
「地域支え合い座談会」（顛末） 

 

平成 23年 7 月 13日 

① 老人福祉センター 14:10 

② 公民館      15:50 

【参加状況】 

老人福祉センター  16人 

公民館       17人 

 

 

１，開会 

保健福祉課長 荒 岡 宏 明 

北星学園大学 教授 杉 岡 直 人 様 

 

３，懇談 

・地域福祉計画について 

北星学園大学 岡田准教授より資料に基づき、地域福祉計画について説明。 

・除雪問題の解決策や見守りネットワークの先進地の事例発表 

 北星学園大学より、先進地の事例を交えて、当市の除雪問題の解決策や見守

り運動の提案が行われた。 

・行政サービス等の課題 

 地域包括支援センターより、「行政の支援だけでは限界を感じた事例」につい

て発表。 

 

・グループワーク 

◇議題 

○老人福祉センター 

① サロン活動について(懇談内容別紙のとおり) 

② 除雪問題について(懇談内容別紙のとおり) 

２つの会場に別れ懇談。 

○公民館 

① 買い物支援について(懇談内容別紙のとおり) 

② サロン活動について(懇談内容別紙のとおり) 

③ 行政課題について(懇談内容別紙のとおり) 

３つの会場に別れ懇談。 



地域支え合い座談会 GW 記録 

 

老人福祉センター 14 時 15 分～ 

① サロン活動・安否確認について 

【安否確認】 

・最低でも週 1回見守りを行ってもらえるようにしている。 

・報告する回数以上に見守りを行っている。 

・高齢者が高齢者を見守っている。 

・個人情報の問題があり、どこまで入り込めるのか？玄関先での声かけにとどまる所

もある。（月 2回） 

・健康づくりを月 2回行っている。市からラダーなどを借りて行っているが、人が集

まらない。4～5名で毎回同じメンバー。 

⇒歌志内の人は（町内会役員など）70 歳以上でも元気な人が多い。だから、ここ

までもってるといえるのでは。 

・町内会同士の交流がない所もあり、外からの情報が入ってこない。 

・近所の身内の家に行って、何日も安否確認ができなかった人がいる。いるかいない

か分からない。その場合、確認を取るために目印を置いておくように言っているが

実行してくれない。 

・安否確認のため人が入ると、モノがなくなったと言ってくる人もいる。（妄想） 

【サロン】 

・ニーズがあるのか分からない。 

・サロンづくり＝近所づきあいが増えることに繋がるとは言えない。 

・「サロン」という言葉が分かりづらい。 

・集まれる場所が限定されている。 

・健康づくりや介護予防に関することなら参加者が増える可能性がある。 

・男性と女性が混じって楽しめるものが良い。 

・短時間の活動が良い。 

・市がきっかけを作りその活動を住民が担っていくのが理想。 

【課題】 

・見守り活動のルールづくりの必要性。（自宅にいるか、外出中か、を知らせる） 

・活動の担い手、後継者をどのように作っていくか。（中間層の確保） 

・移動距離や手段をどのように改善していくか。（坂が多い） 

・集まる場所の確保。 

・参加者を増やすための工夫。 

・不参加者の体調不良問題。（介護予防活動をして改善？） 



・サロンの必要性を追及する。 

【北星学園大学学生の感想】 

 安否確認についてのお話を聞くと、社協などへ報告する以上に訪問活動を行ってい

るなどの声が聞かれ、思っていたより見守りへの意識が高く、協力して行われている

のだと感じた。しかし、誰かが仕切って引っ張っていく必要があるが、見守る側も高

齢化で活動を引き継いでくれる若者がいないこと、どこまで入り込んでいけるのか判

断しづらいこと、見守り対象者の方からの理解も得て、協力してもらえるように対応

するなど問題が見えた。 

 

