浦添市各中学校区

地 域 保 健 福 祉 セ ンター のご 案 内

平成 30 年度

コミュニティソーシャルワーク事業の推進、

コミュニティソーシャルワーク事業

活動拠点として 2 名のコミュニティソーシャルワーカーが配置されています。
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浦添市では 5 つの中学校区ごとにコミュニティソーシャルワーカー（CSW）を配置しています

浦添市社会福祉協議会は
誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目指して

コミュニティソーシャルワーク事業を
推進しています
地域社会では、少子・高齢化をはじめ、社会的孤立、経済的困窮や低所得問題など、
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「助けて」が言えない…声なき声を発見し、制度のはざまにいる人たちを支え、
地域住民と共に地域での問題解決能力を高めます

発 見

地域での SOS をキャッチ

制度だけでは解決できない生活問題が顕在化しています。このような課題に対

自治会、民生委員・児童委員、地域福祉協力員、

応するためには、地域住民一人ひとりや関係機関・団体をはじめ、行政、市社

企業や事業所など地域の皆さんから、困り事を

会福祉協議会がこれまで以上に連携・協働する体制を一層強化し、お互いの役

持っている方、支援が必要だと思われる方につ
いての情報をキャッチします。“ 気づく、気に

割を果たす中で地域福祉をより効果的に推進していく必要があります。浦添市

かける ”優しくありがたい行いは地域住民の福

では、浦添市地域福祉計画及び浦添市地域福祉活動計画の理念に基づき、地域

祉力あってこそ！

において生活上の課題を抱える個人や家族に対する個別支援と、それらの人々
が暮らす生活環境の整備や住民の組織化等の地域支援をチームアプローチに

支援・つなぐ 家庭訪問、支援開始。制度や専門機関へつなぐ

よって統合的に展開することを目的に、浦添市コミュニティソーシャルワーク
アウトリーチ（訪問相談）を行い、民生委員・

事業を実施しています。５つの中学校区ごとにコミュニティソーシャルワーカー

児童委員など地域協力者と共に支援します。本

（C S W ）を２名配置し、地域における「発見」「支援・つなぐ」「見守る」機能を

人の意思を尊重しながら必要な制度や専門機関

自治会や民生委員・児童委員、関係機関や団体などと連携・協働しながら、コミュ
ニティソーシャルワーク事業を推進しています。

●コミュニティソーシャルワーク事業の主な内容

につなぎます。支援拒否、制度のはざまにいる
方たちへは問題を悪化させないよう継続的に関
わり、タイミングを見て支援を行います。

見守る 地域支援会議にて支援体制の検討、地域で支え合うしくみづくり

（１）地域における総合的な相談支援体制の確立
（２）地域における地域包括ケア支援体制の確立

自治会（行政区）単位で行われている地域支援会

（３）中学校区等における地域福祉活動を担う人材の養成

議などで地域協力者や関係機関と共に支援を検

（４）地域での各種福祉活動委員会等の設置の促進

討し、見守り体制について協議します。公的制
度などで対応できない場合は、地域の皆さんと

（５）地域住民への福祉活動の推進

協働しながら地域で支え合えるしくみをつくり、

（６）その他、コミュニティソーシャルワークを推進するために必要な事項

必要に応じて施策などへの働きかけも行います。
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コミュニティソーシャルワーカーの支援活動事例

〜地域住民の気づきが大きな支援へと広がる〜

事例３

浦添ニュータウン自治会「地域づくりアンケート調査」の実施

対象：地域に住む高齢者
浦添ニュータウン自治会では、昔からあった商店が閉店し、高
齢者が歩いて買い物に行けるお店がなくなってしまったことから、

事例１ 「発見・つなぐ・見守る」支援体制づくり
対象者：７０代ひとり暮らしの男性

平成２８年３月より週に２回、公民館でパンや魚、野菜などを載せ
た販売車が並ぶ「移動販売」を実施するなど、高齢者が住みよい
地域づくりを推進しています。

以前よりコミュニティソーシャルワーカー、地域包括支援センターが定期訪問していたケース。体
力低下などでひとり暮らしをするにあたり不安要素があったため、介護保険サービス利用を勧めて
いましたが、本人は利用を拒否していました。そのような中、地域見守り活動として、社会福祉協議
会の「ふれあい給食サービス」を利用し、週に１回、民生委員・児童委員がお弁当を届けながら本
人の様子を確認し、お話し相手になっていました。
ある日、いつもと同じように民生委員・児童委員が
お弁当を持って行くと、本人体調が悪いと話すため、
コミュニティソーシャルワーカーへ連絡。コミュニティ
ソーシャルワーカー、地域包括支 援センターにて訪
問。病院受診後に本人より「介護保険サービスを利用
したい」との話があり、そのまま申請となりました。
現在も民生委員・児 童委員による見守りを継 続し

