
 令和元年度 開成町担い手養成講座 

      第 3 部 支えあい活動に関する意見交換会 自治会別 意見集約 

 

 それぞれの地域や参加された方が「地域での見守りや定期的に行っている活動」としてどのような

ことをされているのかを、グループでお話しいただいた内容を地域別に集約しました。 

 地域により課題となっていたことが、ほかの地域の活動を知ることにより課題解決につながること

もあるかと思います。また地域の良さも見えてくるかと思います。 

 ぜひ、今後のささえあい活動の参考にしていただければと思います。 

                    

            

 

岡野 

福祉部 

年 3 回 ⾼齢者向けの集いを⾏う（6 ⽉アジサイ鑑賞会 9 ⽉敬⽼会 2 ⽉おしゃ

べり会）20 名前後 参加者は男⼥半々くらい    

2 年任期 ⾏事の変更はなかなかできない 固定メンバー 新しい⽅が来ない 

⽼⼈クラブ 

友愛チーム ８５歳〜訪問  多世代で住む⼈が多いが今は少なくなっている  

⼦どもが関わると親もついてくる 習い事には熱⼼ サラリーマン時代は地域に関⼼薄

い 

⾝障協会  

⽀援する⼈とされる⼈となりがちだが 私は⽀援してもらいやすいようにしたい 遠慮し

ない  リフォームしたのを機に縁側にいるようにしている エレベーターの時は「ありがと

う」と⾔う 気にしないで連携して馴染みになる⼈としてのなじみはむずかしい 飲み屋

などはなじみになりやすい 

 
金井島 

⽼⼈クラブ 
年 4 回友愛チームで訪問 10 名を⼿分けして訪問している 訪問時トイレットペー

パーを持っていく 

⺠⽣委員 
⾼齢者の⼀⼈暮らし少ない（近所づきあいが良好）⺟⼦保健推進委員活動サポ

ート（⼦どもとつながれる） 

 
上延沢 

⽼⼈クラブ ⽼⼈会の会員が減少 外に出ない⼈も多い 誘っても増えない 決まった⽅が参加  

⺠⽣委員 

⺠⽣委員として訪問していると⾼齢独居の⽅や障がい者の⽅は来てくれて嬉しいという

気持ちが伝わってくる。⽣涯学習で開成⼩での昔遊びにも参加 住んでいる地域の 21

世帯担当 ⾃治会とのコラボでふれあい会を⾏っている 

 