② 除雪問題について 

【除雪】 

・２～３件の除雪を行うのに１時間半くらい要する。 

・５～６件を掛け持ちする人もいる。→件数や時間の制限のようなものが必要では？ 

・Ａさん・・・自分が地域で除雪を担っていたときは 8：00前には終わらせていた。 

・朝、病院などに出かける高齢者が多いため、朝のうちに終わらせられる人が必要。 

・朝早く行ってくれる人はおろか、もともとの人手が足りない。 

・住環境、土地的な差異によって除雪の可能性というものは変わってくる。問題が異

なる。 

 →集合住宅か、個人住宅かによって異なる。形態によりどのように対応するのか。 

【除雪ヘルパー】 

・積雪 15センチ以上で除雪することと決まっている。 

・困っている人は 10センチだろうと積っているものは積っている。 

・玄関だけではなくて、窓の積雪も困る 

・困っている人の家の周りや出かけるときに利用する道はきれいにしてあげたいが、

他人の家の敷地のこともあり難しい。 

 

公民館 16時～17 時 15 分 

① 買い物支援について 

【現状】 

・ 座談会に出席している人のほとんどは自家用車で市外に買物へ行っている。 

・ スーパーの半額セール品や時間帯をすべて把握し、工夫しながら買物している人

もいる。 

・ 歌志内地形は高齢者にとってきつい。歩くのが大変。 

【移動販売車】 

・ 移動販売車は来ていない地区もある。 

・ 来ている地区は週二回である。 



・ 移動販売車には日常生活用品と食料品しか置いていない。どうしても衣服などは

揃わない。 

・ 価格が高い。 

・ 滞在時間が地区によって違う。短いと感じる人もいる。 

・ お店側としては売れるところに長く留まりたい。 

・ 狭い奥まったところまで入ってきてくれない。 

・ 高齢者にとって移動販売車は重宝する。 

・ これからはどうやって移動販売車を定着させるかが大切。 

（時間・停車場所などについては住民と話し合いが必要である。） 

【移動手段】 

１，中央バス 

・ 中央バスに市から赤字の分のお金を出している。 

・ 朝はまあまあ客が居るが、昼はがらがらである。 

・ 市でせっかくお金を出しているのだから、もっと工夫をしてもらえないだろうか。 

（住宅の前までバスで通る。予約をしたらその場所まで足をのばしてくれる。など） 

２，タクシー 

・ タクシーの料金は片道で５，６千円かかる。 

・ よほどお金に余裕がないと使えない。 

・ もし考えられるとしたら乗り合いなど。 

３，自家用車 

・ほとんどの市民が自家用車で買物に行っている。 

【近くの市町村の取り組み】 

・ 赤平の病院バス（情報提供 市民） 

赤平の病院に通院バスがあるらしい。病院と生協が隣同士のため買物に利用しや

すい。 

・ 余市町のキラキラバス（社協職員） 

余市では公共のバスが廃止なり、コミュニティバスを走らせている。かわいらし

く小さいバスで小回りが利きそう。 

【除雪と買物】 

除雪が原因で買い物に悪影響が出る。 

・移動販売車がますます狭い道に入ることができなくなってしまうのでは。 

・除雪ができないことが原因で外出できない人もいる。 

・冬道は危険である。坂道が多いのに冬道はさらにきつい。 

【市民の声（北星学園大学学生の感想）】 

・買物解決(資料)の図を見て、このようにうまく行ったら一番いいが・・・。 

・図を見ると行政が関与しているのを見て、コレがあれば一番良いかたちだが・・・。 

・将来的に買物で困ることは目に見えている。 



・現在あるバスやタクシー・商店のことを配慮すると難しい。 

・歌志内市は顧客の取り合いである。（交通機関・商店） 

・帯広の事例を見て、問題点はなかったのか。 

高齢者は移動販売車によってかなり助けられている。 

 