今年度、地域支援会議にて「地域の高齢者が気軽に集える憩い
の場が必要」という意見が多く出ました。公民館はサークル活動などで埋まっており、それ以外に
も集まれる場所があれば･･ということでした。地域住民は実際にどう考えているのか？そのニーズ
を知るために、地域支援者、コミュニティソーシャルワーカー、地域包括支援センターが協議を重
ね、75 歳以上の方 398人を対象とした「地域づくりアンケート」を実施することとなりました。
地域支援会議に参加している自治会や民生委員・児童委員、地域福祉協力員でアンケートの内
容を検討し、アンケート用紙を作成後世帯一軒一軒を訪問し、聞き取り調査を行いました。地域支
援者で訪問できない場合には、コミュニティソーシャルワーカーや地域包括支援センター職員が訪
問し、176人から聞き取り調査をしました。アンケートの結果として「足腰が弱く、買い物などの外
出がしにくい」、
「庭の草刈りがしんどい」、
「ひとり暮らしなので話し相手がほしい」などのニーズが
上がってきました。このような地域課題を解決するために、地域住民が買い物代行、草刈り支援、お
話し相手になれるようなしくみづくりを検討しています。

ながら、介護保険サービスをうまく利用し、ひとり暮ら
しを続けています。

事例２

事例４

普段の見守りがあるからこそ、小さな変化に気づき、万が一を防ぐ

対象世帯：高齢夫婦世帯。妻は認知症、老々介護で夫の負担感あり

港川中学校区「第６回ボラんちゅキャンプ」

対象：港川中学校区内中学生
平成30年8月9日・10日、今年度で第6回目となる「港川中学校区ボラ
んちゅキャンプ」が伊祖公民館にて開催され、24名の中学生が参加しま

民生委員・児童委員が定期的に見守り訪問し、地域支援会議で情報共有していたケース。ある

した。
「ボラんちゅキャンプ」は子どもたちが中学校区という小地域に視

日訪問の際、夫より「庭を掃除中に転倒し、日々の介護がつらい」という話を聞いた民生委員・児

点を置いたボランティア活動や地域福祉活動に参加することで、身近な

童委員が地域支援会議へ情報提供し、参加者で支援の方法を検討しました。年末だったこともあ

地域に関心を持ち、自治会や民生委員・児童委員など地域の大人たちと

り、社会福祉協議会が実施している「歳末清掃支援事業」
（赤い羽根共同募金歳末たすけあい募

顔見知りになり、子どもたち自身も地域づくりの担い手として活躍できることを目的としています。

金配分事業）をお勧めすることに。会議後、民生委員・児童委員、コミュニティソーシャルワーカー

今年度からさらなる充実のため、民生委員・児童委員、自治会長、参加する中学生、コミュニティ

で世帯を訪問し、夫へ「歳末清掃支援事業」について説明、そのまま申請することとなりました。
その後「歳末清掃支援事業」が実施され、夫より感謝の言葉

ソーシャルワーカーで実行委員会を立ち上げ内容を検討しました。キャンプ1日目は伊祖自治会長
案内のもと伊祖城址など地域散策、照屋マリ江氏によるマナー接遇講座、民生委員・児童委員と

