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はじめに

　現在、日本は男女ともに平均寿命上位の国であり、また高齢化率も非常に高い割合で推移

しております。少子化も相まり高齢者人口が増加している現状においては、高齢者が活力を

持って積極的に地域活動へ参加し、社会での役割を担うことが期待されます。

　本会では、多くの高齢者が生きがいを持って健康で自立した生活を送ることができるよう、

「生きがいと健康づくり」を目的とした様々な事業を実施しており、「自主企画事業」もそ

の一環として位置付けております。

　本事業は高齢者が自ら企画し運営する、生きがいや健康づくりに関する事業を支援し、明

るい長寿社会の形成を促進することを目的としています。

　事業を実施することを通じて、事業運営に携わる方や会員として会の活動に参加する方々

が仲間となります。活動を継続し仲間の輪を拡げていくことによって、地域ネットワークの

一つともなり得るのではないでしょうか。

　今般の最終報告書では、平成29年度・30年度に事業を実施した団体の活動状況や、事業

を進める上での課題・工夫等を実践者の視点から紹介しております。

　本報告書が各地域で活動されているシニアの方々や、地域活動に興味を持っておられる

方々、地域活動に携わる関係者のヒントとなれば幸いです。

　最後になりましたが、本事業実施に当たり、多大なお力添えをいただきました自主企画事

業審議委員会委員、並びに各関係機関の皆様に心からお礼を申し上げます。

北海道社会福祉協議会

会長　長　瀨　　清　
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〈事業の目的・内容〉
　平成30年度版高齢社会白書によると、平成29年10月１日現在の日本の総人口は１億
2,671万人であり、そのうち27.7％（前年は27.3％）が65歳以上の高齢者です。今後は総
人口が減少する一方で、高齢者人口は増加すると推計されています。
　このように高齢社会が進むなか、北海道社会福祉協議会では高齢者が住み慣れた地域で自
立した生活を送ることができる社会をつくるため、様々な活動を行っています。
　スポーツ・文化活動の推進事業として「全道高齢者スポーツ等大会の開催」や「全国健康
福祉祭（ねんりんピック）への選手派遣」、多彩な技能や技芸を持った高齢者の人材育成を
目的とした「シニアリーダーの登録や育成研修会の開催」、組織作りや自主的事業の企画・
運営法等の指導人材を育成する「生きがいづくりクリエイター養成事業」を実施しています。
　また、「自主企画事業」では、生きがいや健康づくりに関する活動を高齢者が主体となっ
て行うための支援をしています。本事業は前述のような活動を行う団体の立ち上げ２年間を
支援する事業で、平成17年度から取り組まれており、平成29～ 30年度が７回目の公募と
なります。
　また、平成30年度は１年間の単年度の支援を行う事業も行いました。
　具体的な事業内容は次の通りです。

（１）目的
　各地域の高齢者自主活動グループ等が自ら企画し運営する生きがいや健康づくりに関する
事業に対して経費の一部を助成し、高齢者の方々の自主的な取り組みを推進し、明るい長寿
社会の形成を促進することを目的としています。

（２）事業の実施
　この事業の実施主体は社会福祉法人北海道社会福祉協議会とし、運営主管については、高
齢者自主活動グループ等とします。

（３）応募資格
　以下の条件を満たす、道内在住の概ね60歳以上の方により自主的に結成された団体、法
人またはグループ・サークル。
　①構成人員が概ね７名以上であること。
　②道内に住所及び活動の拠点があること。
　③自ら企画し、運営する事業で、確実に遂行できる見込みがあること。

（４）支援期間
　団体等の立ち上げを目的とし、２年または１年以内の支援を実施します。

第１章 自主企画事業の概要
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（５）支援対象事業
　対象となるのは高齢者自主活動グループ等が自ら企画し運営する事業で、本事業による支
援が終了した後も活動継続が可能であることが条件となります。また、新規（団体等の立ち
上げ）の事業が対象となります。
　なお、対象となる事業の要件については、次のとおりです。
○地域福祉活動
（地域住民の生きがいや健康づくりを目的としたもの。）
○地域文化活動
（各地域に伝わる食や遊び、文化行事等を次代に引き継ぐもの。）
○世代間交流活動
（子供等と交流することにより、地域が活性化するもの。）
○生涯学習活動
（高齢者大学や生涯学習活動などの講座を開設するもの。）
○その他、本会が必要と認めた活動

（６）審議委員会の設置
　本会内に審議委員会を設置し、応募のあった自主企画事業の「事業内容」、「事業の継続性」、
「事業の効果」などの審議を行うとともに、各委員による事業視察等を行います。
【審議委員会委員（順不同）】（任期：平成29年８月～平成31年３月）
　委員長　小山　忠弘（ふるさと再生塾 塾長）
　委　員　喜多　一朗（公益財団法人北海道健康づくり財団　企画管理部長）
　委　員　千秋　憲博（NPO法人シーズネット　副理事）
　委　員　米津由利子（認定NPO法人ふまねっと　講習主任）

〈採択事業〉
　平成29年度には、ヨガやふまねっと等のスポーツや地域でのサロン・交流活動等９団体
が２年間の助成事業として採択されました。
　また平成30年度には、体操や絵本の読み聞かせ等地域での交流活動等５団体が、１年間
の助成事業として採択されました。
　なお、本報告書では今後各地域で自主的な活動を目指す方々の参考となるよう、各自主企
画事業団体が活動を行う上で工夫、苦労した点や今後の課題や展望等を掲載いたします。
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№ 事業名 団体名
構成
人員

所在地 事業内容

１ ふまねっと教室開催事業
ふまねっと西野健康
サークル

20名 札幌市 高齢者の健康づくり
・ふまねっと運動

２
ローンボウルズで若返り！
～誰でも気軽に楽しめるスポーツ～

ローンボウルズ
北海道

７名 札幌市 高齢者の健康づくり
・ローンボウルズの普及・体験

３
永山第１団地　ふれあい見守り助け合い
事業

ながやま元気クラブ 17名 旭川市

居場所づくり、高齢者の健康づくり
・介護予防目的の運動
・福祉専門職等による講話
・世代間交流事業

４ ふまねっとカフェの会
ふまねっとカフェの
会

28名 函館市
高齢者の生きがい・健康づくり
・ふまねっと
・茶話会

５ お茶の間事業
お茶の間サロン
健心学

８名 北広島市

高齢者の健康づくり
・ 軽スポーツ（ふまねっと、散歩など）
・ 脳トレゲーム（パズル、数独など）
・健康等に関する講演会の開催

６ 江部乙高齢者健康まつり
江部乙高齢者健康ま
つり実行委員会

16名 滝川市

高齢者の生きがい・健康づくり
・ 健康まつり（体力測定、ストレッチ
運動、食事法、歯の健康、医師によ
る相談会など）

７ シニア yogaサークル
シニア yoga サーク
ル

10名 八雲町
高齢者の健康づくり
・ヨガ教室の開催
・ヨガの普及啓発

８ 高齢者を支え合い地域交流事業 サロンきたなが 28名 長沼町

高齢者の生きがい・健康づくり
・ふまねっと運動
・お茶会
・食事会の開催
・ 仲間づくり事業（将棋教室、マージャ
ン教室、カラオケ教室など）

９
笑って・動いて・考えて
活き生き人生

びほろじ～・ば～・
サークル輝

60名 美幌町

高齢者の健康づくり、世代間交流
・ 例会（脳トレ体操・健康体操、ふまねっ
と、学生との交流）

・ 専門職による講話（医療職、栄養士、
消費者協会など）

【採択団体の事業内容】

〈２年間助成団体一覧〉

№ 事業名 団体名
構成
人員

所在地 事業内容

１ 地域の関係性を再構築する事業 愛郷クラブ 19名 旭川市 高齢者の生きがい・健康づくり
・介護予防体操

２ ストレッチ体操の会 ストレッチ体操の会 50名 苫小牧市
高齢者の健康づくり
・椅子ヨガ
・ ふまねっと運動やカーリンコン

３ 地域の居場所づくり事業
特定非営利活動法人
ゆとりの

33名 北広島市

高齢者の健康づくり、居場所づくり
・椅子ヨガ
・ ふまねっと運動やカーリンコン
・サロン開設

４ いきいき元気・スマイルサロン事業 スマイル１１ 13名 妹背牛町
高齢者の健康づくり、居場所づくり
・茶話会
・いきいき百歳体操

５ お話し会、絵本・紙芝居の読み聞かせ 絵本の玉手箱 ７名 洞爺湖町
居場所づくり
・絵本・紙芝居の読み聞かせ
・季節ごとのイベント開催

〈１年間の助成団体一覧〉
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ふまねっと教室開催事業

～高齢者の健康保持増進～

団 体 名　ふまねっと西野健康サークル
代 表 者　髙田　陽子
構成人員　20名

主な活動場所　昭和会館
主な活動日時　毎月第２・４火曜日　午前10時～11時半

《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　１．ふまねっとのためのネット購入（連合町内会に働きかけること、１年かかりました）
　２．会場探し（会場費の問題）
　３．参加者の募集

《自主企画事業を実施した効果》
　ふまねっと教室を定期的に開催することにより、歩行時のふらつきや注意力や記憶力の改
善につながり、参加者の健康保持、増進に貢献できてます。

《自主企画事業に参画している人の声》
　【Ｅさん（女性）】

歩行機能や認知症予防の改善の体にやさしい運動

第２章 自主企画事業の活動紹介と視察結果
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　　 頭を使うし、集中力が必要。最初は難し
く感じましたが、だんだん要領よく出来
るようになりました。

　【Ｙさん（女性）】
　　 ふまねっとに参加することで、笑うこと

が多くなりました。
　　 そして、雰囲気もよくて、教室の日を毎

回楽しみにしています。
　【Ｉさん（女性）】
　　 ふまねっとを始めてから、歩き方が良く

なり、靴底の減りが左右バランス良くな
り、左足の指の魚の目ができなくなりま
した。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
・参加者が増えてきている現在、もう一つネットを増やしたい。
・サポーターを増やし、参加者のニーズに答えて、もう１回増やし、月３回にしたい。

《活動継続に向けての取り組み》
　サポーター増員のため、参加者
に呼びかけています。



8

〈地域の概要〉
　西野地区は西野第１町内会、第２町内会、
昭和第１町内会～第14町内会まであり、
代表者の髙田さんは昭和第２町内会に所属
しています。

〈活動状況〉
１．事業計画との対比
　平成29年サポーターと呼ばれるボラン
ティア講師の資格を取得した髙田陽子さん
と吉田悦子さんが、高齢者の生きがいや健
康づくりのため、歩行機能と認知機能の改
善に効果のある「ふまねっと運動」を行う
サークルを結成しました。
　月２回 (第２・第４火曜日 )のふまねっと教室には、近隣の60代から80代の女性25名が
登録しており、視察当日は19名が参加して、サポーターの熱心な助言の下、和気あいあい
と活動しており、事業計画通り順調に進められてます。

２．地域での広がり
　町内会が元気になるためにはふまねっとを普及し、健康な高齢者が多く住む地域でなけれ
ばならないという髙田・吉田両リーダーの思いは熱く、現在のサークル活動から、町内の老
人クラブや町内会の健康づくり活動へと発展するように働きかけており、備品や会場の確保
などの面で、理解と支援の機運が高まっています。

３．次年度以降の課題や展望
（１）課題
　①ふまねっと等必要な備品の確保
　　 今後老人クラブや町内会でふまネットに取り組む場合、必要数のふまねっと購入費用の

町内会からの助成又は町内会の備品として確保することが必要です。
　②活動場所の確保
　　高齢者が容易に参加できる距離のふまねっと会場の確保が必要です。
　③町内会事業としての位置づけ
　　 14の昭和町内会の高齢者の健康維持増進事業として、各町内会が明確に位置づけた活

動にすることが必要です。

視 察 先：ふまねっと西野健康サークル
事 業 名：ふまねっと教室開催事業
視察時間：平成29年11月14日（火）
活動場所：昭和会館（札幌市西野地区）
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員長　小山忠弘

視察結果No. １
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（２）展望
　 この事業は次の点から、助成金終了後も継続と発展が期待されます。
　① リーダーの人望・指導力があり、サークル活動の将来の発展的展望があるからです。
　② ふまねっとを当面昭和第２町内会の老人クラブや町内会の健康づくりへと発展させ、元

気なコミュニティづくりにつなげたいという考えがあるからです。
　③そのためのサポーターなど指導者養成に取り組んでいるからです。

４．参加者又は会員の声
　ふまねっとが終わった後に皆でお茶菓子を食べながら、おしゃべりするのが楽しく、ふま
ねっとの日が待ち遠しいという声や、このサークルに入って活動することによって、今まで
参加しなかった町内会の行事にも参加するようになったという声が聞かれました。
　こうした健康づくりを目的とした小さなサークル活動が心身の活力を高め、町内会活動に
も参加するようになったことは、本人の生きがいづくりにとどまらず、人がつながるコミュ
ニティづくりに大きな役割を果たしています。
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～誰でも気軽に楽しめるスポーツ～

　初心者でもすぐにゲームが楽しめ、自然と健康増進に役立つローンボウルズは高
齢者や障がい者に理想的なスポーツである事を広く知ってもらいます。今のスポー
ツを負担に感じ始めている方にも働きかけ、より多くの人達にゲームを楽しんでも
らえるように活動していきます。年間を通じてローンボウルズが楽しめる場所や環
境を確保します。

団 体 名　ローンボウルズ北海道
代 表 者　小田　憲司
構成人員　７名

主な活動場所　つどーむ（札幌市スポーツ交流施設）
主な活動日時　毎月２回の一般開放日　９時30分～15時

《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　ローンボウルズのコートに適した場所探しに難航し活動場所の占有を諦めて、「つどーむ」
の一般開放日にフリースペースを利用しています。ここでは勧誘が禁じられていますが、興
味を示す人達を指導することで自然と仲間になるよう働きかけています。新しい仲間の使用
するボウルは高額なので会の方で用意することにし、ローンボウルズ日本に協力を頼み無償
で譲ってもらいました。

ローンボウルズで若返り！
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《自主企画事業を実施した効果》
　ローンボウルズはまだ体力はあるが
膝や肘が不安な高齢初期の人に適した
本格的スポーツと考えています。北海
道での知名度はかなり低いですが、「つ
どーむ」での活動中に他の競技目的で来
場した数多くの初期高齢者が積極的に
体験し、知名度の上昇と共に数人の活動
への参加が望めそうになっています。