② サロン活動について 

【サロン】 

・生活館に集まっているが、移動距離や坂が多いため歩いて行くのが大変。（中村町） 

・移動問題…バスは 1時間に 1本程度。 

・老人クラブは年に数回、昼の集まりに限定している。 

・健康や移動問題があり、町内の活動に参加するだけでも大変で、家から出にくくな

っている。 

・80歳ちかくなると年に数回なら行けるけど、活動に継続して参加するのは難しい。

参加しようという意欲も少なくなる。 

・活動の運営を代わりに行ってくれる人がいない。70～80 代が多く、中間層がいな

い。 

・文珠第三町内会は活動が盛んで、ビールパーティーや踊りを見るなどしている。町

内会限定で行っている。町内を超えた活動にするためには場所がない。 

・財政が悪化した時、老人クラブ活動費等は真っ先に削減された。生きがいセンター

というのがあったが、建物の維持や人件費がかかるため廃止になっている。 

・財政が良かった頃は、役所がボランティアの育成に力を入れ「ボランティアとは？」

というところから市民と勉強を始めた。その後、事業を社協において、安否確認な

ど盛んに行われている。←ケアマネなど間に入っていけないか？ 

・サロンの必要性（住民の参加意思）あるのか？ 

サロンは実際に少ないし、こういうサロンないの？と言う声も出てこない。 

・昔は長屋で近所の生活状態も分かっていたが、新しく建った住居では若い人と交流

したくても家から出てこない。 

・集まる場所が端にある→移動できない→空き家を貸してほしいと頼んでも家賃を払

わないと駄目と言われる。 

・「サロン」という言葉が分かりづらい。「お茶飲み」という方が行きやすい。 

・男性と女性が混じって行える方が楽しい。 

・プライバシーを守る生活がいいのか、炭鉱当時の長屋でのつきあいがいいのか？ 

→なかなか昔には戻れない… 

【サロン活動の必要性と現実】 

・サロン活動は本当に必要なのかという住民の疑問 

・どれだけ住民がサロン活動を必要と思っているのかつかめない。 

・横文字（サロン）だから高齢者はよくわからないし、難しそう、それが現実 



・近所づきあいの遮断や希薄化が進んでいる。 

 