下延沢 

いきいき健康体操 
あゆみ会︓⾷事作り いきいきクラブ︓四季のメニューづくり 回数が減っている ⼀緒

に⾷べる楽しみ 挨拶︓⼦どもから返されると嬉しい→地域との繋がり 



いきいき健康体操 
⺟⼦保健推進委員︓第１⼦の親へのサポート  近所︓引きこもりの⽅がいて気に

なっている いきいき健康体操︓⼀⼈で歩ける⽅は良いが来られない⽅は⼤変  

いきいき健康体操 

⽉ 1 回 固定メンバー６〜9 ⼈ 新しい⼈が⼊ってこない ⾼齢になって辞めていく 

メンバーによって内容をかえる 引きこもっている⼈に出てきてもらいたい 対策必要だと

感じる  

いきいき健康体操 
いきいき健康体操 ⽉ 1 回 福祉部には 10 年前より加わり ボランティアで参加して

いる 

いきいき健康体操 
いきいき ⽉ 1 回 指導員 6 名 参加者⼀緒 羞恥に課題と感じる 男性の参加

者も課題 認知症サポーター 認知症の⽅の⾒守りを⾏う（5 ⼈組で） 

婦⼈会 福祉部 ⺠⽣委員 防災時の⾒守り 声かけ 

 
円中 

⽼⼈クラブ サークル活動が沢⼭ある（⿇雀・絵・カラオケ・運動・料理・⼿芸など） 

⽼⼈クラブ 

友愛チーム 奇数⽉に⾒守り活動 １〜２⼈暮らしの⽅に年 4 回訪問お花やお

菓⼦など持って⾏く 年 4 回お誕⽣⽇会は盛り上がる サロンや男の料理などを⾏

っている ⻑⽣会 172 名いるが参加者は半数に満たない 

⽼⼈クラブ いきいき健康体操指導員 地域によって開催回数が異なる  

⽼⼈クラブ 会員の病状、家の状態などどこまで突っ込んで良いのか 

⽼⼈クラブ 

⽉ 1 回 （⾦）開催 20 名程度参加 元⼥性部の⽅多い 男性も増えてきて

いる ⽼⼈会 会員 170 名程度 誕⽣会年 4 回  ⾷べ物は⼿作り 毎回無

料 適宜募⾦ 来ない⼈には持っていく 友愛チーム 福祉部 ⼦供おしゃべり会

毎⽉ サークルはたくさんある ⾼齢夫婦・独居が増えている 

⽼⼈クラブ 

⻑⽣会の地区役員 友愛チームの⽅に⺟の訪問に来てもらったことがある、その際

に介護をしている⾃分にも「よく頑張っていますね」といってもらえたことで少し気が楽

になった 

⽼⼈クラブ 
⾝障協会 福祉部 ⺠⽣委員を 12 年 会⻑も経験 円中福祉部のサロン活動

は H5 年〜⽉ 1 回 ⾼齢者同⼠で⽀えあって参加 育児⽀援ほっとサロン 

⽼⼈クラブ 

⼦ども︓⺟⼦推進委員・ほっとサロンの参加率が減ってきていて回数も減っている 

⾼齢者︓第 2 ⼟曜⽇ほのぼの料理教室 いつも来る⼈が来ないと声をかける 回

覧板や洗濯物などで⾒守っている 

⽼⼈クラブ 友愛チーム 2 ヶ⽉に 1 回の訪問 

福祉部 ⼩中学⽣の登校時登校指導ボランティア会委員 

  

円中では毎⽉ 1 回⾼齢者サロン 年 4 回⼦どもサロン 30 名ほど集まる 各地

区での活動は多岐にわたるがその中で組織化の重要性 ネットワークづくり ⾃分の

技術を⽣かせるか 

 
 

 

 



