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◆本日ご協議いただきたい内容◆

【報 告】
（1）「コロナ禍における住民参加型在宅福祉サービスとネットワーク活
動事例集等」について

【協 議】
（1）全国フォーラム「開催要綱」について
①基調提起について
②分科会について
③パネルディスカッションについて

（2）その他

【その他】
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【報 告】

（1）「コロナ禍における住民参加型在宅福祉サービ
スとネットワーク活動事例集等」について
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『コロナ禍における住民参加型在宅福祉サービスとネットワーク
活動事例集等』
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【掲載内容】
Ⅰ.調査概要
Ⅱ.コロナ禍における助け合い活動等についてのアンケート調査結果
Ⅲ.住民参加型在宅福祉サービス団体における県域ネットワーク実態
調査アンケート調査結果

Ⅳ.コロナ禍での助け合い活動事例
（1）【北海道】NPO法人たすけ愛ふくろう清田
（2）【群馬県】NPO法人お互いさまネットワーク
（3）【神奈川県】さわやか港南
（4）【新潟県】江南区住民参加型在宅福祉サービスリボンの会
（5）【愛知県】特定非営利活動法人かくれんぼ
（6）【大阪府】特定非営利活動法人フェリスモンテ
（7）【兵庫県】NPO法人福祉ネットワーク西須磨だんらん
（8）【島根県】特定非営利活動法人たすけあい平田
（9）【徳島県】NPO法人YOU＆ゆう
（10）【鹿児島県】特定非営利活動法人隣の会
（11）【鹿児島県】特定非営利活動法人Lかごしま
Ⅴ.住民参加型ネットワーク組織の事例集
Ⅵ.座談会
Ⅶ.参考資料

https://www.sankagata.net/（住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会ホームページで検索）

※ダウンロードは印刷版とカラー版あり

https://www.sankagata.net/


【協議】

（1）全国フォーラム「開催要綱」について
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1.全体趣旨（案）
誰もが安心して暮らせる支え合いのあるまちづくりを進めるためには、住民一人ひと
りが主体的に地域福祉活動へ参加することが重要です。しかし、近年、我が国の総人口
の減少や急速に進む少子高齢化、社会構造の変化により核家族が進み、高齢者のみの
世帯や単身世帯の増加などの背景は、地域における住民同士のつながり意識の希薄化
や地域活動の担い手不足など、住民同士で支え合う力の低下が危惧されています。

さらに、これまで地域活動を支えてきた住民主体の助け合い活動団体においても、活
動の担い手不足や、メンバーの高齢化・固定化による後継者不足が深刻な問題となって
います。

住民主体の助け合い活動が地域に広がるためには、住民主体の生活支援サービスの
理解や、地域での支え合い・助け合い意識の醸成、地域福祉活動の参加支援が重要であ
り、そのためには住民や地域の組織・機関（社会福祉協議会、自治会、民生委員児童委員
協議会、住民グループ、地域包括支援センター、子ども・子育てや支援関連組織等）と共
に世代を超えて住民同士が地域の困り事を共有し、どう支えるかを互いに意見し合える
交流の機会が必要です。

多様な主体が相互に連携して活動することで、住民の社会参加の場の創出や、住民一
人ひとりに住民参画の必要性の理解が広がる実践を通じて、これからの助け合い活動
のヒントを得ます。
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2.主催
社会福祉法人全国社会福祉協議会

3.共催
住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会
一般社団法人全国食支援活動協力会
特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク

4.開催日
令和4年10月21日（金）

5.会場
オンライン会議（ZOOM内）
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6.参加対象
・生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）
・住民主体による生活支援のサービスや活動に関心のある方
・助け合い活動、生活支援サービスを行うNPO、ボランティア団体、
関係団体
・生協、農協、社会福祉協議会等関係者
・行政・自治体関係者

7.参加定員
450名
※分科会ごとに定員があり、それぞれ定員になり次第、締め切りと
させていただきます。
第1分科会：150名、第2分科会：150名、第3分科会：150名
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8.参加費

2,000円

9.申込締切

令和4年10月12日（水）

※締切日以降も、定員に達するまで申込をお受けします。
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時 間 内 容

13:00 開会

13:05～13:35（30分）

【基調提起】

テーマ：

『一人ひとりの力を活かした「福祉でまちづくり」～地域住民の主体的な参加を促すポイントを学ぶ～（仮）』

登壇者：菊池 まゆみ 氏（社会福祉法人藤里町社会福祉協議会 会長）

13:35～13:45（10分） 分科会への移動・休憩

13:45～16:25（160分）

【分科会】（それぞれでテーマ、趣旨、登壇者の設定が必要）
第１分科会：住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会（佐久間氏、岡田氏、齋藤氏）
第2分科会：一般社団法人全国食支援活動協力会
第3分科会：特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク

16:25～16:30（5分） 全体会への移動・休憩

16:30～17:00（30分）

【パネルディスカッション】
テーマ：「地域に住民主体の支え合い活動を広げるためのネットワークの充実」
登壇者
・全国連絡会：青木 洋之 氏（NPO法人にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎 事務局長）
・全国食支援：平野 覚治 氏（一般社団法人全国食支援活動協力会 専務理事）
・全国移動ネット：河﨑 民子 氏（特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク 副理事長）
・コーディネーター：田中 将太 氏（琉球大学 専任講師）