③ 行政課題について 

・町内会で全然関与しなかったのかと思います。 

・社会福祉協議会も関与していなかったのか。 

・現実的に安心できる町内会作りをしないといけないと思う。 

・町内会が入っていけば、何とかできたのではないか。民生委員さんも含めて。 

・行政の限界であるが、地域が関わっての限界も感じる事例である。本人に地域住民

に対しての拒絶感が多いというか。私どもの町内にもそのような方が複数いて関わ

っていますが、行政と連携をとったりお願いをしたりしているのですけども。総じ

て、そういうケースがある。 

・この方は男性であるけども、私の地域でも男性ですが、中に入るのですけども、男

というのは会話が弾まないですよね。いろいろと広げていきたいのですが、すぐに

行き詰まってしまう。 

・私は見守り隊を増やしても意味がないと思います。現実にね。だから、やはり行政

の方がきめ細かな連携をとる、すぐやる、この書類が揃わないからできないだとか、

なかなかしてくれないという苦情がある。私も行って話をするからと言っても、そ

のうち行くたくないと言う。歌志内市の場合は協働でやっていかなければできない

状況に入っていると思うのです。歌志内市はみんな高齢者になっていますから。今

一番肝心なのは、町内会だと思うのです。町内会がいかに動くか。 

・私は、町内会の役員と老人クラブの役員と兼任すると良いと思います。そうするこ

とによって、動向が全部分かるのです。私の町内会はそのようにしました。町内会

の行事なども両方に全部諮る。一本化した方が、我々は町内会だ、我々は老人クラ

ブだとなったら難しい。 

・人材がいないのに二つに分かれる。町内会も合併してきているというのはそういう

ことなのです。町内会の役員のなり手もいないのに、老人クラブを別にするという

のはあり得ないです。合併していかないとやっていけない。 

・こういう事例を行政から地域や町内でタッグを組んで、そういう申し出があったら、

私は取り組みたいと思うのです。 

・そういう話を聞くと、町内の関わりに何が足りなかったのかなと思う。 

・この方は、男だから施設に入ると当然、食べることについては、施設側でしょ。在

宅でやると食料を買って、調理をして、片つけてですよね。それとお風呂ですよね。

私の身近な事例があるのですけどもお風呂はあるけれども、漬け物の置き場になっ

ていて入れない。風呂を炊いたり、洗濯をしたりという部分が男は、概してその部

分がネックになってくることによって在宅生活の危機がある。 

・職場の先輩が歌志内の養護老人ホームに入った。そのときに私が行ったとき 1時間

話を黙って聞かされた。それくらい話がしたい。 
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地域福祉計画について 

 

（１）地域のなかの問題 

 

→人々が手を携えて助け合い、それぞれの地域で誰もがその人らしい、安心で充実した生活

が送れるような地域社会を基盤とした福祉（地域福祉）を進める 

 

→地域住民の最も身近な行政主体である市町村と地域福祉推進の主体である住民※が参加し

て、お互いに協力しあうことをめざした「福祉のまちづくり」の計画⇒地域福祉計画 

※ 住民＝一般市民だけでなく、自治会・町内会、一般企業、商店街、民生委員児童委員、

ボランティア団体、特定非営利活動（ＮＰＯ）法人、住民参加型在宅サービス団体、社

会福祉従事者、社会福祉法人などを含む。 

 

（２）地域福祉計画が目指すこと 

①新たな福祉コミュニティの創造（行政と住民の協働によってつながりを再構築する） 

 

②ソーシャル・インクルージョン（社会的に排除されやすい高齢者や障害者、貧困者などを

地域住民の一員として包み込む） 

 

③住民参加（今後の福祉のあり方について住民も参加しながら一緒に考え、方向性を見出し

ていく。住民主導の参加型福祉、住民同士が支え・支えられるサービスの創出） 

 

（３）地域福祉計画の策定と住民参加の方法 

①計画づくりの準備 

・市町村の担当部局レベルで、地域福祉計画をどのように策定していくのかを検討・企画 

・具体的な計画策定に関する組織作り（事務局、策定委員会）を進める。 

☆住民参加のための情報提供の方法などを考える。 

 

②生活課題（困りごと）の確認 

・ 日常の生活のなかから感じ取っている困りごとを確認。 

・ 比較的小さなエリア（町内会、班単位など）で住民座談会や全市を対象としたワークショ

ップ、アンケート調査、関係者への聞き取りを通じて、課題を知る。 

☆ 話し合いに参加・協力することで、地域に目を向け、将来の活動の動機づけを高める。 

地域のつながりの希薄化、景気の低迷による失業問題 

尐子高齢社会（介護問題、子どもの減尐や母親の育児不安） 

生活不安とストレスの増大（自殺、家庭内暴力、虐待、ひきこもりなど） 
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③計画の理念や目標をつくる 

・ 「どのようなまち・地域」にしていきたいのか。 

・ まちづくり・地域づくりの夢や願いを語り合い、共有化して計画の目標をまとめる。 

・ 目標を実現していく方法を検討し、計画を固める。 

☆ 計画を作る段階も住民に広報等で経過を知らせ、意見を募集して住民の考えを集める。 

☆ どれだけ地元の声を踏まえ反映させるか、また横の結びつきを作ることができるか。 

 

④課題の解決・活動（実施） 

・ 完成した計画を進める＋住民への理解と協力を仰ぐ。 

・ 計画に関する住民への情報提供や啓発。 

・ 行政はもちろん、地域住民、当事者団体、地縁型組織、施設、ＮＰＯなどが相互に連携・

協働しながら実践。 

 

⑤評価 

・ 計画通りに実施されているか、もし不備があるならその改善の方策や計画を見直す。 

 

 

