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平成３０年６月８日（金）

大阪狭山市社会福祉協議会

『地域の支え合い・助け合い活動について』



地域の支え合い・助け合い
活動って？？
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【地域での支え合い（助け合い）活動】

2他にもたくさんある！！



認知症の高齢者、障がいがある人、生活困窮の状態にある人など
を地域から排除するのではなく、ともに生きる住民として、地域で支え
合い（地域共生社会）、また受け止めていくこと。

「助け上手」「助けられ上手」を地域に増やし、さまざまな生き方や暮

らしのあり方を認めあうこと。
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支え合い・助け合い活動

支援を必要とする人と地域社会の繋がりをつくり出し、誰かのため
ではなく「自分のためでもある」「私たちの問題である」という意識が重
要。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地域共生社会とは高齢者や障害を持つ人たちを地域で支え合うという考え方



日常生活に少々不安があっても、認知症があっても、
それを受容してくれる地域。
また、助けを気軽に求められる人が周りにいる。

認知症の方が、専門職（ケアマネジャー・ホームヘルパー等）による
介護や家事援助を利用していても、
近隣の人達が認知症高齢者に対する

偏見や先入観を持たれていたとしたら…、
出歩くことさえ気軽に出来ず困難…。
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支え合い・助け合い活動

例えば！！

お互いさま
の気持ち

制度によるサービスだけで生活が支えられたとしても地域で暮
らし続けるには十分でしょうか？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
自然発生的なご近所同士の声のかけあい、気づかいをより取り組みやすくするために一歩踏み込んだ支え合いにするためには？？、必要最低限ルールや仕組みの取り決めが大事。近年（特に都市部）、近所の人と日常的な行き来や助け合ったりする姿が見かけなくなってきた、その一方、例えば災害（平成７年、阪神淡路大災害／ボランティア元年）への備え、孤立死への問題意識から地域でのつながりの重要性が改めて認識されつつある。
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支え合い・助け合い

住み慣れたところで、誰もが安心して、その人らしく
暮らし続けられるような地域をつくっていくこと。

『地域づくり』という大きな目的。
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大阪狭山市で行われている
支え合い・助け合い活動
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①地区福祉委員会
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地区福祉委員会は、住みよい福祉のまちづくりを進めることを目的にした住
民参加の自主的な組織、概ね小学校区をその範囲とし、本市では７小学校区
に９つの地区福祉委員会が設置されています。活動をとおして「ご近所付き合
い」「向こう３軒両隣」の大切さを広めています。

地区福祉委員会
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自治会や老人クラブなどの各種団体や関係機関の代表、民生委員・児童委
員など、福祉委員（平成２９年度は市全体で４５８名）となりボランティア活動を
実践、地域福祉の推進に向けた活動に取り組まれています。

住民の生活・福祉課題（困りごと）を、「見守り・声かけ・相談対応」しながら発

見する“地域のアンテナ役”。民生委員・主任児童委員や社協などの関係者・
専門職等と連携しながら、近隣住民に働きかけ、一緒になって、発見し、生活・
福祉課題（困りごと）の解決に向けて取り組まれる。