《自主企画事業に参画している人の声》
　【Ｏさん】
　 　 膝の悪い私には最適なスポーツで、もう一度やりたいの強い思いから協力してきました。

不十分な環境ですが様々な方々から助けてもい、少しずつ良い方へ向っていると思いま
す。

　【Ｔさん】
　　 傷のついた人工芝でコートも狭く、茨戸のときのように伸び伸びできないのが残念。で

も、続けられるだけでも有難いと感じています。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　自主企画事業の委員からも指摘されローンボウルズのDVDを用意し、適当な紹介先を模
索しています。
　「つどーむ」は数多くのイベントに使用されるため床面の人工芝には傷や凹みが多く、活
動仲間を増やすためにももっと整った施設が必要になっています。知名度を上げ施設を探し
仲間を増やす努力をまだ暫く続けていく覚悟です。

《活動継続に向けての取り組み》
　一度途絶えた北海道のローンボウルズ環境の再興にはNPOローンボウルズ日本も大きく
期待を寄せてくれ、高額なボウルを数多く寄贈してくれました。予定通りとは言えませんが、
平成29年夏のゼロの状態から確実に前に進んでいます。名古屋でも10年以上掛かったとの
事なので、地道に粘り強く多方面にも働きかけながらローンボウルズ北海道を確固したもの
にしていきます。
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〈ローンボウルズとは〉
　ローンボウルズは、芝生の上で、合成樹脂
でできたボウル（偏心球）をころがしてジャッ
ク（目標球）に近づけることを競うゲームで
す。よく似たゲームにペタンクがありますが、
芝生の上で競技することと、ボウルをゆっく
りと転がすことに違いがあります
　競技の名前にも、〝Lawn〝（芝）がつけら
れています。海外では単にボウルズ（Bowls）
と呼ばれることも多く、日本語の発音は似て
いても、野球やテニスのボール（Ball）とは
区別されています。ボウルは偏心球なので、
スピードが遅くなるにつれ、大きなカーブを
描きながら転がります。ボウルの重さは、1.59kgを超えてはいけないことになっています。
　ボウルが描くカーブと芝の状態を予測しながら、できるだけジャック（目標球）に近づけ
て停止させることに、難しさと面白さがあります。適度な運動量で楽しめるため、レクリエー
ションスポーツとして、運動経験の少ない高齢者や障がい者にも親しまれている球技です。
なお、ローンボウルズは、日本ではあまり馴染みがないようですが、イギリス発祥のスポー
ツといわれております。(認定NPO法人ローンボウルズ日本ホームページ参照 )

〈競技内容〉
　ゲームは、幅約5.5m×長さ約35ｍの長方形の専用コート（リンク）で行われます。
　競技は全４種類。１対１（シングルス）の個人戦から、２対２（ペアーズ）、３対３（ト
リプルズ）、４対４（フォアーズ）のチームプレイまであります。競技する人数や使用する
ボウル（偏心球）の数が増えると、ただジャック（目標球）に近づけるだけでなく、相手の
ボウル（偏心球）ルをはじいたり、ブロックしたり、ジャック（目標球）を移動させたりす
るといった戦略も必要になります。(認定NPO法人ローンボウルズ日本ホームページ参照 )

視 察 先：ローンボウルズ北海道
事 業 名：ローンボウルズで若返り！～誰でも気軽に楽しめるスポーツ～
視察時間：平成31年１月15日（火）
活動場所：つどーむ
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員　米津由利子

視察結果No. ２

【リンクとボウルの軌跡】

4.3 ～ 5.8m

31～ 41m

フォアーハンド

バックハンド
ジャック

マット
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〈ローンボウルズ北海道〉
　過去を振り返ると、平成12年頃、石狩市生振のゴルフ場茨戸カントリークラブ内にロー
ンボウルズコート、天然芝、７リンクが建設され、平成14年頃から本州と北海道のローン
ボウルズ競技の交流が始まったそうです。小田さんとローンボウルズとの出会いはちょうど
この頃でした。それから10年以上本州と北海道のローンボウルズの交流を続けてきました
が、平成26年の秋にオーナーの経営上の理由によりローンボウルズコートを閉鎖せざるを
得なくなってしまいました。以来、ローンボウルズ北海道は事実上休眠状態が続いていまし
た。平成29年８月、ローンボウルズ北海道を再起しようと小田さんは動き始めました。

〈訪問当日の様子〉
　札幌市東区にあるスポーツ交流施設「つどーむ」に小田さんご夫婦が大きなバッグを抱え
て来られました。「つどーむ」が一般解放の日です。冬場は月２回、「つどーむ」の一般開放
のフリースペースを利用して、ローンボウルズの楽しさやすばらしさを一人でも多くの方に
体験してもらおうと活動されています。
　この日は、テニスやランニング等で来られた方４名が飛び入りで参加して２対２のペアー
ズでのゲームがスタートしました。きょうで参加３回目の男性は「ボーリングみたいだけど、
ボーリングの下手な人が上手だったりするんだよね。」と笑われていました。とても上手な
女性に声をかけてみると「きょう初めて参加してみたの。」との返事にびっくりです。私も
転がしてみました。一球目は力が入りすぎ、二球目はジャックのそばにばっちり停止。でも、
三球目は手前で停止してしまいました。ボウルが描くカーブが読めません。このスポーツの
難しさと面白さを身をもって体感しました。

〈今後の課題・目標〉
　特に、北海道でのローンボウルズの知名度が低いそうです。それは北海道内に専用のコー
トがないことが大きな理由です。夏場は、平岸霊園に隣接する「キャロット」という屋外の
テニスコートで月に１～２回活動しています。冬場は「つどーむ」の一般開放日の月２回活
動していますが、フリースペース利用のため冬休みの学童保育で来場している子どもたちに
ケガさせないように気を付けて活動しているそうです。ローンボウルズは、膝を痛めた方で
も車いすの方でも競技して楽しめるスポーツです。代表の小田さんはして、ローンボウルズ
の楽しさを多くの人に特に高齢者や障がい者の方々に体験してもらい、知名度を向上させて
会員を増やしたいという目標に向けて、今後も奥様とともに活動を継続されていくそうです。
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～ながやま元気クラブ～

　ヨガ・カーリンコン・ふまねっとを毎週１回行い、参加者との交流を深めながら、
地域の施設やサークルなどボランティア活動も積極的に参加しています。

ながやま第１団地ふれあい見守り助け合い事業

団 体 名　ながやま元気クラブ
代 表 者　杉山　のり子
構成人員　17名

主な活動場所　第１永山団地内コモンスペース
主な活動日時　毎週水曜日　13時～15時

《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　ひとつの内容だけではなく、参加したいと思っていただける運動を考えて現在、３種類の
運動を行っています。
　会員を増加することや、団地内の困りごとなどを知るために、地域包括支援センターと一
緒にアンケート調査を行いました。
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《自主企画事業を実施した結果》
　一人暮らしの方が参加してくれるようになりました。同じ団地内で挨拶ぐらいでしたが、
今では笑顔でお話もでき、安否確認ができています。
　また、近隣住民の方々も体験後、入会してくれています。近隣の町内会がなくなったこと
もあり、大変喜ばれています。

《自主企画事業に参画している人の声》
　【Kさん】
　　はじめはボランティアなどに消極的でしたが、今では進んで何事にも参加しています。
　【Hさん】
　　雨でも雪でも外へ出ず、色々と身体を動かせることができ、元気が出てきました。
　【Yさん】
　 　 以前は、自転車で出かけていたのが、今は館内で活動ができ、スリッパで移動できるの

で最高です。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　今後、運営資金の問題もあり、自分たちに出来ることも考えたい。
また、世代間交流の必要性も感じています。ながやま元気クラブが中心となり日曜日に、コ
モンスペースの開放を考え、会員以外（子ども含）の方への参加も促し、交流を図りたいです。

《活動継続に向けての取り組み》
　自分たちもそうですが、高齢者が多いので、地域の方々に声かけ、交流を重ねたいと思っ
ております。

グループホームみのり、花見（５月）介助たいよう防災訓練に参加

たいよう　利用者さんを招待しクリスマス会
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〈はじめに〉
　永山第一団地は旭川中心部から北東に位置
し、ＪＲ永山駅から徒歩10分ほどの場所に
ある９階建ての団地です。団地には約80世
帯が入居され、高齢者が半数を占めています。
残念なことに、団地内での自治会活動があま
り実施されず、人間関係が希薄になってきて
おり、孤立しつつあるひとり暮らしの高齢者
が増えてきています。

〈元気クラブ誕生の経緯〉
　こうした中、永山地域包括支援センターに
は、団地住民からの相談がかなり多く寄せら
れるようになっていました。地域包括支援センターでは、団地内に何らかの見守り体制が急
務と考え、自治会役員との懇談や自治会の集まりへの参加を重ねて、団地内の見守りを呼び
かけていました。同時に、平成29年４月から月２回、団地１階の集会所「コモンスペース」
で介護予防のための運動、物忘れチェックや消費者被害防止の講話などを行っていました。
　３か月ほどすると、住民から継続した活動を行いたいとの声が上がりはじめ、サークル化
をめざすことになりました。そして、７月、団地の皆さん12名が会員となって「元気クラブ」
がサークルとして誕生しました。

〈活動メニューは盛りだくさん〉
　平成29年７月「自分たちで何かやりたいね」とスタートした「元気クラブ」の活動は、
それまでの月２回から毎週活動を実施することになりました。メニューは豊富です。椅子に
座って行う「椅子ヨガ」、あみを踏まないように歩く「ふまねっと」、一番人気の「カーリン
コン」、「介護施設のお花見ボランティア」、「介護保険の福祉講座」、「グループホームとの交
流」、「小規模多機能事業所との交流」、「口腔ケア」、「ビデオ鑑賞会」、「子どもたちとの花火
大会」「茶話会」など次から次と計画されていきます。

〈12月18日椅子ヨガの日〉
　この日は、椅子ヨガの日です。参加者は50代から80代まで約15名が参加してはじまりま
した。ヨガは月２回実施されています。ヨガのインストラクターには１回5,000円で来ても
らっています。室内はとても静かで落ち着いた空間に一変しました。インストラクターは一
つ目のポーズを終えて「皆さんきょうは少しかたいようですね。」、「無理はしないで、心地

視 察 先：ながやま元気クラブ
事 業 名：ふれあい見守り助け合い事業
視察時間：平成30年12月18日（火）
活動場所：永山第１団地内コモンスペース
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員　米津由利子

視察結果No. ３
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良さを感じてください。」と静かに優しく声
を掛けます。
　13時に始まり、１時間ほどで椅子ヨガが
終わりました。皆さんの顔つきはとても柔ら
かくなっています。帰りがけには、民生委員
の方が「大根もっていかないかい？」と皆さ
ん声をかけていました。団地ならではのアッ
トホームな雰囲気です。
　最初は参加が少なかったそうですが、参加
者から参加者への声かけで徐々に拡がって
いったそうです。２年前は皆さん知らない同
士だったそうですが、クラブを通じてみんな
が知り合いになっています。同時に、この
「コモンスペース」が週１回の見守りの場に
もなっています。

〈地域との関係〉
　活動メニューにもあるように、元気クラブの皆さんは、近隣の小規模多機能事業所やグルー
プホームの防災訓練や行事にもボランティアとして参加しています。一方で、施設の利用者
の皆さんも、元気クラブの活動に参加されています。こうした交流は、お互いに持ちつ持た
れつの関係で、地域が少しずつ元気になっているようです。

〈今後の課題・展望〉
　元気クラブの活動は、３月で助成期間が終了します。幸いなことに、自治会からの理解を
いただき、コモンスペースの使用料は無料となっています。元気クラブの活動によって、地
域が自立して、良い方向に変わってきたそうです。活動を継続するため、来年に向けて会費
値上げも考えているそうです。
　今後は、男性の参加者を増やし、家に閉じこもりがちな高齢者の支援体制を整備するほか
団地には子育て世代の入居者もいるので、高齢者と子どもたちの交流や学習支援に取り組み
たいとのことです。
　このように、元気クラブの活動はほとんど活動のなかった自治会を少しずつ元気にしてい
ます。やりたいことはたくさんあると思います。頑張りすぎずに、少しずつ仲間を増やしな
がら、皆さん仲良くして活動を継続していただきたいと思います。
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～住み慣れた地域で、楽しく交流できる場づくり～

　ふまねっとを実施した後にカフェタイムを持ち、一緒に運動したり、おしゃべりで
きることで、地域住民が楽しく交流できる場となっています。

ふまねっとカフェ運営事業

団 体 名　ふまねっとカフェの会
代 表 者　及川　清二
構成人員　28名

主な活動場所　函館市ひばりが丘町会集会所
主な活動日時　毎月第二金曜日　10時～正午

《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　男性の参加が少なく会員28名中男性は６名です。新規で１名男性が増えましたが、今後
も男性が参加しやすい雰囲気作りを心掛けます。
　当初、子育て世代との交流の場とすることを企画しましたが協働が難しかったため、小学
生との交流に企画を変更し準備を進めています。

《自主企画事業を実施した効果》
　参加者が交流したり、近所の人へ参加を呼び掛けたり、多世代交流を考える中で地域の声
かけ、支え合いが活発になりました。本カフェへの参加をきっかけに町会活動に参加するよ
うになった方もいらっしゃり、地域活動に貢献できていると考えます。
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《自主企画事業に参画している人の声》
　【T・Yさん】
　　 誘われて始めて半年です。緊張するけれど、みん

なが教えてくれるし、うまくできるとうれしいで
す。休まず参加して上手になりたいです。

　【S・Hさん】
　　 前の月に練習したステップを忘れてみんなで大笑

いしています。
　　先生も冗談ばかり言うので笑いっぱなしです。笑
　　うことが元気の秘訣かな。
　【H・Tさん】
　　月２回に増やす話も出ましたが、月１回がちょう どいいです。月１回だから、絶対休ま
　　ないぞと思います。体を動かしたりおしゃべりすることが息抜きになっています。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　事前に講師と一緒にプログラムを考えたり、カフェの準備をしたりとサポーターの負担が
大きいため、サポーターを増やす予定です。男性が参加しやすい雰囲気作りを続け、男性の
参加者を増やしたいと考えています。

