
地域で行う生活支援の体制づくりに向けて

～花巻市ご近所サポーター事業モデル事例～

健康福祉部長寿福祉課

H29.10.16～



「Ｈ２９～花巻市ご近所サポーター事業」の実施

①地域にある「協議の
場」で生活支援の体制
づくりについて「話し
合う」

②有償ボランティアによ
り生活支援を提供する。

「地域で行う生活支援」の取り組みとして、平成２９年４月から「花巻
市ご近所サポーター事業」がスタートしています。

モデル事例として、現在実施している地区をご紹介します。

実施地区
①宮野目地区

（宮野目地区有償ボランティア事業推進協議会）

②笹間地区
（笹間地区コミュニティ会議）

③八幡地区
（八幡まちづくり協議会）

④八日市地区
（八日市地区コミュニティ会議）

⑤亀ヶ森地区
（亀ヶ森地区コミュニティ会議）

⑥高松第三行政区
（高松第三行政区ふるさと地域協議会）

⑦太田地区
（太田地区生活支援ボランティア協議会）



【参考】 生活支援の提供メニュー

（厚労省通知である老計10号⇒現行の介護保険相当）

①掃除
居室内やトイレ、卓上等の清掃

②ゴミ出し
ゴミ出し、分別等

③洗濯
洗濯機または手洗いによる洗濯
洗濯物の乾燥（物干し）、
洗濯物の取入れ・収納、アイロン掛け

④ベッドメイク
利用者不在のベッドでのシーツ交換
布団カバーの交換等

介護保険に規定されている生活援助に限定したサービスメニューの提供です。
（担い手は、ＮＰＯ・民間事業所・ボランティア団体・地域団体等、様々です。）

※生活援助のみ（身体介護は介護サービス事業所のみが提供）

サービスとして提供できるメニューは？？

⑤衣類の整理・被服の補修
衣類の整理（夏・冬物等の入替え）
ボタン付け、破れの補修等

⑥調理、配下膳
配膳、後片付けのみ、一般的な調理

⑦買い物、薬の受け取り
日常の買い物（品物・釣り銭の確認含む）
薬の受取等

※サービス提供にかかる準備行為等
安否確認、体調チェック、部屋の換気、
情報収集・提供、サービス提供の記録等



ボランティア研修の実施
（Ｈ２８～Ｈ２９で４回実施、市内８３名が受講済み！）

研修メニュー

日程 研修メニュー

１日目

10:00～
15:00

開講式

ボランティアの現状と課題

心肺蘇生法について

認知症サポーター養成講座

２日目

10:00～
15:00

個人情報に関する留意事項

総合事業について

障がい者の心理と理解

高齢者の食支援について

活動の心得（訪問時のマナー等）

閉講式 修了証の交付

１．研修は２日間で合計８時間。

２．研修修了者には、
①修了証
②携行証（身分証明書）を交付。

３．総合事業の生活支援をするため
には研修の受講が必須。

※第５回のボランティア研修はH29.11.9～10に開催！
（Ｈ２９の最終開催。Ｈ３０以降も継続予定）



～花巻市ご近所サポーター事業受託の流れ～ 意思決定→立ち上げ

①地域での事業受託の決定

②市との委託契約

③地域への周知・ボランティアの募集

④ボランティアの登録・管理
ボランティアの研修（市主催）

ケアマネからボランティアの依頼 →

⑤ボランティアの手配・報告

ケアプランで決められた日程で →

⑥生活支援の提供・完了報告

⑦市へ月報、請求書の提出

⑧ボランティアへ謝礼の支払い

（１）地域での意思決定 （２）生活支援の提供 → 完了報告



地域での意思決定までの流れ

ＳＴＥＰ１ いろんな場で説明を聞いてもらう（まずは制度を知ってもらう）

①地区コミュニティでの会議 ②行政区の会合 ③民児協の定例会後
④社協の地域福祉懇談会等 ⑤その他地域の会議等
において「総合事業、地域で行う生活支援の仕組みについて説明」