17:00 閉会（各会場ごと）

全体プログラム（案）



① 第1部：基調提起について
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時 間 内 容

13:00 開会・オリエンテーション（事務局：由利）

13:05

～

13:35（30分）

基調提起

『一人ひとりの力を活かした「福祉でまちづくり」

～地域住民の主体的な参加を促すポイントを学ぶ～（仮）』

藤里町社会福祉協議会の取り組みから、一人ひとりの力を活かすまちづくりの視点を学びます。引きこもり等実態

調査の把握、「こみっと」支援事業、プラチナバンク事業等を進めるために、地域住民や組織団体等をどのように巻

き込んでいったのか、工夫や参加を促すポイントを通して、地域づくりのヒントを得ます。

登壇者：菊池 まゆみ 氏

（社会福祉法人藤里町社会福祉協議会 会長）

【聞きたい内容（案）】

・藤里町での取り組みについて

・活動を行うために住民組織や組織団体等とどのような連携・協働を行ってきたか。

・引きこもり支援やプラチナバンク事業、お祭りなど、地域住民や組織団体等を、どのように巻き込みながら、地域

づくりを行ってきたか（実践者の思いやこれからの展望も含めて）。

・住民主体の生活支援サービスを実施する団体への期待について

13:35

～13:45（10分）
移動・休憩

第1部：基調提起



② 第2部：分科会について
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第2部分科会：

テーマ（案）「住民相互の助け合い活動を広げるためのネットワークの充実」

趣旨（案）

住民相互の助け合い活動では、求められるサービスの多様化や、担い手・利
用者の不足、メンバーの固定化・高齢化による後継者不足などを背景として、
サービスの継続のためにさまざまな課題への対応が求められています。

その対応として、例えば行政、社協、企業、他の助け合い活動団体等の組
織・団体、県域のネットワークや協議体等、生活支援コーディネーター（SC）等
の専門職の協力は不可欠です。

このような協力・連携の取り組みは助け合い活動の住民理解や、担い手養
成、会員増（担い手、利用者）に大きな効果を持つことから、分野や課題を横
断してサービスの実践を進めている方々に、各団体での工夫や地域全体で
の取り組み等の実際を報告いただき、これからの助け合い活動のヒントを得
ます。
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時 間 内 容 備 考

13:45～

15:00（75分）

【実践報告1】（報告20分+質疑応答5分）
佐久間 浩子 氏
（特定非営利活動法人たすけあいの会ふれあいネットまつど 代表）

【実践報告2】（報告20分+質疑応答5分）
岡田 あかね 氏
（NPO法人YOU＆ゆう 理事長）

【実践報告3】（報告20分+質疑応答5分）
齋藤 鈴子 氏
（社会福祉法人隣の会 理事長）

15:00～

15:20（20分）

【パネルディスカッション】

すすめ方
・パネルディスカッション
・登壇者（佐久間さん、岡田さん、齋藤さん）
・コーディネーター：隅田さん

15:20～15:35（15分） 説明・移動・休憩 説明：事務局

第2部：分科会（第1分科会：住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会） 進行役：手塚さん、（宗政さん）
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時 間 内 容 備 考

15:35～

16：15（40分）

グループ討議

「地域の継続した助け合い活動を目指して」（仮）

それぞれの団体が活動を継続していくために取り組んでいる運営
上の工夫などを報告し合い、課題の発見と対応、取り組み等を共有し、
今後の活動を展望します。

【討議内容】
（1）実践報告を聞いての感想
（2）地域での連携やネットワークについて
（3）活動継続のノウハウ
（担い手・利用者不足の解消、後継者不足の点で工夫していること）

【すすめ方】
・1グループ5～6名程度
・幹事団体に進行を依頼

16:15～

16:25（10分）

まとめ

・2～3グループ、2分程度で発表（ランダムで選定）

・青木さんからの総括

16:25～16:30（5分） 全体会への移動・休憩

第2部：分科会（第1分科会：住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会）



③ 第3部：パネルディスカッション
について
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時 間 内 容

16:30～

17:00（30分）

【パネルディスカッション】

テーマ（案）：「地域に住民主体の支え合い活動を広げるためのネットワークの充実」
本プログラムでは、住民主体の支え合い活動の広がりと発展には何が必要か、それぞれのサービスの全体像を踏ま
え、これからの住民参加型在宅福祉サービス団体の展望を考えます。

【登壇者】
・住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会
青木 洋之 氏
（住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会副代表幹事／NPO法人にいがた若者自立支援ネットワーク・伴走舎
事務局長）
・全国食支援活動協力会
平野 覚治 氏
（一般社団法人全国食支援活動協力会 専務理事）
・全国移動サービスネットワーク
河﨑 民子 氏
（特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク 副理事長）
［コーディネーター］
田中 将太 氏（琉球大学 専任講師／特定非営利活動法人地域たすけあいの会）

【内 容】
（1）それぞれのサービスの特徴や現状を踏まえ、今後さらに活動を広げていくための方策や工夫
（2）3団体のお話を踏まえ、今後の全国組織としての役割や各団体へのこれからの期待

17:00 閉会

第3部：パネルディスカッション



日程 時間 内容 等（案）

10月21日（金） １３：００～１７：００
全国フォーラム（支えあいをひろげる住民主体
の生活支援フォーラム）

11月8日（火） 13：30～15：30

第4回 正副代表幹事会
・次年度事業計画の検討
・行政説明のテーマについて
・第3回幹事会の進め方

12月6日（火） 13：30～15：30
第３回 幹事会
・次年度事業計画の検討
・行政説明のテーマについて

２０２３年

1月24日（火） １0：0０～１2：0０

第5回 正副代表幹事会
・総会の進め方
・令和4年度事業進捗状況について
・令和5年度事業計画について

2月21日（火） １１：００～１６：００
第４回 幹事会
総会・行政説明
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今後のスケジュール


