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づくり（地域力の向上 難行 要支援者者等の福祉祉ニニーズ把づくり（地域 上）避難行動動要支支 把 を目的と的としています。を目目目目目目目的的的的的的地域地域域域力の力の力 向向上向上上） ズズ把把把 を目を目的を目目目目目的的的的的把把握握握を把把握握握握ををを祉ニニー 的と的ととしし いまいまますす）避づくり（地域力の向上 難行 要支援者者等の福祉祉づくり（地域力の向上）避難行行動動要域域力力の向向上上 祉

　本事業は、榛東村地域福祉活動計画に記載されている「地域における要援護者情報の把握と共
有」に基づき、災害時等において支援を必要とする方・世帯（避難行動要支援者）を地域全体で見守る
ネットワーク構築のため地域支援関係者が一堂に会し地域の詳細情報を住宅地図に示し、避難行動
要支援者を中心とした総合的な支援体制のマップづくりを実施し、地域住民による顔の見える関係
づくり（地域力の向上）避難行動要支援者等の福祉ニーズ把握を目的としています。

者を3段 に昨年度かから避難行動行動要援護者護者護者護者護者護者者 段階階階（ＡＡ･Ｂ･Ｃ）に細に細分化し、更更更に動動要援要援護護 に更更更にに が必必りりが者を りが必に今今に今今今年年年度 にに支支援援にに支支支に 援援援支にに支援支援支援やや援やや援援やや援や援 守守り度度は特特は特ににには特特ににににに 見守見守りり守守守守りや見見見見見見や見守りや見見見見見やや見見や見化者を3段昨年度度からか 避難行動動要援護者 段段階階（ＡＡＢＣ動動要援援護護者援護護護護護者を者 にＣ）に細細分化し りににしし 更更更にににに が必必必必りがりが必必りが必に今今今今年度年度年度度は特は に特にににに支支に支援支支援にに支援支支援支援やや援援やや援援援援や援支援援 守守りり度は特は特はは特特に今今に今今 見見守見守見守り守守守守見見見見やややややや見見見や見守見見見見や見見や見Ｃ）に
の作成を成をののののののの要な方の「避避難支難 援個個別プラン」」のののののの「「「「 ンン」」」のののののの を盛を盛盛り込り込り みまり込り込込込込り込 ました。
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ントをいただききましたた地地方振方 興興課係係長温 様からコメンメン課係振興 温温井井様か様からココら メ温域域地域地地 ききましした。た。

　昨年度から避難行動要援護者を3段階（Ａ･Ｂ･Ｃ）に細分化し、更に今年度は特に支援や見守りが必
要な方の「避難支援個別プラン」の作成を盛り込みました。
　また、児童及び生徒の安心安全を視野に学校関係者にも周知し、危険箇所や大雪時の通学路確保
についても協議していただきました。マップ作成後、ズーム（ビデオ通話）で国土交通省国土政策局広
域地方振興課係長温井様からコメントをいただきました。
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　新型コロナウイルス感染予防対策を徹底し、会場は役場庁舎村民ホールと会議室を使
用し、自治会長はじめ関係者（各区役員、民生児童委員、榛東駐在所、消防団、防災ボラ
ンティア、学校関係者、JA榛東）の多くの方々のご理解ご協力のもと開催いたしました。
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１１月１８日（北小校区）、19日（南小校区）
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「住民支え合いマップづくり」
２１３名の参加！！

見守りネットワー
ク事業



今年度は 新型コロナウイル今今年度年度は、は、新型型コロナウナウイルイ今年度は、新型コロナウイル
外出自粛等による一人暮らし高齢者の心身の健康状況も懸念される為、直接お弁当を届け一人ひ外出自粛等による 人暮らし高齢者の心身の健康状況も懸念される為、直接お弁当を届け 人ひと外外 自粛自粛 にによるよる 人一人暮暮 し高し高
りの様子をうかがう事を目的に平成30年度と令和元年度に参加された方を対象に実施しました。りの様子をうかがう事を目的に平成30年度と令和元年度に参加された方を対象に実施しました。
お弁当には無病息災を願い小正月に食べる小豆粥の代わりに栗ぜんざいと学童児童によるメッセ弁当弁当 はは無病無病息災息災を願を願い小い小 月月にに べるべる 豆豆粥の粥の代わ代わりり 栗ぜ栗ぜ ざざいい 学童学童児童児童によによ メメッッ
ー カカーカ ををを添え添え添え あああたたたたたたかいかいかい小正小正小正月の月の月の 囲囲囲気気気 味わ味わ味わ ててていたいたいた きききままま たた。た。ージカードを添え、あたたかい小正月の雰囲気を味わっていただきました
お弁当を届けにうかがうと学童の子ども達のメッセージカードと手作り作品に大変喜んでいただお弁当を届けにうかがうと学童の子ども達のメッセージカードと手作り作品に大変喜んでいただ

