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一 はじめに ― 
ＮＰＯ法人川添なのはなクラブは、校区住民が、身近な場所でスポーツや文化活動等に

参加することにより、心身の健康の増進や多世代間交流の促進を図り、三世代の笑顔あふ

れる地域づくりをめざして、世帯を構成する一人ひとりを会員とする総合型地域スポーツ

として活動している。 

 これまで、地域活性化を図る各種事業に加え、少子・高齢化を背景にして生じる諸課題

の解決に向け以下の取組を行っている。 

事務局は、３世代が交流できる場として「夏祭りの開催」、青少年対象の様々な体験活

動（地引網、カヌー教室、農業体験、学校教育支援等）、買い物弱者対象のお買い物サー

クル、自主財源確保を視野に農産品であるニラ加工製品の開発に取組んできた。 

 また、各部では 

〇地域で育てた農産物の販売やコミュニティーの場を通じた生きがい創りや農業振興

を目指した「ふれあい市場の開催」         ・・・・【アグリー部 】 

〇体育祭や駅伝大会、各種大会において乳幼児、小学生プログラムの充実、各種競技方

法やルールの見直しや簡素化           ・・・・【イベント部 】 

〇小中学生対象の「子ども太鼓」の新設        ・・・・【文化・芸能部】 

〇スポーツ活動の機会提供（校区内外を対象）     ・・・・【スクール部 】 

様々な機会を通じて「これまで通りが通用しなくなる不安」「地域を支えている組織の

担い手不足」「地域の活力衰退」等の課題に向き合い、解決策を模索した１１年間でした

。                            

これまでの活動に一定の成果や手ごたえを感じつつも、クラブ立上から１１年経過した

校区の現状は、２０歳以下の人口が半減し、６０歳以上の住民が全体の約半数を占めてい

る。さらに、１０年後は約６割を占めると予想され、少子・高齢化の波は確実に進行して

いくことは間違いない。     

このような中、各種大会やイベント開催時の会議や開催後の反省会では「会員の体力面

の不安」「移動手段がなく参加が難しい」「気分が乗らない」等の声は多くなっている。 

また、「役員の高齢化による事業の継続性」や「困りごとや心配事に配慮した運営」さ

らには「配慮事項の実現性」等運営や対応策の限界に直面している役員や会員の不安や負

担感も切実さを増している。 

これまでの価値観だけでは乗り切れない大きな時代の転換期を迎えている。現状を踏ま

え会員の要望に応えていくためには世代交代を視野に入れ、地域の将来像を描き、新たな

視点で、「変化に対応していく事業の在り方」に取組む必要性を感じている。 

本年度、ＷＡＭ助成事業として取組んだ事業は以下の４事業です。 

〇関係団体との連携による地域課題の把握と新規事業の円滑な実施を図る  

①事業企画部の新設（新規事業の提案・実施） 

〇心身の衰えや家庭環境の変化により日常生活の困り事を抱えている高齢者の健康生

活支援 

②ニコニコ活動隊の活動 

〇身近な場所で心身の健康生活支援の提供により健康寿命を伸ばす取組 

③貯筋運動の普及啓発 

 〇気軽に買い物できる環境が乏しくなっており体力面の不安等から、外出を控えがちな

高齢者の買い物支援と心身をリフレッシュする機会の提供 

④ふれあいバスの運行（お買い物弱者を支援するサークル活動） 

これらの事業を通して高齢者会員が元気を回復してさらに輝き、地域住民が生き生きとし

た生活を送ることを期待して取り組みを進めました。 
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２ 事業背景・目的 

 

