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1. 事業概要 

高齢化の進展や貧困の連鎖など、孤立する高齢者・障害者・貧困者が増大している現状に対し

て、助け合い団体の連携による定期的な配食、見守り、居場所、買い物送迎、学習支援等の活動

で孤立防止することを目的とする。孤立防止支援は、助け合い NPO 等の多様な活動が取り組ま

れているが、地域包括ケアシステムの課題である連携が遅れていることに着目し、都市地域にお

ける孤立防止ネットワークのモデル事業構築に取り組む。 

 

2. 事業実施団体と外部有識者 

 

外部有識者 

 委員長  

北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科 教授 杉岡 直人 

メール sugioka@hokusei.ac.jp 

〒004-8631札幌市厚別区大谷地西 2丁目 3番 1号 杉岡研究室 

 有識者  

北星学園大学社会福祉学部非常勤講師 博士 畠山 明子 

メール 2akiko4@gmeil.com   

〒004-8631札幌市厚別区大谷地西 2丁目 3番 1号 杉岡研究室気付 

 有識者  

特定非営利活動法人福祉 NPO支援ネット北海道代表理事 山本 純子 

メール sapporo-kaigo@npo-hokkaido.org 

〒065-0013札幌市東区北１３条東 8丁目 1-11堀内ビル 

 

事業実施連携団体 

 特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび（主催団体） 

理事長 下川原 清美 

メール ainabi@apost.plala.or.jp   

TEL:011-582-8982  

〒005-0031札幌市南区南３４条西１１丁目２－１２   

【団体紹介】 

介護等保険外で高齢者や障がい者の送迎をする福祉有償運送と生活支援サービスや地域交流

支援、国土交通大臣認定の運転者講習の活動を行っています。WAM 事業では、単身高齢者等

の送迎による買い物支援、孤立しがちな家庭の子ども達や親に「学習支援と食育支援」、地域か

ら孤立している認知症者や家族のための「認知症カフェ」を行います。なお、有償ボランティアで運

転手さんを募集しています。 
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 特定非営利活動法人みなぱ（いころ） 

理事長 中村 絵梨子 

メール minapa@apost.plala.or.jp  

TEL：011-581-3784  

〒005-0037札幌市南区南 37条西 11丁目 4-10 

【団体紹介】 

WAM 事業では、環境次第で力を発揮できる子どもたちのサポートを担っています。「なぜか友達

や先生とうまくつきあえない」「集団はちょっとニガテだな」と感じる子どもたちが、自分らしく居続け

ながら、可能性を広げあえる仲間と出会い、ホッとできる居場所づくりを行っています。私たちは一

人ひとりの個性と向き合い、様々な活動を通して「できた！」を積み重ねられるようにしています。

それにより、子どもたちは楽しみながら自己肯定感を高め、力強く生きていく力を身につけます。  

 

 特定非営利活動法人ボラナビ  

代表理事 森田 麻美子 

メール volunavi@npohokkaido.jp   

TEL・FAX：011-242-2042  

〒060-0061札幌市中央区南１条西 7丁目 12-5大通りﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾋﾞﾙ 3F  

【団体紹介】 

ボランティアニーズをマッチングするため、1998年から「月刊ボラナビ」を発行し、サイトも運営して

います。また、独身者の友人づくりを支援する「お独り様会」を 2011年から始め、WAM事業では独

身者の孤立防止に貢献しています。お独り様会は会員制ですが、独身の一般の方も有料で交流

会に参加できますので、ぜひいらしてください。 

 

 特定非営利活動法人ケアふる  

理事長 森 靖敬 

メール info@care-full.jp  

TEL:011-886-4800 011-882-0044 090-2814-2744   

〒004-0803札幌市清田区里塚 1条 2丁目５－６  

【団体紹介】 

配食事業や楽器「沖縄三線(さんしん)」による沖縄民謡やポップスの演奏会を医療・介護施設や

町内会、シニアの方々が集まる場でご提供しています。札幌で三線を学ぶ仲間たちで結成し、昨

年は 86回活動しました。WAM事業では、単身高齢者等の配食での呼びかけ等の活動やイベント

開催を担当します。なお、演奏をご要望くださる施設の方はぜひご連絡ください。また、趣旨に賛

同していただける多様な楽器の演奏者の方は、ぜひ一緒に活動しませんか。 
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 特定非営利活動法人たすけ愛ふくろう清田  