き「き お返お返事を事を書き書きたいいな」な とおとお話頂話頂き、き、またた「毎「毎年、、みんみんなとなと会う会 ことことが楽楽しみしみでいでいたけたけど残ど残念だだね」ねき「お返事を書きたいな」とお話頂き、また「毎年、みんなと会うことが楽しみでいたけど残念だね」き お返事を書き いな とお話頂き た「毎 みんなと会 こと 楽しみでいたけどど残 だだね
「足足腰が腰 悪く悪くなっなったよたよ」「人と人と会ううことことがほがほとんと どなどなくてて寂し寂しいよよ」な」など色ど色々な々なお話お話しをを聞く聞 ことことがでが きき「足腰が悪くなったよ」「人と会うことがほとんどなくて寂しいよ」など色々なお話しを聞くことができ
ましたましたましましたた。た。ましたまま たた。

づくりく のツールとして活て活用し用していていただくものただくり してのツのツのツツツママ 、防災だマ 災だ災災災災災災災災災 的でではなく地域のの関係づ域域の 係はははははななママップップププづくづくりはりははりは、防、防防、 災災マ ププ 災災災災災災災防防防防防防災災災 ールールールとしとしとしとしルととルルととけがけが目的災だだけけ 目的的でマ もののですのですす。すす。。。。ププププづづづづプづづ 域の域の関係の関の関のの関の関関の関の関の関関の関関地域地域域域 づづく係づづく係係づ係係 して活用し のですので 。。。のののくものですのでもののでののくも ででのででものツ的でけが目的だけ 目的では 防災防防災災 ではなく地域 ただくものでッ
動動 と役場、 福祉協議会へへ希望希 等を話し合っていただただき、き 貴重な意見なを話 貴重話し話し話し話し話へへへへ希希希希望希望希望へへへへ しししし合合合合最最 区の活動動目標とと役場、社会会福祉福祉協議会へ議会協議祉 議議議議協協協協協 へへへへへ動最最後後後に後に今後の各各各各区区の区最最後に の各の各今後今後 動 意意見意意意見見意見に今今に今 祉祉協祉祉祉祉祉協協祉祉祉祉祉協協協社 会 し合ってし話ししし合合 な意見意意見意意見意見貴重な重重ななな重動動目標と動 との活の各区のの各 と役場、社会福祉 希望等 き 貴重な意最後に今後

と目 ました。。目目標標ががあげられれれれまままししたげが られられ しししししししががあがあ したまししした。られままししししたましと目標があげ
「情「情報報 避難訓難訓 の実施施や危険険箇箇所の共有」有」有」箇所箇所実実実実実実 の共の共共共共ややや危危危実実実実実施施施施施訓練の報伝 訓練練練練、避避避難難、、避避避避避情報報伝報伝伝 訓訓訓訓練練練、練、、伝伝達訓達訓達訓 避避難難難、、避避避避避、、、「情情 共有の共有有施や危険険避難訓難避難難難避難避難難避 危険箇所情報伝達訓練

設置確置確認」」設設 認」認」認」認」」「一 や高齢高 世帯帯等の除除雪・声掛け・煙探除 声声声声声掛掛掛掛掛等の等の等の等の等ののの除 けけけけ・煙煙煙齢者世齢者 化器設器設置置設設設煙探探知機・消化消消化消探探知探知知知世帯「「一 帯や人暮暮 しし世世し世世暮暮暮らしらしら暮らしらし世帯帯世帯世世帯世帯帯帯一一人暮人人 掛け・煙けけ・煙煙探等の除除雪・除等の等の等の除除 消一人暮らし世帯 器器
る関関係づ係 くり」係る づ りりりりり頼、除頼頼頼頼頼頼、、、、 雪体制の整備備、避難行動要支動避整 行行行行行動動動動動要要要要要難難難難難 動要動要除雪体除雪 」の見ええるる見えるる支支援者と顔の体制体体体体体制制制制制「ＰＴＡＡ「Ｐ ＡＡＡ 協力力力協 依頼頼依力 頼頼協へのへのの協協 頼頼、除、頼、、 雪雪体除除雪体体体協力力力協 依頼依頼力力依依依頼「ＰＴＴＡへへ「Ｐ ＡＡＡへの協力協力力協協力協力協力力のの協協協協協協の協ＡＡへへへＡＡへへへへのへへＡへへの 動要支動要要動要支制の整備備、避避の整整備備、除、 雪除雪除雪体除雪ＰＴＡへの 要要要要要要支支支支要要支支支要要要支支要要支支要要支 見見