（１）新産業都市構想を支えた団地居住者の高齢化 

川添地区は大分市の東部を流れる大野川の東岸に位置し、これまで一次産業を中心

に生活が営まれてきた。昭和の時代には新産業都市構想推進を機に域内に複数の団地

造成が進み、居住人口が急増。平成の時代には、急増した世帯の２世、３世世代が域

外に流出して、小中学校の生徒数の減少が顕在化した。若い世代の人口減少が進む中

、域内に高速道路が開通して宮河内インターチェンジが設置、その後、市内を東西に

つなぐ幹線道路が整備されインフラ整備は進んだ。しかし、公共路線バスの運行路線

のない地区やバス停までの距離が遠い地区もあり移動困難を抱える高齢者は増加傾

向にある。 

近年、農産品であるニラの一大生産拠点として注目されている。 

（２）地域課題解決に取組む総合型地域スポーツクラブ設立と変遷（資料１） 

①平成１９年５月設立総会後活動を開始する。既存の公共施設（小学校体育館・グ

ラウンド）に加えて、手作りのクラブハウス設置、河川敷グラウンドの整備・芝生

化に取組み活動基盤の整備を行う。併せて、事務局会議を定例会して「健康」「生

きがい」や「夢」の実現に寄与する活動の協議を始める。 

②一次産業従事者、定年退職後農業就労者の生きがい創りを目指してアグリークラ

ブの設立とふれあい市場（農産品販売）の運営を開始する。 

③若者世代が集う機会として「川添ワッショイ夏祭り」の開催を決定する。 

④Ｈ１９年、マイクロバス（なのはな号）の取得及び運行を開始する。 

⑤Ｈ２２年、事務局機能の強化を図るためＮＰＯ法人格を取得する。その後、ドイ

ツとの国際交流（Ｈ２２，２５）、子ども対象の体験活動（カヌー教室、稲作体験

、地引網）学校支援活動に取組む。 

⑥Ｈ２５年、高齢会員の困り事解消支援事業として「お買い物サークル」を開始す

る。 

資料１ 
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⑦Ｈ２７年、地域の農産物であるニラの加工商品開発に取組む。発酵ニラ茶、ニラサ

プリメント、ニラスープ、ニラ佃煮、ニラ饅頭等の商品開発を開始する。 

（３）マスタープラン総括から（Ｈ１７作成） 

   総合型地域スポーツクラブ設立に向けた準備としてＨ１７年の時点でマスタープラ

ンを策定した。Ｈ２８年に【運営体制】【活動拠点】【会員】【財源】【事業】【広報

活動】【地域における位置づけ】の各項に設定した目標の達成状況について総括して以

下の課題を再確認した。 

①今後も続く少子・高齢化（資料２、３） 

クラブ設立した平成１７年のＨ２８年の人口動態を比較してみると、４０歳～４

９歳の人口は大きな変動はない。また、子育て世代の３０歳から３９歳は５７５人

から６６４人と微増している。しかし、０歳から１９歳の人口は１１６２人から６

２０人、２０歳から２９歳の人口は１０８９人から５９０人に激減している。さら

に、５０歳以上が総人口の５９％を占めるようになっている。１７年の段階の予想

では４５％と予想されていたが、想定していた以上に少子・高齢化が進んでいる。

今後、これまで同様の人口動態とするならば、今以上に少子・高齢化は進むと考え

られる。 

②若者世代の事業参画は停滞 

若い世代や子育て世代の参画を試みる。行事等の参加者は増えているが運営する

立場に参画するまでには至っていない。 

③サークル・サークル部の支援策検討 

スポーツ教室から新たに発足したサークルがある一方、スクール会員の減少、サ

ークル員の高齢化などで組織的な活動を休止するサークル（個人では活動）が生じ

ている。支援策の検討が必要となっている。 

④自主財源の確保策の強化 

将来的には会員世帯数の減少が進むため自主財源の確保が必要になってくる。Ｈ

２６から地域の特産品のニラを活用した加工商品の開発に取組んでいる。試作を重

ねＨ２９発酵ニラ茶、ニラスープ、ニラ佃煮、ニラ饅頭の生産に至る。今後は商品

の認知度を高め、販売促進を強化していく。 

⑤移動手段確保の取組の強化 

日常生活の困り事解消に向けた取組みとして、お買い物サークル（週 1回）、ふ

れあい市場の充実を図ってきた。免許更新時の審査をクリアーできない高齢者の増

加、運転免許自主返納者、買い物弱者の増加が予想されるため移動手段の確保を拡

充していく必要がある。 

⑥健康づくりに取組む会員の増加 

健康づくり参加者を増やしていくために、大分市民健康づくりネットワークが継続

して取組んでいる健康教室との交流の在り方を検討、実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 資料３ 
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３ 事業内容及び実績 

（１）事業内容 

事業企画部（新設）及び事務局で「高齢者支援による地域活性化事業」として取組む

事業を決定した。（資料４） 

 〇関係団体との連携による地域課題の把握と事業の円滑な実施を図る  
事業① 事業企画部の新設、新事業の提案・実施 

【事業概要】 

総合型地域スポーツクラブ設立検討時（Ｈ１７年）の情勢から、会員の人口構成、

会員を取り巻く状況やクラブに対する意識は変わってきている。１０年、２０年後も

当クラブが会員の期待に応えられるクラブであり続けるためには、このような変化を

踏まえ、地域活性化の事業に加えて、会員が心身共に健康を保ち、夢を描き、生きが

いの創出につなげていける事業の企画が求められる。同時に、域内で共に地域課題解

決に取組む他団体に目を向け、役割分担や連携策を検討していく。 

また、地域資源を有効活用してより効果的な事業が展開できるように情報共有の在

り方を検討していく。 

〇心身の衰えや家庭環境の変化により日常生活の困り事を抱えている高齢者の健康生

活支援 

事業②ニコニコ活動隊の活動 

【事業概要】 

 「買い物袋を持って歩けなくなった」等日常の困りごとを抱えながら暮らしている高

齢者の支援策として「お買い物サークル」を開設している。この活動を通して買い物

以外の「つぶやき」の多いことに注目した。「体力が衰え今までできていたことがで

きない」「高いところの作業ができない」「パートナーに先立たれ手付かずの庭、畑

が気になっているのだが」「家が広すぎて一人では手に負えない」等様々な困り事を

抱え解消の道筋が見えない状態で生活している高齢会員の実態を把握することがで

きた。 

身近に相談できる人、手伝いを頼める家族や隣人がいれば、困り事の解消につなが

るケースが多い。しかし、独居高齢者の場合は、依頼先探しから困難を伴い、その結

果、困り事を抱え続け意欲や気力が低下し心身の健康を損なう要因の一つになってい

る。 

資料４ 



6 

 