がありました。その後も地域包括支援センター等と連携し、民生

共に高齢者宅へふれあい見守り訪問、交流バーベキュー、2日目は食

委員・児童委員が見守りを継続しています。

育活動として、上野、県営港川団地自治会長協力のもと魚のさばき方

このケースのように、地域支援者が普段から世帯を見守り、地

を実践しました。

域支援会議等で情報提供することで、社会福祉協議会が実施し

「ボラんちゅキャンプ」をきっかけに、自治会夏まつりや赤い羽根共

ている事業や介護保険などの公的制度、
「ふれあいサロン」など

同募金街頭募金活動、
「障がい児・者ふれあいクリスマス会」など、

の地域交流の場へつながるケースが多くあります。

たくさんの中学生がボランティア活動に参加することができました。
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コミュニティソーシャルワークを視点においた
誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり
浦添市地域福祉活動計画がめざす支え合いのしくみ
しんこく

（課題を深刻化させないしくみ）
問題発見
アプローチ
システム

個別支援
こうちく
ネットワークの重層的構築
（有機化）

市 域
市コミュニティづくり推進協議会

地域支援会議・ケアネット会議、
行政区コミュニティづくり推進委員会の取り組み紹介
自治会が主体となり、自治会長、民生委員・児童委員、地域福祉協力員、中学校区担当
コミュニティソーシャルワーカー、地域包括支援センター、関係機関・団体などが参加し、
地域で支援が必要な方々の早期発見や情報の共有、地域での支援体制づくりを検討して
います。「行政区コミュニティづくり推進委員会」では、個別支援のみならず、そこか
ら見えてきた地域課題を解決するためのしくみづくりについて話し合っています。

浦添中学校区・浦添グリーンハイツ自治会地域支援会議
2 か月に 1 回公民館にて開催。災害時等要援護者や気になる方の情報交換、支
援体制について話し合っています。その中で、会議に参加している自治会長や
民生委員・児童委員、地域福祉協力員だけでなく、地域全体でコミュニティづ
くりについて考えようとの声が上がりました。後日班長や役員が一同に会し、
地域を活性化するための「行政区コミュニティづくり推進委員会」立ち上げに

ソーシャルアクション

向けて、意見交換会を行いました。

○新しいサービス開発
○制度改善

中学校区

仲西中学校区・仲西自治会地域支援会議

中学校区コミュニティづくり推進委員会
NPO
警察・消防

中学校区地域保健福祉センター
（コミュニティソーシャルワーカー）

行政区（自治会）
行政区コミュニティづくり推進委員会
地域包括支援
センター

自治会

2 か月に 1 回公民館にて開催。
自治会加入率 14％、マンションやアパートな
どが多く地域のつながりが希薄化する中、地域で気になる方を見つけた時に自
治会や民生委員・児童委員などに連絡ができるよう、身近な相談窓口の連絡先

ボランティア

銀行・郵便局
地域企業等

考える
地域みんなで

と公民館活動などの情報を入れたチラシを作成し、自治会役員会にて配布、見守
り協力依頼を行いました。

うす
支援会議のよ

神森中学校区・神森行政区コミュニティづくり推進委員会
2 か月に 1 回自治会集会所にて開催。個別支援の中から「一人暮らし高齢者の
増加」という地域課題が見えてきました。一人暮らし高齢者が人生の最期まで安
心して生活していくために、地域で何ができるかを考え、地域人材（臨床心理士）

老人会・婦人会
青年会・こども会

幼稚園・小学校
中学校・PTA

困りごとを
抱えた住民
（高齢者、障がい者
子育て家族等）

ケアマネジメント提供者
（ケアマネ・ソーシャルワーカー等）

市社会福祉協議会

港川中学校区・牧港ハイツ自治会ケアネット会議
1 〜 2 カ月に 1 回、自治会集会所にて地域見守りの核となる住民が参加し、要

公的サービス提供者
（介護保険・福祉サービス等）

お隣・ご近所
民生委員・
児童委員

用した終活講座
地域人材を活

を活用した「終活講座」を開催しました。

支援世帯の情報共有を行っています。平成 31 年 1 月より地域活動をさらに充
実させることを目的に、20 歳以上の牧港ハイツに住む全世帯・全住民を対象に
「地域活動に関するアンケート調査」を実施しました。住民の声に耳を傾け、牧港
ハイツ独自の取り組みができるよう、ケアネット会議の中で検討しています。