《活動継続に向けての取り組み》
　現在の活動を長く続けられるよう、町会と協力して活動を展開します。小学生と一緒に活
動する機会を設けたり、ふまねっとを他地域に広める活動にも積極的に取り組んでいきたい
です。



20

〈地域の概要〉
　函館市の町会組織は５地区協議会、23方
面協議会に分かれており、ひばりが丘町会は
19方面協議会６町会の中の一つです。敷地
面積の関係上ひばりが丘集会所の建物は狭隘
で、一度に活動するためには現在の人数が限
界の状況にあります。

〈活動状況〉
１．事業計画との対比
　平成28年町内会の保健部の活動として、
高齢者の生きがいや健康づくりのため、函館
市包括支援センター神山の支援を受けて、月
２回の「健康教室」を開催していましたが、楽しみながら運動ができ、歩行機能と認知機能
の改善に効果のある「ふまねっと運動」を行なったところ好評で、参加者も増えたため平成
29年自主化して独立しました。
　会員は23名（女性19男性４）、サポーター４名で、月１回 (第２金曜日 )10時～ 11時ま
でふまねっと・ストレッチ、11時から12時までコーヒータイムにして、参加者同士の交流
を図っています。視察当日は18名参加して、サポーターの熱心な助言の下、和気あいあい
と活動しており、事業計画通り順調に進められていました。ネーム入りのユニフォームを着
用したインストラクターの指導助言が適切で、童謡のリズムに合わせながら難易度の高いプ
ログラムも楽しそうにこなしていました。
　コーヒータイムではお菓子と飲み物で会話が弾み、大きな笑い声が上がるなど参加者の人
間関係は良好でした。

２．地域での広がり
　当日は函館市包括支援センター神山の職員も参加して、活動状況を見ていましたが、今後
の地域包括支援センターの市民への関わりの一方法として、ふまねっとカフェの会のような
活動を支援することによって、高齢者の健康や生きがいづくりの活動が広がり、近隣同士の
つながりを形成するうえで必要なことだと思いました。ひばりが丘町会の総務・保健部・婦
人部と連携したプログラム展開をしていますが、今後もこのようなサークル活動に理解を示
し、活動場所の確保、住民への参加呼びかけなどに積極的に取り組む体制を保障することに
よって、サークル活動の活発化が図られると思います。

視 察 先：ふまねっとカフェの会
事 業 名：ふまねっとカフェの会
視察時間：平成30年12月14日（金）
活動場所：函館市ひばりが丘町会集会所
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員長　小山忠弘

視察結果No. ４
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３．次年度以降の課題や展望
（１）課題
　① 活動に必要な広い場所の確保
　　現在 の集会所は狭隘なため、希望者を増
　　 やすことが出来ないことから、町内会が

参加しやすい複数の活動場所の確保等に
協力する必要があります。

　②活動回数の増加
　　 現在は月に１回の活動ですが、隔週の２

回にすると身体能力や認知機能の向上と
ともに、交流によるコミュニケーション
が深まりますので、回数が多くなること
によって、町内会行事等への参加意欲の高揚につながることが期待できます。

　③子育て中の母親や乳幼児の参加
　　 現在は主に高齢者の健康づくりや話し合いによる気分転換が中心に行われていますが、

計画 にあるように、子育て中の母親と乳幼児が一緒に参加し、育児に対する高齢者の知
　　恵の伝授や親同士の情報交換など、地域の人々のつながりを深めることが必要です。
（２）展望
　この会は次の点から、今後の継続と発展が期待されます。
　①リーダーの人望・指導力があり、４人のサポーターを確保するなど、指導体制が整って
　　います。
　②年間のプログラムが、町会の総務・保健部・婦人部と連携して展開しており、高齢者の
　　生きがいづくり事業として定着していると思います。
　③ ふまねっとカフェの会参加者が、積極的に町内関係の行事に参加する気運が高まるよう、

代表者がしっかりした展望を持って取り組んでいます。
　④地域包括支援センターとの連携協力を緊密にすることによって、活動の場が広がります。

４．参加者又は会員の声
　ふまねっとが終わった後のコーヒータイムに、私も参加して活動している人の話を聞くと、
月１回の活動日が待ち遠しいこと。ここへ来ると久しぶ
りにいろいろな人と話せるので気分転換になり、ストレ
スが解消されること。みんなと大きな声で雑談するのが
とても楽しいなどの声が多く聞かれ、この事業の趣旨が
十分生かされていると思いました。
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～病気と認知症を予防し、地域で長生きすることを目指して～

１　病気の知識をつける
　　高齢になっても元気に地域生活を続けるために、病気の知識をつけ、予防に資す
　　る事を目的とします。
２　介護などの知識を身につける。
　　 地域には独居の高齢者や高齢者世帯、老老介護や認認介護などの問題が表出さ

れているので、福祉サービスや家族のあり方について理解することを目的とし
ます。

３　地域の介護力形成の力を身につける。
　　 サロンや認知症カフェなどの地域の活動の理解促進を図ることを目的としま

す。
　上記の１～３を学ぶことで、病気や認知症の予防、対策への知識を身に付け、長寿
が集う地域にすることを目的としています。

お茶の間事業

団 体 名　お茶の間サロン健心学
代 表 者　森下　　博
構成人員　８名

主な活動場所　白樺集会所、住民センター、福祉センター、竹葉公園
主な活動日時　月２～４回程度

《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　地域住民のニーズをキャッチして、そのニーズに対して講演内容や講演者などを、依頼・
調整、講演会の案内、講演会開催日の運営について苦労しました。
　また、活動内容を工夫し、健康維持活動として、ふまねっとやパークゴルフ、ゴロッケ、
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ボーリング等を実施。その他、脳の活性化を目的に、数独や壊メロ、カラオケ、麻雀、板カ
ルタ、脳トレ等も実施しました。

《自主企画事業を実施した効果》
　講演会を２年連続で開催したことで、広く高齢者になることでの問題点や注意すべき点、
そして助け合いの精神、何気ない家族との関係などに気付くきっかけになった。

《自主企画事業に参画している人の声》
　 【Ｈ・Ｉさん】
　　 高齢になると、どのような病気になるのかを広く理解することができました。病気の理

解が進めば、ならないためには、つまり予防をするためにはどうしたら良いのかと考え
たり、学べたりする機会になり、もっと継続していきたいと思います。

　【Ｍ・Ｕさん】
　　 何気なく家族と生活していますが、当たり前と思っていけないこと、家族がいることで

生活ができているということ、安心した老後が遅れるというありがたさを感じつつ、自
らも体を動かし、認知症にならないように努力したいと思います。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　講演会への参加者の多くは高齢者で、健康などを含めた講演会に興味関心があることが理
解出来ました。２年間のみではない、継続した取組みが必要であることを理解しました。

《活動継続に向けての取り組み》
　北広島市を基盤に２年間活動をしました。講演会には地域の医療機関や大学教員に講義を
依頼し、また行政の方も参加してくれたりもしました。講義を受講した方と演者も顔見知り
になり、また医療機関・大学・行政も地域の課題を理解していただいたと思われるので、引
き続き継続した支援をお願いしていきたい。
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〈地域の概要〉
　北広島市は大きく３地区 (市街地・西の里・大曲 )に別れており、広く市民に対して、サ
ロンや認知症カフェなどの開設は困難なことから、プログラムに応じて開催場所を移動する
など工夫した展開をしています、北広島市には多様な公共施設があり、地区住民の要望に近
い施設を利用して活動を展開しています。特に地元の個人病院等医療機関との連携や高等教
育機関である星槎道都大学からの協力を得るなど質の高いプログラムを展開し、参加者から
喜ばれています。

〈活動状況〉
１．事業計画との対比
　健心学の名称の通り、高齢者の体力づくりと認知症の予防を主な習いとして知識・技術を
身に付けるほか、老老介護や認知症介護など直面する問題の基礎知識を身に付けることが出
来、参加者の満足度は高いようです。

視 察 先：お茶の間サロン健心学
事 業 名：お茶の間事業
視察時間：平成30年12月14日（金）
活動場所： 北広島市芸術文化ホール・白樺会館・住民センター・福祉セン

ター・竹葉公園
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員長　小山忠弘

視察結果No. ５
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　月２～４回季節に応じた健康づくり活動を計画に沿ってエネルギッシュに取り組んでいま
す。

２．地域での広がり

３．次年度以降の課題や展望
（１）課題
　代表の森下さん以下７名のスタッフで企画実施していますが、全員の意思の疎通や役割分
担が明確でなく、一人に負担がかかっている様子が見られるので、今後継続的に発展するた
めには、明確な役割分担に基づく組織的な活動が必要だと思います。
（２）展望
　北広島市は市民の生涯学習を推進するための施設設備が整っているほか、専門分野の知識・
技術を身に付けた方々が多く住んでいます。また医療機関が多数あり病気や健康に関する市
民の学習への協力も活発なことから、今後も学習する市民に対して、行政・医療機関・大学
等高等教育機関・市民団体が連携協力して、100歳時代の健心学のモデルを構築してくださ
ることを期待しています。



26

《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　老人クラブへ呼びかけ、実行委員会を結成。地域包括支援センターやスポーツクラブ、地
域クリニックの医師等への協力依頼の上、事業内容の充実を図る。
　しかしながら、このように外部への協力要請に力を入れ過ぎたため、初年度は、主となる
実行委員の意識向上を図るのに苦労している。

《自主企画事業を実施した効果》
　実際の効果としては、初年度実績で健康コーナー（体力測定、物忘れ測定、ストレッチ等）
に80名地元医師による健康セミナーには100名、芸能発表会で130名の参加をみることが
できた。

～明るく活動的な毎日を過ごすために～

　高齢者の孤立防止と明るく元気なまちづくりのサポートをするため、医療関係者
による健康セミナー、日常生活を向上させるための運動の実施指導、高齢者と子供の
交流会、老人クラブ芸能発表会の実施

江部乙高齢者健康まつり

団 体 名　江部乙高齢者健康まつり実行委員会
代 表 者　齊藤　秀樹
構成人員　16名

主な活動場所　滝川市江部乙町
主な活動日時　平成31年２月10日（日）、17日（日）
　　　　　　　※平成30年度は、平成30年２月25日（日）に実施
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《自主企画事業に参画している人の声》
　【Aさん】
　　最終年度の取組みは実行委員会の内容充実等、初年度の反省が生かされていると思う。
　【Bさん】
　　外部組織等の参加、協力に助けられた。
　【Cさん】
　　高齢者の皆さんは健康に関する意識が高いと感じた。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　実行委員の自覚を高め、特定の人や外部団体に頼るのではなく、自分たちで企画、実施す
べきと感じ、現在最終年度の実施に向けた取組みに改善が見られた。

《活動継続に向けての取り組み》
　運営資金の捻出には今後も苦労するとは思うが、高齢者の生活、行動の質を向上させるた
めには「健康まつり」は必要性を強く感じる。
　そのためには、今以上に協力組織、団体との連携を強めていく必要がある。

スポーツクラブ担当者の指導でストレッチ体操

歯科医師による講義に聞き入る参加者

地元医師による健康セミナー

老人クラブ芸能発表
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〈地域の概要〉
　滝川市江部乙地区は、「日本で最
も美しい村」連合に加盟しており、
国道12号を挟み西側地区は、日本
で３番目に長い北海道の母なる石狩
川（全長268㎞）の肥沃な土地を活
かした田園が広がり、滝川市内で最
も高い丸加高原まで丘陵地が続く東
側地区には、春はナタネ採取のた
めの菜の花が栽培され、秋には甘
酸っぱく香るりんご園が点在してい
る街。滝川市の高齢化率は33.0％
（Ｈ29.1）ですが、江部乙地区は
約47％（主催者調べ）で、市内でも最も高齢化率の高い地区とのことです。

〈事業企画の経緯〉
　これまで滝川市の健康まつりは、市の主催により実施され、江部乙地区の老人クラブは、
行事に直接参画するなど関わってきましたが、数年前に健康まつりが廃止となり、冬期間の
引きこもりや孤立高齢者等を少しでもなくしたい、健康で明るく元気な街で生活をおくりた
いとの思いから老人クラブを中心に実行委員会を組織し、高齢者健康まつりを企画しました。
　実行委員の多くは、老人クラブ会員、滝川市福寿大学、駅カフェ「日本でもっとも美しい
村」等でそれぞれ活動しており、その他に市保健センター、介護保険支援センターや市社協
の職員にも参画していただき、行政や住民を巻き込んだ形で進められました。実行委員会は
７回ほど開催され、ポスター貼りやチラシの配布などは、関係者で個別にそれぞれ行い、友
人・知人らに積極的に行事に参加していただけるようお誘いをしたとのことでした。

〈事業の概要〉
　事業内容については、当初の計画どおりに実施され、午前中のイベントはコミュニティセ
ンター２階の研修室の各室において、体力測定及び介護認知相談は滝川市保健福祉部により、
ストレッチ運動は地元のスポーツクラブサンテにより、健康的な食事は滝川市食生活改善推
進員協議会により、歯の健康はみやこし歯科診療所院長により、ブース毎に同時進行で開催。
参加者は自分の興味のあるイベントにそれぞれ参加していました。
　午後からは１階の体育室において地元で地域医療を担っている江部乙ファミリークリニッ
クの磯院長による健康セミナー「薬の上手な減らし方」の講演があり、皆は熱心に耳を傾け

視 察 先：江部乙高齢者健康まつり実行委員会
事 業 名：江部乙高齢者健康まつり
視察時間：平成30年２月25日（日）
活動場所： 滝川市江部乙町コミュニティセンター
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員　喜多　一朗

視察結果No. ６

もの忘れの度合いは？
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ていました。引き続きの芸能発表では、21組のグループによるカラオケや舞踊が発表され、
楽しそうに盛り上がっていました。