そこで、クラブの会員であり、同じ校区に住む隣人として、信頼を基盤にした相互

扶助の仕組みを構築して、依頼者の困り事を解消し、依頼者と支援者がその喜びを共

有して、意欲や気力の回復につなげてく。 

〇身近な場所で心身の健康生活支援の提供 

 事業③ 貯筋運動の普及啓発 

【事業概要】 

いつまでも健康で生き生きと生活していくことは会員の願いである。健康生活を始

めるきっかけ（身近な場所、背中を押す声かけ）、関心・意欲を高めるプログラム（

既存の活動との組合せ）一人で取組めて効果が期待できる運動（貯筋運動）を知り、

達成感を分かち合う仲間がいれば健康保持増進の取組の輪が広がると考えている。 

また、地域の関係団体の役員が高齢になり、次世代の担い手の出現を期待している

がバトンを渡す人が見当たらない。事業を維持していくには現在のスタッフが健康を

維持して、役割を分担し、新たな枠組みを提案していくことが期待される。役割を担

っている高齢者が健康を維持して現役を継続することが求められている。 

〇気軽に買い物できる環境が乏しくなっており体力面の不安等から、外出を控えがち

な高齢者の買い物支援と心身をリフレッシュする機会の提供  

事業④ふれあいバスの運行（お買い物弱者を支援するサークル活動） 

【事業概要】 

Ｈ２５から買い物弱者の支援対策とし

て「お買い物サークル」を実施している。

今回、地域の公共交通機関の運行実態、

民間タクシー会社等の料金を調査した。

その結果、８００世帯ある団地内のバス

運行による利便性の確保はある程度で

きている。しかし、その他の地区は「バ

スが運行していない地区」「運行してい

るが行き先が限定されている」「運行し

ているが運行頻度が少ない」「高齢者に

とって停留所までの移動距離が長い」と

いう状況が把握できた。（資料５） 

今回、必要性の高い医療機関・施設のあるエリアへのバスの直行便が運行されてない

実態を踏まえ、週２回の頻度でマイクロバスを運行することにした。 

（２）事業実績 

４つの事業の支援課題を「高齢者や移動困難者が自立的に生活を維持していくための

環境整備」達成目標を「不安感を払拭できた高齢者の増加」「前向きな持ちで生活でき

る高齢者の増加」と設定し事業に取組んだ。実績は資料６のおとりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 

資料６ 
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①事業企画部の新設 

ア 事業企画部の役割 

マスタープランの総括や今後の人口動態予測を踏まえ、将来像描き、着実に事業を

前に進める推進組織として事業企画部を新設した。この部会は、発足当時の地域情勢

から様々な点で変化を続ける中、住民の意見や要望をくみ取り、地域の将来展望を描

き、実現に向けた活動や推進体制を提案していく役割を担うこととした。 

イ 部員構成 

部員の委嘱については、クラブ事業の継続性、既存の他団体との連絡調整、各事業

の地域の実情等多様な視点から意見交換が行われるよう以下の点に配慮して部員の

委嘱を行った。  

〇クラブ立ち上げからの経緯を把握している者 

〇既存団体の事務局として社会福祉協議会の取組を把握している公民館主事 

〇ＮＰＯ法人格取得時に定款や規約策定を担当する等法規に精通している者 

〇クラブのイベント部長として、体育的行事に精通した者 

〇居住地の健康教室を主宰し、地域の福祉事情に詳しい者 

〇長年ボランティア活動に取組み地域事情に精通している者 

ウ 部会運営について 

〇定例会の実施 

部会は月１回定例開催して活動実績 

報告、意見交換、事業企画及び提案 

を行う。 

協議内容により会長、事務局長、チ 

ーフクラブマネジャーがオブザーバ 

ーとして参加する。 

〇新規事業提案に向けた関係団体との

事前協議 

新規事業の企画・提案の際には地域 

課題の解決に先行して取組んでいる 

既存団体と以下の柱で意見交換を行 

った。（資料７） 

柱１  

「地域課題及び現状認識の共有化」 

柱２  

「地域関係団体が進めている関連事業 

の実績や成果と課題」 

柱３ 

「事業実施上の助言や配慮事項」 

〇推進体制の整備と組織内の情報共有 

・部会報告の実施。部会後報告書を作成 

 し事務局会議（毎月第３木曜日開催） 

 に報告及び提案する。新規事業はとり 

わけ丁寧に説明して承認を得て事業 

を実施した。（資料８） 

   ・事業計画及び進捗状況の共有 

事業工程表及び実績一覧を作成して 

計画的で確実な事業実施や進捗状況 

の把握に努めた。今後、事業継続 

していくうえで、会員や協力者の理解促進や若い新規スタッフの意欲喚起に役立

つ資料としても活用していきたい。         （資料９・１０） 

 

