
これからも、お気軽においでください。
★やすらぎデーの開催：町内の障害のある方の集いの場・ご参加お待ちしています！！
今後の予定（お問合せ先：37－5457）
☆１月１９日

書 初 め

☆２月１６日

パソコン教室

☆３月１５日

映画鑑賞会

（ いずれも、やすらぎ作業所内）
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（皆様の善意・ありがとうございます）

大口寄付者の紹介
↓横濱音楽波止場 in 象の鼻実行委員会

福祉のまどぐち）」

↑ 産業まつりにて（千葉県横芝光町のボランティアより）
寄付者一覧 （4 月～11 月まで）

寄

受領年月日

者
グループ絆会

H27.11.12 福島ヤクルト販売㈱ヤクルト親交会

43,810
15,000

H27.10.22 ティンクルママの会

3,000

H27.10.13 あっぺとっぺ商店街

2,510

H27.10.13 社会福祉法人 臥牛三敬会 社会就労センター 虹の園

1,000

H27.10.13 横濱音楽波止場 in 象の鼻実行委員会
H27.10.13 広現院

社会交流課

SeRV 係

22,000

H27. 7.21 霊友会「ありがとうこだま基金」
H27. 6. 2 匿
１回

300,000
100,000

名

10,000

毎月 大豊建設㈱ 4 月～11 月 ８回

27,520

松尾建設㈱ 4 月～９月 ６回

11,355

玉石重機㈱ 4 月～９月 ６回

9,266

物品
H27,4,13 山元町身体障害者福祉協会

会長

鈴木敬一

H27.10.6 佐々木節子

パイプ椅子 16 脚（折り畳み）
防寒足カバー60 足

【 編集後記 】
師走の時期に、今年の事業報告を大急ぎで行わせてもらいました。新しい地域福祉交流
祭り、夏ボラ、地球村の今後、赤い羽根共同募金の活用など、これまで以上に工夫した事
業を今後も紹介していきます。

（広報企画委員会・広報委員）
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●発行日／二〇一五年 十二月十六日 第十五号
●発 行／社会福祉法人 山元町社会福祉協議会 山元町ボランティアセンター
山元町浅生原字作田山三二番地 ＴＥＬ／ＦＡＸ 〇二二三ー三七ー二七八五
作／社会福祉法人 共生福祉会 萩の郷福祉工場

ボランティア応援団

寄付金額
●制

H27.11.22 横芝光町教育委員会付

付
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