練ののの実実施実施実実施施」」」」実施実施実施の「防「防「防「防災訓災訓災訓災防防防防災災災災訓訓訓訓訓練練のののの練の訓訓練防防防防防防防 実施施」」実災訓訓訓練
てのママップ 成や区民区民へマップづくくり民 プププづづづづづづづづづづマッ の声掛けを行う」を行い、日日頃頃頃のて周くりりについてににに 知をプ作作作成心心心をを長を とととししてての「班長長ををを中心中中心心長を長を長を長長をを 心心心心とととしとし心心心ととと心心班班長班長長 中中 ママップマップてのマ心ととしての心としし心としてを長を中長を長を班班長 中中 ををを行行行う行うて周 をを知知知知知知知周周周周知知知知を知をををて周て周周て 知知知知を周周周
ス感感 対策にソーシャルディスタ 表示、コミセンへ ーパータオルと消毒ス「新 ウイルス感イルス感染対策にソーシシャルャ ディディススタンスャルにソ染染染染染染 ーパータオルと消「新「新「「 ミセンへのペペーーー示示 コ、コ、コミミンスンスンス表示表示 ミ対策対策対策 シャルナナウイ型コ型コ型型 イイル「新「新 コココロロロナナナ新新新「新「新「「新新新型型型型 イイイルルイイイイルルウイウイウイイイイイ新新新新型新新新新新型型型 ナナコ型コココロナロナロ ルスルスウイイイイルウイウイイイ型コ型コ型型新 コ ーシャシャ型型型型 ココココ

液の設設置検討」検討討」」の設置置置検検検置置置置検検検検置置置置置置液液液液液液の設液の液の液の液の液の液のの設置置置置置置置置置設置検討設置検検置置検検置置置置置検置置置置置置設設液の設設置置置置液液液液の設液の液の液の液の 置置置置置置置検置置置置置置置置設置置検置検設設置置置置置置置設設設置検討」置置検検検液液の設液の液の液のの液 設設置置設設設 検検置置置置置液液の設液の液の液 置置置置設設置検置置置設置置

　マップづくりは、防災だけが目的ではなく地域の関係づくりのツールとして活用していただくものです。
　最後に今後の各区の活動目標と役場、社会福祉協議会へ希望等を話し合っていただき、貴重な意見
と目標があげられました。
「情報伝達訓練、避難訓練の実施や危険箇所の共有」
「一人暮らし世帯や高齢者世帯等の除雪・声掛け・煙探知機・消化器設置確認」
「ＰＴＡへの協力依頼、除雪体制の整備、避難行動要支援者と顔の見える関係づくり」
「防災訓練の実施」
「班長を中心としてのマップ作成や区民へマップづくりについて周知を行い、日頃の声掛けを行う」
「新型コロナウイルス感染対策にソーシャルディスタンス表示、コミセンへのペーパータオルと消毒
液の設置検討」

一人暮らし高齢者事業

ルス感染拡大に伴い 人暮らし高齢者保養事業の実施が困難となりルス感ス感染拡拡大に大 伴い伴い 人暮人暮らしし高齢高齢者保者保養事養事業の業の実施施が困が 難と難となりり、、ルス感染拡大に伴 、一人暮らし 齢者 養事 の実 が困難となり
高齢者の心身の健康状況も懸念される為、直接お弁当を届け一人ひと高齢者の心身の健康状況も懸念される為、直接お弁当を届け 人 と高高 者者のの 身の身の健康健康状況状況も懸も懸念念 れるれる 直接直接 弁弁当当 届け届け 人人ひひ

齢者事業

小正月 ～無病息災願い～月 ～ い～



　例年利用者が一堂
が、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、感染症
防止の観点から衛生管理、感染予防対策を徹底し
毎日行うレクリエーションの一環としてクリスマス
会を実施しました。
クリスマス会の前座では、職員が天使？に扮し、