資料７ 

資料８ 
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エ 部会開催実績 

部会及び部会開催に向けた関係団体との協議内容は以下のとおりである。 

４月 事務局会議 

・マスタープランの総括表作成 

   ・クラブのあゆみ集約表の作成 

５月 事務局会議 

・マスタープランの総括表をもとにした意見交換 

   ・事業の実施に向けた協議 

  ６月 第１回事業企画部会 

・事業調整に向けた意見交換（公民館長、自治会連合会長、公民館主事） 

・実施事業の住み分け一覧表の確認（資料７） 

・Ｈ２９社会福祉振興事業活動内容の最終決定 （資料４） 

７月 第２回事業企画部会 

・実施要綱（素案審議）策定向けた意見交換（公民館長、公民館主事、社会 

福祉協議会会長） 

・なのはなクラブニコニコ活動隊 実施要綱（素案審議）策定（資料１１） 

     ・お買い物サークル増便（案）及び実施要綱作成に向けて 

  ８月 夏祭りのため 休会 

９月 第３回事業企画部会 

・部会役割分担の最終確認 

     ・ニコニコ活動隊実施に関する文書、チラシ類の協議 

     ・ふれあいバス増便運行開始（週２便運行） 

     ・地域における空き家の現状報告 

１０月 第４回事業企画部会 

・ニコニコ活動隊利用登 録者及び隊員募集について 

１１月 第５回事業企画部会 

・ふれあいバス実施要綱素案審議 活動隊開始に向けて 

１２月 第６回事業企画部会 

・ふれあいバス実施要綱素案審議 活動隊の実績及び成果と課題 

１月 第７回事業企画部会 

・事業総括 ４事業の実績及び成果と課題 

２月 第８回事業企画部会 

・３０年度事業に向けて（部員委嘱等） 

３月 事務局会議で事業報告  

資料９ 資料１０ 
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② ニコニコ活動隊の取組 

ア 取組んだこと 

高齢化に伴う生活上の困りごとを身近にいる地域のスタッフが解消のお手伝を行

う活動である。双方が出会うことで、困りごとが払拭し、喜びに変わる。身近に頼れ

る者がいる心強さは心の元気を回復する機会になるのではないか。同じ地域に住む者

同士が困りごとを通じて新たに顔見知りになり、継続的な支援体制を確立していける

事業として取組んだ。 

実施に向けた準備は以下のとおりである。 

４月 高齢化がさらに進むことを共通理解 

５月 実施事業の実施に向けた協議 

  ６月 事業実施に向けた意見交換（公民館長、 

自治会連合会長、公民館主事） 

＊事業の住み分け一覧表の確認 

  ７月 なのはなクラブニコニコ活動隊  

実施要綱（素案）審議 

  ８月 チラシ、利用登録、利用申請、スタッフ 

募集配布文書（案）作成（資料１２） 

  ９月 部会役割分担の確認 

     ニコニコ活動隊実施に関する文書、チラ 

シ類の協議 

 １０月 ニコニコ活動隊利用登録者及び 

隊員募集について 

     備品保管倉庫設置 

 １１月 ニコニコ活動隊活動開始  

利用申請 ９件 

 １２月 広報紙配布（資料１３） 活動継続   

利用申請 ４件 

  １月 利用者・スタッフアンケート実施 

     利用申請 ３件 

ニコニコ活動隊活動の実績及び成果と 

課題の集約 

  ２月 ３０年度事業実施に向けて 

     活動継続 ６件  

  ３月 活動継続 ５件 備品整理・点検 

 

イ 主な活動及び配慮事項 

 （ア） 備品保管倉庫設置及び機材・機器の管理 

   備品保管倉庫をクラブハウスの東側に設置し

て、随時機材・機器を揃えていった。利用者の要

望にどの程度応えられるか、ボランティアスタッ

フがどのレベルの技能を身に着けているのか不

確定な要素は多々あったが予想される依頼内容

に対応できる機材・機器をそろえた。 

（イ） チラシ・広報紙の作成および配布 

   事業周知のチラシを作成し全戸に配布した。内

容は支援できる活動、活動までの手続き、利用料

金（活動支援金）事業主体を掲載した。併 

せてボランティアスタッフ募集実施と万一に備

え賠償保険に加入した。 

（ウ） 活動までのプロセス 

資料１２ 

資料１１ 

資料１３ 
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利用者宅を事前に訪問して、作業内容、場所、日程を打ち合わせる。その際、「専