〈事業展開の課題及び展望〉
　従前の老人クラブは、飲んで、歌って、パークゴルフをすることがメインイベントとなっ
ているところも多く、会員が減る傾向とのことでしたが、新しいアイディアで、みんなが何
を望んでいるのか知恵を絞って、さらに行政をも巻き込んで参加する楽しさを模索している
クラブは、会員が増えているとのことでした。
　今後の課題は、「後継者不足」と「運営予算」とのことで、実行委員のメンバーにおいて
は60歳や70歳はまだ若手扱いで、手足が動かせるうちは積極的に参画したいと考えている
方が多いようでしたが、事業を安定的に継続していくためには次の後継者がいなくて大変難
しいとのことで、予算についても、これまでは市や地元信金の補助金等で実施してきました
が、自主財源だけでは継続が難しく、今後は行政などの補助金や助成金等のほか地域企業等
の支援が必要と訴えておりました。
　また、健康まつり当日は、隣接する江部乙中央児童公園で、子ども会のイベントが開催さ
れており、今後は子ども会行事と連携し、積極的な世代間交流事業への取り組みについても
検討していかなければならなく、地域企業、福祉施設、商工会等との協力関係をも重視し、
街をあげて楽しいイベントを開催することが課題であるとの意見がありました。

〈最後に〉
　地域住民による手づくりのイベントであり、限られた少ない予算で実行委員の皆さんは大
変ご苦労されているようでしたが、実行委員はもとより地域住民の参加者の皆さんも本当に
イベントを楽しみに、そして心から楽しんでいる様子が伺えました。地域活性化のために「江
部乙高齢者健康まつり実行委員会」の今後益々の活躍を期待します。



30

《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　・yogaサークルの活動を実行に移すまでに時間がかかったこと。
　・体操をするにあたっての補助道具の購入

《自主企画事業を実施した効果》
　参加者の人たちがヨガをやっていることに意義があると思ってくれている。楽しみながら、
肩こりや腰痛、ひざ痛、姿勢改善等に効果ありと思って来てくれていること。

《自主企画事業に参画している人の声》
　【Aさん】
　　以前より姿勢が良くなり、血行や肩こり・腰痛・膝痛が改善された。

～ヨガを通した健康づくり～

　高齢者を対象に、健康づくりを目的としたヨガを行い、健康増進に寄与することを
目指していく。

シニア yogaサークル

団 体 名　シニア yogaサークル
代 表 者　山室　勇
構成人員　10名前後

主な活動場所　八雲町公民館
主な活動日時　毎週月曜日午前中
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　【Bさん】
　　加齢とともに縮むはずの身長が現状を維持していること。
　【Cさん】
　　参加せずにいると身体が硬くなったように感じる。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　・参加する人は意外とヨガを知らない人も多い。
　・ヨガの参加費の値段に躊躇して、参加しない人も多いのではないかと考える。

《活動継続に向けての取り組み》
　今後については、徴収した参加費を財源に、会場も安価に抑えながら活動する予定である。
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〈地域の概要〉
　八雲町は、渡島半島の北部にあ
り、道南の拠点都市函館市と全道有
数の重工業都市室蘭市の中間に位置
しており、平成17年に渡島管内八
雲町と檜山管内熊石町が新設合併を
行い、新「八雲町」が誕生しました。
この合併により日本で唯一太平洋と
日本海に面する町になったことにち
なみ、新たに「二海郡」という郡名
が付けられました。

〈事業企画の経緯〉
　高齢者の健康増進に役立てること
を目的とした健康講座として、主に
60歳以上の町民を対象にヨガストレッチの会を立ち上げました。
　ヨガストレッチ健康体操として、当初は月曜日の午前中を中心に活動を始めましたが、会
員の希望を取り入れて午後の時間帯も行うようにし、会員は自分の体力等に応じて、午前と
午後の時間帯にそれぞれ参加していています。

〈事業の概要〉
　インド発祥のヨガには、ハタヨガ、シバナンダヨガ、パワーヨガなど様々なタイプのヨガ
があり、難易度や運動量が異なりますが、参加者の年齢や体力に応じたヨガを実践しています。
　公民館の和室でヨガマットを使い、腹式呼吸によりゆっくりとした動きでヨガストレッチ
を行います。ストレッチポールを用いて姿勢改善を行うほか、ホットタオルで体を温めなが
ら癒し効果を高め、ストレスを解消します。また、マッサージなども取り入れながら健康意
識を高めています。
　人は、年を重ねるにつれ、使っている筋肉とそうでない部分では歪みが生じ、筋が伸びて
しまいますが、ヨガストレッチ、及び健康体操を通じて改善に努めています。

〈参加者の声〉
　参加者からは、ヨガを実践するようになってから姿勢が良くなり、猫背が改善された。血
行がよくなり冷え性や肩痛・腰痛・膝痛なども改善された。また、新しい友人が出来ておしゃ
べりが楽しい。という声が多く聞かれました。

視 察 先：シニア yogaサークル
事 業 名：シニア yogaサークル
視察時間：平成30年10月29日（金）
活動場所： 八雲町公民館
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員　喜多　一朗

視察結果No. ７
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〈事業展開の課題及び展望〉
　当初は、函館からインド人の講師を招聘していた時期もありましたが、現在は町内在住の
ヨガインストラクターが講師となり実施しています。
　人と人の繋がりを重視し、楽しく継続していきたいと考えていますが、会費収入が乏しく、
会員数も14名と少ないことが不安材料であるとのことでした。町民の健康増進や新規会員
を増やすために、公民館以外でもヨガ教室を実施したいと考え、別の会館にあたっています
が、既存のサークルが活動しているなど、貸室に空きがなく、新規参入が難しい状況である
とのことでした。また、今後は、若い世代の人たちも巻き込んで活動を活性化してきたい。
とも話されていました。
　ヨガストレッチの様なゆっくりとした動きでの柔軟運動は、特に高齢者にとっては有効な
運動で、体幹が鍛えられ、腰痛予防や転倒防止の効果も高まることから、今後の「シニア
yogaサークル」の益々の活躍が期待されます。
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《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　・ 行事の案内と出欠の確認が当初大変でした、会の趣旨が役員に周知し理解をして頂くの

に苦労しました。407戸にチラシの配布とその後に、参加者を地域役員が連絡して確認
します。

　・ 参加者に活動して頂く時間の設定が分からなく、半日、一日（約６時間）、 約４時間と色々
試しながらの運営です。

　・ 参加者に楽しんで頂く為に、種々の種目を試しましたが、道具を準備するのが大変。（遊
びながら運動機能が備わりゲーム性もあるものの選定に苦労）

《自主企画事業を実施した効果》
　・今まで会った事のない人同士の人間関係が出来たり、お喋り、笑いが出てきたようです。

１． 高齢化率が45％を超える地域で、元気で住み続ける為に地域全体で支える仕組
みづくりを構築する事を目的に事業を実施。

２． 八地域、約1,150名の方々が、事業展開を通じて隣近所の人間関係を再構築して
行く。

３． 参加者に楽しさと、好奇心の刺激を行い、集う事の大切さ、困りごと解決の方策等
を見出していけたらと考えています。

高齢者を地域で支え合う地域交流事業

団 体 名　サロンきたなが
代 表 者　高松　勤
構成人員　役員総数28名（対象者521名）

主な活動場所　北長沼会館
主な活動日時　毎月１回高齢者楽しみ会実施他、毎週月曜日の午前中
　　　　　　　ふまねっと教室など実施内容に合わせて変動
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　・ふまねっと運動で毎週参加する事が生活の一部になって来ているようです。
　・ 体験した事のない運動種目（吹き矢、ボッチャ、スカットボール等）に好奇心が動いた

ようです。
　・ 歌声教室等皆さんで一つの事にまとまり楽しむことを経験し、家から出ることが健康に

良いと感じている人々が少しずつ増えているようです。

《自主企画事業に参画している人の声》
　【T・Sさん】
　 　 ふまねっと運動に参加して一週間が遅く感じ、月曜日が楽しみ。転ばなくなり、以前よ

り長く歩ける様になり、喜んでいます。間違わなくステップ出来た時は本当にうれしい
です。

　【Y・Kさん】
　 　 参加して今まで会った事が無い人達と毎回お喋りが出来て楽しいです。吹き矢、ボッチャ

等経験がないですが、参加するたびに少しづつ上手くなっている様に感じ楽しく、吹き
矢では自然と呼吸を大きくしています。

　 　 ひと月に一回の参加ですが、夫婦で参加していますので、帰ってから二人で話すことが
多くなり、新たな楽しみが出来喜んでいます。

　【K・I さん】
　 　 私は歌声教室が楽しいです。皆で大きな声で知っている歌を歌っている時、ふと昔の自

分が思い出し、楽しい気持ちになります。
　　一年に２～３回は実施して頂きたいと願っています。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　・公共の施設を使っているので、予定を立てても葬儀等で行事が中止になる点
　・ ふまねっと教室以外の種目は、一月か二月に一回なので、せめて月に１～２回、定期的

に吹き矢、ボッチャ、スカットボールの教室を愛好者で実施出来ればと思います
　・吹き矢、ボッチャ等の用具を自前で持ちたいと思います。
　・事業を通じて地域の認識度（高齢者との関わり）をもう少し上げていければと思います。

《活動継続に向けての取り組み》
　・ボッチャ、吹き矢、スカットボール等は月に１～２回定期的に開催したい。
　・行政には専用の活動拠点を、お願いしていますが、継続して行きたい
　・財政的基盤の確立を図りたい（廃品回収等）。
　・増え続ける高齢者の足の課題に行政と連携して解決したい（農村地区）。
　・役員等の人材の育成が急務だと考えます。
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〈はじめに〉
　この地は、アイヌ語で「タンネ
トー」と言う沼がありました。タン
ネトーとは和名で 〝細長き沼〝と言
う意味で、ここから「長沼」という
地名が生まれたそうです。
　 人 口 は10,876名（2018.12（ Ｈ
30年）現在）4,969世帯です。
　サロンのある北長沼地区は一人世
帯や高齢者世帯が全世帯の43％を
超える状況になっています。

〈活動状況〉
　ある時「町に出たら便利になっただろう」と聞いたところ「便利になったけれど、心は便
利でないよ。故郷はバカ言ってもみんなが受け入れてくれる」と聞きました。
　「そうだ、一人暮らしになっても、一人ぽっちにならない」、地域に住む皆が少し頑張って
助け合い、知恵と熱意で少しでも不自由の解消や楽しみになることを実践したいと考え立ち
上げ、現在は常時70～ 80名の参加がある楽しいサロンになっています。
　また、活動の状況をYouTubeにアップして、長沼町から出て行った方や、知人、親が、
元気な姿をいつでも見れるように工夫しています。
(YouTubeで 〝サロンきたなが〝で視聴できます )

〈見学当日の状況〉
　２回、見学に行きました。一回目は「映写会とアコーデオンによる懐メロ」参加者は80
数名で、会長挨拶から始まり、会員で40代からパラグライダーをやっておられる方の映写会、
空から見る我が町の風景に感動したり、パラグライダーに魅了されました。
　昼食は炊き込みご飯とトン汁、これも婦人会の面々が心を込めてのおもてなし。午後から
は、寄り道っちゃんのアコーデオンによるみんなで歌いましょうの時間。20曲もの歌詞カー
ド、どの曲も知っている懐かしのメロデーや元気の出る歌で楽しい時間を過ごしました。
　参加者は60代から80代まで、今年来られた駐在さんも参加され、身近に起こった防犯の
話をしてくれました。
　２回目は「おたのしみ会」で幼稚園児から高齢者までやはり80数名の参加で、スカットボー
ル、ボッチゃ、輪投げ、メンコ、駒まわし、お手玉と３世代交流が出来ていました。

視 察 先：サロンきたなが
事 業 名：高齢者支え合い地域交流事業
視察時間：平成29年11月12日（日）
活動場所： 北長沼会館
視 察 員：自主企画事業審査委員会委員　　千秋　憲博

視察結果No. ８
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〈会の将来について〉
　この２年間毎月１回のサロンと毎週一回の「ふまねっと教室」は完全に定着しましたので、
あとは財政上の問題解決のみですが、これも目途が立っています。
　「いつまでも地域に住み続ける地域づくり」に邁進したい。
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《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　会員集めでは、発起人会を立ち上げそれぞれが携わっている会のメンバーに声掛けして会
員を集め、そののち地元新聞で記事に取り上げて頂き、会員を募りました。苦労したことは、
指導する立場のメニュー作りが大変で、ＤＶＤや本より参考にして例会を組み立てています。

《自主企画事業を実施した効果》
　参加者の皆さんは何をする会なのか、半信半疑で参加していましたが、運営者のすること
に理解を示して頂きました。なぜ必要かを専門のドクターに来て頂き、講演会を開催したり、
町の保健師に話をしていただきました。参加者は懐かしい人と出会えたり、高校生と話すこ
とができたりと元気をもらっている思います。

～高齢者が元気に生きがいを持って暮らしていくために～

　美幌高校ボランティアサークルの先生や学生にも協力を得ながら、参加者が自主
性と緊張感を持って楽しく愉快に活動しています。
　会では、合唱、全身運動の軽い体操、脳トレ、ふまねっとの他、不定期に茶話会を開
催し、会員相互の交流を図っています。

笑って・動いて・考えて・活き生き人生

団 体 名　びほろじ～・ば～サークル輝
代 表 者　平田　美木男
構成人員　会員55名・準会員５名（高校生）

主な活動場所　美幌町用水広報館
主な活動日時　毎月第１・３土曜日　午後２時から午後４時まで
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《自主企画事業に参画している人の声》
　【 Ｅさん（女性）】
　　 最愛の連れ添いをなくし、心身共に落ち込んでいた時に会の活動に出会いました。スタッ

フの温かいご指導の下、大変楽しく、元気と勇気をもらいながら過ごしています。今後
も老いていくわが身に鞭を打ち、100歳を目指すつもりで参加していきます。

　【 Ｍさん（女性）】
　　高校生から元気をもらうことができ、健康寿命に気付く頑張れるサークルです。
　【 Ｓさん（男性）】
　　 以前脳梗塞を発症し、言語と右足に障害がありましたが、思い切って入会し、言語障害

も７割回復し、脚も杖を使わずに歩行できるようになりました。サークルに参加し、心
より良かったと感謝しています。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　課題は、会員確保や事業に参加して頂く方の例会での安全管理と事故防止です。会の良さ
を理解して頂き、新入会員の募集をしながら、会を運営していきます。参加して良かったと
いう声が多く出るようにします。