「きよしこの夜」の曲をハンドベルで演奏し、また、
カラオケやゲームを行い、カラオケは飛び入り参加加
される方もいて久しぶりに握ったマイクに力がここ
もっていました。
　ゲームはイントロクイズや箱の中身を当てる物物
など5日間違う内容で行い、景品も用意され大いなど 日間 い
に盛り上がりました。に盛り上がりました。
　最後に、手作りのクリスマスケーキ　最後に、手作りのクリスマスケーキ
に舌に舌鼓を打たれていました。に舌鼓を打たれていました

　11月25日北小学校において、（公財）東日本11月2
盲導犬協会から訓練士の長谷川さんとＰＲ犬の
イチゴちゃんを講師に迎え「盲導犬ふれあい教
室」を実施しました。
　先ず、盲導犬と歩く人の話として、目が見えな
い、見えにくいとはどういうことか、見える人と
同じことをする為の工夫についてなど教えてい
ただき、次に盲導犬の誕生から訓練、盲導犬デ
ビュー引退まで盲導犬の一生についてＰＲ犬の
ゴ 体験 が 訓練 方法 仕事イチゴちゃんと体験しながら訓練の方法や仕事

について学びました。

　また、盲導犬に出会った時、自分たちにで
きる事を教えていただきました。
　子ども達の感想には、「危険箇所を判断で
きることの賢さに驚いた」「盲導犬に出会っ
たらやってはいけないことを知ることができ
てよかった」「日常でも活かしたい」「視覚障
害者が困っていたら助けてあげたい」など
様々な思いや気づいたことが挙げられてい
ました。

「盲導犬ふれあい教室」「盲導犬ふれあい教室」「「盲盲盲導盲導導導犬犬犬犬ふふふれれれれあああいいいい教教教室教室室室」」

デイサ スセン ー

福祉教育推進事業福祉教育推進事業福福福福福祉福福福福福祉祉福福福福福祉祉祉祉祉教教教教教育祉祉祉教教教教教育育祉祉祉祉教教教教教育育育育育推推推推推推進進育育育推推推推推進進育育育育推推推推推推進進進進進進事事事事事業業進進進事事事事事業業進進進進事事事事事業業業業業業業業業業業

堂に会し開催しておりました
ルス感染拡大に伴い 感染症

クリスマス会



　シルバー人材センター（榛東村社会福祉協議会内）は、村から日中の管理業務を委託されているシルバー人材セン
創造の森キャンプ場で、民家などの現場から出た焼却処理ができない木材を再利用することを目的
にボランティアでまき作り作業を行いました。
　作業は、チェーンソーや丸ノコ、まき割り機を使用し、扱いやすいサイズにしてから管理棟内の棚
に積み重ねていく作業で、会員は自分の与えられている作業を楽しみながら取組み作業 楽 み 取組み
生き甲斐となっているようです。

　世代間交流事業は、長寿会と子供会（育成会）世世代代世世世 交代 交交間交交間間間代代間代代 事流 業業事事流事事流流交流交 、業 長長、、ははは業は業業 会長 会会寿会会寿寿寿長長寿長長 子と 供供子子供と子子子とと会会 育育（会会会供会供供 会育 会会成会会成成成育育成育育 ）会）会
の交流を通じ日本古来の行事や遊びを伝承し、ま流交交のの 通通通を流流を流 本日本日じじ通 の来来古古古本 事行事事行のの行の び遊遊び遊やや事 承伝伝をびをび まし、、し承承承 ままま交交交ののの交流の交 通通通流流を流 通をを流 日本じじじ 本日日通じ 来来来古古古来の古古来本 行事事事のの行の 事行行の 遊遊び遊ややや びや遊遊事や 伝伝伝びをを伝承をを伝び し、、、承承承 ましし承 まままま
た、子ども達の情操教育と高齢者の生き甲斐に役子た 子子、子た、たた もど 達達もも達どももどど子子 情の情情情ののの達の達達 教操 育育教教育教教教操操操 高と 齢齢高高と高育とと育育 の齢 のの者のの者者者齢者齢齢 き生 甲甲き甲生ききき生生の生の に斐に役役にに斐斐に斐甲斐斐甲甲 役役役役役
立つことを目的とした事業です。こつつ立立立 目ををとことこ 的とと的目的目 事た事事たしした すでですで業業事 す。。すつつつ立立立 こ立つ をををこととを目ととをこ 的ととと目的と的的目 た事事事ししたし 事たたし でですで業業業 す業でで事業 す。。。す
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ンター（榛東村社会福祉協議会内）は 村から日中の管理業務を委託センンタ （榛東村社会福祉協議会内）は 村から日中の管理業務を委ン