①計画づくりの準備 

②生活課題の確認 

④課題の解決・活動 

③理念・目標の設定 

⑤評価 

現在の歌志内 
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除雪問題の解決策について

１．現状と問題点

・町内会によって仕組み、協力体制、問題意識にばらつきがある。

町内会が除雪車を所有しているので困っていないところもある。

4～5件が 1組になり業者に頼んでいる。それぞれの意見が一致しない場合もある

・除雪ヘルパーに頼みたいが条件が狭いため、渋々自分たちでやっている。

・除雪ヘルパー（担い手）も高齢になった場合、後継ぎはいるのか。

・排雪の場所が確保できない。

・除雪車が朝に来るので、それまでに自宅前の除雪を終えておくのが大変。

・近所の方に除雪を頼むのが申し訳ない。

・担い手不足（市職員が出勤前に除雪を行うこともある）

根本的な問題点：人口減少・少子高齢化

対策：人口をどのように増やすのか、若年層の街からの流出をどのように防ぐのか、少子

高齢化をどのように減速させるのか

焦点をしぼる

支援・解決策のポイント

・除雪ヘルパーの利用対象外の人への支援

・行政サービス（除雪ヘルパー）の見直し

・近所の人に気軽に頼める関係性 頼む側と担い手側の

・近所の人が率先して除雪してくれる関係性 相互的な支え合い

・新たな継続的な支え合いの仕組み

・新たな担い手の確保

２．解決策～事例～

���� 各地からボランティアを募る

①上富良野町：札幌圏の住民を対象にボランティアを募る。

地域住民との交流、現地の特産品を楽しんだりするボランタリーツアー。内容は、現

地までのバス移動中に上富良野についてガイド、現地での除雪活動、温泉入浴、食事会、

地域住民との交流会、地域のイベント見学・参加など。複数の応援企業の協力で実施され

る。事故リスクの高い屋根の雪下ろし等は行わない。

②夕張市：札幌学院大学のアメリカンフットボール部の冬場のトレーニングの一環として。

貸切バスで夕張市に赴き、コミュニティセンター（コミセン）、集会所、高齢者世帯の

計 6ヶ所で屋根の雪下ろしを行う。除雪後は同コミセンで女性福祉委員提供の昼食をとり、

ふれあいサロンに参加して高齢者との交流を深める。

※夕張市では他にも、「旅行会社主催の除雪ボランティアツアー」や「他自治体の若手職員
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が研修の一環として除雪ボランティア」が行われている。