福祉委員

構 成

概 要



【西池地区】
池尻北・中
池尻自由丘

【東地区】
東野東・中・西
東池尻２～６丁目

【狭山地区】
狭山・金剛２丁目
東池尻１丁目【西地区】

山本北・中・東・南、池之原1～4丁目
岩室、今熊1～3丁目、今熊4～7丁目

【半田地区】
半田１～６丁目、
金剛１丁目
東茱萸木1 ～ 2丁目

【茱萸木地区】
茱萸木
東茱萸木1･3 ～ 4丁目

【南第一地区】
西山台１ ～ ３丁目、西山台４丁目
西山台５ ～ ６丁目

【南第三地区】
西山台４丁目、西山台５～６丁目
今熊３丁目

【南第二地区】
大野台、大野東・中・西

地区福祉委員会の区域
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【健康体操】

【認知症声かけ訓練】

【ふれあい広場】

【地域福祉活動
実施計画の策定】

【地域交流
ふれあいﾊﾞｽﾂｱｰ】

【地域清掃】

【小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ】

見守り

食事サービス

サロン

それぞれの地域の特性に合わせて事業を実施
12

【住民向け講演会】

【福祉委員研修会】

地区福祉委員会の主な活動



②小地域ネットワーク
活動推進事業
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見守り・
声かけ

訪問活動

食事
サービス

サロン
活動



小地域ネットワーク活動は、要援護者一人ひとりを対象とした「見守り活動や
日常生活の支援を行う活動」です。地域の寝たきりやひとり暮らし、高齢者、障
がい(児)者、子育て中の親子等支援を必要とするすべての人が安心して生活
できるよう、地域住民の参加と協力によって「支え合い・助け合う活動」となりま
す。

小地域ネットワーク活動
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【個別援助活動】

見守り・声かけ訪問活動、介護・介助援助活動、ガイドヘルプ活動、家事援助
活動、軽作業援助活動、介護用具・自助具リフォーム活動など

【集団援助活動】

ふれあい食事サービス活動、いきいきサロン活動、世代間交流活動、ミニデイ
サービス活動、地域リハビリ活動、子育て支援活動など

活動内容

概 要



小地域ネットワーク活動を必要とする社会背景

社会関係や人間関係の希薄化
生活の都市化や核家族化の進行・近所のたすけあい関係
の喪失。また、所得や家族などの生活基盤の崩壊による地
域社会からの孤立。

公的サービスの限界
在宅の要援護状態であっても２４時間専門機関が対応する
には限界がある。要援護者が制度の狭間に埋もれないよう
な取り組みが必要。

いざという時、力を発揮する地域のつながり
阪神・淡路大震災や東日本大震災には、近隣住民のたすけ
あいが大きな力となった。日常的な繋がりがいざというとき力
を発揮する。
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見守り声かけ訪問活動

地域の高齢者等が、安心して生活できるよう、地
域住民の参加と協力による支え合い、助け合い活
動。

〈活動内容〉

◇ 見守り・声かけ活動

◇ 話し相手

◇ 家事援助活動

◇ ガイドヘルプ活動

◇ 簡単な用事の手伝い

など

〈事業対象〉
①おおむね６５歳以上の
ひとり暮らし及び寝たきりの人

②その他社協会長が認めた者

16



活動の様子「見守り声かけ訪問活動」
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食事サービス（配食･会食型）

在宅の高齢者や障がい者等の食生活の
維持向上を支援するとともに、地域住民と
の安否確認を兼ねたふれあい交流を図る。

〈事業対象〉

①概ね６５歳以上のひとり暮らし
及び寝たきりの人
※但し、会食は寝たきりの人を除く

②概ね７０歳以上の高齢者のみの
世帯

③重度の心身障がい者の世帯
④その他社協会長が認めた者

〈活動内容〉

◇配食サービス

調理された弁当を地域
の方が配達し､安否確
認を行う。

◇会食サービス

自治(地区)会館等で､対
象者と地域方がみんな
で食事する。
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活動の様子「食事サービス」

配食 配食

会食 会食
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サロン活動

地域を拠点に、当事者とボラン
ティアが協働で、交流ができる場。

〈活動内容〉

◇ いきいきサロン活動

◇ ミニデイサービス活動

◇ 地域リハビリ活動

◇ 子どもとの

ふれあい交流活動 など

〈事業対象〉
①高齢者
②障がい者
③子育て中の親子
④その他社協会長が
認めた者
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活動の様子「サロン」

子育て

喫茶

鑑賞

歌声喫茶
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市内の活動の様子＜サロン＞

勉強会健康体操

物作り世代間交流
22



活動実施地域

平成２８年０４月現在
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平成３０年３月現在



③コミュニティカフェ
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高齢者や認知症のかたに限らず、地域の誰もが気軽に立ち寄り、お茶と

お菓子を囲んで楽しく交流する場、居場所として開催されています。

コミュニティカフェ

25

番号 名称 開催場所 開催日時

１ 円卓カフェ
「みらい」

NPO南中学校区まちづくり円卓会議
（大野台2-1-58 ﾊｰﾃｨ地階)

毎週月曜～金曜
13時半～16時半

２ 地域交流サロン
フレスコカフェ

ファボーレケアプランセンター
(大野西742-11 ｹｱﾊｳｽﾌﾚｽｺ)