門集団ではない」旨の理解を得ることがポイントになる。その後、スタッフ側で人数

、作業日を決め、利用者と調整して作業を実施する。（資料１４） 

（エ） 利用料金及びスタッフの謝金について 

   利用料金（活動支援金）は気軽に困りを抱えている高齢者が利用しやすくするため

１時間５００円、スタッフの謝金は１時間８００円で設定した。 

（オ） 事前打合せの実施 

作業日は事前にクラブハウスに集まり、現場写真等を活用して場所、作業内容、手

順について事前打ち合わせを行う。（資料１４） 

③ 貯筋運動の普及・啓発について 

ア 取組んだこと 

これまで各自治区の公民館等で健康教室を実施してきた。地域により差はあるが参

加者の固定化が進み、教室の拡充策や新規参加者を増やすための対策を検討した。会

員の中に県教育委員会が推進している「貯筋運動」の指導者研修参加者がおり、４名

の研修参加者が推進役として既存事業の健康教室と連携して「貯筋運動」の拡充を目

指した。 

実施に向けた準備は以下のとおりである。 

４月 課題の共通理解 「高齢化により健康不安を抱える会員が増えること」 

５月 実施事業の実施に向けた協議 

   2地区で「貯筋運動」交流会（資料１５） 

  ６月 貯筋運動実施 チラシ作成 （資料１６） 

  ７月 チラシ配布 

  ８月 周知文書配布 

  ９月 貯筋運動実施 県主催の貯筋運動養成研修の実施会場に選定（種具地区） 

 １０月 貯筋運動実施  新規開催地区調整 

 １１月 貯筋運動実施  新規開催地区調整 

 １２月 貯筋運動実施  県主催の貯筋運動養成研修体力測定 

  １月 会員アンケート 貯筋運動の実績及び成果と課題 

  ２月 貯筋運動実施  新規開催地区調整 

  ３月 貯筋運動実施  ２地区開催の方向で調整中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１６ 資料１５ 

資料１４ 
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イ 活動までのプロセス 

 （ア） 研修会に参加中の指導者のいる２地区で先行的に実施。 

 （イ） ５月デモンストレーションとして２地区で交流会を実施する。 

（ウ） 「貯筋運動」普及・啓発用のチラシ作成、配布 

 （エ） 通年で他地区での開催を検討する。地区に持ち帰り調整中。 

  

④ ふれあいバス（お買い物サークル）の拡充 

ア 取組んだこと 

平成２５年から移動手段を持たず買い物に行けない高齢者会員の要望に応え「お買い

物サークル」を実施している。 

今回、地域の公共交通機関の運行実態、民間タクシー会社等の利用料金を調査した。

８００世帯ある団地内のバス運行の利便性はある程度確保できている。しかし、その

他の地区は「バスが運行していない」「運行しているが行き先が限定されている」「運

行しているが運行頻度が少ない」「高齢者にとって停留所までの移動距離が長い」等

「買い物難民」増加の要因を共有する機会になった。 

これまでは週１（毎週金曜日）の運行であったが医療機関のあるエリアの運行ルート

を新設して週２便運行し利便性を高めた。 

また、将来的にはコミュニティーバス運行の必要性も協議して次年度実施の可能性に

ついて検討していくこととした。その場合、バス利用は買い物の枠を越えたケースが想

定されるため名称を「ふれあいバス」で統一することにした。 

 

実施に向けた準備は以下のとおりである。 

４月 課題の共通理解「高齢化による交通弱者に置かれる会員の増加」 

５月 実施事業の実施に向けた協議 

  ６月 事業実施に向けた意見交換（公民館長自、治会連合会長、公民館主事） 

実施事業の住み分け一覧表の確認 

路線バス運行状況調査（資料８） 

  ７月 新コースの設定（大在コース試行） 

  ８月 周知文書配布 

  ９月 週２便運行開始 活動支援金 ３００円／１回  新規利用者 ２名 

 １０月 週２便 継続 新規利用者 ２名 

 １１月 週２便 継続 

     ふれあいバス実施要綱（素案審議） 

 １２月 週２便 継続   新規利用者 １名 バス点検・清掃 

     １月 利用者アンケート ふれあいバスの成果と課題 

  ２月 週２便 継続 

  ３月 週２便 継続 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 バス昇降時の安全確保のため
中で荷物を受け取ります 