ＳＴＥＰ２ 地区で困っていること、生活支援の必要性を話し合ってもらう
・地域の実情に合わせ、

地域の機関会議等で「ご近所サポーター事業」受託の可否決定
（①生活支援の有償ボランティアは必要か？ ②生活支援の実働部隊は確保できるか？

③事務局はどこが担うか？ ④協議体の位置づけ（既存の会議？新しくメンバー選出するか？）
※話し合いの結果、除雪等のメニューを地域独自に立ち上げることも可能（ただし介護保険対象外）

ＳＴＥＰ３ 地区で生活支援を実施するための「協議の場（話し合いの場）」を開催してもらう

・地域の「協議体での話し合い」を開催し、
①役割分担 ②地区住民への周知 ③ボランティアの募集 ④生活支援の提供の流れを確認



地域での意思決定までの流れ

ＳＴＥＰ１ いろんな場で説明を聞いてもらう（まずは制度を知ってもらう）

①地区コミュニティでの会議 ②行政区の会合 ③民児協の定例会後
④社協の地域福祉懇談会等 ⑤その他地域の会議等
において「総合事業、地域で行う生活支援の仕組みについて説明」

ＳＴＥＰ２ 地区で困っていること、生活支援の必要性を話し合ってもらう
・地域の実情に合わせ、

地域の機関会議等で「ご近所サポーター事業」受託の可否決定
（①生活支援の有償ボランティアは必要か？ ②生活支援の実働部隊は確保できるか？

③事務局はどこが担うか？ ④協議体の位置づけ（既存の会議？新しくメンバー選出するか？）
※話し合いの結果、除雪等のメニューを地域独自に立ち上げることも可能（ただし介護保険対象外）

ＳＴＥＰ３ 地区で生活支援を実施するための「協議の場（話し合いの場）」を開催してもらう

・地域の「協議体での話し合い」を開催し、
①役割分担 ②地区住民への周知 ③ボランティアの募集 ④生活支援の提供の流れを確認

組織作りが難しそう・・・

なにから始めたら
いいんだろう・・・

取り組みにくい・・・



ケース１

たとえば「除雪」のボ
ランティアで活動中！

ケース２

たとえば「見守り」のボ
ランティアで活動中！

ご近所サポーター事業
の委託契約

私たちの地域には、既存のボランティア団体がある！！

新しく組織を立ち上げる必要はありません（必ずしも）！

たとえば、

ゴミ捨ても大変そうだ
なぁ・・・

ゴミ捨てだけ手伝ってあ
げられないかなぁ？

買い物も手伝って
あげよう！！

60円/0.5h（利用料） 120円/1h（利用料）



宮野目地区の事例

１ 人口・高齢化率等（H29.3.31）

人 口 5,381人
高齢者人口 1,617人
高齢化率 30.05％
要支援1･2 99人

２ 受託までのｽｹｼﾞｭｰﾙ

①社協宮野目支部による「ボランティアセンター」
を開設（社協ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ事業による独自の取り組み）。

②総合事業の「生活支援メニュー」「支援対象者」
以外の生活支援ニーズは「ボランティアセンター」
で対応予定。

③社協地域福祉懇談会等において、総合事業、ボラ
ンティアセンターの周知

３ 契約主体、協議体メンバー等

①契約主体 宮野目地区有償ボランティア
事業推進協議会

②事 務 局 〃
③協議体メンバー

社協宮野目支部、民生児童委員協議会、
老人クラブ連合会、宮野目コミュニティ
会議、区長会、社協、市、包括

月 内容

H28.5 ｺﾐｭﾆﾃｨ役員、社協支部へ事業説明

H28.7 事業受託の決定、協議

H28.8 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修の地区案内

H28.9 協議体準備委員会

H28.10 第１回協議体開催

４ 特徴的事項

H28.1１ 花巻市生活支援モデル事業受託

H29.4 花巻市ご近所サポーター事業受託



10

協議体 『宮野目地区有償ボランティア事業推進協議会』
構成団体 社協宮野目支部、宮野目地区民児協、老人クラブ連合会、

宮野目コミュニティ会議、区長会、社協、市、包括

相談者、包括支援センター、居宅ケアマネ

宮野目地区有償ボランティア事
業推進協議会

事業対象者への生活援助
の提供(訪問A)

