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「NPO法人地域福祉ネットワークいわき」は、高齢者「NPO法人地域福祉ネットワークいわき」は、高齢者
や障がい者をはじめとした誰もが自らの意思により、や障がい者をはじめとした誰もが自らの意思により、
どこでどのように暮らすか（暮らしたいか）を決め、どこでどのように暮らすか（暮らしたいか）を決め、
実践することのできる地域社会の実現を目指し活動実践することのできる地域社会の実現を目指し活動
しています。しています。
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〒970-8026　 福 島 県 い わ き 市 平 字 菱 川 町 １ 番 地 の ３〒970-8026　 福 島 県 い わ き 市 平 字 菱 川 町 １ 番 地 の ３
（いわき市社会福祉センター３階）（いわき市社会福祉センター３階）

TEL.TEL.0246-68-76120246-68-7612　　FAX.FAX.0246-21-76180246-21-7618
第27号の内容第27号の内容
  ★★�地域包括支援センターにはどのような相談が出来るの？�地域包括支援センターにはどのような相談が出来るの？

  ★★障がい者相談支援センターの活動障がい者相談支援センターの活動

  ★★地域で活躍する方々を紹介！地域で活躍する方々を紹介！

お近くの お近くの 地域包括支援センター地域包括支援センター

お近くの お近くの 障がい者相談支援センター障がい者相談支援センター
北部地域（平・四倉・
久之浜大久・小川・川前）
平地域包括支援センター内
いわき市平字梅本21
（いわき市役所本庁舎内）
☎(直通)0246-22-1132

小名浜地域
小名浜地域包括
支援センター内
いわき市小名浜花畑町34-2

（小名浜支所北分庁舎内）
☎(直通)0246-92-0415

勿来・田人地域
勿来・田人地域包括
支援センター内
いわき市錦町大島1

（勿来支所内）
☎(直通)0246-63-2111

常磐・遠野地域
常磐・遠野地域包括
支援センター内
いわき市常磐湯本町吹谷
76-1（常磐支所内）
☎(直通)0246-43-2111

内郷・好間・三和地域
内郷・好間・三和地域包括
支援センター内
いわき市内郷高坂町四方木田
191（総合保健福祉センター内）
☎(直通)0246-27-8660

いわき基幹
相談支援センター
いわき市平字梅本21
（いわき市役所本庁舎内）

☎0246-22-1130

地域生活支援
コーディネーター
☎080-9634-7048

平地域包括支援センター
�いわき市平字梅本21

（いわき市役所本庁舎内）
☎0246-22-1174
0246-22-7505

福島県
いわき
合同庁舎

いわき
芸術文化
交流館
アリオス

中央公園

新川

平

中央台サブセンター
�いわき市中央台高久二丁目11-2

☎0246-38-5831
0246-38-5841

いわき市立
中央台東小学校

古沼公園

中央台

泉サブセンター
�いわき市泉町一丁目8-9

☎0246-84-9460
0246-84-9461

ひまわり
信用金庫
泉支店

ＪＡ泉

泉駅

泉

小名浜地域包括支援センター
いわき市小名浜花畑町34-2

 (小名浜地区保健福祉センター内)
☎0246-53-4760
0246-92-5202

小名浜
小名浜
老人憩いの家

いわき市小名浜支所

鹿
島
街
道

小名浜
白百合
幼稚園

四倉・久之浜大久地域包括支援センター
 いわき市四倉町字西四丁目11-3

 (四倉支所内) 
☎0246-32-2115
0246-32-2258

四倉集会所

四倉町商工会
四倉

内郷・好間・三和地域包括支援センター
�いわき市内郷高坂町四方木田191 

(総合保健福祉センター内) 
☎0246-27-8660
0246-27-8640

常
磐
線

かなや幼稚園

楢葉
ときわ苑

マルトSC
高坂店 内郷

常磐・遠野地域包括支援センター
いわき市常磐湯本町吹谷76-1

 (常磐支所内)
☎0246-43-2151
0246-43-2205

鶴のあし湯広場
大東銀行
湯本支店

常磐郵便局
いわ
き石
川線

常磐

勿来・田人地域包括支援センター
�いわき市錦町大島1

 (勿来支所内)
☎0246-63-2140
0246-62-2154

いわき市立
勿来体育館

いわき市立
錦公民館

福陽
自動車教習所

常
磐
線 6

勿来

小川・川前地域包括支援センター
�いわき市小川町高萩字下川原15-6

 (小川支所内) 
☎0246-83-1411
0246-83-1330

磐
越
東
線

小川
いがらし内科

小
川
郷
駅

相談は無料です。
プライバシーも
守りますのでお気軽に
ご相談ください！！

※ 場所につきましては
　上記地図をご覧ください。

NPO法人 地域福祉ネットワークいわき事務局
いわき市平字菱川町1-3　 ☎0246-68-7613／0246-21-7618

福島県
いわき
合同庁舎

平地域包括
支援センター
（市役所本庁舎内）

いわき芸術文化
交流館アリオス

中央公園

新川

ネットワーク
いわき

入居・入所・葬送等支援事業についてはこちら入居・入所・葬送等支援事業についてはこちら



障がい者相談支援センターの取り組み紹介♪
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地域包括支援センターにはどのような相談が出来るの？