《活動継続に向けての取り組み》
　会員の会費だけでは運営費が不足するので、補助を美幌町社会福祉協議会からのサロン認
定や美幌町高齢者福祉に係る事業の補助金をお願いしています。
参加者から参加して良かったと言われる会の運営と、参加者の健康寿命が１歳でも向上する
ことを目指していきます。
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〈はじめに〉
　美幌町は網走市と北見市のほ
ぼ中間に位置し、人口19,579人
（2018.12年）で農業を基幹産業
とした街です。
　1940年（昭和15年）全道の町
村に先駆けて都市計画区域の指定
を受け、計画的な市街地整備によ
り、人口の約９割が半径３㎞の市
街地に集中するコンパクトシテイ
となっています。人口の32.2％が
65歳以上ですが、元気なお年寄り
が多くいます。

〈活動状況〉
　月二回の活動日には、徒歩、自家用車、家族の送り迎え等で来られます。
　三々五々集まり、時間になると会長の音頭で①隣り合っている者同士での握手②テーマソ
ングの合唱③軽い体操で会が始まります。
　会員は39歳～ 91歳と幅広く、賛助会員として美幌高校ボランティア同好会生徒５名も参
加することがあります。
　参加者数は60名～ 65名、「笑って、動いて、考えて、生き生き人生」が会のモットー。

〈見学当日の様子〉
　会長から最近の町の動きや近隣であった出来事が話され、いつものルーティーン。ＤＶＤ
を見ながらの体操は、今日の体調確認に最適。
　今回は「ふまねっと運動」、２面を使い一分間に50回のペースで、ネットを踏まないよう
に行動。「あら、間違った」と言っては全員で笑い、「うまい、うまい」との掛け声で参加者
全員が楽しく小一時間楽しみました。
　参加者からは「会に参加すれば、知っている顔や新しい友達ができて楽しい」「最初は杖
を突いてきたが、この頃は杖なしで歩けるようになったのは、ここのおかげだ」と喜びの声
が多数聞かれ、役員の方からも「当初は継続的に会を運営できるのか不安だったが、来られ
た方々の笑顔が支えになりやってきました」と・・・。

視 察 先：びほろ・じ～・ば～サークル輝
事 業 名：笑って・動いて・考えて生き生き人生
視察時間：平成30年10月６日（土）
活動場所： 地域用水広報館
視 察 員：自主企画事業審査委員会委員　　千秋　憲博

視察結果No. ９
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　〈会の将来について〉
　認定を頂いた当初は、「高齢者の活性化が地域の活性化につながる」との高邁な目標で高
齢者サロンをたちあげました。
　２年目になり、週一回、２か所で、子ども食堂も立ち上げ活動しています。
　会の運営は、自治会連合会、老人会、社協、民生委員、それに行政も後押しして頂いてい
るので、道社協からの助成金が無くなっても、今まで通りの活動ができると思っています。
　問題点を強いて言えば、「後継者をどう育てていこうか」「いままでの活動内容で良いのか、
マンネリしていないか」ですが、会員の中に若い方もおられるので、あまり心配はしていま
せん。
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《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　体操サークルの存在を地域の方に知ってもらうため、旭川大学短期大学部の協力を得て、
無料ランチ会を３回実施し、愛郷クラブの宣伝や講師による体よる体操体験をしてもらうこ
とで、会員が増えました。
　参加者に楽しんでもらえるように、体操だけでなく茶話会も実施しています。

《自主企画事業を実施した効果》
　介護予防体操を実施することで、マッサージに行く回数が減った、熟睡できる、１人では
続けられないが仲間と一緒だと続けられる等、よい効果が出ています。また、新しい仲間が
できて、日常生活でも声をかけ合うようになりました。

～健康体操で元気に、おしゃべりで心も元気に～

　地域の高齢者が歩いて行ける所に自主活動グループを作り、介護予防体操や茶話
会を実施しています。

地域の関係性を再構築する事業

団 体 名　愛郷クラブ
代 表 者　上村　弘三
構成人員　19名

主な活動場所　九区愛郷会館
主な活動日時　毎週火曜日　午前10時から12時
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《自主企画事業に参画している人の声》
　【Aさん】
　　愛郷クラブの会員さんと会うことが楽しみになりました。
　【Bさん】
　 　 骨格の歪みを感じ、長年運動・ウォーキング等していましたが、よくならず、体操に参

加して繰り返すほどによくなり、身体が軽く動くようになりました。
　【Cさん】
　　 背中の手術をしていますが、体操しても大丈夫でした。仲間の人達、心優しい方が集まっ

た気がします。講師の先生の声で気持ちがなごみます。ありがとうの一言ですね。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　会館使用料が増額される予定があり、会費が増額になることへの不安がありますが、でき
る範囲で続けていきたいと考えています。また、体操を始める前に参加者同士で会話を楽し
む時間を自然に持つようになり、体操だけでなく交流を持つ時間も必要なのだと、あらため
て感じています。

《活動継続に向けての取り組み》
　体操だけでなく、茶話会等の楽しむ時間を今後も取り入れて、地域の方の楽しみの場とな
るように活動を続けていきたいと思います。



44

〈はじめに〉
　永山地区は旭川中心部から北東に位
置し、９区は住宅地、農村地、工業地
が混在する地域です。平成27年に老人
クラブが解散して以来、地域内で高齢
者が集う居場所がなくなり、住民同士
の関係が希薄になりつつある現状でし
た。

〈愛嬌クラブ誕生の経緯〉
　そんな中、平成30年６月に旭川市が
行う介護予防事業の一つ※「自主化支
援強化プログラム・筋肉らくらくアッ
プクラブ」の呼びかけが、町内会の回
覧板で９区とその周辺地域の皆さんに案内されました。
　６月から毎週一回「筋肉らくらくアップクラブ」が介護予防のための運動として、９区愛
郷会館で行われるようになると、ここに集まった皆さんから継続した活動を行いたいとの声
があがりました。そして、平成30年10月に９区とその周辺地域の皆さん15名が会員となっ
て愛郷クラブの名前でサークルが誕生しました。

※自主化支援強化プログラム・筋肉らくらくアップクラブ
　この事業は、身近な地域の会館を会場として小規模な運動教室を行い、教室終了後も取り組みを継
続するよう地域包括支援センターが自主化に向けた支援を行い、住民が主体となった通いの場を創り
出すことをめざしています。

〈訪問当日の様子〉
　朝10時少し前、９区愛郷会館に「おはようございます」「よろしくね」とあいさつを交わ
しながら続々と皆さんが集まってきました。毎月第二火曜日が愛郷クラブの日です。この日
は12月18日、今年最後の集まりの日です。雪が降る中、女性12名、男性１名が集まりまし
た。皆さんは運動靴に履き替えて，名札を胸から下げています。
　介護予防指導士でもあるスポーツインストラクターの斉藤さんが「10時になりました。」
「皆さんそろそろ始めましょうか」と声をかけると、皆さんは「はーい」と椅子を持って輪
になります。
　椅子に座った状態（座位）での足踏み運動から筋力トレーニングがはじまりました。運動

視 察 先：愛郷クラブ
事 業 名：地域の関係性を再構築する事業
視察時間：平成30年12月18日（火）
活動場所： ９区愛郷会館
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員　米津由利子

視察結果No.10
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は、インストラクターの斎藤さんの明るい元気な声で、ユーモアたっぷりの指導のもとすす
められています。ひと通りのトレーニングが終わるとストレッチで効果を確認します。斉藤
さんは６月から継続して指導をしてくれていますので、参加者の様子の変化などには気づき
ます。「今日は疲れているようだから無理しないでください。」と声を掛けます。１時間ほど
で運動が終了。この後は、お楽しみのクリスマス会です。
　落としたてのコーヒー、お菓子、手作りのお赤飯とプリンがテーブルに並びました。皆さ
ん近況を語り合い、にぎやかな笑い声があちらこちらで聞こえてきます。楽しい時間はあっ
という間で終了時間の12時になりました。会館の片付けは、皆さんで行います。テーブル、
座布団、名札、台所、トイレの水落とし等、ひと通り分担しています。「元気でね」、「また
来年ね」と帰られました。

〈参加者の声〉
　参加されている方からは、「出不精だったけれど、ここに来るようになってから気心知れ
た仲間が出来て、楽しみなのよ。」、「ここに来るようになって、按摩さんに行く回数が減っ
たんですよ。」、「この会館へは歩いて15分位かかるけれど、ちっとも苦にならないですよ。」
などの感想をいただきました。

〈地域との関係〉
　この地域には近くに旭川大学があります。短期大学の生活学科食物栄養専攻の学生さんが、
学外での実習の場として、サロンの日に合わせて、身体に優しい食事をこれまでに３回ほど
届けてくれています。こうした若い学生さんたちとの交流から、元気もお裾分けしてもらっ
ているそうです。

〈活動上の課題・展望〉
　愛郷クラブのサークル活動は、３月で助
成期間が終了します。代表の上村さんに
伺ったところ、４月からはインストラク
ターに来てもらうのは予算上むずかしくな
るので、筋力トレーニングの進行を会員８
名～９名で分担して練習しているそうで
す。しかし、インストラクターが来られな
くなったら、今のように皆さん来てくれる
か、来ない人が出てくるのではと心配され
ています。幸い、愛郷会館の使用料は安価
で助かっていますが、４月から会費の値上
げも含めて、会員の皆さんと話し合いが必
要とのことでした。
　このように、愛郷クラブの活動は住民が
主体となったサークル活動に少しずつ近づ
いています。今後は、毎回は難しくても、
たまにインストラクターにチェックしても
らい皆さん仲良く継続していただきたいと
思います。
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《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　興味ある話題とストレッチ運動の研究。
　難しい書類の作成は、言葉、文章共に少々大変でした。

《自主企画事業を実施した効果》
　自分の体の変化に敏感になり、常に健康に対する注意を喚起できた。

《自主企画事業に参画している人の声》
　【Aさん】
　　効果が実感できなければ、来なくなるが、常に一定数いるのは実感できてるから
　【Bさん】
　　膝が痛いので家に引きこもりがちになり、情報もないので、友人の誘いはラッキーだった。

～ストレッチで体のバランスを整える～

　ストレッチ体操を軸に、健康年齢の引き上げと地域のネットワークづくりを目指
し、孤立する人を減らす。

ストレッチ体操事業

団 体 名　ストレッチ体操の会
代 表 者　中丸　昌子
構成人員　50名

主な活動場所　苫小牧のぞみコミュニティセンター
主な活動日時　毎週金曜日　13時から15時



47

　【Cさん】
　　来るときは背中が丸い感じだが、帰りはシャンとしていられる。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　冬期間の会員の足の確保。夏期は徒歩で通いますが、冬は道路の状態によって来られない
人もいる。入会希望者は今も増え続けていますが、会場のキャパはいっぱいです。

《活動継続に向けての取り組み》
　飽きないストレッチと足を運びたくなる雰囲気を作り、来てよかったと思える達成感等を
与えられるように声かけをする。
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〈地域の概要〉
　苫小牧市は、札幌都市圏に最も近い太平洋岸の港があり、新千歳空港にも近接している利
便性から北海道工業地域を代表する工業都市・港湾都市。苫小牧港の内航取扱貨物量は日本
一の取扱量となっています。豊富な水と木材資源に恵まれていた苫小牧には製紙業が進出し
ています。活動の拠点である「のぞみ地域」は市内西側に位置し、南には太平洋、北には樽
前山を望む閑静な住宅街にあります。

〈事業企画の経緯〉
　苫小牧市西地域包括支援センターが実施している体操教室に参加している有志が中心とな
り、もう少し運動をしたいとの思いから声を掛け合い、ストレッチ体操の会が企画されまし
た。西包括の体操教室が月曜日と火曜日であることから、少し日にちを空けた金曜日に実施
することにしました。

〈事業の概要〉
　毎週金曜日13時～ 15時の２時間にわたりストレッチ体操、バランス運動、筋力トレーニ
ング、及び脳トレなどを行っています。また、毎月第２金曜日にはふまネット、レクレーショ
ン、及びお楽しみ会を実施するなど活発な活動を続けています。
視察の当日は、体育館の反面を使用し、１時間程度椅子を使ったストレッチ体操を行った後、
歯科衛生士による講話が行われました。
　ストレッチ体操は、会員の元体育教師が講師となり、参加者の体力に合わせ軽度なストレッ
チから中程度のものま
でバリエーションを駆
使して、随時休憩を挟
み、水分を補給しなが
ら行われました。
　また、歯科衛生士に
よる講話では、口から
食べることの重要性や、
正しい歯みがき方法、
入れ歯のお手入れ方法
のほか、唾液腺マッサー
ジなどの実技を取り入
れ形で行われました。

視 察 先：ストレッチ体操の会
事 業 名：ストレッチ体操の会
視察時間：平成30年９月28日（金）
活動場所： 苫小牧市のぞみコミュニティセンター
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員　喜多　一朗

視察結果No.11
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〈参加者の声〉
　参加者からは、ストレッチの会に参加するようになって、体調がとてもよくなり、筋力や
持久力もついてきていると感じている。今後も体力を落とさないように継続して参加してい
きたい。生活面においても自分の子どもの面倒にならないように自立していきたいと考えて
いる。との声が多くありました。

〈事業展開の課題及び展望〉
　会員の平均年齢は70歳以上であることから定期的に体力測定なども実施していきたい。
また、会員は50名程度在籍しており、会費収入が一定額見込められていることから、今後
も会員の意見を聞きながら、事業内容を創意工夫し、継続していきたい。
　会員は自身の体力や生活リズムなど、無理の無い範囲で参加しているが、特に路面が凍結
しブラックアイスバーンとなる冬期間の出席率が落ちてくる（いわゆる出不精）傾向もある。
と話されていました。
　今後ものぞみ地域の高齢者の健康維持増進、及び地域の活性化のために「ストレッチ体操
の会」の益々の活躍が期待されます。
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～高齢者の健康維持や地域の連携づくりそのための居場所づくり～

　高齢者に対して、自宅以外の居場所を提供したり、地域社会の中で自立した生活が
送れるのみならず、地域を活性化させる担い手となり活躍できる社会の実現に寄与
する事を目的とする。

地域の居場所づくり事業

団 体 名　NPO法人ゆとりの
代 表 者　開発　好博
構成人員　33名

主な活動場所　北広島市大曲緑ヶ丘５丁目12－１
主な活動日時　 百歳体操： 毎週水曜日の10時～12時

14時～16時の２回
　　　　　　　ふまねっと：毎月第２火曜日10時～12時
　　　　　　　　麻雀の会：毎月第２火曜日13時～15時30分
　　　サロンひなたぼっこ：毎月第３火曜日10時～12時
 大人のための絵本の会、百人一首の会： いずれも月に１回

