
・報告（４）　平成２８年度の第２層協議体の状況について

日　付 テーマ 内　容 人数 内　訳

1 H28.11.7
背負いすぎない地域活動を考えよう

【開催場所】サン・リフレ函館

①講演
　・くらしのサポーター養成研修について
②活動報告
　・谷地頭町会
③グループワーク
　・学校，企業，ボランティア団体等との
　　連携について　など

27
・民生委員　16人
・町会役員　10人
・社協　1人

2 H29.3.23

総合事業が始まるにあたって，
地域で何ができるか考えてみよう

【開催場所】デイサービスセンターあさひ

①総合事業の制度説明
　・包括あさひ
②グループワーク
　・地域住民が主体となるサービスの
　　可能性について　など

34

・民生委員　15人
・町会役員　14人
・ケアマネジャー　1人
・医療機関　1人
・介護事業所　1人
・薬局　2人

3 H28.11.15

「なんとなくお互いに気にし合える団地づくり」
に向けて

【開催場所】日乃出改良団地集会所

①活動報告
　・日乃出改良団地自治会
②活動報告
　・民生委員
③ワークショップ
　・住民１人ひとりが支え合う意識を
　　持てる団地づくり

10
・民生委員　2人
・自治会役員　8人

4 H29.3.23
地震，津波があったとき，自分は大丈夫？

【開催場所】特別養護老人ホーム松濤

①実践報告
　・新川町会
②ワークショップ
　・地震が起きたとき，どう対応するか

35

・近隣住民　4人
・民生委員　5人
・町会役員　12人
・在宅福祉委員　4人
・行政　2人
・介護事業所　8人

5 中央部第２ ときとう H28.12.2
要援護高齢者等への支援について

【開催場所】五稜郭町会館

①実践報告
　・五稜郭町会
②グループワーク
　・高齢者が日常生活を送るうえで
　　困ることは何か

14

・民生委員　1人
・町会役員　3人
・在宅福祉委員　5人
・行政　4人
・社協　1人

6 東央部第１ ゆのかわ H28.10.29

認知症高齢者の方への対応ポイントを知り，
皆が暮らしやすい地域を考える
～自分の地域の良いところ，必要なことは？～

【開催場所】深堀町会館

①講話
　・認知症について
②認知症高齢者模擬捜索（深堀町会エリア）
③意見交換
　・（参加者が認知症になった場合を想定して）
　　地域での生活に不安なこと，こんなことが
　　あったら安心

20

・近隣住民　7人
・町会役員　8人
・行政　1人
・介護事業所　2人
・新聞社　2人

協議体の開催状況（地域ケア会議を活用）

№ 包括名

参集者（包括職員を除く）

圏域名

西部 あさひ

中央部第１ こん中央

資料４
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日　付 テーマ 内　容 人数 内　訳

協議体の開催状況（地域ケア会議を活用）

№ 包括名

参集者（包括職員を除く）

圏域名

7 H28.11.5

認知症高齢者の方への対応ポイントを知り，
皆が暮らしやすい地域を考える
～自分の地域の良いところ，必要なことは？～

【開催場所】湯川３丁目会館

①講話
　・認知症について
②認知症高齢者模擬捜索（湯川３丁目町会エリア）
③意見交換
　・（参加者が認知症になった場合を想定して）
　　地域での生活に不安なこと，こんなことが
　　あったら安心

43

・近隣住民　19人
・民生委員　1人
・町会役員　6人
・在宅福祉委員　1人
・ケアマネジャー　5人
・行政　2人
・介護サービス事業所　3人
・新聞社　1人
・大学　3人
・警察　2人

8 H29.1.20
認知症について考えよう

【開催場所】深駒町会館

①講話
　・認知症について
②報告
　・近隣町会で行った認知症高齢者模擬捜索について
③意見交換
　・（参加者が認知症になった場合を想定して）
　　地域での生活に不安なこと，こんなことが
　　あったら安心