代表 中村 則夫 

メール nakamura@fukuro3.net  

TEL:011-889-2960 FAX:011-889-2961   

〒004-0878札幌市清田区平岡 8条 3丁目 10-14  

【団体紹介】 

清田区や近隣エリアに住む人同士の「たすけ愛」をカタチにした、地域密着型の有償ボランティア

サービスです。WAM 事業では、単身高齢者等の見守りや相談、買い物、訪問などで孤立防止に

貢献します。なお、家の中や庭、パソコンや電気機器のお困りごと、外出や通院のお手伝い、お

話し相手や子どもの世話などを 30分 400円でお願いしてみませんか。助ける側としてご関心を持

たれた方もぜひご連絡ください。 

 

 一般社団法人ていねコミュニティーカフェめりめろ  

代表 藤原 美由紀 

メール melimelo.teine@gmail.com  

TEL:011-699-5179 

〒006-0021札幌市手稲本町 1条 3丁目 3-1  

【団体紹介】 

手稲駅南口からすぐのところにあるカフェです。利用される方が誰でも自由に交流し、困りごとと

得意技を安心して共有できる地域の居場所です。WAM 事業では、子ども食堂や多世代交流の食

堂運営で貢献します。なお、お手伝いしてくれるボランティアさんを探しています。キッチンやカフェ、

接客のお手伝いはもちろん、朝や閉店の時間帯だけのお手伝いも大歓迎です。めりめろでご自

分の力を生かしてみませんか?また、ぜひ遊びにいらしてください。 

 

 任意団体シニアサロンおいでおいで  

代表 山下 淳子 

メール junjun21@ac.auone-net.jp  

TEL：011-681-8650   

〒006-0811札幌市手稲区前田 1条 12丁目 1-50  

【団体紹介】 

手稲駅の北口を出てすぐのところで、年代を越えた居場所づくりをしています。パソコンやうたご

えなど多様な講座の他、地域の人が一緒にお食事できる多世代交流での「キママ食堂」も開店し

ています。まちづくりやコミュニティカフェに興味のある方は一緒に活動しませんか。 
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 任意団体シニアサロン晴れプラス 

代表 徳永 和代 

メール jijitokunaga@yahoo.co.jp  

TEL:011-717-5100 

〒060-0807札幌市北区北 7条西 5丁目 6-1 ｽﾄｰｸﾏﾝｼｮﾝ 901  

【団体紹介】 

札幌駅北口近くのマンション一室で近隣のシニアの方たちがいつでも自由に立ち寄ることが出来

る家庭的な場所です。大きな丸いテーブルを囲んで、集まった皆様と「あったらいいなぁ～」をひと

つずつ形にし、絵封筒、短歌、洋裁、麻雀、飲み会などを始めて 5年目になりました。WAM事業で

は、都市型マンションの高齢者の孤立防止、居場所づくりに取り組んでいます。興味のある方は

ご一報ください。 

 

 任意団体地域交流サロンふじのカフェ  

代表 中宮 希史 

メール fujinocafe@topaz.plala.or.jp  

TEL:011-593-8982 FAX：011-593-8983  

〒061-2283札幌市南区藤野 3条 6丁目 5-2 

【団体紹介】 

地域交流サロンふじのカフェ運営委員会が有償ボランティアで運営しています。共生型の居場所

をめざし、ランチ等の提供、教室、サークル、小箱ショップやミニイベントの催しを行っています。毎

月開催するフードマーケット「ふじのマルシェ」も好評です。WAM 事業ではお一人様を主とした「お

気楽カフェ」開催で孤立防止を図ります。また、私たちの活動をお手伝いしていただける方を募集

しています。   
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3. 各団体の孤立防止のための活動 

主なもののみ掲載（各連携団体は月１回以上の孤立防止活動をしています） 

 

お気楽カフェ～ふじのカフェ運営委員会 

ふじのカフェ運営委員会

が、「お気楽カフェ」開催。 

お一人様の参加者 30 名

(男性 10 名、女性 20 名)

が参加。自己紹介後、ほ

んもの歌手の登場で、び

っくりしながら歌を楽しみ、

誕生会やカラオケ等々で

楽しみました。 

（総１８０名） 

 

 

お独り様交流会～NPO法人ボラナビ 

参加者 41 人（男性 19 人、女性 22 人。そのうち会員 29 人、一般 12 人）で開催しました。原則毎

月一回の開催ですが、今月は二回で、しかも 17 日、19 日と続きました。なるべく多くの方に参加

していただけるよう、祝日や土曜日に交流会を開催する方針をとっていて、今回はどちらの条件で

も会場をおさえるの がうまくい

った反面、両日ともに人が集ま

るか心配でした。でも、おかげ

さまで両日とも約 40 人のご参

加があり、ホッとしています。 

（総２４０名） 

 

