石川県地域の支え合い
活動事例集

はじめに

本県では、地域活動を担う世代の人口減少や、地域の助け合い機能の低下など、
地域福祉を取り巻く環境変化に対応するため、平成 31 年３月に「石川県地域福祉
支援計画 2019」を策定いたしました。
県民誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、公的サービスに
よる対処だけでなく、地域における支え合いの充実を図り、これらの一体的な提
供を通じて、自立した日常生活を支える社会環境づくりが必要です。
このたび作成した「石川県地域の支え合い活動事例集」では、地域における支
え合い活動を推進するため、県内で積極的に取り組まれている地域の福祉活動を
紹介しています。
本冊子が、これから地域福祉活動を始めようとする方々や、これまでの活動を
さらに広げようと考えている方々に役立てていただければ幸いです。

石川県
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会

地域の支え合い活動事例

地域安心生活支え合い事業「新竪そくさいネット」
新竪町校下社会福祉協議会（金沢市）

みんなで考えよう新竪の明日を

一人暮らし高齢者等が地域で安心して生活できる基盤構築を目標に、市内の中心部地区
のモデルとして平成 25 年度から３年間、新竪校下社会福祉協議会が指定されました。具
体的には、初年度は校下を４ブロックに分け座談会の開催、２年目はお年寄りを対象とし
た「心配ごと・困りごと」について聞き取り調査を実施しました。調査結果からは「これ
をしてほしい」という具体的な事柄より「地域のつながりが薄くなった」
「地域の情報が入っ
てこない」などコミュニティの再構築に期待が寄せられていることがわかりました。
みんなで支え合う新竪校下に

聞き取り調査の結果を受け、高齢者の生活支援のお手伝いをしてくださるボランティア
「そくさいサポーター」を校下から募集したところ 50 名近くの賛同をいただきました。
サポーターから「日常の生活支援だけでなく自分がやってみたい、やれそうな活動を」
との声があがり、自然発生的に４つのグループが出来上がりました。サポーターはいずれ
かのグループに属し、それぞれの活動の企画・実施が始まっています。
この事業を通じて高齢者の方々だけでなく「支援を必要とする人たち」を校下の人達が
「みんなで支えることができるんだ」という機運が住民のみなさんに高まり、大変心強い
ネットワークができています。

〇買いもんいくまい会
・対象：75 歳以上一人暮らし、二人世帯
・毎週水曜午前
・デイサービスしらう
め園のデイサービ
スバスで送迎

〇そくさいカフェ・こまちなみ
・会場：円徳寺（校下内）
・第３木曜午前
・お茶を飲みながら楽
しくおしゃべり

〇きずな結び隊

〇広報 ひろめ屋

・高齢者が楽しんでいただけるイベントの企画、 ・そくさいネットの
運営
活動を紹介する広
・小学生による高齢世帯訪
報紙の作成
問や調理師専門学校生
・校下の行事やイベ
ントなどの案内チ
による手作り弁当の配
ラシ作成
食や会食会などの開催

【問い合わせ】新竪町校下社会福祉協議会
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TEL 076（231）0258

地域の支え合い活動事例

地域ぐるみで認知症予防「田鶴浜カフェ」
田鶴浜地区生活・介護支援サポーター会（七尾市）

地域のためにできること

七尾市社会福祉協議会が開催している生活・介護支
援サポーター養成講座を修了した田鶴浜在住者が集
い、
「田鶴浜地区生活・介護支援サポーター会」を立ち
上げました。
地元田鶴浜地区社会福祉協議会や民生委員児童委員
協議会も参画し、
「自分たちが地域のためにできること」
を話しあった結果、地区の高齢化率が高いことから、
独り暮らしや高齢者夫婦世帯の引きこもり防止と認知

定期的に企画会議を行い運営改善。うれしい
出来事も共有し、活動の活力に繋げています。

症発症予防を目的にカフェの開設を目指すこととし、カフェには誰でも気軽に参加しても
らいたいとの願いを込めて「田鶴浜カフェ」と名付け、サポーター会が運営を始めました。
みんなの交流の場をめざして

散歩がてらにフラッと立ち寄れるよう、平成 29 年 10 月から地区内３会場で月に１度、
高齢者を中心に参加を呼び掛けています。
カフェでは、地域のあらゆる方々に「できることをできる時に」関わってもらいたいと、
立ち上げの時から協力を依頼してきました。その声に応え、県立田鶴浜高校衛生看護科・
健康福祉科の生徒が、参加者向けのチラシづくりをはじめとし、プログラムづくりや、体
操やレクリエーションの指導も支援してくれます。「高
齢者との会話は話し方、接し方の体験ができ、福祉教育
の実践の場になっています」と、学校から力強いメッセー
ジもいただいています。
他にも精神科の医師やソーシャルワーカー、保健師も
交代で通ってきており、専門的な相談にも個別に対応し
田鶴浜高校生による体操指導。この日は
近所の田鶴浜保育園児も参加しにぎやかに。