歌志内市での実施ポイント

・募ったボランティア参加者をスキー場や温泉に招待する（一部費用サービスする等）

・住民とボランティア参加者との交流イベントをつくる（地域住民のつながりも得られる）

・ボランティア参加者の対象を小中高生（あるいは子どもを持つ家族）にして、地域学習

も行えるようにする

・除雪道具はどこが準備・負担するのか

・除雪活動以外でかかる費用はどこが負担するのか 課題

・天候によっては、予定していた除雪内容に差が出てしまう

以上のように、除雪以外の食事やイベント等を工夫することで担い手・頼む側双方のメリ

ットにつながると思う。

� 現地の小中高生が地域学習の一環として除雪をおこなう

①岩手県の取り組み「スノーバスターズ」：地域の中高生を中心としたボランティア組織。

岩手県内の村から 15市町村に広まる。人に喜んでもらう、必要とされることの充実感を

バネにメンバーの輪を広げ、単なる高齢者向けサービスではなく、雪国である地元で人生

を全うできる福祉コミュニティづくりへと変化し、活動範囲も広がる。

②山形県の取り組み：中学生が青少年赤十字活動として除雪を含むふれあい活動を行う。

「Hot Mailプロジェクト」いきなり除雪をしに行くのではなく、まず一人暮らしの高齢

者にハガキを出し、交流を深める。そのあとで訪問するが、まず昔の地域や学校の様子を

聞かせてもらい、そのお礼として除雪をする。

※その他の解決策

� 町内会で除雪グループを作る：町内会で除雪をしている人たちで除雪隊をつくり組織

体制をつくる。担い手が高齢者に偏らないように時間交代制にする必要がある。

� 除雪機械の導入：町内会で新たに１台除雪機械を購入し（市から助成金があれば購入

しやすい）、人力負担を減らす。または、個人あるいは町内会で所有している除雪機械

を貸し出しできる制度をつくる。

４．まとめ

除雪問題は「買い物難民」や「支え合い活動」とも関連。例えば冬は除雪が充分ではな

いために買い物に行きにくい、近所の人に気軽に頼める関係性があるとは限らない。除雪

問題を契機に、除雪だけでなく住み続けるためのトータル的な住まいの維持管理を受け持

つ「ハウスヘルパー」のボランティア活動が生まれたり、電話一本でお豆腐一丁でも届け

てくれて、大変な冬期間の買い物を楽にする「ふれあい協力店」が設置されたりと、地域

全体の支援につながっていくとさらに良いと思う。
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歌志内における「見守りネットワーク」について

「見守りネットワーク」の事例：斜里町の「声かけ郵便事業」

斜里町社会福祉協議会による「声かけ郵便事業」【平成 4444年から実施】

活動内容

一人暮らし高齢者いわゆる独居高齢者と手紙を通してふれあいを深め、安否確認と

精神的孤独感の解消に努める取り組み。

書き手ボランティアによって作成されるお手紙を社会福祉協議会が発送し、郵便職

員が一人暮らし高齢者に直接手渡しし、「励ましの声かけ」と「安否確認」を行う。

対象者

地域に暮らす一人暮らし高齢者を対象にアンケート調査を行い、「肉親がいるかど

うか」を問い、「いない」と答えた人に対して声かけ郵便を希望するかを判断しても

らう登録制によるもの。

担い手

社会福祉協議会＋郵便局＋書き手ボランティア

※書き手ボランティア＝個人ボランティア、幼稚園児、保育園児、小・中学生、高校生

運営費

平成 24年度予算

事業費収入は 80,000円(社会福祉協議会、行政、共同募金助成金によるもの)
支出は印刷製本費 27,000円(封筒、便せん印刷費)と通信運搬費 53,000円(切手代)

事業から期待できる効果

・独居高齢者の精神的孤独感の解消と問題の早期発見

・地域におけるボランティア活動の促進

・幼稚園児、保育園児、小・中・高生らとの世代間交流、福祉教育の推進

最後に

斜里町では声かけ郵便の登録者数が 44名と少ないが、歌志内市で取り入れる場合、

個人ボランティアの募集によって地域住民の理解を図り担い手を募る。また、保育園

児や幼稚園児、小・中・高生らをターゲットに世代間交流と福祉教育の推進を図るた

め積極的な取り組みを促す。以上から登録制にこだわらず歌志内市におけるすべての

独居高齢者の安否確認をはじめとした励ましの声かけが可能であると考える。
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移動