58

・近隣住民　36人
・民生委員　2人
・町会役員　10人
・在宅福祉委員　8人
・新聞社　2人

9 H29.3.14
認知症について地域で考える

【開催場所】函館市民会館

①これまでの取組みから感じた意見の報告
　・深堀町会，湯川３丁目町会，深駒町会，
　　道警地域課
②グループワーク
　・（隣で生活している方が認知症だったら，
　　という想定で）自分でもできそうなこと，
　　実行するのが難しいこと

86

・町会役員　41人
・ケアマネジャー　16人
・行政　3人
・介護サービス事業所　15人
・調剤薬局　5人
・郵便局　2人
・小学校校長　1人
・警察　2人
・新聞社　1人

10 H29.3.29
認知症について地域で考える

【開催場所】日吉町３丁目集会場

①講話
　・認知症の早期発見の目安について
②次年度に向けた模擬捜索の説明
③意見交換
　・（参加者が認知症になった場合を想定して）
　　地域での生活に不安なこと，こんなことが
　　あったら安心

35
・近隣住民　31人
・町会役員　2人
・警察　2人

11 東央部第２ たかおか H29.2.22

住み慣れた地域で暮らし続けるために
～地域包括ケアシステムについて～

【開催場所】百楽園

①講話
　・くらしのサポーター養成研修
②グループワーク
　・地域の魅力や強みを知る
③アンケート調査
　・地域にあると助かる「支え合い活動」とは？
　・事業所が地域に対してできること，
　　していることは？　など
④情報提供
　・いくつになっても住み続けられる
　　地域づくりを目指して

38

・民生委員　9人
・町会役員　10人
・ケアマネジャー3人
・行政　1人
・社協　2人
・介護事業所　13人

ゆのかわ東央部第１

6



日　付 テーマ 内　容 人数 内　訳

協議体の開催状況（地域ケア会議を活用）

№ 包括名

参集者（包括職員を除く）

圏域名

12 H29.2.24

住み慣れた地域で暮らし続けるために
～地域包括ケアシステムについて～

【開催場所】サテライト百楽園

①講話
　・くらしのサポーター養成研修
②グループワーク
　・地域の魅力や強みを知る
③アンケート調査
　・地域にあると助かる「支え合い活動」とは？
　・事業所が地域に対してできること，
　　していることは？　など
④情報提供
　・いくつになっても住み続けられる
　　地域づくりを目指して

24

・民生委員　7人
・町会役員　2人
・ケアマネジャー　6人
・行政　1人
・社協　2人
・介護事業所　6人

13 H29.3.2

住み慣れた地域で暮らし続けるために
～地域包括ケアシステムについて～

【開催場所】百楽園旧デイルーム

①講話
　・くらしのサポーター養成研修
②グループワーク
　・地域の魅力や強みを知る
③アンケート調査
　・地域にあると助かる「支え合い活動」とは？
　・事業所が地域に対してできること，
　　していることは？　など
④情報提供
　・いくつになっても住み続けられる
　　地域づくりを目指して