サービス提供の依頼

地域福祉コーディネーター

ボランティアセンター（社協支
部セーフティネット事業）

サービス提供依頼の受付、ボランティアの派遣・依頼

住民ボランティア募集・登録

完了確認・請求事務

全住民への生活援助の提供
除雪・ペットの世話などの
オリジナルメニュー

市の研修を受講した
住民ボランティア

地域課題と地域資源の掘り起こし、生活支援メニューの決定
サービスの提供主体について検討、制度の周知方法の検討・場の提供

ボランティア募集方法の検討

住
民
団
体

完了確認・請求事務



笹間地区の事例

１ 人口・高齢化率等（H29.3.31）

人 口 3,152人
高齢者人口 1,145人
高齢化率 36.32％
要支援1･2 72人

２ 受託までのｽｹｼﾞｭｰﾙ

①笹間地区コミュニティ会議で実施している「除雪
ボランティア」の運営ノウハウを活かした協議

②意思決定までに地区説明会等を開催

③事務局はコミュニティが担い、実働部隊は地域の
様々な方が関わる位置づけとするため「笹間地区生
活支援有償ボランティア協議会」を結成。
（地域の協議体構成メンバーによる）

３ 契約主体、協議体メンバー等

①契約主体
笹間地区コミュニティ会議
②事 務 局 笹間地区コミュニティ会議
③協議体メンバー
笹間地区コミュニティ会議、民生児童委員協
議会、区長会、社協笹間支部、

社協、市、包括

月 内容

H28.5～6 ｺﾐｭﾆﾃｨ役員、社協支部へ事業説明

H28.7～8 地区会議にて事業受託の決定、協議

H28.8 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修の地区案内（内容協議）

H28.9 協議体準備委員会

H28.10 第１回協議体開催

４ 特徴的事項

H28.1１ 花巻市生活支援モデル事業受託

H29.4 花巻市ご近所サポーター事業受託



住
民
団
体
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協議体 『笹間地区生活支援有償ボランティア協議会』
構成団体
・笹間地区コミュニティ会議
・民児協・区長会・社協笹間支部・社協・市・包括

相談者、包括支援センター、居宅ケアマネ

生活援助の提供
（訪問A）

住民ボランティア
の募集・登録

完了確認・
請求事務

サービス提供依頼の受付
ボランティアの派遣

サービス提供の依頼

除雪ボランティア(1回300円)
対象者：独居高齢者

高齢者世帯等

笹間地区コミュニティ会議
（事務局 笹間地区コミュニティ会議事務局）

地域課題と地域資源の掘り起こし
生活支援メニューの決定

サービスの提供主体について検討
制度の周知方法の検討・場の提供
ボランティア募集方法の検討



八幡地区の事例

１ 人口・高齢化率等（H29.3.31）

人 口 2,894人
高齢者人口 956人
高齢化率 33.03％
要支援1･2 48人

２ 受託までのｽｹｼﾞｭｰﾙ

①協議体を八幡まちづくり協議会および７行政区の
代表者で構成（情報連携や地域の見守りを密にする
効果）。

②ボランティア募集のチラシを早期に全戸配布

③元気でまっせ体操を取り組んでいる地域の主体性
を活かした生活支援体制づくり

④地域に新現役世代の「生きがい活動」を促進する
事業展開あり

３ 契約主体、協議体メンバー等

①契約主体 八幡まちづくり協議会
②事 務 局 〃
③協議体メンバー

八幡まちづくり協議会、７行政区より１名
（民生委員、行政区長、ボランティア代表）、

社協、市、包括

月 内容

H28.5 まちづくり協議会へ事業説明

H28.6 地区会議にて事業受託の決定、協議

H28.8 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修の地区案内（内容協議）

H28.9 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修受講

H28.10 協議体準備打合せ

４ 特徴的事項

H28.1１ 花巻市生活支援モデル事業受託

H29.4 花巻市ご近所サポーター事業受託 ※現在、掃除支援等実施中



住
民
団
体
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協議体 『八幡地区高齢者生活支援事業推進協議体』
構成団体
・八幡まちづくり協議会
・7行政区の代表者各1名（行政区長、民生委員、ボランティア代表者）
・社協・市・包括支援センター