宮台 

⽼⼈クラブ 
⽼⼈クラブ（11 地区）開成町は⼩さな町簡単そうなのにそうも⾏かない 美化清

掃の例︓川が多く有り豪⾬の時は男⼿がいる 若い⼒が必要 

福祉部 
各⽉⽕曜⽊曜でサロン︓ランチ・体操・ゲーム・うた等を⾏う 元気な⽅が参加  

お念仏に来ていた⽅がねたきりになってしまったときは地元出⾝なので気になった  

福祉部 

福祉部︓お弁当づくり ２年経験 ボランティアとして地域と関わりを持つようになっ

た ⾃分のできることもできないことも⼀緒に⾏っている ⽣活⽀援サービスとして電

球を変えてあげる等の⽀援に抵抗がある、ちょっとしたことだから頼むかと⾔えば、だか

らこそ頼まないということもある 

福祉部 
毎⽉ふれあい会 AM 折り紙・脳トレ・体操等 お昼に⾷事 ⽬的はおしゃべり 内

容は⾃分たちで考える 毎⽉開く 

福祉部 いきいき健康体操は⽉１ あゆみ会 いきいきクラブ 福祉部 

福祉部 
元⺠⽣委員 福祉部サロンでは⾷事つくり（⽉１）対象は⾃⾝の⾜で歩ける⽅ 

男性 7 名⼥性５〜6 名 ボランティア含めて 35 ⾷を⽤意 300 円いただく 

 
牛島 

福祉部 
福祉部の催し物の参加者の固定化が課題 ⽼⼈クラブとのタイアップ 地域の皆さ

んのサロンとして 

福祉部 

⼦どもの⾒守り︓婦⼈会・⽼⼈会で集まって取り組んでいた→⼿上げ⽅式で⽇程

調整 福祉部としては毎⽉サロンをしていたが、⽼⼈クラブでも⾏っているので隔⽉に

した ７５歳以上にお誘いの⼿紙を出していたが７０歳にした 安否確認にもなる 

いきいき健康体操︓⽉１回 公⺠館 １時間半程度 参加者の伸び悩み ３〜

４⼈程度 ⽼⼈クラブ︓盛んパークゴルフ・ゲートボール・ペタンク・カーレットなど⾏っ

ている 

福祉部 
2 か⽉に 1 回サロン 20 名程度参加 ８０〜９０歳の⽅多い いきいき健康体

操は参加者少ない 若い⼈の予防にすると来ない。寒くなると参加者減る。 

 
上島 

いきいき健康体操 いきいき健康体操 参加者 15 名程度 ⽉ 2 回 最年⻑ 94 歳 男性来ない 

あいさつ運動の会 

シルバー⼈材センターで週 3 ⽇ほど働く 趣味でジャズを⾏う 星の観察や写真など

も⾏う 個⼈的に名刺を作って⼈に渡したがことわられたこともあり、顔なじみになると

いうのは難しいと感じる 現在独居 ⼀⾔もしゃべらない⽇がある 挨拶や声掛けし

てもらうとうれしい  

⾃治会 
⺠⽣委員 防災部⻑も経験 上島ではささえあいの準備会として話し合いが⾏わ

れている 先⽇各団体に声を掛け意⾒交換をした 

⾃治会 

前⾃治会⻑を中⼼に上島⽀えあい活動の準備会がたちあがっている ２/6 に各

団体を集めて連絡会 定期的に⽼⼈クラブ・⺠⽣委員・⾃治会を含めて話し合い

を⾏う 



⺠⽣委員 今年度初めて⺠⽣委員になった 上島に⻑く住んでいる 

議員 

阿波踊り 親⽗の会 上島ささえあい 4 年前から⼦供会がない 夏祭りに⼦ども

だけの主体的な輪投げコーナーを作る 地域に関⼼を持たないまま育つ危機感 地

域社会に関わらせる 今の保護者が将来担い⼿になるのか ⼦どもの世代が地域

と繋がる接点を持つ仕組み作り 阿波踊りをきっかけ地域とつながりを持ってもらいた

い 障がい児も受け⼊れている（紫粋連） 

⺠⽣委員 

福祉部︓全住⺠対象のお茶のみ会 年齢を区切るとこられない⼈が出てしまう 

⾮⾃治会員も対象 避難所での顔⾒知りを作って欲しい 要望の受け⼝になって

欲しい 来年度は年 2 回→年 3 回 13︓30〜15︓30 上島ささえあい︓挨拶

運動の会やいくつかの団体が集まって意⾒を持ち寄り   ⾃治会加⼊率８０％ 

 
河原町 

⽼⼈クラブ 
河原町おたすけ隊が⽴ち上がる ⽼⼈クラブでは友愛チームとして訪問活動を⾏っ

ている  

 
榎本 

⽼⼈クラブ 
独居⾼齢者４〜5 名 ⼥性が多い 住まいがまとまっているので⽀えあっている 今

後はささえあいがより重要になってくると思う 

 

 

中家村 

いきいき健康体操 3 年前義⺟が認知症 毎週⽉曜にいきいき健康体操に参加 

おたがいさまネット中家

村 

横内地区の取り組みはすばらしい おたがいさまネット中家村︓組織としてもスタート

したばかり コーディネーター6 名 サポーター40 名 

おたがいさまネット中家

村 

おたがいさまネット中家村︓30 分 100 円で依頼者のニーズに応じて⽀援 要望が

さほど多くない年に 50 件程度 なぜ伸びないのか︖ ⼦どものみどりパトロール隊︓

⼦どもの登校の⾒守り 25 ⽇は防犯パトロールで 3 回に 1 回は駐在も加わる

（啓発活動）挨拶を返さない⼦どもが１／３程度いる 先⽣がいると挨拶をする 

４⽉は１ｗ連続で挨拶運動 中家村は９カ所で⾏う 

おたがいさまネット中家

村 

⺠⽣委員︓対象者の⾒守り 福祉部︓地域の⾼齢者の⾒守り おたがいさまネッ

ト中家村︓⺠⽣委員の対象者から依頼⽉３〜４回ゴミ出し パトロール隊︓⼦ど

もの⾒守り  

おたがいさまネット中家

村 

⽼⼈クラブ（福寿会）68 名⼊会  カーレット・サロン⽉ 1 回 5.6 ⼈→今年は

18 ⼈くらい ⾃治会でカーレットを購⼊したため カーレット後お茶会 情報が⼊って

くる 困りごと聞く カラオケ R1 度より誕⽣会始めた（年 4 回）友愛チームの訪

問先は誕⽣会に来なかった⼈のところ  年 16 回くらい集まり増えた 

おたがいさまネット中家村 サポーター40 名 依頼件数少ない 年間約 50 件 

ゴミ出し・草むしり・植⽊の伐採の依頼が多い ⾃転⾞のパンク直し無料でやってい



る ⾃治会加⼊していない⼈もいる（20 代の⼈も 40 代の⼈もいる） お礼を断

りにくいのでお⾦を取ることにした  

おたがいさまネット中家

村 
いきいき健康体操 おたがいさまネット中家村 ふれあい⽊曜会 

おたがいさまネット中家

村 

いきいき健康体操 ⽉ 1 回→週 1 回（体を動かすこともだが、みんなで話せること

がうれしい）おたがいさまネットでの研修では⼋王⼦のボランティア団体の話をきいた

→ ⾃分たちのできることを⽣かして活動している 80 代の⼥性たちが⾷事提供 家

賃 20 万円⼿間賃無料  

⺠⽣委員 
おたがいさまネット中家村 まだ住⺠周知ができていないのでお⼿伝いできますよ、と

気軽に⾔えない。 

 

下島 

⽼⼈クラブ 

⽼⼈クラブ︓カーレット年 4 回（カーレットの前は吹き⽮）気軽にできる お誕⽣会

では夫婦で来られる⽅もいる ⺠⽣委員︓⽼⼈クラブ未加⼊の⽅にこえかけ ⼦ど

も︓挨拶運動で顔⾒知りになる 

いきいき健康体操 
5 年前⼩⽥原から転⼊ いきいき健康体操年 5 回（来年は年 5→６回にして

も）10 ⼈ほど参加するが半数は指導員 

⺠⽣委員 
ほのぼのサロン いきいきクラブ 地域のサロン 移動の課題居場所づくりはとても⼤

切 

婦⼈会 
⾷⽣活改善委員(いくみ会 5 年） 看護師 おはなし会 気管⽀喘息の時にゴミ

出しに困った  

 
みなみ 

副⾃治会⻑ 
若い⼈が多い 町外から来た⼈が多い（開成町をまだよく知らない）スマイルヨガを

⽉ 1 回⾏う 茶話会アンケート調査でどんな⼈たちがいるのかを調査している 

 