・市営バス

・タクシー

・自家用車

・徒歩・自転車

売る側

・商店

・スーパー

・流通業者

④

買物困難者

・移動手段がない

・商品を選べない

・ほしいものが購入できない

・買い物する店が近所にない

・購入したあと商品を持ち帰れない

⑤

⑥

図１．買物を支えるための６つの関係要素

1 客と店の関係作り強化

2 買い物難民を支援する

3 お店を支援する

4 移動サービスを充実させる

5 買い物しやすい環境作り

6 行政（補助金・規制など）

支援側

支援担い手

・自治体

・ボランティア

・ NPO法人

・家族・近所づきあい

・運送会社

１ ２

３

行政

補助金

環境を整える

買い物しやすい街づくり

・交通体系

・バリアフリー

買物問題の解決関連図
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1 移動販売車

現在歌志内市では移動販売車が導入されている。移動販売車を運営するお店側とお客さ

んの距離がもっと近くなることで、更なる発展が期待される。要望を聞いて、お客さんの

需要にあわせた商品を提供したり、停車場所をデイサービス施設や地域の交流の場などに

も止まるようにし、移動販売車が住民交流の場になることを願う。

2 市民で開くあおぞら市

住民有志によるボランティア組織「お互いさまねっと」は横浜市栄区の公田町団地の広

場で、毎週火曜に開かれている青空市を開いている。この青空市は地域交流の場となり、

高齢者の安否確認もでき一石二鳥である。

★歌志内道の駅の有効活用。市民が集まり買物できる場所に。

3 NPONPONPONPO法人「買い物くらし応援団」

富山県高岡市のＮＰＯ法人「買物くらし応援団」は、買い物が困難なお年寄りから電話

で注文を受け、自宅まで食品などを届ける活動をしているボランティア団体だ。地域のス

ーパー内に事務所を置き、一回利用料 100円、年会費 1000円でサービスを行っている。

4 通院と買物の移動支援

帯広では、病院で持っているデイサービス用のバスを通院用にも走らせ、さらに買物を

する一般の住民の方にも利用してもらっている。この取り組みは、病院の奉仕的な部分が

多い。すべての病院がこのような取り組みを行うことは難しいかもしれない。

★ 歌志内市民も市外の病院に通院している方が多いので、通院と買物をまとめて移動支援

できないだろうか。また、デイサービスに使われているバスの有効活用など。

5 環境を整える～買い物しやすい街づくり～

北広島市では、高齢者が使う歩行者専用道路に休憩用のベンチを設置した。地域住民と

ともにベンチの設置位置を決定した。地域を高齢者の暮らしやすい環境に整える方法で、

地域の環境資源を大切にするため、地域の商店に優しい。

6 行政の対応について

自治体の支援がなければ買い物支援の取り組みが成立しない地域も多い。島根県飯南町

では自治会が県の補助でワゴン車を購入し、乗り合いワゴン車を運行している。

さいごに

今までの調査で買い物に困っているというアンケート結果が出ているが、実際にどのよ

うなことで困っているのかについては、明らかにされていない。買物問題はたくさんの要

素が絡んでいる。そのため、なかなか声を出さない買物困難者の情報を進んで集めること

が大切である。
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歌志内市のサロン活動
１ サロン活動の効果

・仲間づくり、情報交流ができる

・心の健康維持

・体の健康維持

・安心・安全な地域づくり

２ 歌志内市 地域活動の現状と課題

・一過性、単発性の高いものが多い

・参加者の体調や時間のゆとり

・情報の入手方法は広報、回覧板、友人・知人

→継続性のある活動、参加者への役割分担、

参加困難な人へのアプローチ、が必要

３ 歌志内市 サロン活動の現状と課題

・「参加したい」40％、「どちらともいえない」50％
→ 何かしらの運営に携わる活動がしたい

・人とのつながりや趣味活動、楽しみを求めている人が多い

→集まりやすい場所を見つける、

運営側の役割を持って参加できる取り組み、

近所付き合いの延長で参加が出来るように。

４ 実際のサロン活動～北海道北広島市 赤十字ふれ愛サロン

〈目的〉高齢者同士の交流、閉じこもり予防

〈場所〉地域の会館など

〈準備〉地元の広報誌や新聞、FMラジオなど

〈内容〉参加者と奉仕団員が一緒に手芸を行う。ペットボトルでで

きたボーリングを楽しむ。全員で炭坑節を踊る、など。サ

ロン終了時には、次回のサロンの案内状を渡す。内容を３

部構成ほどに設定し飽きないように工夫。

〈会費〉年６回開催のうち、５回は参加無料。12月はクリスマスパ

ーティーとして参加費 500円をいただく。ゲームの景品な

どは全て奉仕団員の手作りである。サロンのコーヒー代や

茶菓代は、地区からの交付金。