 

 

買い物支援～さっぽろ福祉支援ネットあいなび 

単身の障がい者や単身高齢者の方

達を送迎での買い物支援。 

参加者１０名で、近くの魚屋さん等

に買い物に出かけました。久しぶり

の見て話しての買い物に感激してい

ました。（総２０名） 
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孤立防止会合と単身者のマージャン～シニアサロン「晴れプラス」 

札幌駅北口近くのマンションにある晴れプラスは札幌中心部に来た

ついでに立ち寄る方もたくさんいらっしゃいます。 

会合では一人暮らしの高齢者が今後どの様に生活していくのが本人

にとってベストなのか精神的、経済的にいろいろな観点から探ってい

くこと になりました。 「楽しい人生だった」と振り返られるよな人生

を！！……を合い言葉に集まったみなさんは経験談、希望など意見の交換をされました。 

（総３０名） 

 

孤立防止のための企画会合及び支援活動～NPO法人たすけ愛ふくろう清田 

「たすけ愛ふくろう清田」利用会員及び清田区住民を対象としシニアライフ孤立防止を目指す講演

会を企画実施とともに単身高齢者の孤立防止支援活動をしました。（総３０名） 

内容 ：  「老後の住まいの幸せな選択とは？」 

講師 ： シニア住まいのアドバイザー 西原桂子さん 

 

内容 ： 「プロが教える不用品処分・家財整理」 

講師 ：  ㈱ルーツオブジャパン 湊源道社長 

 

内容 ：  「きっと役に立つ笑顔の終活セミナー」 

講師 ： 終活ジャパン協会 勘川雅司専務理事 

 

・孤立防止支援活動 
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貧困家庭等の子ども達への学習支援「ルチア学習塾」～さっぽろ福祉支援ネットあいなび 

学校の先生や相談員の紹介による子ども達と、地域の高齢等が学習支援、単身高齢者が遊び 

や食育支援を行い、一緒に食事をしています。その「ルチア学習塾」 には総５０名参加しました。 

     

集団等から孤立している発達障がい児への支援活動～NPO法人みなぱ  

9月 28日水曜日は、みんなで手作りしたケーキと簡単ローストビーフでお

誕生会を行いました。活動は毎週水曜日、17:30～19:00です。 

（総３０名） 

 

ていね夕暮れなごみ場～ていねコミュニティカフェめりめろ 

子ども食堂＆多世代交流。たまに

は夕方集まって、一緒にごはんを食

べたり、遊んだりしよう 

 

 

オレンジカフェ～さっぽろ福祉支援ネットあいなび 

みなぱ中村理事長の回想本。良かっ

たですよ(^^♪。回想法、お琴、介護ア

ロマ、簡単三部式着物、子ども、安心

の食事、送迎を利用した認知症カフェ

を開催しました。 
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孤立防止のための企画会合及び支援活動～NPO法人たすけ愛ふくろう清田 

北海道新聞やテレビに度々登場するシーズネットシニアアド

バイザー西原桂子さんに学ぶ「老後の住まいの幸せな選択

とは？」住み続けるために、住み替えるために、何を考え、何

をしなければならないかを具体的に学びました。 

「プロが教える不用品処分・家財整理」そして「きっと役に立

つ笑顔の終活セミナー」と、シニアの暮らしでの大詰めを聞き

ました。（総２０名） 

 

配食サービス時の見守りと呼びかけ～NPO法人ケアふる 

医療介護施設や町内会などでの沖縄民謡やポップスの演奏会 

をされるほか、配食サービスなども展開しています。（総６０名） 

 

 

お独り様会～NPO法人ボラナビ 

大雪の中、参加者 54人（男性 26 人、女性 28 人。そのうち一

般 7人、会員 47人）で開催しました。自己紹介では、（渋滞で）

「車が全然進まなかった」という方や「ＪＲが止まりそう。帰りは

どうなるか」などの発言がでていました。「クリスマスなのでお

しゃれをしてきました」というネクタイ着用の男性 会員さんが

数人いらっしゃいました。 

 