行政（浦添市）

のようす
ケアネット会議

浦西中学校区・当山ハイツ自治会地域支援会議
2 か月に 1 回自治会集会所にて開催。災害時要援護者等の見守り体制につい
て話し合っています。今年度は地域活動に参加できない高齢者の居場所づくり、
引きこもり等の稼働年齢層に対する就労の場づくりを目的とした「ふれあい

● 必要な視点 ‒ ケアリングコミュニケーション

100 円食堂オープン事業（県社協地域福祉活動モデル事業）」モデル自治会とし

相手を思いやる優しい気持ちにもとづいて、相手を尊重し共に最善の結果をつくり上げていくためのコミュニケーション

員・児童委員等、身近な相談窓口の連絡先を掲載したチラシを全世帯へ配布し、

て「まじゅんくわっちー会」を定期的に開催。会への参加案内と自治会や民生委
1 件ずつ世帯調査を実施しています。
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ちー会のようす
まじゅんくわっ

中学校区コミュニティづくり推進委員会 ＜平成30年度活動報告＞
５つの中学校区では、福祉・保健・医療・教育等の視点から地域の支えあい活動の推進に
ついて協議することを目的に、コミュニティづくり推進委員会を設置しています。委員は中
学校区内自治会長、民生委員・児童委員、中学校区内福祉・保健・医療・教育等関係者
及びボランティア等２５名以内で構成されており、中学校区における総合的な相談支援体制
や地域包括ケア支援体制に関すること、地域福祉活動を担う人材養成に関することなどが
話し合われています。今年度は「第五次浦添市地域福祉計画・第六次浦添市地域福祉活
動計画（2019 〜2022 年度）」の中に組み込まれる「中学校区地域福祉活動計画」の策定
に向け、各中学校区でこれまでの活動をふりかえり、新しい計画案について協議しました。

中学校区コミュニティづくり推進委員会
専門部会（子ども・おとな・高齢者）立ち上げに向けた取り組み
中学校区コミュニティづくり推進委員会では、子どもや高齢者等の課題に特化した具体
的な話し合いを行うため、各種専門部会を設置しています（「高齢者・おとな支援部会」
については、浦添市生活支援体制整備事業「第二層協議体」を兼ねており、各地域包括
支援センター主導）。推進委員の他にも地域住民や関係各分野より参加があり、平成 30
年度は専門部会設置に向けた取り組みが活発に行われました。
わきみず

浦添中学校区・高齢者支えあい部会「湧水会」
浦添中学校区コミュニティづくり推進委員会
平成 30 年度第 2 回の委員会では、沖縄大学上地武昭教授にご講話いただき、

推進委員会の中で「高齢化率が高い」ことが一番の課題として上がりました。
そこで認知症や介護、地域活動の担い手不足などの課題に対し、地域住民で話
し合う場として高齢者支えあい部会「湧水会」が発足しました。自治会、民生委員・

子ども、大人・高齢者分野に分かれグループワークを行いました。その中で出

児童委員、地域福祉協力員、ボランティア団体、居宅介護支援事業所、新聞販

た地域課題を共有し、
「浦添中学校区地域福祉活動計画」への反映、専門部会（高

売店等が主体となり、高齢者の閉じこもり防止、認知症の方やその家族が安心

齢者支えあい部会）設置に向けた協議を行いました。

して暮らせる地域づくりについて話し合っています。

会」
い部会「湧水
高齢者支えあ

ゆいゆい

仲西中学校区コミュニティづくり推進委員会
「仲西中学校区地域福祉活動計画」の策定に向け、「地域のつながりの希薄化、

仲西中学校区 高齢者支援部会「寄寄会」
仲西中学校区に住む高齢者が地域で生活する上での課題を共有し、安心して暮
らせるしくみづくりを話し合う場として、高齢者支援部会「寄寄会」を開催しまし

地域協力者の高齢化、人材不足」など地域課題に対しての具体的な取り組みにつ

た。普段から地域見守り隊や老人会活動、体操サークル世話人など、高齢者のため

いて協議しました。その他学校・地域の連携、各自治会地域支援会議や個別支援

に活動されている住民や民生委員・児童委員、自治会、グループホーム、NPO 法人

事例などの情報共有、高齢者支援部会の立ち上げについても協議を行いました。

が集い、高齢者の生活支援課題やニーズを共有し、それぞれができることについ
て話し合いました。

神森中学校区コミュニティづくり推進委員会
「神森中学校区地域福祉活動計画」の策定に向け、神森中学校区における地域
課題を改めて整理し、住民主体による地域づくりについて協議しました。また
「学校と地域との連携」をテーマに意見交換を行い、子どもの見守りや親への支
援について、学校でできること、地域でできることなどを話し合いました。