10時～12時
　その他　畑での各種栽培と管理活動、木工で物作り活動：適宜時間
があるメンバー参加で行う。
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《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　当初様々な活動を企画していたが、主な会場となる会場の耐震工事や食堂・厨房の改修工
事が遅れに遅れ、まちカフェなどをオープンすることができなかった。
　また、工事によって、一時代用の場所を使い参加者に迷惑をかけた。
　その他、活動の種類が多くなるにともない、スタッフの確保に苦労した。

《自主企画事業を実施した効果》
　主に高齢者の健康維持を「百歳体操」、「ふまねっと」などから始まったが、次第に会員や
参加者からの声で、新企画として「麻雀の会」、「百人一首の会」、「大人のための絵本の会」
などの立ち上げがなされた。また、会の後には、歌を歌ったり楽しくおしゃべりで過ごすこ
とで、地域の顔見知りが増えたり参加の日が待ち遠しいなどの声が聞かれるようになってき
ている。

《自主企画事業に参画している人の声》
　【Ｋ・Ｓさん】
　　 百歳体操に参加しています。つまずくことが少なくなり、階段の昇り降りが楽になりま

した。体操の後のおしゃべりも楽しく , 新しい友人もできました。外出の機会も増え、
生活のハリができました。

　【Ｍ・Ｎさん】
　　 ｢絵本の会｣ に参加しました。久しぶりに絵本に触れ、ゆったりと和やかな時間でした。

この年になってまた絵本の世界には入れるなんて思ってもいませんでした。次回を楽し
みにしています。

　【Ｓ・Ｍさん】
　　「麻雀の会」に、なにも分からないまま誘われて参加しました。
　　 でも、いろいろ教えて頂いてなんと満願を経験！どうすればいいか考えるのが楽しくな

り、毎回参加して上手になりたいです。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　活動が多岐になればなるほど、中心となる人の確保や財源の確保が必要になってきます。
次年度も各種支援をお願いしながら、年齢などを超えて、楽しく、地域のみなさんの居場所
づくりに取り組んでいきたいと思います。

《活動継続に向けての取り組み》
　｢地域の居場所づくり｣ が少しずつ定着しつつありますが、まだ予定の３分の１。定着し
たり新たな企画が出てきたのは、正しく目標に向かっていると思います。
　この調子で２年目、３年目へと活動を充実させていきたい。



52

〈地域の概要〉
　新興住宅地として開けた大曲地区の中で、市の公共施設から離れている不便さを克服する
ため、開発さんご夫妻は世代を超えて集える居場所づくりが必要であると考えて、旧家の豪
邸を全面的に開放してＮＰＯ法人ゆとりのを立ち上げました。豪邸を地域住民のつどいと語
らいの場として改築し、庭園、築山、畑、広い敷地の駐車場の開放など、利用者本位の理念
が貫かれています。
　ＮＰＯの組織は代表の開発さんご夫妻を中心に、正会員・ボランティア会員など１６名の
構成ですが、大曲地区のトトロの森、茶話本舗デーサービス、老人クラブ緑樹会などの多様
な人たちの加入で運営していることが注目されます。

〈活動状況〉
１．事業計画との対比
　今回視察したのは「百歳体操」でしたが、居間と和室を開放したスペースいっぱいの参加
者で賑わっていました。「ゆとりの」運営の３本柱は、
　①地域に生活する高齢者家族との交流　
　②世代を超えた地域の人たちの気軽な居場所　
　③ 自分の趣味や特技を活かせる場づくりです。参加してくる会員の意思を尊重して継続し

た活動につながるよう、部活動制を構想しています。
　①活動部：高齢者を対象とした交流活動（ひなたぼっこ、ふまねっと等）
　②生産部：家庭菜園を中心とした野菜、果樹などの栽培や収穫
　③ 創作部：庭園、築山づくり、木工
　④ 企画部：学習会、読書会等各種事業の企画立案・実施

２．地域での広がり
　全くの新しい地にＮＰＯを立ち上げたのではな
く、地域の旧家としての知名度、信頼感に支えら
れて、地域の人たちは安心して参加しています。
その上利用者本位の運営なので、公共施設を利用
するような堅苦しさや規制が無いのが魅力です。
自分たちの館のような気持ちで参加しており、次
第に自分が興味ある内容に参加したいという人が
増えています。４つの部活動制度が軌道に乗れば、
理想的な健康づくり・生きがいづくり・交流と支
え合いの活動づくりへと発展していくことが期待

視 察 先：特定非営利活動法人　ゆとりの
事 業 名：地域の居場所づくり事業
視察時間：平成30年10月３日（水）
活動場所： 北広島市大曲緑ヶ丘５丁目（開発代表個人宅）
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員長　小山忠弘

視察結果No.12
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されます。

３．次年度以降の課題や展望
　ＮＰＯ法人を構成する多様なメンバーや地域の個人病院等の協力など地域に愛され、必要
とされる居場所として着実に歩み始めていますので、参加者が参加者を増やしていける居場
所に発展しつつあります。開発家にある書籍、音響・映像機器、楽器、スポーツ器具、囲碁
麻雀等の娯楽用品、食器等家庭用品が、自分の所有物のような気持ちで自由に使える施設は
他に類がないと思います。自宅にいるよりは仲間がいる「ゆとりの」に行きたいという思い
を掻き立てるオアシスになりつつあります。
　将来２階の部屋を女性のシェアハウスとして運用する構想もあり、独居高齢女性同士の交
流と支え合いの場に発展することが予想されます。
　「ゆとりの」は、これまで高齢者の生きがいづくりや世代間交流など、人がつながる仕組
みづくりが、行政や公共施設に依存してきたことを転換して、個人の住宅を開放した近隣住
区の人たちが気軽に集える場 (サロン )づくりのモデルになったと思います。

４．参加者又は会員の声
　途中の休憩タイムには、参加している男女が和気あい
あいと話し合っており、一人でいると無口になりがちな
男性高齢者にとっては、気分転換になりストレスが解消
されるようです。公共施設では全く考えられない多様な
体験ができることに皆さんは大満足している様子が伺え
ました。
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《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　市街地区旧農協店舗で展開されている「いきいき百歳体操」のサポーターに講師として来
ていただき、流れややり方を説明、指導していただき、DVDや音響設備も借りた中で、事
業を展開しています。自分たちの地区から市街地区に何人か参加していたので、その方たち
が身近なところでこういう事業を展開したいと言う声をどのように形にするか苦労したもの
と考えます。

《自主企画事業を実施した効果》
　実施回数を重ねるたびに、この事業の趣旨が会員に理解されるようになり、運動だけで終

～みんな笑顔で、いきいきとした人生を送ろう !! ～

　市街地区旧農協空き店舗で展開されている住民主体の町の総合事業である「いき
いき百歳体操」を中心に、農家地区である自分たちの地域においても、介護予防運動
やサロン活動を自主的に展開することにより、サポーターを養成し、他の地区のモデ
ル地区となるよう介護予防体操や茶話会、交流会を図り、住民主体の地域活性化を図
ります。

いきいき元気・スマイルサロン事業

団 体 名　スマイル11
代 表 者　大山　泰廣
構成人員　13名

主な活動場所　11区会館
主な活動日時　月２回　第１・第３火曜日　原則13時から15時
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わるのはもったいないと声が上がり、運動後の茶話会や認知症をテーマとした学習会も２回
開催、食事会も開催したりして、会員相互の親睦と交流を図ると言ったサロン的な活動にも
つながったと考えます。

《自主企画事業に参画している人の声》
　 【Ｔさん】
　　 自分は一人暮らしで、市街地区の事業のサポーターとしても協力していますが、身近な

地域の人たちとふれあうのは、気持ちがいいです。
　 【Ｍさん】
　　 最初は声をかけていただき参加していましたが、閉じこもりがちだった自分が月２回外

に出るようになり、楽しく参加しています。
　 【Ｎさん】
　　 夫婦で参加させていただき、月２回ではありますが会員と顔を合わすのが待ち遠しく、

運動の効果も実感しています。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　身近な人と定期的に介護予防運動やサロン活動に取り組む場所が身近にあるということ
は、やはり出やすいのという場所的な課題があることを実感しています。同時に、その中で
中心となる担い手が必要であるということも改めて感じており、内容もみんなが楽しめるも
のでないと集まらないし、継続が困難であると感じています。

《活動継続に向けての取り組み》
　町の一番はずれの農家地区での実践活動を、まちのモデル団体としてさらに活動を継続し
ていく中で、他の地区でも手軽にできる介護予防体操としての「いきいき百歳体操」の普及
啓発と会員相互の交流を図るサロン活動も展開していく必要性を認識しており、今後も無理
をせず月２回の開催を継続しながら、身近な活動拠点での居場所づくり、担い手育成を展開
していきます。
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〈はじめに〉
　妹背牛町は、総面積48.64平方キロメートルと北海道では３番目に小さな山のない町（農
耕地が全体の74％と全国一位）、北海道の母なる川「石狩川」が流れ、おいしいお米をつく
るのに適した肥沃な大地が広がっています。
　人口は2,966名（2019.2.1）で65歳以上は46％です。小学校１校、中学校１校で、
2019年の出生数は４名でした。
　農業を基幹産業として米の生産に特化した道内で有数の穀倉地帯で、ハーブを用いる無農
薬栽培を導入しています。

〈活動状況〉
　町の総合事業に協力していた地域の住民サポーターが中心となり、自分の地域で、会員を
集い、生きがいと健康づくりを中心として活動を展開することで、地域の活性化を図ること
を目的とし、まちの総合事業の「いきいき百歳体操」の普及啓発と茶話会的なサロン活動を
定期的な開催を継続しながら、サポーターの育成も図っていく。

〈見学当日の様子〉
　午前中は講話、昼食はお弁当、日頃の困りごとや嬉しかったことを自由に話し、午後から
は「いきいき百歳体操」。いきいき百歳体操は、イスに腰をかけ、準備体操、筋力運動、整
理体操の３つの運動を41分間かけて行います。
　筋力運動では、０ｋｇから2.2ｋｇまで10段階に調節可能な重りを手首や足首に巻きつけ、
ゆっくりと手足を動かしていきます。
　重りを2.2ｋｇ付けておられる方
が、３名も居てびっくりしました。
　一つの運動が終わると、個人別チ
エックシートに「今日の重りの本数」
と「右〇回、左〇回やった」、「スイス
イできた～よくできなかった」とを記
入して、前回の時と比較出来ように工
夫されていました。
　半年以上参加していた方は「北部地
区から隣に行くのに橋があり、その坂
がうまく歩けなかったが、今では何の
苦も無く行ける」と喜んでいました。
　またある方は「町でやっているサロ

視 察 先：スマイル11
事 業 名：いきいき元気・スマイルサロン事業
視察時間：平成31年１月22日（火）
活動場所： 11地区会館
視 察 員：自主企画事業審査委員会委員　　千秋　憲博

視察結果No.13
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ンには100円出せは送迎してくれるけれど、知らない人もいて溶け込めない、やっぱり気心
の判る人がいるここが最高」とニコニコ。

〈会の将来について〉
　実は、私たちの活動を聞きつけて、「我が所でもやろう」という地区が現れてきました。
　「ご近所さんの交流の場として最適だと感じている方々のためにも、このサロンは止める
訳にいきません」「次の役員の育成も考え、町とも連携を深めていける体制は整った」との
会長の力強い発言に安心して任せられる思いでした。
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《自主企画事業を実施する上で工夫・苦労した点》
　・ダイレクトに対象者への周知、保育所、小学校へのポスター貼付
　　チラシの配布
　・絵本の読み聞かせの他、季節飾りのクラフト作り
　・乳幼児に出来る簡単ゲームを毎回考えていました。

《自主企画事業を実施した効果》
　・ 親子の息抜きの場としてのお話会を通して、子供の成長や子育ての話等を聞き、参加親

子の笑顔が増え、日程を増やしてほしいとの要望がありました。

～絵本の読み聞かせ、子育ての息抜きに親子ゲーム、遊び～

・お話会
・絵本、紙芝居の読み聞かせ
・親同士の交流
・各月のテーマに添ってのイベント

お話会、絵本・紙芝居の読み聞かせ

団 体 名　絵本の玉手箱
代 表 者　佐藤　美代
構成人員　７名

主な活動場所　母と子の館、読書の家
主な活動日時　毎月第２・４月曜日（母と子の館）、第３金曜日（読書の家）
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《自主企画事業に参画している人の声》
　【Ａさん】
　　子供達がこんなに喜んでくれるとは思いませんでした。
　　また、来年も楽しんで活動したいです。
　【Ｂさん】
　　 読み聞かせをするだけではなく、行事とイベントを合わせることによって、子供達のキ

ラキラした目で聞いてくれることを感じました。
　　これからも、子供達と共に楽しんで本の素晴らしさを伝えたいです。

《自主企画事業を実施したことで見えてきた課題や展望》
　・ お話会等の場所での乳幼児を遊ぶためのスペースに、ガードカバー、遊具、サークルが

必要である。
　・告知して寄付や行政への申請を考慮すべきであると思いました。
　・イベントへのスタッフの確保（ボランティア）運営資金の確保

《活動継続に向けての取り組み》
　・ 行政からの後援を受け、イベント等の資金繰りを可能な限り検討し、活動を継続したい

と思います。
　・ 地域の子供達が世代交流しながら、季節の行事を楽しめるよう取り組みたいと思ってい

ます。
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〈地域の概要〉
　ＪＲ洞爺駅を中心に役場や公共施設が、徒歩10分圏内に配置されています。
　今回訪問したあぶた読書の家は、駅から徒歩５分以内で虻田小学校の近くにあり、児童が
利用しやすい場所に設置されています。特色は管内でＩＰＡＤを貸し出しており、子どもた
ちがグループで調べものをしたり、遊んだりしています。また、母と子の館は駅から徒歩で
10分程度の場所に設置され、アリーナ・研修室・和室などがあり、小中高生は無料で利用
できます。