てもらっています。

地域の福祉は、住民主体

徐々に活動の周知理解も広まり、近所のスーパー
からお茶菓子の差し入れや、町会から器具などの提
供もいただくようになりました。
将来は、住民による福祉・介護の困りごと相談窓
口にも着手し、身近な場所での福祉の拠点を目指し
ます。

口コミで回を重ねるごとに参加者が増えています。

【問い合わせ】（社福）七尾市社会福祉協議会
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TEL 0767（52）2099
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福祉出前講座「みんなでやさしいまちづくり教室」
加賀市社会福祉協議会（加賀市）

みんなが住みよいまちに

加賀市社会福祉協議会では、あ
らゆる人々が地域の自然なサポー
トに支えられ、一人ひとりが望む
普段の暮らしが当たり前の社会に
なることを目指し、福祉教育事業
に取り組んでいます。
特に、幼少期から地域福祉に対す
る関心を促し、地域活動への積極的
な参加により、自ら学び自ら考える
力 を 育 て る こ と を 目 的 に、平 成20
年度から市内の学校を対象とした
福祉出前講座を実施しています。

みんなでやさしいまちづくり教室（略称：やさまち教室）
教室名

内容

聞こえに障がいのある 手話体験、聞こえない人の
人への理解
理解、質疑応答など
視覚に障がいのある人 点字体験や見えない体験・
の生活の理解
質疑応答など
車いすで生活している 車いす体験、車いすの生活の
人の理解
様子の説明、質疑応答など
こころの健康について 講義、ロールプレイ等

直近３年間の実績

所要時間

２限
例：３限と４限、
５限と６限など

１～２限

H29：５校 14 件、児童センター６件
H28：23 校 26 件
H27：22 校 35 件

協働実践による取り組み

福祉を課題として総合的な学習の時間が設定されている小・中
学校があります。しかし、講義だけでは、福祉は障害者や高齢者
など困っている人のためのもので、自分と遠い人達のことという
イメージになりがちです。そこで、同じ地域で様々な工夫をして
生活している身体の不自由な方（目の見えない方、耳の不自由な
方、盲聾唖者、車イスを利用されている方など）に登壇していた
だき、自らの暮らしを知ってもらうことを大事にしています。ま
た、学年に合わせたわかりやすい言葉による説明や授業の組み立
て方など学校の視点も重要です。このように学校・地域・社協の
三者協働によるプログラムづくりに繋がっています。
長く続ける活動に

平成 29 年度からは少人数で体験型のプログラムを提案し、
児童センターでの開催も行っています。講師の方は「大人に
なったときに、地域にこんな人がいたな、あんな体験をした
な、と思い出してもらえたら」と期待を寄せます。いろんな
人と関わりながら、助けてもらったり助けたりしながら共に
生きる力を育み、体験した子どもたちが大人になったときの
将来の地域づくりに活かしてもらえるように続けています。
【問い合わせ】（社福）加賀市社会福祉協議会
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夏休 み 山 代 児 童 センターで。盲 導 犬 ジ ン
ジャーの活動や点字の読み方を学びました。

TEL 0761（72）1500
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人づくり・地域づくりからうまれる「地域福祉委員会」
能美市社会福祉協議会（能美市）

私たちのまちづくり大作戦

能美市社会福祉協議会では、地域福
祉活動計画の策定を機に平成 20 年度
から小地域福祉活動の基盤づくりと
して、情報伝達のしくみと強いまと
まりのある町（内）会を単位とする「地
域福祉委員会」の設置と活動の充実に
取り組んできました。地域のだれも
が安心・安全に暮らせるよう、見守
りネットワーク体制の構築をめざし、
町会一つ一つへの働きかけを丁寧に
行い、約 10 年の歳月をかけ、平成 28
年で 74 町会すべての町会が地域福祉
委員会を設置することができました。

地域ぐるみの見守りや支えあいを進める組織
「地域福祉委員会」

・市内 74 町会ごとに設置、町会長が委員長
町会役員・公民館・民生委員児童委員・福祉推進員・各
種団体・住民が参加
〈地域福祉委員会の役割〉
１．町の状況を住民自身が把握し、話し合う
２．だれかの困りごとを、町の皆の問題として捉え、解決を
考える
３．隣近所、各種団体等、町の皆が連携しあい、解決策を実
践する
４．地域福祉委員会の活動にいきいきサロンを位置づける

地域福祉は、福祉関係者だけでなく、まちぐるみの体制で

能美市社会福祉協議会では、地域福祉委員会活動の充
実を支援すると共に活動の中核となり得る人を増やすた
め、研修講座や啓発活動を継続して段階的に行っていま
す。地域福祉委員会を町会単位で設置したことにより、
住民同士の日ごろの見守りから気づいたことや気になる
ことの情報を共有する場、話し合える機会が地域に定着
し、まちぐるみで見守る意識が浸透してきました。さら
には、そのままにしておけない、という住民の自然な助
け合い活動が地域に生まれてきました。次第に誰かの困