神森中学校区 高齢者支えあい部会「福ふく会」
神森中学校区における高齢者の課題解決に向けた協議体。地域から上がってき
た課題を解決するために、今年度は「桑茶ふりかけプロジェクト」
（一人暮らし高
齢者の健康不安解消）や、
「認知症劇」
（認知症高齢者を地域で支えるための啓発活
動）、
「福ふくファーム（共同ファーム）プロジェクト」
（閉じこもり高齢者の社会参
加）等多くの実践活動を行い、高齢者を支える地域づくりを推進しています。

港川中学校区コミュニティづくり推進委員会
「港川中学校区地域福祉活動計画」策定に向け、具体的な内容を協議しました。
幅広い分野の委員が会することを活かして、専門部会（高齢者支援部会、ボラ

第 1 回高齢者支援部会では、自治会、民生委員・児童委員、地域福祉協力員、
企業等をメンバーとし、地域住民主体で今後どのように「高齢者支援部会」を

場から積極的な意見があり、活発な議論ができました。中学校区内で普段から

推進していくか話し合いました。今後は具体的に高齢者に特化した地域の助け

の連携強化につながっています。

合い・支え合い活動について話し合っていく予定です。

浦西中学校区コミュニティづくり推進委員会

浦西中学校区 子ども支援部会・おとな支援部会

ようす
準備委員会の

「浦西中学校区地域福祉活動計画」策定に向け内容を協議し、
「地域の和、共に

< 子ども支援部会 > 小・中学校の「気になる子」や「何らかの支援を必要としてい

助け合うまちづくり」
「子どもから大人まで顔の見える絆つくり」
「住民一人ひと

る子」に関わる支援者で、月に 1 回情報交換を行っています。関係者で役割分担・

りのパワーを活かしたまちづくり」を三本柱に計画を推進していくこととなり

実践することで、貧困や非行問題の改善につなげることができました。

うにしています。また専門部会である「こども支援部会」進捗報告、「おとな支援

< おとな支援部会 > 地域で起こる高齢者等の「孤独死」、
「認知症」、
「ひきこもり」、
「ゴミ屋敷」、
「虐待・ネグレクト」等への問題について、住民、各関係機関、地域企
業・事業所等が連携、協働しながら支援するしくみづくりを検討しました。

部会」立ち上げに向けても協議しました。

7

会」
い部会「福ふく
高齢者支えあ

港川中学校区 高齢者支援部会

ンティア部会、防災部会等）の設置について検討を行いました。それぞれの立

ました。会では各推進委員の団体紹介資料を作成し、日頃から連携強化できるよ

会「寄寄会」
高齢者支援部

8

会
おとな支援部

活動スナップ集

さまざまな地域福祉

宮城ふれあいサロン 防災訓練事前学習会

『家庭・お隣近所、
地域』日頃からの防災について考えてみよう

防災訓練前の学習会を開催し、東日本大震災で災害ボランティアセ
ンターへ派遣された市社協職員より、当時の状況や普段からできる
防災について講話を行い、グループワークで意見交換を行いました。

なーぐすく
（宮城）交流会

地域福祉の推進のためには、公的制度や福祉サービス、道路や公的施設などのバリアフリー整備などの充
実ももちろん大切ですが、それだけでは対応できない昨今の地域福祉課題を、福祉専門職だけでなく住民
やボランティア、そして地域の企業や事業所の皆さんが共に考え、協働し実践していくことが必要となってき
ます。浦添市社会福祉協議会では住民一人ひとりの「相手を思いやる優しい気持ち」を育み、身の回りの
地域福祉に対する関心を高めるため、学校や地域住民などを対象に福祉教育を推進しています。また地域
の福祉ニーズと企業の貢献活動をつなげ、住民と企業とが協働した取り組みの実施を支援、推進しています。
浦添市のいたるところで地域が主体となり「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を展開しています。

