
世代年齢別情報

楽 笑 幸 齢者になろう！

●おらほの町の地域包括支援センター ここでは、高齢者に関わる様々な
話題を掲載しています。
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　大槌町では、医療と介護の両方を必
要とする高齢者が、住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを続けることができる
よう、在宅医療・介護連携事業を進め
ています。
　その一環として、大槌町の医療・介
護関係者の皆様にご協力いただき、『大
槌町医療と介護の連携マップ』を作成
いたしました。
　町内の医療機関、介護事業所、大槌役場（長寿課窓口）などに設置、
大槌町ホームページにも掲載していますので、ご活用ください。

あなたの財産や権利を守る！成年後見制度とは？
　認知症や知的障がい、精神障がいなどがあることで、不動産や預貯金などの財産管理や、介護、福祉サー
ビスを利用するための手続きや契約などを結ぶことが難しい場合があります。
　また自分に不利益な契約であっても、判断が難しく契約を結んでしまい、訪問販売や振り込め詐欺などの
悪質商法の被害にあうおそれがあります。
　成年後見制度とは本人の気持ちを大切にし、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるように契約を行う、財
産を守るなど、法的に様々な支援を行うことで本人の生活を守る制度です。

「サロンおでんせ」のご案内
おおつち支え合い協議会の皆さんと一緒に、誰でも気軽に集えるサロンを開催します。
　■�開催日時：２月 18日（木）、25日（木）、３月４日（木）
　　　　　　　10：00〜 11：00（出入り自由、申し込み不要）
　■�内　　容：ぴんころ体操やレク、脳トレなど
　■�会　　費：100円
　■�会　　場：おしゃっち１階多目的ホール 問 大槌町地域包括支援センター　℡ 0193-42-8716

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
中止とする場合もあります。中止の場合は
施設掲示などでお知らせいたします。

大槌町医療と介護の連携マップをご活用ください

　12 月 21 日、子どもたちが自由に遊べる場所と機会を提供するため、おお
つち遊び場プロジェクト主催の「出張型プレーパーク・アソビバ」が、御社
地公園で開催されました！当日は、町内に住む約 50 名の子どもたちが集まり、
焚き火で焼き芋を焼いたり、竹馬などの昔遊びで遊んだり、釘やトンカチで
大工遊びをしたり、冬空の下、自由に元気にのびのびと屋外での遊びを楽し
んでいました。
　主催したおおつち遊び場プロジェクトの髙木 正基代表は「木材の端材や竹
馬など、簡単な道具・遊具でも喜んで遊ぶ子どもたちの姿を見て、とても嬉
しい気持ちになりました。これからも感染症対策を行いながら、子どもたち
が体を動かして遊べる機会を提供していきたいです。」と話していました。
　本イベントは今後も町内の様々な地域で開催される予定です。

出張型プレーパーク・アソビバ（おおつち遊び場プロジェクト）

問�コミュニティ総合支援室�総合支援企画班　℡0193-42-8718

大槌コミュニティ通信

※ 本イベントは、「大槌町ふるさとづくり協働推進事業補助金」を活用し、開催され
たものです。詳細については、コミュニティ総合支援室までお問い合わせください。

 

大槌町 医療と介護の連携マップ 
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病院、診療所 最寄りの薬局 

