
・報告（２）　平成２９年度下半期の第２層協議体の状況について

日　付 テーマ 内　容 人数 所属

1 H29.10.16
みんなが元気な地域のつくりかた

【開催場所】東雲町会

①講演
　・みんなが社会参加することでずっと元気にいること
　・みんなが助け合うことが重要になること
　（第１層生活支援コーディネーター）
②助け合い体験カード実践

17人
町会役員，行政，
第１層生活支援コーディネーター

2 H29.11.15
認知症の方をサポートするために

【開催場所】大森町会

①認知症についてのクイズ
②講演
　・認知症の方をサポートするために
③グループワーク
　・自分が認知症になり，家で生活するとしたら，
　　どのように接してほしいですか？
　・自分の近くに認知症と思われる人がいたら，
　　どのような接し方をするのが良いと思いますか？
④グループワークまとめ

16人 町会役員，行政

3 H30.2.16
町会とグループホームの連携と課題解決

【開催場所】住吉町会館

①グループワーク
　・住吉町，グループホームの良いところ，
　　困っているところ
　・いっしょにできること
　・実現のために
②グループワークまとめ

8人
町会役員，グループホーム職員，
第１層生活支援コーディネーター

4 H29.10.19
みんなで，認知症に対する理解を深めよう！

【開催場所】高盛町会館

①講話
　・認知症の理解，支援のポイント
　・SOSネットワークについて
②模擬訓練
　・講話を踏まえた高齢者への声かけ
③グループワーク
　・模擬訓練をやって思ったこと，不安に感じたこと，
　　自分・地域としてできそうなことについて
④発表

33人

近隣住民，民生委員，町会役員，
在宅福祉委員，行政，整骨院，
介護保険事業所(４事業所)，
住宅型有料（２施設），中央警察署

5 H29.10.21
みんなで，防災に対する意識を高めよう

【開催場所】海岸町会館

①避難訓練
②森川組での取り組みの紹介
　　（森川組）
③町会に備蓄している物資の紹介
④講義
　・海岸町の避難場所紹介
　・避難経路，災害時に備えるために普段から
　　心がけること
　　（大繩出張所消防隊員）
⑤グループワーク
　・災害時の避難について
⑥発表

35人
近隣住民，民生委員，町会役員，
行政，グループホーム，㈱森川組，
函館北消防署大繩出張所

西部 あさひ

こん中央中央部第１

№ 圏域名 包括名

協議体の開催状況（地域ケア会議を活用） 参集者（包括職員を除く）

資料２ 参考資料１
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6 中央部第２ ときとう H29.11.28
地域住民が感じている地域福祉における課題とは？

【開催場所】本町町会

①講演
　・地域包括支援センターの役割について
　・高齢者への支援の取組みについて
　・これからの福祉制度の動向について
②意見交換・情報共有
　・町会の皆様が福祉活動を行う中で，
　　困ったことなどはありますか？
③感想・まとめ

13人

民生委員，町会役員，行政，
函館市社会福祉協議会，法テラス函館，
介護保険事業所

7 H29.10.2
認知症模擬捜索実施前の町会役員との意見交換

【開催場所】湯浜町会館

①意見交換
　・どんな事が不安？
　・こんなことがあれば安心
②抽出された課題と今後の取組みの検討

17人 町会役員

8 H29.10.28

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

【開催場所】湯浜町会館

①講演
　・認知症高齢者への接し方や対応のポイント
②模擬捜索オリエンテーション
③模擬捜索
④意見交換
　・模擬捜索への参加してみて

50人

近隣住民，町会役員，
介護支援専門員（３事業所），行政，
小学生，小規模多機能，老人ホーム，
調剤薬局，警察

9 H30.2.16
認知症について地域で考える

【開催場所】ポリテクセンター函館

①報告会
　・今年度の取組みについて
　・ケア会議参加者より
②意見交換・グループワーク
　・認知症高齢者を自分に置き換えて，「町会の集まりに
　　参加したい」，「お店に行って自分の目で見て買い物が
　　したい」という希望があった時，町会やスーパーなど
　　地域が将来どうなって欲しいか？

69人

町会役員，介護支援専門員（６事業所），
行政，介護系施設（６施設），
新聞社（２社），深堀小学校，
湯川小学校，調剤薬局（７施設）

10 H29.11.25
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

【開催場所】函館大学

①講話
　・町会の福祉活動について考える
　　（函館万代町会会長）
②グループワーク
　・自分たちの住む地域で出来る助け合いとは
③質疑

57人

民生委員，町会役員，在宅福祉委員，
介護支援専門員（５事業所），行政，
社会福祉協議会，住宅都市施設公社，
介護保険事業所（７事業所），
介護系施設（７施設）

11 H30.2.17
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

【開催場所】函館大学

①講話
　・平成２９年度第２回地域ケア会議
　　グループワーク意見報告
　・「今こそ地域デビュー」
　　～居場所や出番のきっかけづくり～
②グループワーク
　・仮想サロン　ポスター作り
③ポスター内容発表