浦西自治会での認知症劇

当山ハイツ「まじゅんくわっちー会」

浦西自治会、浦西中学校福祉委員による認知症劇
を通して、地域の方に認知症の方への対応方法と
理解を深めることができました。

当山ハイツ自治会では、誰でも気軽に参加できる「まじゅんくわっちー
会」を開催。この日は市内高校卒業生より寄贈されたお菓子を囲み、
地域グループホームによる笑いヨガ。皆さん最高の笑顔です♪

宮城（なーぐすく）地域の交流拠点である宮城ポケット
パーク『アイ美花園』で交流会を開催。子どもから高齢
者まで、きれいなお花を通したふれあいが持てました。

第3民児協「出前ひらやーちーサロン」 子ども地域交流会 in 地域福祉センター

子どもたちと
ひとり暮らし
高齢者宅訪問
地域の子どもたちと一緒に
ひとり暮らし高齢者宅への
訪問を行いました。地域の
高齢者と子どもたちが関わ
る良い機会となり、自然と
笑顔が溢れました。
閉じこもりがちな高齢者が地域で孤立しないように、民生委員・
児童委員が各公民館にてひらやーちーサロンを開催。民生委員・
児童委員活動の広報周知、孤立防止活動に力を入れています。

港川中茶道同好会による
「お茶会」in 介護施設

港川中学校茶道同好会より「地域の方に茶道を披露して喜ん
でもらいたい」と話があり、中学校近くの介護施設で「交流
お茶会」を実施しました。利用者さん、茶道同好会 10 名の生
徒お互い笑顔になり、素敵な交流会となりました。

子どもたちが地域とのつながりを体感することを目的に、コミュニ
ティソーシャルワーカー、民生委員・児童委員、シルバー人材セン
ター、ファミリーサポートセンター、中学校区内企業が協働し、子
ども地域交流会を毎年開催しています。

浦添中学校区 福祉教室

〜 知ろう！人との関り方【パート１】〜
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認知症の理解と関わり方を学ぶため、うらそえぐすく児童センター
で小学生向けに福祉教室を開催しました。身近な職員が認知症のお
じいちゃんなどを演じることで、認知症への関心・理解、やさしい
関わり方など、子どもたちにとってより効果的な内容となりました。

浦添中学校区 福祉教室

〜 知ろう！人との関り方【パート2】〜

知的障がいや発達障がい、自閉症など見た目で分かりづらい障がいの
理解を図るため、小学生向けに福祉教室を開催しました。「社会就労
センターわかたけ」職員による講話や体験などを通し、思いやりや関
わり方、子どもたち自身でできることを考える機会となりました。 10

小学校での
福祉体験
高齢者や障がい者の「できな
いこと」に着目した福祉教育
ではなく、「できること」に
視点を置いた福祉教育を小学
校と連携し実施。お互いの違
いを理解し、ともに生きてい
く為の力を育みます。

浦添中学校区支援ボランティア
「ゆんたく会」トゥシビー祝い

さまざまな地域福祉活動、ボランティア活動に貢献頂いて
いるボランティア団体「ゆんたく会」が結成 13 年目を迎
えました！トゥシビー祝いとして普段環境整備を行ってい
る「なかまコミュニティ広場」で地域の方々や関係者を招
き「ソーメン流し交流会」を実施しました。

地域見守りネットワーク事業とは…？

浦添市地域見守りネットワーク事業「見守り協力団体連絡会」の開催
平成 30 年 11 月 16 日、浦添市社会福祉センターで浦添市地域見守りネットワーク事業「平成 30
年度第 1 回見守り協力団体連絡会」が開催されました。地域見守り協力団体より、事業所とし

浦添市内の各団体、または企業等のうち、浦添市及び浦添市社会福祉協議会と事業の協力に関
して協定を締結した「見守り協力団体」と、見守りネットワークを構築し、地域住民の見守り、
安否確認、声掛け等への対応を行う事業です。浦添市に住む「誰もが安心して暮らせる福祉のま
ちづくり」を形成するために、市内の各団体、または企業の協力をいただきながら、通常業務の
なかで「ちょっと気になる」地域住民の異変や生活上の支障等に気づいたときに、浦添市社会福
祉協議会へご連絡いただくことで地域住民を見守ります。