歯科診療所 

名称 住所 電話番号

1  小松歯科医院 大槌15-95-15 42-7702

2  近藤歯科医院 小鎚22-42-1 42-7667

3  おおつちじょうない歯科医院 大ケ口2-100-10 42-8418

高齢者総合相談窓口 
名称 住所 電話番号

1 大槌町地域包括支援センター
上町1番3号
大槌町役場１階

42-8716

介護保険サービス提供事業

至：浪板 至：金沢 

至：釜石 

蕨打直 

大ケ口 

桜木町 

寺野 

吉里吉里 

認知症の心配があるときは・・・ 

町内の病院・診療所では、認知症の相談に対応しています。

認知症について相談をご希望の場合は、認知症が疑われる

名称 住所 電話番号 介護サービス

大槌町社会福祉協議会　指定居宅介護支援事業所 41-1510 居宅介護支援

大槌町社会福祉協議会　指定訪問介護事業所 41-1145 訪問介護

大槌町社会福祉協議会　指定訪問入浴介護事業所 41-1145 訪問入浴

小規模多機能型居宅介護事業所　ほっと おおつち 55-6011 小規模多機能型居宅介護

あかね会在宅介護支援センター 42-6409 居宅介護支援

あかね会　訪問リハビリテーション事業所 41-1288 訪問リハビリ

介護老人保健施設

短期入所療養介護

通所リハビリ

ゆーらっぷ居宅介護支援事業所 居宅介護支援

大ケ口デイサービスセンター 地域密着型通所介護

ゆーらっぷ指定通所介護事業所 通所介護

ゆーらっぷ指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護

特別養護老人ホーム　三陸園 介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム　らふたぁヒルズ 介護老人福祉施設

らふたぁヒルズ指定短期入所生活介護事業所 短期入所生活介護

福祉用具貸与

特定福祉用具購入

7 グループホーム   城山の杜 大槌15-5-1 55-4012 認知症対応型共同生活介護

8 地域共生ホーム　ねまれや 大ケ口2-9-26 55-4495 地域密着型通所介護

9 大槌町デイサービスセンター　はまぎく 小鎚23-86-4 42-2059 地域密着型通所介護

10 小規模多機能型居宅介護事業所　ハイス こづち 小鎚23-83-1 27-5101 小規模多機能型居宅介護

2 小鎚14-82-1

介護老人保健施設　ケアプラザおおつち 41-1200

1 大槌12-71-2

3 大ケ口2-100-1 41-2072

6 南部屋産業株式会社ＮＢＳ福祉サービス普及会 小鎚21-61-1 42-8187

4
吉里々々
32-18-25

44-2121

5
吉里々々
29-21-57

43-1133
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名称 住所 電話番号 名称 住所 電話番号 
 岩手県立大槌病院 小鎚 23-1-1 42-2121 

 植田医院 小鎚 23-23-1 42-2130 

 藤井小児科内科クリニック 小鎚 27-3-4 
マスト内２階 42-7788 菊屋薬局 小鎚 27-3-4 

マスト内２階 42-3526 

 道又内科小児科医院 大槌 15-95-255 42-2500   ひょっこり薬局 大槌 15-95-256 

44-3171   大槌おおのクリニック 吉里吉里 2-9-20 44-3122  ハーブ薬局 吉里吉里 1-2-10 

27-5220 

 ふじまる内科医院 上町 1-16 27-5151  クリス薬局 本町 6-18 55-5891 
 

42-8500 

 

 

 

 

内容 

  つくし薬局本店 小鎚 23-23-2 

◦認知症になった時のお金の管理が心配
◦判断能力が低下し、預金の引き落としが出来ない
◦ 親が亡くなった後の知的障がいや精神障がいがある息子、娘のことが気がかり
◦ 買い物や掃除など、サービスを利用したいが契約内容が分からず、
　契約の手続きが難しい
◦書類の手続きが出来ずに困っている　など