〈活動状況〉
１．事業計画との対比
　平成30年度１年間の補助事業ですが、佐藤さんを代表に７名で、主として幼児や小学校
低学年を対象に、お話会、絵本の読み聞かせ、紙芝居などを、月１回のペースで開催、８月
の夏祭り祭りイベントでは（読み聞かせ・作ってみようシャボン玉・水風船・ゲーム）多様
なプログラムで、子どもたちが多数参加して楽しみました。10月のハロウインパーティー
では仮装コンテスト・勝ち抜きドイツゲームなどで盛り上がっており、幼児・保護者と小学
生との交流も活発で、成果が上がっていると報告を受けました。視察した日は小学生が10
人近くいて、絵本の読み聞かせを楽しそうに聞いていました。計画書通り事業が実施され成
果を収めていることが把握できました。

２．地域での広がり
　絵本の玉手箱は、決して派
手な活動ではありませんが、
佐藤さんを中心とするメン
バーの熱意によって、小学生
や子育て中のお母さん方に理
解され、浸透してきつつある
ように感じました。高齢者の
趣味などを活かして、このよ
うな小さなグループ活動があ
ちこちにできると世代間交流
が活発になると思われます。

３．次年度以降の課題や展望
（１）課題

視 察 先：絵本の玉手箱
事 業 名：お話し会　絵本・紙芝居の読み聞かせ
視察時間：平成30年11月16日 (金 )
活動場所： 母と子の館　あぶた読書の家
視 察 員：自主企画事業審議委員会委員長　小山忠弘

視察結果No.14



61

　①活動に必要な行政の支援
　　 絵本の玉手箱を始め、他のサークル活動との交流機会の設定や協働による事業を実施す

ることよって、高齢者の出番が多くなり、子どもたちとの世代間交流が促進されると思
います。

　②子育て中の母親や乳幼児の参加の促進
　　 子育て中の母親と乳幼児が一緒に参加し、絵本の読み聞かせや育児に対する経験者の知

恵の伝授、親同士の情報交換など、地域の人々のつながりを深めることが必要です。

（２）展望
　絵本の玉手箱は、指導力のあるリーダーと７人のメンバーによって、子育て中のお母さん
方や小学生に対する絵本の読み聞かせ・紙芝居・お話など多様な活動を通して、子どもの豊
かな心を育むという有意義な活動です。今後この活動を定着させ発展させるためには、参加
している親たちに引き継がれていくような配慮が必要だと思います。
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　本章では、下記の目的により実施された座談会の様子について報告します。

目　的

出席者

実施内容

　自主企画事業を行った代表者同士の話し合いを通し、自主企画事業に取組んだことから地
域への波及効果や事業運営の難しさ等について新たに見えてきたこと、また感じたことなど
について率直に意見を述べてもらうことを目的として座談会を実施。

自主企画事業団体

自主企画事業審議委員会

区分 氏　　名 団体・所属名

２年間助成

吉田　悦子 ふまねっと西野健康サークル

小田　憲司 ローンボウルズ北海道

窪之内明夫 江部乙高齢者健康まつり実行委員会

長岡　孝 江部乙高齢者健康まつり実行委員会

平田　美木男 びほろじ～・ば～・サークル輝

単年度助成
開発　好博 特定非営利活動法人ゆとりの

楠本　ルミ子 愛郷クラブ（旭川市永山地域包括支援センター）

委員長 小山　忠弘 ふるさと再生塾　塾長

委　員

喜多　一朗 公益財団法人北海道健康づくり財団　企画管理部長

千秋　憲博 ＮＰＯ法人シーズネット　副理事

米津　由利子 認定ＮＰＯ法人ふまねっと　講習主任

　参加者は委員の進行により座談会を
実施した。
　グループ毎に「自主企画事業に取り
組んだことによる地域への効果」、「自
主企画事業の運営上の課題」、「事業継
続の方向性」を大きなテーマとして話
し合われた。

第３章 自主企画事業　座談会の報告
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座談会内容

地域への効果
• 地域の関係機関や住民が多数協力してくれるようになり、地域全体での町おこし
のイベントが実施できた。

• これまで町内会活動をやってこなかった人も参加してくれるようになり、町内会
の活性化にもつながった。

• 参加者同士お互いに声を掛け合う仲になり、顔の見える関係や見守り体制が構築
された。

•地元の学校に協力を仰ぎ、ボランティアとして学生が活動に参加してくれた。

事業継続の方向性
• 町内会長等に活動の理解を求め、町内会館の利用料を安くしてもらい、事業を継
続していくことが可能となった。

• 講師を呼ばなくても自分達で体操が続けられるよう会員の中で指導者を養成して
いく。

• 地元の社協からサロンの助成金と行政からの補助をもらう予定。今後も関係機関
に協力を仰ぎ、運営していく。

• 自主財源の確保に向けて、今後はカフェの運営を計画している。

運営上の課題
●事業ＰＲ周知、会員の確保について
• 介護予防センターや地域包括支援センターを通じてチラシを全戸配布したこと
で、多くの参加者を確保できた。

• 地元の社協や老人クラブなど、参加者の口コミでの勧誘、地元新聞紙などに掲載
してもらい広報してもらった。

•ＰＲグッズを作成し、参加者を呼び込む工夫を行った。

●参加者の男女比率について
•参加者の多くは女性であり、男性が少ない為、呼び込むのに苦労している。
• 男性がやりたいことの意見も取り入れる事で増えてきているサークルもある。そ
のため、男性が参加しやすいメニューと複数用意する工夫も必要。

●後継者不足について
• 今後、サークルを地区ごとに広げていきたいが、核になるような人がいないので、
今後そのような人を作っていきたい。

• 代表が率先して動くのではなく、次の世代に後押しするよう声かけして後継者を
育てている。

•代表者がいなくなっても組織が無くならないようＮＰＯ法人を立ち上げた。
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調査概要

調査結果

　　　調査目的： 過去に本事業を活用した地域で自主的に活動している団体を調査し、その
後活動が継続されているか、また今後地域支え合い活動の担い手となり得
るか等の把握を目的に実施。

　　　調査期間：平成30年８月23日～９月28日
　　　調査対象：49か所（有効回答数48カ所）
回答数・回答率：30か所（62.5％）　　

28,90%

3,10%

ａ．継続して活動を行っている ａ．変わっていない ｂ．変わった

16,57%

12,43%

①代表者変更の理由 回答数

世代交代の為 2

多忙になった為 2

健康上の理由 4

元々あった会に合流して活動 1

サポータの人数が少なくなったので 1

総会で再選された 1

自主集合。集まってくれた人のみにて実施 1

②団体名変更の理由

少し長すぎたので簡略化した

より広い年齢層の会員を対象とする為

代表者が継続できるため

若い人の入会も希望し高齢者の文字を外した。

 問２－２ 変わった内容とその理由を記入してください。

第４章 自主企画事業実施状況に関する
　　アンケート調査概要・結果報告

 問１ 自主企画事業団体の活動は
　　  継続して行っていますか。

 問２  現在の団体名や代表者は
        自主企画事業実施中と変わりましたか。



65

 問４ ２年間の自主企画事業助成金が終了した後の事業規模（事業費並びに活動頻度）

 問３ ２年間の自主企画事業助成金終了時点の会員数と現在の会員数の増減について

58.6%

6.9%

34.5%

0%10%20%30%40%50%60%70%

c．減少した

b．増減なし

a．増加した

〈事業費〉

31.0%

41.4%

24.1%

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

ｃ．縮小した

ｂ．変わらない

ａ．拡大した

〈活動頻度〉

3.6%

46.4%

46.4%

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

ｃ．縮小した

ｂ．変わらない

ａ．拡大した

 問５ 現在実施している活動内容は、自主企画事業実施期間中と比べて変化しましたか。

15,58%

11,42%

ａ．変化した ｂ．変化していない
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ａ．ある ｂ．ない

3,11%

24,89%

 問５- ２ 【ａ．変化した】を選択した方にのみ。
　　　　 活動内容にどのような変化がありましたか。

（活動内容の充実）
• 助成期間中は色々な分野の先生を招いて勉強会をしていたが、今は年１度の展示を市民
ギャラリーで開催。会の中から講師を決めて講習会をやっている。
•パソコンは復習を主体。（便利機能など）講師（外部・専任）無し。懇親に注力。
• 教材を使っての脳トレを廃止。この教室で行っていた体操を継続中。年齢層も少し若くなっ
てきた。又、会員に負担がかからない活動になっている。
• 活動内容を固定化した。時間を短縮し、食事提供を止めた。

（イベントの増加、子どもたちとの交流）
• イベントや福祉施設慰問回数の増加。そば打ち体験等の開催回数の増加。
• イベント（ふれあい広場等）に新たに幼児、小・中学生を対象とした交流会を設けて世代
間交流による事業を取り入れるなど一層の町民への関心を高めた。
• 市内の空港事務所や科学センターからの依頼を受け、発表（展示会）の回数が若干ではあ
るが増加した。また、自分たちの活動が刺激となり、同じ講師のもと、サークルが増加。

（関係機関との連携強化、活動の拡がり）
• 介護予防運動として取り組んだ「ふまねっと運動」が、歩行機能、認知機能改善を図るだ
けではなく、高齢者が自ら楽しく生きがいを見つけ、仲間づくり、健康づくりの意識が高
まり、各自治会においてふまねっと健康教室の発足につながった。
• 行政機関や各種団体等からの、いわゆる出前教室の要請が多くなった。※助成金を受けて
いた当初から倍増（年20回以上）
• 設立当初の計画以上に、市町村、行政、社協との協力体制を築くことができ、「ふまねっ
と運動」の効果を多くの方に賛同して頂く事が出来た。この声が大きな拡大へと繋がった。

（会員数の増減）
• 高齢化したことと定例練習日は参加者が減った。女性が多かったため、交通事情が悪くなっ
た。
•会員の増加。

 問６ 活動をやめようと考えたことはありましたか。
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 問６- ２ 活動をやめようと考えた時期及びその後活動を継続している理由について

 時期：助成金が終了したころ等

 理由

•会員の頑張る意欲で続いている
• 同一サークルに加入している事による支え合いや協力する心が強くなった。研究心も高く
なり、生きがいの意欲が高くなった。会員としての意識は作品の展示・交流により強くなっ
た。生きがいを感じている様子が伺える。
• 会員の生きがいである。週１回は生活全般の情報交換の場である。地域行事の参加も出欠
をとり、会として出席。
• その時の会員たちが喜んで教室に通ってきていた方々の為
• 細々とでも熱心にゲームをする方が居る限り継続していきたい。
• 仲間との絆が出来たので簡単に止められない。

 問８ 活動を行う中で苦労していることについて

（会員確保・人材養成について）
•会員の高齢化が進み、病気などで休みがちな人が出てきている。
•参加者が固定化してきており、会員が増加しないこと。
• 新しい人が新たに来ても、効果が出ないうちに辞めてしまう人がいる。男性の参加がない。
•活動する拠点まで車がないと難しいので、なかなか大変である。
•出前教室などに派遣できる人材が限られている。
• 住民主体の活動として、地域に普及して行くためにふまねっとサポーターの人材育成。地

 問７ 現在、活動のための財源はどのように確保していますか。（複数回答可）

25.0%

42.9%

32.1%

67.9%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

ｄ．その他

ｃ．助成金

ｂ．参加費

ａ．会費

ｃ．助成金（詳細） 回答数

社会福祉協議会 5

行政 3

赤い羽根共同募金会 2

みずほ教育福祉財団 1

体育協会 1

ｄ．その他（詳細） 回答数

市より市民センター使用料の減免助成 生涯学習
等と共催

収益事業や売上金から 会の厚志
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域の高齢者を健康づくりの担い手になってもらうために、機会として場所を提供し、各自
治会などの健康教室でサポーター役として自立できるように人材育成をして行くこと。

（後継者問題、事務担当者）
•役員後継者不足（適任者は他の会の役員を多く兼任している。パソコン使用者が少ない）
•スタッフの高齢化により、事務的な作業が負担になってきた。

（内容の充実とスキルアップ）
• 仲間づくりや健康づくり、更にレベルアップするための練習方法をどのようにしたら良い
か。又、会員の親睦を深める為の大会の企画など。
•総会などの企画をしてもサロン単位の行動が多く全体集会が持ちづらい
•テーマ選定
• 事業に使用する備品の製作には、製造店 (スポーツ店 )での販売等は専門家に任せなけれ
ばならないこと等。
•会員の中に看護師がいるがなかなか活動の機会が作れない（血圧測定ぐらい）
•ゲスト要請がマンネリ化している。

（行政・社協との連携）
•参加者減少の為。町社協と相談の上、社協との連携、地域に浸透すべく話し合い中。

（財政面について）
•入会金を1,000円で維持し、又講師謝礼を1,500円で据え置きする等、財政面で苦労がある。
• 市の助成金（チャレンジ協同事業）が大部分であるので使途に制限が多くやりくりに苦労
している。講師・出演者の謝礼を安くするための努力をしている。

 問９ 活動継続のために気を付けていること、工夫していることについて

（会員の主体性）
• 活動中に怪我のないように、楽しく個々人のレベルにあった希望を取り入れた練習をした
り、年２回普段の練習の成果と親睦を図るため大会を行っている。
•自分自身の持っている資格を生かし、会員に喜んでもらえるように努力をしている。
• サポーター（会員）が辞めないよう、あまり本人が嫌だと思うことは押しつけない。出来
る範囲でやってもらっている。

（役員機能の充実）
•役員をしっかり機能させて、活動の見守りと対応を講じている。

（内容の充実化・工夫点）
•毎回、運動内容（体操・フマネット）を替えている。
•他の行事に合わせて日程を組んでいる。
• 先ず、参加して楽しいか。作ることの喜びを感じてもらい、会員皆で工夫を重ねている。
•会員間の交流が大切と考えており、数回の定例会では不十分なので、別会場で教室を実施。
• バラエティーにとんだ飽きない行事。体操用具の貸し出し。地域行事の参加は、体感がう
まれるため、積極的に参加し、交流と共に会のPRを行う。
•サポーター同士の連携や情報交換。サポーターが役割を担っていくために自主練習の継続。
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21.4%

