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①活動内容　　②地域・関係機関に提供できること　　　③地域・関係機関に協力してほしいこと

医療従事者関係

泉区医師会

①薬剤師会、地域住民、区役所などと

協力して医療救護拠点に参加してい

る。また、介護保険審査会など区役

所の事業でも協力をしている。

②講師派遣、業務の連携、ポスター掲

示、チラシの配架は区の医師会事務
局を通して依頼をしてほしい。対応

泉歯科医師会

①訪問診療、母子教室など担当する

委員会で歯科医師で対応してい

る。

②イベントでの講話などは対応でき

る。過去の実績もあるので。高齢

者、障がい者の講演や、子供の歯

泉区訪問看護ステーション連絡会

①災害時の救護活動に伴う研修を受講し 地域の医療救護拠点訓

練（泉区内７か所）にも参加。また、地域から依頼があり、防災訓練

の救護所と同時に健康相談なども実施した。

②イベント等で健康相談など、行うこともできる。

PRしたい
誘って！

泉区薬剤師会

①老人大学などに年１回医薬品について

の講話を行っています。

ご希望があれば日常の業務に差支え

がない日時に可能。

②イベントなどの参加もできますが、

業務のため、日時の制約がある。

③薬物乱用防止推進員会のこの会への参

加を希望します。
情報発信お手伝い（ポスター・チラシ）

（A4版）を店に掲示・配架できる

泉区獣医師会

①動物ふれあい教室年１～２校 区福祉保健セン

ター、動物愛護センター、区獣医師会の三者で

実際にモデル犬を使用して聴診を行い、まずふ

れることから（１）犬との正しい接し方（２）犬も人も

同じ（３）繁殖制限の必要性（４）感染症の予防等

について、児童や教員に説明している。

②講話などの依頼は会長へ。

日々の診療などがあるので、

要相談。災害時のペットへの

対応などのテーマも可能

直接、お近くの
訪問看護ステー
ションに、気軽
にお問い合わせ
を

おつなぎします。
まずは 福祉保健課事業企画担当へ

電話 ８００－２４３３

講師
受けます

関係機関の情報を更新しました。
皆さんの活動・つながりづくりに役立ててください。

講師
受けます

おつなぎします。
まずは 生活衛生課へ。

電話 ８００－２４５２

医師会事務局への連絡（必ず）
電話 ８０１－２２８０
同時に依頼したい個別の医師に
アプローチをすすめてOK

おつなぎします。
まずは 福祉保健課事業企画担当へ

電話 ８００－２４３３

講師
受けます

講師
受けます

H23.3月
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泉区民生委員・児童委員
①区・地区の地域福祉保健計画の推進、
福祉保健に関する相談受付、見守り、
訪問、区との連携と情報共有をして
いる。

②地区社協や地域の事業の企画・運営、
各種地域行事に参画（地域の各種団体
との連携による運営協力）

している。
③常日頃からの情報が極めて重要なの

で、機関・地域を問わず情報を提供し
て欲しいと思う。老人クラブとの連携
は重要だと思うので、協力していきたい。

泉区ボランティア
ネットワーク

①地域団体とは、加入団体が既に個別に
連携している事例がある。

②様々な団体が加入しているので、協力の
依頼があれば、部会長を通して調整する

ことも可能。
③団体の活動発表・披露の場を提供して

もらいたい。(音楽系の団体など）

情報
待ってます!

泉区老人福祉施設施設長研究会

①高齢者福祉施設間の情報共有

②地域行事への参加(準備協力含む)、会場提供、介護保険
などの出前講座、連携校の職業体験受入れや保育園との交
流も継続して取り組む。

③地域行事への参加は職員体制などの課題もあるが、地域の

活動情報は今後も提供をお願いしたい。
医師会と関係を構築したい。今後制度改正を踏まえて開業

医との関係を強める機会をほしいです。

泉区生活衛生協議会

理容所・美容所、クリーニン
グ、公衆浴場の営業者の連絡会。

①介護が必要で理美容所を利用しにくい方の
ご自宅に訪問して理美容のサービス提供を

行っています。
②情報発信お手伝い ポスター・チ

ラシ（A4版）を店に掲示・配架で
きる。→理事会に相談をしてく

泉区老人クラブ連合会

①民生委員さんと協力して見守り活動をして
いる地区も多くある。
各地区の独自性・自主性で様々な活動をし
ている。

②情報発信のお手伝いができる。
（各地区老人クラブへ例会等で周知）

情報
待ってます!

PRに

協力

施設への理
美容サービス
提供できそう。
相談のります。

地区の委員へ。分からないときは福祉
保健課運営企画係

電話 ８００－２４０１

泉区社会福祉協議会
電話 ８０２－２１５０活用を

おつなぎします。

まずは 生活衛生課へ。
電話 ８００－２４５２

PRに

協力

高齢者関係

＊お近くの特別養護老人ホーム
など施設に直接ご連絡を

電話 ８０１－６００１
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泉区生活支援センター
｢芽生え｣