相  

談  

例

相談窓口

どうしよう…？お困りごとなどあれば下記の相談窓口にご相談ください！

大槌町地域包括支援センター　　　　℡ 0193-42-8716
釜石・遠野地域成年後見センター　　℡ 0193-27-9910

● 少しずつ、将来への不安が出てきたら・・・ 

  不安や意向、思いを、あらかじめ家族と話し合っておくことが大切です 

例えば… ・どこで誰に介護してほしいか  ・延命治療について 

「エンディング（終活）ノート」を活用するのも良いでしょう 

医療・介護の支援を受けるときのポイントは？ 

医療・介護に関する相談先は？ 医療 治療のこと 
薬に関すること 

かかりつけ医・歯科医・薬剤師へ 

介護 介護サービスのこと 食事・排泄・入浴の困りごと 担当ケアマネジャーへ 

相談に迷うこと(高齢者の総合相談) 
大槌町地域包括支援センターへ 

大槌町 医 療 と 
の 

介 護 

歯科医師 

薬剤師 

看護師 

理学・作業療法士 

介護サービス事業者 

ケアマネジャー 

大槌町地域包括支援センター 

医師 

「もし病気になったら…」「年をとって、もし介護が必要になったら…」 

そんな不安を感じたことはありませんか？ 

大槌町では、病気になっても、介護が必要になっても、その方の思いに沿った生活が送ることができる 

ように、町内の医療機関・介護関係機関と協力し、皆さまの生活を支える体制づくりに取り組んでいます。 

お問い合わせ 大槌町地域包括支援センター（役場１階）  ０１９３-４２-８７１６（65歳以上） 

 

＊地域包括支援センターとは？＊ 
 65歳以上の町民を対象とした医療、介護、福祉等に関する相談窓口です。 

介護予防、成年後見制度等の権利擁護、認知症支援等の事業も行っています。 

● どのような生活を送りたいですか？  

目標とする生活にあわせて、サービスを選びましょう 

例えば… ・元気なうちは、１人で暮らしたい 

        ・地域のお茶っこの会に参加したい 

        ・膝が痛いので、リハビリをして、もっと動けるようになりたい 

        ・家で入浴できるように、風呂掃除を手伝ってもらいたい 

介護保険サービスの内容（用語解説） 
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日付 大槌町内イベント 大槌病院外来

6（土） 完全休診
（急患受付なし）

7（日） 完全休診
（急患受付なし）

8（月） 午前 内外整
午後 眼

9（火） 4 歳 6 か月児相談 午前 内外
午後 

10（水） 元気活きいき運動教室（城山公園体育館） 午前 内外
午後 

11（木） 完全休診
（急患受付なし）

12（金）健康相談（マスト） 午前 内外
午後 

13（土） 完全休診
（急患受付なし）

14（日） 完全休診
（急患受付なし）

15（月） 午前 内外 皮
午後 眼 整

16（火） 午前 内外
午後 

17（水）すこやか育児相談 午前 内外
午後 

18（木）
釜石保健所各種健康相談

（エイズ相談・検査、性感染症検査、
肝炎ウイルス検査、HTLV-1 相談・検査、
骨髄バンク登録）（釜石保健所）

午前 内外
午後 眼

19（金） 3 歳児健康診査 午前 内外
午後 

おおつちカレンダー世代年齢別情報
2 月6 日（土）〜3 月5 日（金）

日付 大槌町内イベント 大槌病院外来

20（土） 完全休診
（急患受付なし）

21（日） 完全休診
（急患受付なし）

22（月） 7 か月児相談 午前 内外
午後 眼 整

23（火） 完全休診
（急患受付なし）

24（水）心の健康相談（釜石保健所）
元気活きいき運動教室（城山公園体育館）

午前 内外
午後 

25（木）もうもう教室
大槌まんまるサロン（大ヶ口多目的集会所）

午前 内外
午後 眼

26（金） 午前 内外
午後 

27（土） 完全休診
（急患受付なし）

28（日）いわて減塩・適塩の日 完全休診
（急患受付なし）

3月
1（月） 午前 内外 整

午後 眼

2（火） 午前 内外
午後 

3（水） 午前 内外
午後 

4（木） 午前 内外
午後 眼

5（金） 午前 内外
午後 

［大槌病院外来の表示］　内  内科 　外  外科 　整  整形外科 　皮  皮膚科 　眼  眼科　（外来日程は都合により変更となる場合があります）

県立大槌病院（℡ 0193-42-2121）では、個人・事業所健康診断で胃（透視）検診を行っています。希望者はご相談ください。
※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止とする場合もあります。中止の場合は施設掲示などでお知らせいたします。
※ さわやかストレッチ教室については新型コロナウイルス感染拡大防止のため当面の間休止とします。