0.0%

7.1%

14.3%

17.9%

42.9%

35.7%

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%

ｇ．その他

ｆ．共同募金会

ｅ．老人クラブ

ｄ．自治会

ｃ．地域包括支援センター

ｂ．市町村社会福祉協議会

ａ．市区町村行政

その他の内容

適宜役員会での協議対応 他団体

市民活動センター 会員皆で話し合って決める

健康づくり推進員会 市町会連絡協議会

• サポーター・インストラクターも指導する立場は平等であると言う意識をきちんと持って
もらうこと。
•対象地域を広げるための工夫。近隣町内会への働きかけ。
• 活動当日の運営にボランティア学生や子どもの育成活動に参加している方々の支援依頼
（活動の広がりPR役にもなる）
•準備や片付けを自然発生的に参加者の一部の人達が積極的に協力してくれている。
•町で行うイベントなどに出演を頼まれたら、皆に計ってなるべく出るようにしている。
• その都度事業評価を行って適切な見直しを行うなど後援・協賛団体等に結果報告を行って
いる。常にマンネリ化にならないよう先見性を持って事業の一層の推進を図っていきたい。

（財政面）
•経費も個人負担分を増やし、共通経費分を会費などでまかなうようにしている。
• 会を維持していくには、やはりお金が必要であり。会員の拡大・助成金 (物品が購入でき
る )探しが不可欠。自分だけが楽しむ会員もおり、ボランティア精神の教養にも配慮

（広報活動）
• 広報誌」を年４回発行し、会員の連絡と会員募集に役立ててる。全地域の町会に回覧、駅、
郵便局、病院等へ配布。

 問10 活動を行う中で困ったことがあった際、どこに相談していますか。（複数回答可）
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 問11- ２ 【ａ．ある】を選択した方にのみ。
　　　　   活動実施にあたり、地域の中で協力を得ている機関、団体（複数回答可）

ａ．ある ｂ．ない

17,81%

4,19%

21.4%

3.6%

25.0%

14.3%

14.3%

42.9%

50.0%

0%10%20%30%40%50%60%

ｇ．その他

ｆ．共同募金会

ｅ．老人クラブ

ｄ．自治会

ｃ．地域包括支援センター

ｂ．市町村社会福祉協議会

ａ．市区町村行政

その他の内容

生涯学習、人にやさしい町づ
くり、健康づくり推進員の会

生活支援ハウス

市文化連盟 町会連絡協議会

 問11- ３ 問11- ２の団体とはどのような協力関係にありますか。

（行政との関係）
• 地域介護予防支援事業のスポーツ等の健康増進を目的とした事業に対する補助制度により
協力を得ている。
•活動報告をして、助言を受けている。
•市外区 (農村 ) への派遣にワイン交通よりタクシーの提供。ボランティアポイント。
•保健センターからの依頼（健康まつり、シルバー出前健康塾、脳いきサロン、長寿大学）
•町民運動会での出演依頼
•サポータ養成費用助成

 問11 活動実施にあたり、地域の中で協力を得ている機関、団体はありますか。
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• 庁内にまたがる関係（学童保育、子ども広場、公園管理、ごみ廃棄部など）の関係する部
面での連絡調整・周知などの依頼
•会場費免除、バス利用
•介護保険事業運営協議会委員

（社協との関係）
•印刷機の借用。新規教室の受付等。会議及び練習の為の場の借用。
• 社協事業への参加（ふれあいサロン事業、出前講座、敬老会、ふれあい昼食会、ふれあい
広場、ほっとカフェ、日常生活自立支援員、等）
• 当該実行委員会の委員に社協から入って頂いており、開催当日の運営に局長をはじめ、全
職員が協力して頂いている。
•ボランティア保険の助成
•年間、出前時のオファーと助成金30,000円
•事業運営に関すること (ボランティアセンター )

（地域包括支援センターとの関係）
•相談・支援

（老人クラブとの関係）
•老人クラブ演芸会への出演依頼
•行事案内のポスター掲示・回覧板依頼。子供育成部への協力依頼
•健康教室の参加要請

（自治会との関係）
•各町内会より依頼
•健康教室の要請
•行事案内のポスター掲示・回覧板依頼。子供育成部への協力依頼

（その他団体との関係）
• 生涯学習→年１～３回行事を共にし、講師料・会場代を負担してもらう (地域の人との交
流 )人にやさしい町づくり→、年１回講師料の援助 (地域の人も参加 )
• 健康づくり推進員の会→、月に３回ほどボランティアとして体操の講師、車代として講師
料を払っている (有償ボランティア )。
•学校→小学校の「祭り」に参加、子供との交流をする。
•日赤会～１年間30,000円の助成
•市文化連盟→展示発表会の時の会場費の減免
•絵手紙講習会は、市民劇場という団体が準備は全部やってくれるので続けることが出来る。
•市町会連絡協議会、民生児童委員会より依頼
•体操講師の派遣
• 公民館との連携、敬老会へのそば提供。地区公民館での会の開催。町関連の行事に協力（町
文化祭に出店）町教委主催の子供チャレンジクラブでのそば打ち体験を提案。町特別養護
老人ホームでの慰問
•生活支援ハウス～実施協力・参加
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 問12 問１で【ｂ．継続して活動を行っていない】を選択した方にのみ

実施していた事業が終了したのはいつですか。

 設立して３年後、その他

 問12- ２ 活動が継続しなかった理由（複数回答可）

回答数 割合

ａ．財源が確保できなくなった 1 33.3%

ｂ．会員が集まらなかった 1 33.3%

ｃ．代表者が活動できなくなった 1 33.3%

ｄ．その他 2 66.7%

 問12- ３ 活動を終了した経緯について

• 代表者が家族看護が必要になり、活動地域を離れることとなった。
•会員の年齢が高く、通所が困難となってきた。
• 役員に地元の人が少なかった (代表者も移住者 )
•会場近隣の町内会でも同様の活動が始まった。"
•借用していた個人住宅施設が持主の都合により借用出来なくなった。
•会員が行事に参加してくれなくなったから。

 問13 自主企画事業助成金を受けたことによる団体活動の成果について

（活動の活発化、基盤の確保）
• 組織が設立され、現在までも続けられて大変良かった。仲間づくり健康づくり、生きがい
づくりと技術の向上のため大変効果がありました。
• 活動資金の安定により、優秀な指導者の確保と用具の整備が進み、地域の関心が深まり、
会員の増加と活動の継続に繋がっている。
•いろいろな分野の先生の講習を受けることができ、視野が広がった。
•交流の輪が広がったこと。別にサークルが発足。
• 助成金により、一般市民・会員を対象とした100名規模のイベントを開催することができ、
以後毎年100名を超える参加者を得ている。
• 町においても、地域福祉事業を実施する上で、マンネリ化したプログラムの内容に悩んで
いた時期でした。その時に全く認知されていない「ふまねっと運動」に取組み、介護予防
運動として、誰でも気軽に楽しく参加出来ることで、関心が高まり普及につながりました。
新たな地域の活性化と自立した活動をして頂くための基盤づくりにもなった。
• 文化連盟との連携などにより、子供達への継承を進め、又大人の新グループを作ることが
できた。現在もサークル活動はもとより、子供達への指導も続いている。
• 「社協」から私たちの活動が認められているという自信と安心感が高まり、活動にはずみ
がついたこと。（地域からの評価が高まり、活動が安定した。）

• 高齢者を含めて地域の独居老人のコミュニケーションの場として非常に効果が上り、１人
１人の絆が繋がり、表情が明るくなり皆元気になりました。
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• シニア層を対象としたニューイベントを誕生することができ、高齢者の生きがい活動や社
会参加など介護予防支援の、醸成や地域間及び世代間交流の推進している。お陰で事業の
継続に向けて町・町社協・協賛団体から助成金等を承っております。

（財政面）
•資金繰りに気をつかわなくても良かった。
• 活動する上で資金が重要で、その意味で助成金を頂き、順調に発足運営が出来た。事業運
営も順調に推移している。
•当初の不安定な会計状況を克服できたこと（会員、会場使用料等不確定の中で）
•会費を低く抑えることが出来た。

（活動にあたっての物品や用具の確保）
•基礎となる用具などを揃えることが出来た。
• 助成によるユニフォームの作成などで、会員同士の仲間意識が高まり、対外的なＰＲになっ
た。会設立への弾みとなった。

（広報活動の拡大、事業の普及・周知）
• 助成金の活用で広報活動で拡大し、依頼が多くなり、「ふまねっと運動」の効果、又、知
名度が高まったこと。依頼件数増に伴い、会員自らボランティア精神の向上にと会員間の
協力体制が強化されたこと。

 問14 自主企画事業助成金終了後、団体が活動を継続するために必要と思われることについて

（会員確保）
•男性の入会者が少なく、幹部要員が不足
•参加者の増加が必要である。
• 参加者が固定化されるので、他団体と交流したいが声掛けしても実現が難しい。コーディ
ネーターが必要。
•会員の高齢化により会員の確保も考えなければならない。

（代表のリーダーシップ）
• １人では、なかなか大変でサポーターが必要である。又、今の時代は様々なことが媒体を
通して、色々な知識があり、リーダーは色々な事に知識を持っていなくてはならないと思っ
た。それによったクラブが継続できるのではないかと思った。
•創立者が強い意志と参加者の賛同をいかに得るか。
• 第一には、当該目的達成に対するリーダーシップ力と先見性、柔軟な発想、人望力など人
材体制の維持が不可欠。さらに、事業の盛会に向けたきめ細かな運営について、目線を下
げて検討するなど常に改善の気構えや各関係団体等への支援要請など連携を深めていく事
が大切。又、イベント主催者は 〝人事を尽くして天命を待つ〝謙虚な精神で取り組む姿勢
も大切。

（会員相互の意識問題）
• 始める時点で事業の内容を熟知していただくこと。好き者同志が集まれる事が最高である
が、そうばかりはいかない。現在は超高齢化しているので、支え合う心や認め合う協同・
協力心を強めて、ほめ合う中で結束ができる。生きがいづくりに大きな意義を感じている。
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•  ( 仲間 ) サポーターの意識問題、先を見据えた筋道が明確でないと内部分裂起こす。優し
さだけではできない女性としての難しさありました。

• １つの目標に向かって協力をしあった仲間との意識（絆）の強化•今までに出来たのだか
ら、〝工夫して！〝の継続意識と高齢者の役割の自覚•地域の中での（創る会）の評価と
一地域人としての積極的活動による人生の生き方の相互確認 "

（後継者育成）
• 後継者の育成を図ると共に、会員間の協力体制を崩さないよう月１回の役員会の中での情
報交換等を基に、会員間の意思疎通を図る。他、諸団体との交流の場を設ける事。ボラン
ティア精神を高める事などに力を注いでいく。
•役員の育成が大事（成り手がなかった）
•広域活動の場合、高齢者対策（交通手段）が必要

（内容の充実化）
•活動拠点を作ること、指導者を養成すること。
•無理なことはしない。定期的に実行する。権力を持つ人を作らない。
• ダンスの練習では、上手な人が下手な人に思いやりをもって接していかないと会として維
持が難しいので大変。
• ５周年、10周年と記念行事に取り組んで全サロンに協働感を高めることが出来たので続
けること。広報誌の発行でさらに密な疎通が取れること

（関係機関との連携）
• 平成27年から行政から介護支援ボランティア制度が設けられ、１回の教室に出席すると
ポイントがたまり、町の高齢会の商品券にして戴ける。町内の商店で買い物を出来る仕組
みになっているので、励みになっている。
• 社協や町からのサポートがあり、相談出来たり、社協・包括・事業所の職員も会員がいる
ので、庶務・会計を手伝ってくれるので助かり、続けられる。毎月１回の例会への参加が
少なくなっている。サポーター自身が楽しめるような工夫が必要。
•会を理解してくれる行政及び地元社協の協力によって続いている。
• 行政への要望として会場使用料の無料のお願いを三年間の活動実績を提出し、何度も行っ
た。その後、活動が介護予防運動活動と認められて、無料となった。人材育成として、町
の助成金事業を活用していたが、平成29年より介護予防リーダー育成事業の助成金を受
けられるようになった。

（財政面）
•活動資金の捻出に協力を持てなかった。
•会員の会費の徴収をどうするか。事業内容をどうするか等、今後の課題。
• 活動資金の継続的な確保が大変になると考えられますので、現在市からの補助があるが、
さらに援助があれば継続しやすい。
• 無理のない経費で個人的な精神的負担とならないように楽しく続けられるような範囲での
活動であるべき。義務的なことは出来るだけ減らすようにする必要があると思われる。
•長期的な財政計画が必要 (会員を増やすこと、助成金を受けること )
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自主企画事業実施状況アンケート参考資料



76



77



78



79

自主企画事業審議委員会
委員長　小　山　忠　弘

　人生百歳時代と言われていますが、全国で百歳以上の人口が69,785人になりました。
（2018.9,15現在）北海道でも3,413人（男463人女2950人 ) います。しかし、平均寿命
が伸びる一方で、孤独・孤食への対応が急がれています。
　北海道社会福祉協議会では、地域の中で一人でも多く元気な高齢者を増やし、様々な分野
で意欲的に活動していただくとともに、そうした活動を通じて、高齢者と地域のつながりが
深まり、高齢者同士の絆が強まり、近隣同士の支え合いの活動が生まれることを期待して、
２年間の活動を助成する「自主企画事業」を実施してきました。各地域でその成果が着実に
現れていることは大変喜ばしいことです。29・30年度は５市３町（札幌市２か所、旭川市、
函館市、北広島市、滝川市、八雲町、長沼町、美幌町）で、特色ある活動が行われています。
また、30年度から高齢者の自主的なグループ・サークルやＮＰＯ法人など、気軽に参加で
きる単年度助成 (10万円 ) も実施し、３市２町（旭川市、苫小牧市、北広島市、妹背牛町、
長沼町）で活動し、参加者に喜ばれています。
　北広島市の「お茶の間サロン健心学」の実施においては、地域資源（人的・物的資源）の
有効な活用、つまり公共施設の利用だけでなく、地域の病院・リハビリ―施設等の医療機関
や専門学校・大学等の高等教育機関と連携協力して、プログラムの充実を図っていることが
注目されます。また、単年度助成では、北広島市のＮＰＯ法人「ゆとりの」が自宅や敷地を
全面開放し、参加者本位の活動プログラムで運営するなど、ユニークな居場所づくりをして
います。
　生きがいづくりのキーワードは「弧から結へ」です。活動は健康づくりだけではなく多種
多様ですので、地域の資源や高齢者のニーズにマッチし、興味を持って参加できるように、
申請者は柔軟な発想で事業の企画立案をしてくださることを期待しております。

まとめ 平成29・30年度自主企画事業報
告書に寄せて
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