50人

民生委員，町会役員，在宅福祉委員，
介護支援専門員（５事業所），行政，
社会福祉協議会，住宅都市施設公社，
介護保険事業所（１０事業所），
介護系施設（６施設）

東央部第１ ゆのかわ

たかおか東央部第２
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12 H29.12.22

「ご自身が高齢となり介護が必要な状態となったら
今住み慣れた家で，どんなことが困るか？
何を手伝ってもらいたいか？」

【開催場所】富岡一丁目会館

①意見交換
　・困っていること
　・あれば助かる地域のサービスや活動
　・今やっていること
　・今あるサービス

21人 町会役員，町会会員

13 H30.3.7
「買い物，孤立，雪，認知症」

【開催場所】中道第二町会

①グループ討議
　・１グループ「買い物」について
　・２グループ「孤立」について
　・３グループ「雪」について
　・４グループ「認知症」について

16人 民生委員，町会役員，中道仲よし会

14 H29.11.2
石川町における防災の取組を知る

【開催場所】石川町会館

①講演
　・石川町で考えられる災害や避難計画について
　・町内福祉施設の災害時の取組みについて
　　（石川町会）
②グループワーク
　・災害時，高齢者施設での災害時に地域でできること
　・施設が地域に対してできること
　・その他，支援が必要な対象者について
③発表
　・グループワークで出た意見の情報共有

22人
町会役員，在宅福祉委員，
介護福祉施設（４施設），
障がい福祉事業所

15 H29.11.9
人とのつながりを大切にするまちづくり昭和

【開催場所】昭和町会館

①情報提供
　・健康づくり教室の開催報告
　・コミュニティーカフェ家族にて実施している
　　子供食堂について
　　（子ども食堂主催グループ代表者）
　・地域づくりの取組みについて
　（第１層生活支援コーディネーター）
②質疑応答・意見交換

20人
民生委員，コミュニティーカフェ家族，
第１層生活支援コーディネーター

16 H30.2.9
人とのつながりを大切にするまちづくり昭和

【開催場所】昭和町会館

①情報提供
　・地域づくりの取組みについて
　（第１層生活支援コーディネーター）
②グループワーク
　・昭和でこんなこと「やっている/知っている」
　　「あればいい/できたらいい/やってみたい」
③情報提供
　・今後の活動に役立つ情報として「くらしのサポーター
　　養成講座」と「ボランティア」について
　　（社会福祉協議会）

16人
民生委員，行政，社会福祉協議会
第１層生活支援コーディネーター

亀田北東部第２

西堀北東部第１
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17 H29.10.13
現状の課題の共有。今後の取組みの方向性の検討

【開催場所】本通町会館

①講演
　・地域ケア会議について
②報告
　・第１回地域ケア会議の報告（課題の共有）
③雲南市の取り組み紹介
　（第１層生活支援コーディネーター）
④意見交換

11人
民生委員，町会役員，
第１層生活支援コーディネーター，
はこだて子ども食堂

18 H29.12.7
若者も高齢者も，共に幸せに生きるために，できることを考えよう

【開催場所】南本通小学校

①アイスブレイク
　・自己紹介等
②グループワーク
　・児童からの質問～若い頃の思い出は？
　　最近困っていることは？
　・「一緒にできたらいいな」ということを相談しよう
③グループワークの結果発表
④「カエルの合唱」の合唱
⑤「よさこい」披露

60人
近隣住民，南本通小学校教員，
南本通小学生，南本通小学校PTA役員

19 H30.2.23

課題を共有し多世代・他分野でどんなことができるか，やってみた
いことを考える

【開催場所】本通町会館

①報告
　・第１回，第２回地域ケア会議の報告（課題の共有）
③ワークショップ
　・自己紹介
　・本通の「良いところ」，「課題」
　・多世代交流でできること
③意見交換
④まとめ，振り返り

21人

民生委員，町会役員，本通中学校PTA，
本通小学校教員，本通小学校PTA，
南本通小学校教員，南本通小学校PTA，
はこだて子ども食堂

20 H29.11.20
「お互いを気遣えるつながりのある町」を目指して

【開催場所】北浜町会館

①課題の抽出
②課題に対する解決策の検討
　・町会と地域の社会資源との繋がりの中で協働できる
　　内容について
③まとめ
　・今後の活動，方向性について

10人

民生委員，町会役員，在宅福祉委員，
行政，介護保険等施設（３施設）
介護保険事業所，障がい者施設，
社会福祉士実習生

21 H30.3.4
元気な地域の作り方～桔梗地区の未来のために～

【開催場所】桔梗町会館

①講話
　・函館市の人口推移
　・介護予防，生活支援の必要性
　・地域包括ケアシステムについて
　　（第１層生活支援コーディネーター）
②グループワーク「地区にあるもの，あったらいいな」
　・桔梗町会の特徴について検討・課題
　・桔梗北町会の特徴について検討・課題
　・桔梗西部町会の特徴について検討・課題
③その他，質問，意見
④今後の活動，方向性

42人

民生委員，町会役員，在宅福祉委員，
介護支援専門員（３事業所），歯科，
薬局，整骨院，行政，
介護保険等施設，教育機関，寺

北部 よろこび

北東部第３ 神山
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