みんなで支える地域の安心
―

災害時要援護者

―

支援制度スタート！

対 象 居宅で生活する方で︑
災害時などに自力での避難が難
しい方︵次のいずれかに該当す
る方︶
○高齢者︵ 歳以上の方のみで
構成される世帯の方︶
○介護保険において要介護認定
を受けた要介護3以上の方
○障がい者など
・身体障害者手帳1級または2
級の方
・療育手帳Ａ判定の方
・精神障害者保健福祉手帳1級
または2級の方
・難病や認知症などで支援が必

各自ができる範囲での支援をお
願いするものであり︑義務を負

避難支援者は︑自身と家族の
安全を確保した上で︑災害時要
援護者の安否確認や︑避難所へ
の避難誘導を行います︒ただし︑

災害時要援護者の隣近所の方
などが︑避難支援者として支援
することになります︒

生委員児童委員︑自治会長でこ
の情報を共有し︑災害時や︑日

必要事項を記入し︑提出してく
ださい︒
提出された情報を基に対象者
名簿を作成します︒町および民

○外国人など
登録方法 ﹁箱根町災害時要援
護者登録同意書兼登録台帳﹂に

要な方
・透析をしている方
○妊産婦︑乳幼児

うものではありません︒

誰がどのように支援するの？

登録・照会先 健康福祉課☎85 7
―790

3月に策定した町災害時要援
護者避難支援計画に基づき︑9
月から災害時要援護者支援制度
が始まります︒
災害時要援護者支援制度とは
高齢者や障がい者︑妊産婦な
どの方などで︑地震や台風︑集
中豪雨︑火事といった災害時に︑
自分で避難することが困難な方
︵災害時要援護者︶が︑安全に
避難できるように︑地域の皆さ
んで支援する制度です︒
頃の見守り活動に活用します︒
個人情報は町が適正に管理し︑
支援以外の目的では使用しませ
ん︒

○血圧測定︑健康・栄養相談︑
薬の相談︵糖尿病週間行事︶

50

災害時要援護者に
登録しましょう

民生委員児童委員
協力
会
治
自
協力
避難支援者
（隣近所の方など）

心
安

地域の助け合いが大切！
イ

ミ

ー

この制度は、地域の皆さんの善意と助け合いにより成り立つものです。
ぜひご協力をお願いします。

○地域医療講演会
・講 師 横田小児科医院理事
長 横田俊一郎さん︵小田原
医師会会長︶
・テーマ 町の地域医療を守り
育てていくために
照会先 さくら館
☎85 0
―800

び実演

木遣り唄﹁夢仲間﹂︑大平台
姫太鼓 に
）よる活動報告およ

○車いす操作体験
○5歳児水中運動会
︻午 後︼
○ミニコンサート
・演奏者 大正琴アンサンブル
Ｍｙ ｍ
―ｅ ︵代表 福井真澄
さん︶
・主 催 ともしびショップファ
ースト
○各種団体︵箱根元気会︑箱根
マ

2012健康・福祉
フェスティバル
9月 日の﹁町健康の日﹂を
前に︑今年も﹁健康・福祉フェ
スティバル﹂を開催します︒
小児科医の横田俊一郎先生に
よる﹁地域医療について﹂の講
演︑恒例のミニコンサートやバ
ザーなど︑誰でも参加できる楽
しい催しが盛りだくさんですの
で︑誘い合わせて︑ぜひ遊びに
来てください︒
日 時 9月 日㈬
時〜 時 分
場 所 さくら館
内 容
︻午 前︼
○東日本大震災復興支援バザー
・主 催 町女性会連絡協議会
○骨密度︑血管年齢などの測定
26

15

晴れたら、ふわふわ
おさるぽりん"でも
遊べるよ！

域
地

②対象者名簿
の提供
④日頃の見守り
③災害時の
避難支援、
安否確認

〜
災害時要援護者支援制度

町

①申請書の提出、
台帳の登録
支援を希望する方
（高齢者、障がい者など）

30

用紙は︑町から郵送する他︑
健康福祉課︑子育て支援課︑出

さくら館☎85−0800

10

この支援を希望する方は︑災
害時要援護者としての登録が必

のポリオ集団接種は行いません。

〜

65

張所の窓口で配布します︒

意してください。

要となります︒

の個別接種に変更になりますので、注

申込方法
月5日㈮までに電
話で申し込んでください︒
なお︑託児︵一歳〜小学校就
学前︶を設けますので︑希望す
る方は申し込みの際に予約して
ください︒
申込・照会先 企画課
☎85 9
―560

東日本大震災義援金受け付け中
これからは、
お医者さんで
個別に接種し
ましょう！

災害や防災について
考えよう！

実施していた集団接種は、医療機関で

観光産業向け
災害対策セミナー
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まだ十分に知られていない現
実の被災生活とともに︑災害時
の困難を地域の知恵と協力︑そ
して男女共同参画体制で乗り越
えた好事例を紹介しつつ︑若い
世代も力を発揮できる︑新しい
時代の家庭および地域での防災
について考えます︒
日 時
月 日㈭ 時〜 時
場 所 仙石原文化センターホ
ール
テーマ 男女共同参画の視点か
らの防災﹁見直そう！地域防災
〜くらしの視点の欠如が被災者
の困難を増大させる〜﹂
講 師 東京女学館大学非常勤
講師他 浅野幸子さん
14

そのため、さくら館などでこれまで

災害時に知っておきたい労務
管理実務と︑節電によるコスト
ダウン対策についてのセミナー
を開催します︒
日 時 9月 日㈪・ 日㈬
時〜 時
場 所 役場本庁舎4階第1〜
第3会議室
定 員 各 人︵申込順︶
申込方法 電話で申し込んでく
ださい︒
主 催 小田原箱根商工会議所︑
箱根温泉旅館協同組合
協 力 神奈川県・箱根町
申込・照会先 小田原箱根商工
会議所箱根支部
☎85 6
―245

男女共同参画講演会
昨年大好評だった﹁防災﹂を
再びテーマに︑今年も男女共同
参画講演会を開催します︒
大規模災害時︑人はさまざま
な困難に直面しますが︑そこに
は性別の差により大きな違いが

11

ポリオワクチンの種類が、生ワクチ

12

生じることが分かっています︒

ンから不活化ワクチンに変わります。

10

16

4

2012.September
広報 はこね
5

月
※「保健だより」に掲載している

10

ポリオの集団接種は
中止になります！

14

50

10

町立公共施設17か所に義援金箱を設置し、
東日本大震災義援金を受け付けています。
引き続き、皆さんの温かいご支援とご協
力をお願いします。
預かった義援金については、日本赤十字
社を通じて、被災地に順次届けています。
受付期間
月30日㈰まで
受付状況
月 日㈭現在8,554万8,463円
照会先 健康福祉課☎85−7790
照会先

2012.September
広報 はこね