①精神障がい者の自立への支援
区職員の人権研修で当事者が講師に。
その調整支援もしている。

②情報の掲示などの協力ができる。
②③

精神障がい者の理解を深めてもらえるよう、

支援側に近い方や小地域での学習会などを
開催したい。

・地区社協や民生委員などにPRして、学習

会の企画を相談していきたい。

・支援の対象になる人がいても芽生えが利用し
にくい地域では、地域の活動の場を貸して

もらい相談の機会を持ちたい。

泉地域活動ホーム「かがやき」

①障がい者の一時ケア、デイサービス、相談
支援など

②障がい者支援についての研修会や、当

事者との交流

③障がいについて理解して見守ってほしい。

IHネット (泉区障がい福祉支
援協議会）

①障害関係団体の災害時支援体制につい
て検討中。

②事業所ごとの特性や発災時の状況による

が、災害時の障がい者対応や平常時から
の研修等指導など。

③災害時の安否確認など連絡体制の
連携など。平常時の避難訓練など自

治会単位の連携など。

PRしたい
誘って！

相談
のって

防災・防犯関係

泉区災害ボランティア
ネットワーク

①災害時のボランティアセンターの運営およ

び、そのための訓練
②例えば、防災拠点の皆さんと防災シュミ

レーション訓練（図上訓練など）の支援が
可能。

③まだ、団体の周知が充分でないことから

チラシの配架や活動のPRの機会をいた
だきたい。

電話 ８００－３３７１

電話８０４－６９３２

相談
のります

相談
のります

PRしたい
誘って！

泉区社会福祉協議会
電話 ８０2－２１５０

泉区社会福祉協議会
電話 ８０2－２１５０

障がい関係

地域ケアプラザで、学習
会の企画有り。これからも
いっしょにお願いします。

誘って

①活動内容
②地域・関係機関に提供できること
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泉消防署

①災害時の対応について、地区等の要望に応えて講
習会・防災訓練への協力をしている。関係機関でも要
請に応えていきたい。

②③

防災のリーダーから地域の担い手づくり めざして、

まちづくりを手伝いたい。
・各地区の防災リーダー育成を支援したい。
・災害時における福祉施設の相互協力のネットワーク
づくりをしている。今後も福祉施設とも連携が強くなるこ
とを期待し進めたい。

泉警察署(生活安全課）
①②

地区からの依頼を受けて防犯の講話を提供中。地
区の代表の方、関係機関の方から直接担当課に連絡
してもらえる関係ができ、要望に応えている。

・特異な犯罪や多発している犯罪の発生状況は地

区の防犯委員、関係施設にファクシミリ、メールで送

信している。希望の住民にも対応中。
これを役立てていただいているのではないかと思う。

防災・防犯関係
要望

受けてます

泉警察署

電話 ８０5－０１１０

泉消防署予防課

電話 ８０１－０１１９

防災も地域づくり
のテーマに。
消防署も手伝い

要望
受けてます

①活動内容
②地域・関係機関に提供

できること
③地域・関係機関に協力

してほしいこと
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泉区食品衛生協会
食中毒などを未然に防ぐための衛生
管理や食品衛生の普及を目的とした飲食
店などの食品を提供する営業者により作
られた団体

①食中毒予防キャンペーン年2回開催中。
②情報発信お手伝い ポスター・チラシ

（A4版） を店に掲示・配架できる。
→ 役員会に相談をしてください。

泉区保健活動推進員

①②

地区の健康づくりの行事などでヘルス
メイトとすでに連携しているところもある。

既に地区で健康講座（骨密度のチェッ
クや健康チェック、体力測定、そのほか

の地区に合わせた講座）を展開中。

③地区の会場で専門家からの講話を
お願いしたいと思う。

泉区食生活等改善推進員
【ヘルスメイト】

①食育の普及・啓発を行っています。幅広い年齢
層への「食」を中心にした健康づくりのお手伝い
をしている。

②こども向け食育講座を開催したり、会員個人が高
齢者食事会、配食サービスに協力したり

している。
・食品衛生協会と話し合ったことがある

保健活動推進員と一緒に事業実施の
経験がある。

③上記の趣旨を御理解いただき、地域や関係機関
が開催するイベントなどに参加させていただき
たい。

健康づくり関係

PRに
協力

要望
受けて

おつなぎします。
まずは 生活衛生課へ。

電話 ８００－２４５１

福祉保健課 健康づくり係へ

電話 ８００－２４１６

誘って

地区の委員へ。分からないときは
福祉保健課 健康づくり係へ

電話 ８００－２４１６

①活動内容
②地域・関係機関に提供できること
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各園、各小学校に連絡をどうぞ

泉区保育園園長会

①各園・区との情報の共有。園によっては子育
てサロンへの職員派遣(保育士・栄養士等）、
小・中連携校からの職業体験などの受入れ。

②地域子育て支援（園庭開放等）子育て支援
情報の提供、地区情報の掲示、会場の提

供会議への参加等、園の実情に応じた協力。
※詳細は事務局にお尋ねを

③こどもの見守り、地区情報の提供、
区との緊密な関係の構築。

泉区小学校長会

①教育委員会や区役所などからの連絡事項、
協議事項等の共有。各学校の教育活動の
取組みの様子・成果・課題などの情報交換。

②地域でのイベント等へのこどもの参加呼び
かけ、チラシの配付や掲示。内容によって
は出展や教職員の協力やこどもの参加、保

護者への協力。

③学校行事への参加・協力。福祉教育や
人権教育、総合学習など様々な教育活
動への情報提供や助言、講師派遣など。

泉区地域子育て支援拠点

①地域の子育て支援

②イベント等を実施する際、親子に向けた
PRの場としての活用。障害児のサークル

の仲間集め、啓発の場として活用

③すきっぷのイベント、講演会などでの
講師に協力ください。

泉区主任児童委員

①地域での乳幼児～青年までの健全育成支援

②地域に密着した見守り、相談、イベント等の
手伝い

③子育ての関係機関との情報交換、連携体制

の構築

こども・子育て関係

相談
のって

PRに
協力

相談
のります

相談
のります

地区の委員へ。分からないときは
福祉保健課運営企画係
電話 ８００－２４０１

相談
のります

①活動内容
②地域・関係機関に提供できること

③地域・関係機関に協力してほしいこ
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