運搬の負担軽減と安全確保の

ため玄関口まで運びます 

バス移動時の談笑タイムは心

のリフレッシュに効果あり 
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４ 事業成果 

 ４事業の設定した指標の達成状況及び成果は以下のとおりである。 

（１）事業企画部新設の取組 

① 指標の達成状況 

◇指標１ 新規事業を提案・実施する  新規事業 １件 達成 

◇指標２ 部会への参加率８０％以上  参加率 ７５％ 未達成 

 ② 成果 

  〇事業部会の発足、部員委嘱、定期の部会開催、部会と事務局との意思疎通等、新規

事業の提案、実施及び実施要綱の策定など今後の運営に大きな役割を果たすことが

期待される。 

〇部会の役割を明確にできた  

ＮＰＯ法人の活動をまとめたマスタープラン総括表の実績、成果と課題を踏まえ 

事業企画部が果たす役割が明確になった。同時に部会内で業務の確認、分担を行 

った。 

〇建設的な意見の交換 

部員の専門性や経験知が生かされ、建設的な意見による事業企画が提案・実行で 

きた。 

〇既存の関係団体との事前協議の重要性    

提案資料作成に当たり、事前に既存の関係団体事務局や代表者と情報交換を行い 

課題認識の共有化を図る機会となった。 

〇継続的な見直し議論  

事務の効率化や次世代への引継ぎ、さらには地域の他団体との連携を円滑に行う 

ために、事業の見直し（スクラップとビルド）を継続的に行う必要性を確認でき 

た。 

〇将来像を描き、共有化を図る場    

川添校区の将来ビジョンを念頭に置いた話題提供や情報交換がなされ第２次マ 

スタープラン策定に向けた踏み込んだ話合いにすることができた。（空き家対 

策、空き家や耕作放棄地の利活用等） 

（２）ニコニコ活動隊の取組 

① 指標の達成状況 

指標１：日常の不安が払拭されたと感じる高齢者 80％以上     達成 

指標２：前向きな気持ちで生活できるようになった高齢者 80％以上 達成 

 

 

 

  

 

 

②利用者の感想 

 利用者１ （剪定作業 作業日 ２日 スタッフ 延人数３） 

 ・事前の日程や作業内容の調整は大変丁寧でした。作業内容はとてもきれいで、利用

料金も安く大変助かりました。気にしていたことが一つ終わり満足しています。困

った時にまた利用します。一部のスタッフに作業が集中しなくて済むよう人数が増

えるとよいと思います。 

 利用者２ （窓ふき作業 作業日 １日 スタッフ 延人数４）  

 ・広い家で、普段なかなか手が回らない箇所まできれいになり気持よく年を越すこと

ができます。身近にいる地域の方が、このような活動に協力してくれ心強いです。

作業のついでに、換気扇の故障、玄関の整頓までお願いして大変助かりました。 

 利用者３ （花壇の手入れ 作業日 １日 スタッフ 延人数３） 
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 ・亡くなった義母が大切に手入れをしており、「荒らしてはいけない」と頑張ってい

ましたが体調がすぐれず放置状態でした。今回土の掘り起こし、剪定、土づくり等

一気に済ませることができ満足しています。 

 

③成果 

〇困りごとの解消 

６か月（１０月～３月）で３０件の問合わせがあった。困りごとを抱え解決した

いと考えている高齢会員を把握する機会になった。問合せ内容の中には事業趣旨と

食い違うものが含まれていた。３月までに２０人の要望に応えることができた。 

〇活動備品の調達 

想定できる困り事に対応可能な備品をある程度準備することができた。特に高所

作業に威力を発揮する備品は今後の活動の幅を広げていくことが期待される。 

〇活動の指針となる実施要綱の策定 

実施要綱を策定する過程では、実施に向けた諸問題が指摘かつ整理され計画的な

準備に活かすことができた。また、活動趣旨を説明する参考資料として活用できる

。 

〇相互扶助の仕組みに関心を示す会員の確保 

３月までに１３名のボランティアスタッフの登録が実現した。「自身の健康保持

にもプラスになる」との理由で参加したスタッフ、利用した方がこの活動の趣旨に

賛同してスタッフとして登録してくれるケースも生まれた。 

〇支援スタッフのエンパワメントの促進 

困りごと解消を願う高齢利用者の本音と支援スタッフの体験、経験、技能に裏図

けられた受容的な対応は、高齢利用者に喜びや活力を与えることを実感した。また

、「ありがとう」「助かった」と感謝の言葉を掛けられるスタッフ側も「手伝えて

よかった」との思いを抱く機会になっている。 

〇継続的なセーフティーネット環境への期待 

作業の合間や作業後に交わす高齢利用者とスタッフの会話は貴重な時間であり、

この活動が「総合的に利用者の健康生活支援」の可能性を実感する機会となった。

今後「地域包括支援センター」や「ＮＰＯ法人空き家サポートおおいた」との連携

策を視野に検討を重ねていきたい。 

（３）貯筋運動の普及・啓発について 

① 指標の達成状況 

指標１：健康不安が払拭されたと感じる高齢者 80％以上         達成 

指標２：前向きな気持ちで生活できるようになった高齢者 80％以上    達成 

②参加者の感想 

 参加者１（若葉台地区） 

 ・朝起床時腰が痛くて踏み出せなかったのですが、１０月よりほぼ毎日体操すること

で３ヵ月ごろより傷みが軽くなり今ではすっかり回復しています。 

 

 参加者２（若葉台地区）  

「ハピネス体操」と「貯筋運動」、そして「夢ボール」のプログラムを週１回１年継

続しました。９月～１２月の間の身体測定の結果はどの項目も数値が改善しました

。効果が確かめられたので今後も続けたいです。 
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 参加者３（ハイランド西地区） 

 ・月に１回の参加でしたが、基本的な動きは一人でもできるので、自宅でも取組み 

ました。ハイランド西は男性の参加者も多く気兼ねなく参加できました。 

 