シルバー人材センター
（高齢者能力活用センター）

世代間交流事業は 長寿会と子供会（育成会）代世世 交間交交間代代間代 業事事事流流交 長は業は業 会寿会会寿長長寿長 供子子供子とと会 育（会供会供 会成会会成育育成育 ）会会）会会）会



歳末たすけあい募金活用事業
ご協力ありがとうございました！！
歳末たすけあい募金活用事業
ご協力ありがとうございました！！

その他　歳末たすけあい募金事業
・寝たきり老人等布団丸洗いサービス　・子育て支援事業

　3区いきいき・サロン 17区いきいき・サロン

　シルバー見守り隊は、11月から１月まで南北小学
校の下校時に合わせて子ども達を事故や事件など
から守るために感染予防対策をとりながら見守り
を実施しております。

　地域の中で孤立になる高齢者をつくらないため、地域住民が主体となり小地域を単位としふれあ
いの場（ふれあい・いきいきサロン）をもうけ自主的・自発的に行う交流活動に対する支援を目的に
行っています。
　サロンは、各区コミュニティーセンター（集会所）等を利用し、それぞれの運営計画により無理のな
い範囲で活動しています。

＊現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しております。

　また、高齢者と児童のふれあいの場ともな
り子ども達からの挨拶も増え、シルバーの会
員も元気をもらっているようです。

集まった一人ひとりが主役！
自分たちでつくる！

ふれあいいきいきサロン推進事業

シルバー見守り隊（高齢者能力活用センター）

体となり小地域を単位とし



必要になった時
ご相談下さい

村内在住で在宅介護されている方に
福祉機器を無償で貸し出しています。
＊介護用ベッド（手動式タイプ）　　＊車椅子（子供用もございます）

◆貸し出し期限はございません。必要な期間ご使用ください。
　なお、長期入院入所などの場合は一度返却をお願いいたします。

※福祉機器の貸し出しは社会福祉協議会の会員様（社協会費納入の方）限定とさせていただいております。
　社協会費とは、自治会長様のご協力もと年間１，０００円を納入している会費です。

福祉機器
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あたたかいご寄付ありがとうございました！
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介護保険事業へのご意見・
ご要望をお聞かせ下さい
　皆様からの声を今後のサービス向上へとつなげてゆきたいと考えています。
　些細な事でも結構ですので、お気付きの点がございましたらお気軽にお寄せ下さい。

◆ホームページ http://www.shinto-shakyo.jp/  ◆Ｅ-mail  yume21@shinto-shakyo.jp

相続や金融等法律に関することなら･･･相続や金融等法律に関することな

村民無料
法律相談所
●日　時　毎月第４金曜日（７月第３金曜日）
　　　　　午後１時30分～午後４時30分（１人30分）
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」
　　　　　（ふれあい館西）
●相談員　群馬弁護士会員　弁護士

相
日　　時 定　員

４月２３日(金) ６名
５月２８日(金) 〃
６月２５日(金) 〃
７月１６日(金) 〃
８月２７日(金) 〃
９月２４日(金) 〃
１０月２２日(金) 〃
１１月２６日(金) 〃
１２月２４日(金) 〃
１月２８日(金) 〃
２月２５日(金) 〃
３月２５日(金) 〃

＊１回につき６名までの完全予約制となっております。
  必ず電話予約をお願い致します。
　（予約時間は平日午前９時～午後５時まで）

●日　時　毎月第２金曜日（６月・12月第１金曜日、８月第３金曜日）
　　　　　午前９時３０分～午前１１時３０分
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」（ふれあい館西）
●相談員　民生児童委員、人権擁護委員、行政相談委員、民生児童委員経験者、
　　　　　主任児童委員経験者から構成され、相談に応じています。

日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

●日　時　毎月第２金曜日（６月・12月第１金曜日、８月第３金
午前９時３０分～午前１１時３０分

の心 とや み となら

心配ごと相談所
日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

心配ごと相談所
日）

村民無料法律相談予定表
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