33

・町会役員　19人
・ケアマネジャー　7人
・行政　1人
・社協　2人
・介護事業所　4人

14 H29.1.31

地域包括支援センターの業務報告と
これからの地域連携について
（地域のネットワークと課題を考える）

【開催場所】中道２丁目会館

①地域包括支援センターの業務等報告
②地域課題についての意見交換

23
・民生委員　12人
・町会役員　9人
・在宅福祉委員　2人

15 H29.3.31

高齢者の孤立・閉じこもりを未然に
防ぐためにできること

【開催場所】西堀病院

①取組紹介
　・コープさっぽろ
②地域ケア全体会議アンケート集計結果の報告
③民生委員・町会等の活動報告
④意見交換

9

・民生委員　4人
・町会役員　3人
・コープさっぽろ　1人
・むつみ会　1人

16 H28.10.4
昭和2丁目の集いの場の情報・意見交換

【開催場所】コミュニティカフェ家族

①昭和地域の現状についての確認
②徒歩範囲で参加できる集いの場，社会資源の
　情報交換とマップへの落とし込み

9

・町会役員　4人
・ケアマネジャー　3人
・サ高住職員　1人
・コミュニティカフェ家族　1人

17 H28.10.8

人とのつながりを大切にするまちづくり昭和
～包括亀田と民生委員とのつながり～

【開催場所】昭和町会館

①昭和地域についての現状報告
②事例紹介
　・民生委員と包括の連携，協力のあった事例
③昭和地域の課題についての意見交換
④高齢者見守りネットワーク事業について

15 ・民生委員15人

18 H29.3.9

人とのつながりを大切にするまちづくり昭和
～包括亀田と民生委員とのつながり～

【開催場所】昭和町会館

①情報提供
　・生活支援体制整備事業について
　・サロンの効用・運営について
　・健康づくり教室開催について
②質疑応答・意見交換

23

・民生委員　19人
・社協　2人
・生活支援コーディネーター　1人
・まちづくりセンター　1人

たかおか東央部第２

西堀北東部第１

亀田北東部第２
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日　付 テーマ 内　容 人数 内　訳

協議体の開催状況（地域ケア会議を活用）

№ 包括名

参集者（包括職員を除く）

圏域名

19 北東部第３ 神山 H29.1.13
困りごとを解決し願いを叶えるまちづくり

【開催場所】本通町会館

①取組報告
　・こども食堂（すず辰）
②活動報告
　・本通町会
③講話
　・函館の現状と各地域での取組み

6
・町会役員　4人
・すず辰　1人
・生活支援コーディネーター　1人

20 H29.3.26
地域の課題整理～活動報告を通じた意見交換

【開催場所】亀田本町会館

①活動報告
　・包括よろこび
　・亀田本町第１，２，４，５町会
②意見交換・質疑応答

14
・民生委員　5人
・町会役員　9人

21 H29.3.30
地域の課題整理～活動報告を通じた意見交換

【開催場所】桔梗町会館

①活動報告
　・包括よろこび
　・地域福祉コーディネーター
　・桔梗町会，桔梗北町会，桔梗西部町会
②意見交換・質疑応答

19

・民生委員　4人
・町会役員　12人
・地域福祉コーディネーター　1人
・行政　2人

22 H28.11.15

住み慣れた地域でいつまでも生活するために，
地域福祉の関連する課題を共有し，地域住民が
主体となって課題を解決できる活動につなげる

【開催場所】南茅部総合センター

①業務説明
　・包括社協
②意見交換
　・南茅部地域の高齢者福祉等に関する課題
③取り組める課題の整理・解決方法の共有
④今後の取組みの確認

29

・近隣住民　2人
・民生委員　4人
・町会役員　10人
・老人クラブ，ボランティア団体　6人
・介護事業所　2人
・薬局　1人
・社協　1人
・行政　3人

23 H28.11.17

住み慣れた地域でいつまでも生活するために，
地域福祉の関連する課題を共有し，地域住民が
主体となって課題を解決できる活動につなげる

【開催場所】社協椴法華支所

①業務説明
　・包括社協
②意見交換
　・椴法華地域の高齢者福祉等に関する課題
③取り組める課題の整理・解決方法の共有
④今後の取組みの確認

15

・民生委員　3人
・町会役員　3人
・老人クラブ　3人
・社協　3人
・行政　3人

24 H29.3.28

戸井地域住民への生活支援体制整備事業の
周知と，地域住民として担うことができる
活動について考える

【開催場所】戸井西部総合センター

①講演
　・生活支援体制整備事業について
②意見交換
　・住民主体の活動の場について
③取り組める課題の整理・解決方法の共有
④今後の取組みの確認

32

・民生委員　4人
・町会役員　3人
・老人クラブ　19人
・ボランティア団体　3人
・社協　1人
・生活支援コーディネーター　1人
・行政　1人

よろこび北部

社協東部
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