 参加者４（交流会参加者） 

 ・２地区の方々との交流会では、「ゲーム的な要素を含んだ身体活動」を通して初め

てお話する方とも交流が深まり活動を続けていくうえで励みになりました。 

 

③成果 

〇２地区で実施 

先行的に実施している健康教室や健康サロンと、「貯筋運動」の連携を図り、意

欲を向上することができた。また、運動の質や量の確保を工夫して効果的なプログ

ラムを提供して満足度１００％を達成した。 

〇新たな仲間の参加 

健康教室や健康サロンと、「貯筋運動」の連携を図る取組で合計６名の新規会員

を増やすことができた。 

〇運動効果の実証の取組 

県教育委員会が主催する「貯筋運動実施モデル事業」として種具地区で４か月間

取組んだ。「貯筋運動」の普及・啓発活動の推進役となる指導者養成の取組に貢献

できた。      

〇指導者の研修機会 

貯筋運動指導者研修受講者（研修期間３年）に昨年度の４名に加えて本年度３名

が新たに加わり指導者を目指している。普及・啓発活動のマンパワーの向上が期待

できる。 

〇運動の輪を広げる 

「貯筋運動」の普及啓発のため２地区の実践者９０名が同一会場で５月に交流会を

実施した。「健康を志す者同士の新たな出会いになった」「普段感じられない一体

感が感じられた」など活動意欲が高まる機会となった。 

 

（４）ふれあいバス（お買い物サークル）の拡充 

① 指標の達成状況 

指標１：日常の不安が払拭されたと感じる高齢者     ９0％以上   達成 

指標２：前向きな気持ちで生活できるようになった高齢者 80％以上   達成 

②利用者の感想 

 利用者１ 

 ・バスの中が和気あいあい。和やかな雰囲気。運転手さんは一軒一軒下車しやすい

ように玄関の前で降ろして下さり、マネジャーさんは荷物の積み下ろしを手伝っ

てくださるなど細かい心遣いに常々感謝しております。楽しい買い物ができます

。今後も大いに利用します。 

 利用者２ 
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 ・利用者が次々に乗り、人数も増え車中はユーモアあふれて楽しい情報交換の場で

ありお買い物も時間たっぷりで満足しています。また、通院にも利用させていた

だいており大変助かります。 

 利用者３ 

 ・同乗者による親交の深まり、一寸便利、成程と感じる情報をいただける喜び、同

じ校区に在住しながら初めてお友達になれた方が多い等嬉しいことが増えまし

た。 

 利用者４ 

 ・都合がつくなら、ミニお食事会、お花見等企画していただけたらと少し期待して

います。 

③ 成果 

〇買い物弱者の心強い味方 

利用者のアンケートからお買い物バスの満足度１００％であった。生活をして

いくうえで大きな支えになっている。 

〇心身のリフレッシュ 

新規に参加した会員が、バス内で交わす会話の輪に入り「心身のリフレッシュ

になる」等の効用を強く感じる機会になっている。地域の会合で積極的に情報提

供者になり。今回、３名の新規会員増につなげることができた。 

〇地域課題としての共通認識（移動困難地域有） 

公共交通機関の運行状況を調べ域内の「バスが運行していない地区」、「停留

所がない地区」等移動困難地域の実態把握、「タクシー会社及び利用料金」など

を調べた。新しい運行コースの決定の際に現状の移動手段を補完するコースを検

討・決定した。 

〇ふれあいバス実施要綱（素案）の策定 

移動困難地域の解消に向けた取組として、マイクロバスの幅広い活用策を検討

していくため「ふれあいバス実施要綱（素案）」を策定中 

５ 新たなニーズ・課題（対応策 必要な体制の検討） 

  各事業の課題は以下のとおりである。 

（１）２次マスタープランの策定 

    〇今後事業を行う上で２次マスタープランを策定する必要がある。来年度は国・県

・市の動向を視野に入れ、４０年、５０年先に川添地区に住み続ける会員の声や

要望を集め、反映させることが重要と考える。そのための議論の場を準備してい

く。そして、若者の描いた将来像（豊かな自然を活用した体験活動、子育て世代

の困り事解消等）を実現するための運営体制を整えることで若い世代の地域づく

り参画への意欲を高めていきたい。 

 

（２）事業企画部の新設 

〇若い世代の意見を反映していく取組の強化 

若い世代を対象にして人選を試みたが、複数の役割を担い、調整が難しく部員 

委嘱に至っていない。 

〇参加体制の整備と効率的な部会運営 

他の会議と重複して参加できないケースがあった。参加体制を整え効率的な部 

会運営のための創意工夫が望まれる。 

〇情報共有の工夫 

部会に参加できなかった場合に話し合いの経過や決定事項、事業の計画や進捗 

   状況等の情報共有が行えるよう工夫を継続していく。 

   〇限られた地域資源の有効活用策の提案につなげていくために 

    法人運営の業務はこれまで増加傾向にあった。一方で、時代の変化に対応した事

業展開も求められている。スクラップとビルドの判断を適切に行うには、財務状況

、人材の確保状況、業務内容、支援スタッフの有無、関係団体との役割分担、事業
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の緊急性・重要性の審査等年間を通じて判断材料を集め共有しておく必要がある。