相談者、包括支援センター、居宅ケアマネ

八幡まちづくり協議会
（事務局 八幡まちづくり協議会事務局）

地域課題と地域資源の掘り起こし
生活支援メニューの決定

サービスの提供主体について検討
制度の周知方法の検討・場の提供
ボランティア募集方法の検討

事業対象者へ
の生活援助
の提供(訪問A)

住民ボラン
ティア募集・
登録

完了確認・
請求事務

サービス提供
依頼の受付
ボランティア
の派遣

サービス提供の依頼



八日市地区の事例

１ 人口・高齢化率等（H29.3.31）

人 口 1,144人
高齢者人口 424人
高齢化率 37.06％
要支援1･2 23人

２ 受託までのｽｹｼﾞｭｰﾙ

①コミュニティ会議に行政区長・民生委員等、地区
役員で構成されているため、協議体を八日市地区コ
ミュニティ会議で構成

②地区で総合事業・元気でまっせ体操に関するパネ
ルディスカッションを開催

③サロン構成員の研修会で総合事業の研修会、ボラ
ンティア募集の仕組みづくり

３ 契約主体、協議体メンバー等

①契約主体 八日市地区コミュニティ会議
②事 務 局 〃
③協議体メンバー

八日市地区コミュニティ会議、社協、市

月 内容

H28.6～7 コミュニティ会議へ事業説明

H28.8 地区会議にて事業受託の決定、協議

H28.8 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修の地区案内（内容協議）

H28.9 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研修受講

H28.10 協議体準備打合せ等

４ 特徴的事項

H28.1１ 花巻市生活支援モデル事業受託

H29.4 花巻市ご近所サポーター事業受託



住
民
団
体
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協議体 『八日市地区コミュニティ会議』
構成団体
・八日市地区コミュニティ会議
・社協・市

相談者、包括支援センター、居宅ケアマネ

八日市地区コミュニティ会議
（事務局 八日市地区コミュニティ会議事務局）

地域課題と地域資源の掘り起こし
生活支援メニューの決定

サービスの提供主体について検討
制度の周知方法の検討・場の提供
ボランティア募集方法の検討

事業対象者へ
の生活援助
の提供(訪問A)

住民ボラン
ティア募集・
登録

完了確認・
請求事務

サービス提供
依頼の受付
ボランティア
の派遣

サービス提供の依頼



亀ヶ森地区の事例

１ 人口・高齢化率等（H29.3.31）

人 口 1,082人
高齢者人口 420人
高齢化率 38.81％
要支援1･2 24人

２ 受託までのｽｹｼﾞｭｰﾙ

①公民館単位の支援構築を視野に入れ、
協議体のメンバーを構成。

②協議体の会議を定期的に開催する意向。

③制度の周知を第一の目標とし、必要に応じて自治
公民館単位の説明会を開催。

④社協大迫支部で一定期間、事務局支援を行う。

※現在、ゴミ捨て支援実施中

３ 契約主体、協議体メンバー等

①契約主体 亀ヶ森地区コミュニティ会議
②事 務 局 〃
③協議体メンバー

亀ヶ森地区コミュニティ会議(2)
区長会(1) 民生委員(4) 自治公民館長(8)
社協大迫支部、社協、市、包括

月 内容

H28.5 コミュニティ会議へ事業説明

H28.6 社協大迫支部へ事業説明、意見交換

H28.7～9 地区役員との意見交換

H28.10 事業受託決定、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集案内

H28.11 第１回協議体

４ 特徴的事項

H28.1１ 花巻市生活支援モデル事業受託

H29.4 花巻市ご近所サポーター事業受託
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協議体 『亀ケ森地区生活支援事業有償ボランティア協議会』
構成団体
・亀ケ森地区コミュニティ会議
・区長会(1)・民生委員(4)・自治公民館長(8)
・社協大迫支部・社協・市・包括支援センター

相談者、包括支援センター、居宅ケアマネ

亀ケ森地区コミュニティ会議
（事務局 亀ケ森地区コミュニティ会議事務局）

※社協大迫支部 地域福祉コーディネーターがサポート

事業対象者へ
の生活援助
の提供(訪問A)