今後の事業推進に向けた情報交換を行いました。

コミュニティソーシャルワーカーと協力団体の連携
見守りネットワーク事業協力団体との連携強化のため、各中学校区コミュニティソーシャルワー

地域見守りネットワーク事業イメージ図

新 聞

見守り協力企業・団体

見守り対象者
（地域住民すべて）

郵 便

ての見守り活動、実際に起こった事例や民生委員・児童委員、自治会との連携について共有し、

ガス・水道・電気

内容、気になる世帯の情報共有など、連携強化を図っています。

見守り協力団体から社会福祉協議会（コミュニティソーシャルワーカー）につながった事例
新聞が数日間受け取られていないケース

郵便局

飲料配達

カーが事業所を訪問し、顔合わせを行いました。事業所としての緊急時対応方法や見守り活動

新聞が４日分溜まっていたのを不審に思った新聞配達員が社会福祉協議
会へ連絡。事業担当、コミュニティソーシャルワーカーで世帯を訪問し

必要により支援

清掃業者

支援関係機関

通

報

連携

・民生委員児童委員
・地域のボランティア
・地域自治会
・見守り協力団体
・包括支援センター
など

浦添市役所

緊急時

「最近から入院しているよ。」介護保険サービスも利用しているとのこと
だったので、担当ケアマネージャーと連絡を取り、情報を共有しました。
その後、地域支援会議で民生委員・児童委員、自治会長と共に見守り支

連絡
連携

ましたが、呼びかけても本人は出てきません。その際向かいの住人より、

連携

浦添市社会福祉協議会
R
R

・警察署
・消防署

緊急時

R

援体制について話し合いを行いました。

配食サービスのお弁当が手つかずのまま残っていたケース
対象者：80代独居女性
見守り協力団体による配食サービス（夕食・お弁当）を利用して
いましたが、次の日になっても不在ボックスに手つかずのお弁当
が残っていました。協力団体が声かけすると本人は出てきますが、
会話もままならず、水道蛇口が出しっぱなしの状況がありました。

浦添市地域見守りネットワーク事業

協力団体・企業

沖縄ヤクルト株式会社・沖縄県農業協同組合 浦添支店・沖縄タイムス 浦添販売店主会
株式会社サニクリーン九州 沖縄営業所・株式会社てだこ・株式会社 �琉薬

協力団体が社会福祉協議会へ電話連絡、コミュニティソーシャル
ワーカーが地域包括支援センターへ同行訪問を依頼し、本人宅へ行くと、少し衰弱している様子。
自治会と連携し近くに住む妹（ 70 代 ）と連絡をとり、状況を確認しました。本人は最近引っ越
してきたばかりで、夫や子どもはいません。普段は自活できているため、数日見えなくても気
にしていなかった、と妹は言います。本人より「たまたま体調不良が続き、ご飯・水分が摂れ

日本郵便株式会社 浦添郵便局・琉球新報 浦添販売店会・生活協同組合コープおきなわ

ていなかった。」とのこと。妹に水分や食事の介助をしてもらい、地域包括支援センターが介護

浦添市水道事業・株式会社 サンレー

保険サービス利用に向け支援することになりました。現在コミュニティソーシャルワーカーに
よる見守り訪問を継続中。地域見守り支援体制についても検討しています。
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〜縁の下の力持ち〜

○○さん、
最近見かけないけど
元気かね〜？
だからね〜心配だね。
今日帰りながら
寄ってみるさぁ！

住民と専門職が、
住民の困りごとを
共有し、
支援方法を考える「地域支
コミュニティソーシャルワーカーと 援会議・ケアネット会議」へ参加。
地域住民で、
災害時における避難
マップを作成。

公民館の場所は
ここになるね

見守り訪問の様子

（昼・夜の2回）

浦添市社協会長より登録証の交付
地域住民のふれあ
いの場となっている
民生委員・児童委員、学校が協働
サロン活動に参加
して行った「認知症劇」への参加

地域行事にも積極的に参加
してくださり助かっています

見守り配食サービス
活動への協力

民生委員・児童委員と一緒に
募金活動しています！
！

民生委員・児童委員
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高齢者宅の
庭掃除のお手伝い