本年度事業企画部を新設したが今後、部会が果たす重要な役割である。 

 

（３）ニコニコ活動隊の取組 

〇事務手続きの効率化 

活動までの流れは以下のとおりである。 

   ①利用者から情報を受取（クラブハウス）、②部内で依頼内容を審査、➂事業趣旨

に合致している申請について事前打合せの日程調整、➃作業内容、業務量に必要な

スタッフの確保、⑤作業日調整後利用者連絡、⑥用具準備、当日作業⑦利用料金徴

収、領収書発行、⑧用具片付け、⑨作業報告書作成 スタッフの活動可能日が把握

できていると④⑤⑥の手続きが効率的に行えると考えている。  

  〇スタッフ研修の実施 

    スタッフの専門性や経験知の共有化を図り、スタッフの意欲や資質の向上に取組

む。 

  〇高齢スタッフへの配慮 

    ボランティアスタッフもかなりの高齢者である。体力面で無理の利かない身体で

あるため「作業時間上限の設定（２，３時間）」「作業条件に配慮した作業日など

の設定」などの配慮が欠かせない。 

〇適正な利用料金の設定 

２９年度は助成事業として実施している。気軽に困りを抱えている高齢会員が利

用しやすくするため利用料金（活動支援金）は１時間５００円で設定した。今後の

事業の継続を視野にいれて適正な料金設定を検討する。 

〇民間業者との利益対立への配慮 

地域限定の「継続的な相互扶助の仕組みの定着」を目的にした事業である。民間

業者やシルバー人材センター活動者には事業趣旨を丁寧に説明して理解を求めて

いく。 

（４）貯筋運動の普及・啓発について 

〇未実施地区への普及 

教室参加者の固定化している健康教室と引き続き効果的な連携を図り実施でき

るよう働きかけていく。その際、本年度の２地区の取組の成果やモデル事業の体力

測定結果等を活用する。 

〇新規参加者の増加 

普及チラシや広報紙を活用して引き続き普及啓発に取組む。 

〇指導者の確保及び研修 

指導者研修受講者７名が指導力の向上を図るための条件整備に努める。 

（５）お買い物サークルの拡充 

〇コミュニティーバス運行に向けた条件整備 

移動困難地域居住者、高齢化に伴う免許の自主返納、家庭事情の変化などにより

移動困難者の増加は避けられない。クラブ所有のマイクロバス（２９人乗り）の効

果的な運行の在り方は継続的な課題である。 

〇安全を最優先にした車両及び運行管理 

定期的な点検、使用前後の点検、気候に対応した装備、運転手の確保と安全意識

の徹底等の努力を継続していく。また、夏場の暑さ対策として、バス室内にカーテ

ンの設置を希望する声が多数届いていり対応策を考えたい。 
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６ まとめ 

（１）平成３０年度事業と将来展望について 

  上記の成果と課題を踏まえ３０年度に向けた事業は資料１７のとおりである。 

①２次マスタープランの策定                  【新規】 

②貯筋運動の普及啓発（高齢者の健康寿命を延ばす）       【継続】 

③ニコニコ活動隊                       【継続】 

④ふれあいバスの運行                     【継続】 

  ⑤高齢者の活力を生かす場の創出とニラ商品販売による自主財源の確保 

【継続】【新規】 

（２）上記事業の実施により、中期的に達成したい目標・対象者や地域社会に期待される

効果は以下のとおりである。 

①マスタープランに基づいた事業が展開され関係団体の連携促進や若者の参加が増

加する。 

②高齢者の自立に必要な支援策の定着及び伸びる健康寿命 

〇健康寿命を延ばす取組み（貯筋運動の普及啓発） 

〇高齢者の困り事解消事業（ニコニコ活動隊） 

〇ニコニコバス（旧事業名 お買い物サークル）運行 が 

身近な場所で継続的に行われるため、高齢化の不安感が払拭され、前向きな気持ちで

生活する高齢者が増える。また、支援側スタッフのエンパワメントが強化され相互扶

助のしくみが定着する。 

さらに、ニコニコバス運行は免許返納者や移動・交通弱者の支援策としての認知 

度が高まり、高齢者の免許返納者が増え、高齢者事故の未然防止につながってい 

く。 

③農産加工商品の生産体制強化 

 域の農産加工商品（発酵ニラ佃煮、ニラ茶、ニラ饅頭等）の販売が軌道に乗り商 

資料１７ 
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品生産量、売上額が増加して自主財源確保の見通しが持てる。かつ、ニラ生産者の

規模拡大により地域の１次産業の活性化と生産に携わる高齢者の労働意欲が高まり

地域社会に活力を生み出す。（資料１８） 

 資料１８ 