新聞で8050問題の記事を読みました。我が家も同じ状況
にあり親亡き後のことが心配です。

今後のことについて色々考えています。家のこと、お墓の
ことなど誰にお願いしたらよいか不安ですがどうしたら
よいでしょうか。

新型コロナで外出を控えていたら足腰が弱くなりました。
近頃やる気も起きません。
このまま介護が必要になると思うと不安で…。

アパートや福祉施設に入所・入居したいけど、身寄りが
ないため、保証人(身元引受人)がいなくて困っています。
どうしたらいいでしょうか。

今後のことについて考える時、相談が出来る親族などがおらず不安を感じている時
には、どんなことに悩んでいるのかまずはお話を聞かせてください。

「8050問題」とは、80代の親が何らかの事情を抱えひとりでの生活が困難な50代
の子供の生活を支えていることを言います。お話を伺い、不安を少しでも軽減でき
るように支援いたします。

地域包括支援センターの職員がお話を伺いアドバイスをしたり、介護保険の介護
予防サービスや地域で開催されている体操教室などのご案内を行います。健康
寿命を伸ばす取り組みをお手伝いします！

高齢者や障がい者には、身寄りのない人も多く保証人をみつけられないケースが
増えてきています。当法人で行っている入居・入所・葬送等支援事業では、アパート・
福祉施設への入居時の保証人となったり、お墓・永代供養の生前契約をお手伝い
しているのでご相談ください。

　時の風は精神障がい当事者で
運営するピアサポーターの任意

団体です。精神疾患に対する理解を深めてもらう為、地域支援者等
へ伺い当事者の体験談（リカバリーストーリー）のお話をさせて頂
いております。その他、映画上映会、精神障がい当事者の交流会の
開催、福祉事業所の見学会などを行ってまいりました。メインの活

動となっているのは毎月開
催しているピアサロン「サン
パティ」です。お茶を飲みながらフリートークをする事で悩み
や苦しみを共有し、みんなの居場所がある事によって前を向い
て進んでいけるようになればと思う気持ちで運営しています。
（いわき障がい者相談支援センターでは民生委員の定例会など
に時の風のピアサポーターを招いて精神障がいの理解啓発を
行っています。）

　ひきこもり等で悩んでいるご本人やご家族に向けて、定期的に相談会やサロンを開催し、地域との
つながりを作る活動をしています。

おしゃべり会（地域会議）おしゃべり会（地域会議）

地域で活躍する皆さん!
久之浜町　高木 京子さん

　“家にいるおばあちゃんを
一人にさせられない。地域で
集まる場を作りたい”という
思いから、小物作りの吉原先
生を招き、自宅で教室を開い
ていた民生委員の高木さん。小物作りサークル「四季の和」は、
現在、久之浜・大久ふれあい館に活動の場を移し、50代か
ら80代の近隣地域にお住まいの皆さんが来年4月に開催する
発表会に向けて作品作りをしています。おばあちゃんへの想

いから始まった創作活動の場。
高木さんはこの活動を「好きで
やっているだけ」と話します。
そして、“創作活動を通じて地
域の活性化に繋がれば”という
想いを込めて生徒の皆さんと作
品作りをしています。

買い物お手伝い号買い物お手伝い号
　表紙の写真は泉ヶ丘地区の買い物
お手伝い号での一コマです。
　泉ヶ丘地区の高齢者から「買い物が
大変」という相談が寄せられたこと
をきっかけに地区の自治会長や民生
委員、介護保険事業所や商業施設の
皆さま、社会福祉協議会、地区保健
福祉センターの方々と協議を重ね、
令和４年４月から「買い物お手伝い号」
として買い物が困難な泉ヶ丘地区の
高齢者を対象にバスが走っています。

　地域包括支援センターは　地域包括支援センターは高齢者の皆さまの何でも高齢者の皆さまの何でも
相談所相談所です。裏面に記載してありますお近くの地域です。裏面に記載してありますお近くの地域
包括支援センターまでお気軽にご相談ください！　包括支援センターまでお気軽にご相談ください！　

写真中央が高木さん写真中央が高木さん

サークルの作品の数々サークルの作品の数々

当事者同士の交流会の様子当事者同士の交流会の様子

映画上映会の様子映画上映会の様子

ピアサポーター活動ピアサポーター活動