「なんとかあの人を支えてあげれないか」
地域福祉委員会で議論が深まります。

りごとを自分ごととして考える意識が広がりを見せていることから、能美市社会福祉協議
会では、社会から孤立させない、排除しないという視点を大切に、地域の福祉教育として、
「お互い様」で支え合う地域づくり
を、住民や商店・企業・学校・関係
機関・行政等を巻き込みながら地域
全体で取り組んでいきたいと考えて
います。
みんなで集まりみんなで楽しむ場所づくり。
「いきいきサロン」が各地で運営されています。

【問い合わせ】（社福）能美市社会福祉協議会
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TEL 0761（58）6200
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地域力創出と見守り活動としての「買い物支援」
能美市商工女性まちづくり研究会（能美市）

私たちにできること

平成 23 年、商工会女性部メンバーの間で、普段の買い物に困っている人たちが増えて
いる気がする、自分たちでできることはないかと話題になりました。手始めに、市内で生
鮮食品が買える店を地図で確認すると、想像以上に店舗が減少している現状に驚きました。
同時に、お店が全く無い地区にどんな支援ができるか話し合い、商工会加盟店舗の協力を
得て生活必需品等を車で運ぶことができるのでは、と話がまとまりました。
地域のことを見極める

まず取り組んだのが現地調査です。いま地域で起こっている
現象をしっかり把握する、こちら側の思いや都合だけでなく、
相手の立場に立ち、お互いに連携することの意義を見出すこと
に注力しました。
「電話注文すると配達してくれる制度もあるけ
ど、自分で選びたいし量も少なくていいのよ」
「子どもに頼みた
いこともあるし毎週来られると困るわ」等の声をお聞きし、１
年目の終わり、山間部の鍋谷地区から移動販売を開始しました。
町会がチラシの全戸配布や町内放送の告知、民生委員さんは、
高齢者や障害のある方に直接声かけをしてくださるなど、地域
ぐるみで活動を受け入れてくださいました。そうした活動の効
果が認められ、市や商工会等から自前の車を購入するため補助・
助成の支援をうけ、訪問先が徐々に 11 地区まで拡大しました。
商工会以外の市民も参加しやすいよう、平成 25 年、任意団体「能
美市商工女性まちづくり研究会」を立ち上げました。

３人１組で訪問。地域をよく知る
市社協職員にも同行してもらいました。

鍋谷町の地域福祉委員会に出席。
現地調査で分かった住民の声を
報告し、意見交換。

住民同士のつながりの強化に

当初からの目的の一つに「見守り活動」を掲げ、“ 効率よくスピーディに販売して利益
を確保すること ” ではなく、住民同士の関係強化づくりを目指しています。月２回の訪問
では十分でないのでは、とジレンマ
もありましたが、冬期には皆で除雪
をして待っていてくださったり、移
動販売車を囲みおしゃべりを続けた
りする姿に、地域の普段の付き合い
強化のきっかけにもなっていると感
じています。
移動販売は、近所の人同士がゆっくり話をする場にもなっています。

【問い合わせ】能美市商工女性まちづくり研究会 TEL 0761（57）3711（会長北野ゆかり）
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園児と一人暮らし高齢者の交流・昼食会
穴水町内社会福祉法人連絡会（穴水町）

町内連絡会の立ち上げ

平成 28 年から町内６法人で穴水町内社会福祉法人連絡会を立ち上げ、穴水町の生活課
題にあった活動に取り組んでいます。
そのようななか、町外の業者に委託している高齢者に対する配食サービスについて、
「地
元の我々で一部分でもお手伝いできるのではないか」「施設が作っている給食を、多めに
作って配食すればどうか」「せっかくなら、孤食が多い一人暮らしの方には、ご希望であ
れば施設で園児と一緒に食事をしてもらってはどうか」との意見が出されました。そこ
で、準備段階から地区民生委員の協
力も得て、穴水福祉会（平和こども
園）と穴水町社会福祉協議会の連携
で、園児との交流・給食・配食サー
ビスを行いました。
１回目は７名の高齢者が、園児た
ちと七夕にちなんだ交流を楽しんだ
のち、ランチルームで一緒に昼食を
食べました。
配食を希望された方には、
輝き続ける町のために

あたたかいメッセージを添え
お弁当を配りました。

平和こども園・日吉園長は、「以前から法人の特性を活かして、何か地域に恩返しがで
きないかと考えていた。子どもの健やかな成長を考えたとき、今日の経験がプラスになる
ことは間違いない。今後も継続的にこの事業を行いたい。」と話しておられました。
穴水町内社会福祉法人連絡会では、これからも、買い物支援など６法人の協働によるさ
らなる取組みについて、話し合いを重ねていく予定です。

昼食は、七夕にちなみ天の川をイメージしたちらし寿し。
「こんな彩り豊かで、楽しい食事は久しぶり」
。

満面の笑みで、歌にあわせて園児と手遊びをする高齢者たち。

【問い合わせ】（社福）穴水町社会福祉協議会
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TEL 0768（52）0378
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