住民ボラン
ティア募集・
登録

完了確認・
請求事務

サービス提供
依頼の受付
ボランティア
の派遣

地域課題と地域資源の掘り起こし
生活支援メニューの決定

サービスの提供主体について検討
制度の周知方法の検討・場の提供
ボランティア募集方法の検討

サービス提供の依頼



高松地区の事例

１ 人口・高齢化率等（H29.3.31）

人 口 184人
高齢者人口 80人
高齢化率 43.47％
要支援1･2 6人

２ 受託までのｽｹｼﾞｭｰﾙ

①福祉と農業の連携した地域づくり事業を展開
農園の運営や農産物の加工等、高齢者の生きがい

就労の場づくりと地域の活性化を目的とした取組み

②配食サービス事業の実施（地域のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで運営
する「高齢者いきいき農園」の農産物で実施）

③地域の施設と連携した農業事業を展開

④農水省の補助事業で「無償の送迎事業（移動支
援）」を実施中

３ 契約主体、協議体メンバー等

①契約主体
高松第三行政区ふるさと地域協議会
②事 務 局 〃
③協議体メンバー
高松第三行政区ふるさと地域協議会
社協、市、包括

月 内容

H28.6 地域でのｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸにて総合事業説明

H28.9 ３集落で総合事業の住民説明会開催

H28.11 事業打合せ開催

４ 特徴的事項

H28.1１ 花巻市生活支援モデル事業受託

H29.4 花巻市ご近所サポーター事業受託
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協議体 『高松第三行政区ふるさと地域協議会』
構成団体
・高松第三行政区ふるさと地域協議会
・社協・市・包括支援センター

相談者、包括支援センター、居宅ケアマネ

事業対象者へ
の生活援助
の提供(訪問A)

住民ボラン
ティア募集・
登録

完了確認・
請求事務

サービス提供
依頼の受付
ボランティア
の派遣

サービス提供の依頼

高齢者いきいき農園
配食サービス

サロン
がまずみゼリーの販売

花火大会
無償の移動支援(農水省補助

事業)

高松第三行政区ふるさと地域協議会
（事務局 高松第三行政区ふるさと地域協議会事務局）

地域課題と地域資源の掘り起こし
生活支援メニューの決定

サービスの提供主体について検討
制度の周知方法の検討・場の提供
ボランティア募集方法の検討



太田地区の事例

１ 人口・高齢化率等（H29.3.31）

人 口 2,461人
高齢者人口 851人
高齢化率 34.57％
要支援1･2 65人

２ 受託までのｽｹｼﾞｭｰﾙ

①新たに規約等を整備し、新団体として立ち上げを
行った地区。

②団体構成メンバーも準備委員会で協議のうえ、多
くの団体に声掛け。ボランティア登録者の代表も加
わっている。

③従来、振興会事業として、「デマンドタクシー」
「除雪支援」等の仕組みを構築していることから支
え合いの意識が高い。

３ 契約主体、協議体メンバー等

①契約主体 太田地区生活支援
ボランティア協議会

②事 務 局 〃（振興センター内）
③協議体メンバー

区長会、振興会、自治公民館連絡協議会、
老人クラブ連合会、民生児童委員協議会、
婦人会、社協太田支部、
ボランティア登録者代表、市、包括

月 内容

H28.10 第1回準備委員会

H28.12 第2回準備委員会

H29.2 第3回準備委員会

H29.4 第4回準備委員会

H29.7 第5回準備委員会

４ 特徴的事項

H29.10 設立総会

H29.10 花巻市ご近所サポーター事業受託
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協議体 『太田地区生活支援ボランティア協議会』
構成団体：区長会、振興会、自治公民館連絡協議会、老人クラブ連合会、

民生児童委員協議会、婦人会、社協太田支部、ボランティア登
録者代表、市、包括

相談者、包括支援センター、居宅ケアマネ

太田地区生活支援ボランティア協議会（新団体）
（事務局 太田地区生活支援ボランティア協議会：振興センター内）

地域課題と地域資源の掘り起こし
生活支援メニューの決定

サービスの提供主体について検討
制度の周知方法の検討・場の提供
ボランティア募集方法の検討

事業対象者へ
の生活援助
の提供(訪問A)

住民ボラン
ティア募集・
登録

完了確認・
請求事務

サービス提供
依頼の受付
ボランティア
の派遣

サービス提供の依頼