毎週火曜
11時半～14時半

３ Café花ごよみ
整体カフェ

結いまーる
（東茱萸木２－１８６８－１）

第1・３・５木曜
１０時～正午

４ Café花ごよみ
ｵｰﾌﾟﾝﾙｰﾑｶﾌｪ

〃 第２・４水曜
１０時～正午

５ café
Heart mori

ハート守
（池尻中１－１８－２７）

毎週金・土曜
※第2・４土曜は歌声喫茶

１３時～１７時
毎週土・日曜
８時～１１時



④さやりんおれんじカフェ
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認知症の人や家族、地域の人や関係職員など、誰でも

気軽に集まり、楽しく過ごしながら仲間作りや情報交換をす
る場です。

さやりん おれんじカフェ（認知症カフェ）
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番号 名称 開催場所 開催日時 内容等

１ げんき
カフェ

げんき館
（茱萸木3-254-2)

第２(水)、第4(土)
１４時～１７時

みんなで楽しくおしゃべりをし
ています。また脳トレや合唱な
どで楽しみながら頭を使います。

２ さくらあつ
たかカフェ

さくらの杜半田
(半田3-471-1)

第２(日)
１４時～１６時３０分

老後の生き方・暮らし方懇談会
として、「老い」について話し
合っています。

３ カフェ
おもちゃ館

おもちゃ館
（西山台6-16-5)

毎週(土)、第３(水)
１３時～１６時

型染めや元気維持体操などを
行っています。

４ くみのき
カフェ

くみのき苑
（東茱萸木4-1977）

毎週(月～金）
１４時～１７時

月1回程度でアロマオイルを
使ったハンドマッサージやパン
教室を行います。

５ カフェ 笑 笑
（大野台7-11-10）

第１・３（日）
１３時～１６時

来れば笑いがある。来れば笑
顔になるカフェです。「笑歌」を
一緒に歌いましょう。

６ 里カフェ さやまの里
（岩室2-185-11）

第２・４（木）
１３時～１６時

介護老人保健施設ならではの
多彩な専門職が、コミュニケー
ションの場を提供します。



活動の様子「さやりんおれんじカフェ」
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⑤大阪狭山市
ボランティアセンター
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大阪狭山市ボランティアセンター

30

ボランティア活動に関する相談や登録、関係機関への照

会、連絡、調整を行っています。また、ボランティアだよりを
通じ、様々な活動紹介や各種情報提供を行っています。

ボランティアセンターに登
録しているグループや個人、
ボランティアの交流や連絡調
整をします。

活動への参加の機会や資
質向上のため養成講座や研
修会を開催しています。

活動の充実のため、録音
機などの機材の貸出や、活動
費などの助成をしています。

ボランティアだよりやパンフ
レットを発行し、みなさんの理
解と参加を促します。

活動をしたい人や派遣を希
望する人の相談や登録・斡旋
をしています。

みなさんの活動に役立つさ
まざまな情報や資料をそろえ
て提供しています。

連絡・
調整

活動
支援

相談・
登録
斡旋

情報・
資料
提供

広報
啓発

養成・
研修

１ ２

３ ４

5 6

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
敷居の低い相談の窓口



大阪狭山市ボランティアセンターグループ一覧１
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大阪狭山市ボランティアセンターグループ一覧２
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大阪狭山市ボランティアセンターグループ一覧３
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⑥ヒューマン・ケア事業
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ヒューマン・ケア事業 (有償ボランティア活動)
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他市の取り組み
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不動ヶ丘町は約４０年前に山を切り開いて造成されたニュータウン、最寄り

駅が徒歩圏内にある反面、町内はもとより、駅周辺にも商業施設や病院がなく、
車がないと生活に不便な場所、高齢化が進み、独居世帯も増え、病院への通
院や買い物に不便を感じる高齢者が多くなった。平成２６年６月、自治会内の
ボランティアグループとして設立、有償による生活支援・移動支援を実施されて
いる。

不動ヶ丘高齢者等
生活支援プロジェクト「ほっとらいふ」
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富田林市

１．日常生活困りごと支援 ・病院に行きたい、買い物がしたい、銀行や市役所に行き
たい、粗大ごみが重くて出せない など

２．憩いの場支援 ・買い物ツアー、・朝市、フリーマーケット、認知症予防講習
会など

３．ＩＴ支援 携帯電話購入の手伝い、携帯電話使い方講習、タブレット
勉強など



京阪ひろのシルバー会では、これから高齢化が進み、住民同士で支え合う地

域づくりを目指すうえで、近隣の付き合いが薄く、道で出会っても軽く会釈する
程度の地域性に危機感を覚えた・・・。平成２２年から「あいさつ声かけ、ご機嫌
さん運動」を立ち上げ、平成２３年には、住民の困っている声に応えるため、自
分が持つ技能を活かした手助けを行う「チヨットお助け活動」を開始。活動エリ
アの京阪ひろの自治会内で、会員１０人が年間８０件ほどの依頼に応えられて
いる。

住民同士で助け合う
「チヨットお助け活動」
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枚方市

活動内容

業者に頼むほどでもないが、自分では出来ないような「ちょっとした困りごと」。
例）留守宅の家庭菜園の水やり、庭の除草、苗の管理など、
活動にあたっては、材料費や交通費などの実費以外は無償。
庭木の剪定などもあるが、あくまで「チョット」した助け合いだとお互いが認識
しているからこそ、無理なく応えることができる。



大阪いずみ市民生活協同組合（生協）は、過疎化が進む地域や、団地、

ニュータウンにおける「買物困難者」への支援を目的に、平成２４年６月から
「コープお買物便」を開始。事業者の強みを活かした「食を通じた社会貢献の一
環」として、府内１４市町村を４台の移動販売車が巡回している。

コープのお買い物便
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大阪狭山市でも一部巡回

大阪狭山市の巡回先
①自由丘中池北
②自由丘２丁目北
③自由丘会館
④池尻コミュニティホール



介護予防・日常生活支援総合事業
（略して、総合事業）
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介護予防・生活支援サービスの体制整備に向けて、定期的な情報共有及び
連携 ・協働を行います。大阪狭山市にお住まいの高齢者の「社会参加」「生き
がいづくり」をすすめながら、「住み慣れた地域で自分らしい生活を続けて頂く
ため」の地域づくりの推進を目的に設置しています。

※正式名称
『大阪狭山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る地域づくり協議体』

地域づくり協議体
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地域づくり協議体とは？？

生活支援コーディネーターの組織的な補完、地域ニーズの把握、情報の見
える化の推進、企画・立案・方針策定を行う場、地域づくりにおける意識の統一
を図る場、情報交換の場、働きかけの場等となっています。

協議体の役割は？？



①大阪狭山市地区長会

②大阪狭山市民生委員・児童委員協議会

③大阪狭山市市民活動支援センター

④まちづくり研究会 福祉・介護分科会

⑤大阪狭山市老人クラブ連合会（ＳＣ狭山）

⑥大阪狭山市婦人会

⑦大阪狭山市社会福祉施設連絡会

⑧大阪狭山市ボランティアグループ連絡会

⑨地区福祉委員長連絡会

⑩狭山中学校区まちづくり円卓会議

⑪第三中学校区まちづくり円卓会議

⑫南中学校区まちづくり円卓会議

⑬くみのき苑在宅介護支援センター

⑭さやまの里在宅介護支援センター

⑮大阪狭山市シルバー人材センター

⑯大阪狭山市地域包括支援センター

⑰大阪狭山市社会福祉協議会

地域づくり協議体
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地域づくり協議体
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会議の様子

グループワーク

検討内容

アイスブレイク

発 表
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いま、あなたにできることが、
いま、地域に必要なこと

安心・安全な福祉のまちづくりをめざして

地域を住みよいまちにするためには、
皆さんひとりひとりの理解と協力が必要です。

「ちょっとだけ」の力を是非地域へ…。

大阪狭山市社会福祉協議会
電話 072-367-1761
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地域力の向上には、そこに住む方の協力は必要不可欠です。ご負担に感じない「ちよっとだけ」の力を、是非宜しくお願い致します。では以上で説明を終えたいと思います。ありがとうございました。
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