意見交換会都市型マンションにおける高齢者の生き方（孤立防止）～晴れプラス 

晴れプラスは札幌の中心部にあって住宅の形態が 90％

マンションでありその約半数以上が３０年以上の築年数

で住人の高齢者の比率も多い地区です。孤立化しやす

いマンションでの高齢者がこの先いかに充実した人生を

最期まで送れるるかが「晴れプラス」の課題です。 

今回の当サロンの意見交換会は「単身老後のライフスタ

イルを経済面から考える」でした。 

〇 「高齢者」という言葉を一括りで使うのは無理がある。

自分の子供時代に見ていた高齢者とは随分様変わりし

たように思える。気力、体力、生き方、経済的状況など全

てが多様化している。 

〇 個性を重んじて欲しい。（80歳の女性） 

などなど 
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キママ食堂～シニアサロンおいでおいで 

子どもも、高齢者も一人で食事をしている方も、どなたも「みんなで楽しく食事が出来たら良いな

～～」安価で、安全な食材の

提供（有機農業組合さんの

協力） 

活動を継続する上での課題：

現在子どもは少なく、高齢者

のみに成っているがもう少し

地域に開かれた居場所に出

来たら良い。ただ、現在は、

毎回、参加者がスタッフと一

緒に準備、調理をしてそれは

それで、役割を担っているの

は良いと思っている。 

 

 

 

 

 

「なごみ場」の運営～コミュニティカフェめりめろ 

たまには夕方集まって、一緒にごはん

を食べたり、遊んだりしよう！都会の

暮らしの中で、ひとが集って、あたた

かい気持ちで過ごせる場、そこはいま

話題の「子ども食堂」でもあり「多世代

交流」でもあり、困りごとと得意技の出

会いともなっていく 空間です。月に１

度、コミュニティカフェめりめろは、夕方も開きます。一緒に食事をしたり、ゲームをしたり、工作し

たり、おしゃべりしたり、宿題したり、皆で楽しく過ごしましょう。 

課題は、幼児、園児が増え賑やかな時間が増えたため、勉強を目的にしていた中学生、高校生

が段々と減っている。別の形でニーズに答えられないか、模索中である。 

 

4. ネットワーク事業・研修会と報告会 

孤立防止支援員研修会 

 

子育てサロンメンバーの

脳トレ・手遊び、指遊び 食後の話し合い 
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■開催日時・会場 

◎日時／2016 年 11 月 12 日(土)13：00

～15：00 

◎会場／住民連携文化交流サロンエイ

ト(中央区北 3西 7-1-1緑苑ビル 611) 

 

■研修プログラム 

・「居場所の地域連携な運営方法と活動

内容」喜多洋子氏(地域コーディネーター

かどまーる代表) 

・「介護保険制度改正による要支援者等の訪問・通所介護について」山本純子氏(NPO 法人福祉

NPO支援ネット北海道代表) 

 

■参加者 

◎団体 

・特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび 理事長 下川原 清美 

・特定非営利活動法人みなぱ（いころ ）理事長 中村 絵梨子 

・特定非営利活動法人ケアふる 理事長 森 靖敬 

・特定非営利活動法人 たすけ愛ふくろう清田 代表 中村 則夫 

・一般社団法人 ていねコミュニティーカフェめりめろ 代表 藤原 美由紀 

・非営利任意団体 シニアサロンおいでおいで 代表 山下 淳子 

・非営利任意団体 シニアサロン晴れプラス 代表 徳永 和代 

・非営利任意団体 地域交流サロンふじのカフェ 代表 中宮 希史(代理出席上田氏) 

・特定非営利活動法人ボラナビ 代表理事 森田 麻美子 (代理出席 高山 大祐)、 

◎協力者 

・北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科 教授 杉岡 直人(欠席) 

・特定非営利活動法人 福祉支援ネット北海道 代表理事 山本 純子 

・北星学園大学社会福祉学部 非常勤講師博士 畠山 明子(欠席) 

他連携団体外の方 7人 

 

■概要 

１．居場所の地域連携な運営方法と活動内容 

・地域コーディネーターかどまーる代表喜多洋子氏から、町内会と NPO が連携して居場所を作っ

た事例として、「カフェ亜麻人」と「麻生キッチン・リアン」について立ち上げの経緯および運営の実

態について説明がなされた。 

(質問・意見) 
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「リアンがカコタムと行っている子ども食堂は、困窮している家庭の子を支援する目的か」→地域

の大人と子どもたちが一緒に食事をつくり、食べることが主たる目的になる。リアンで協働してい

るカコタムは、地域で一緒にという部分と、貧困家庭の子どもの学習支援という側面がある。 

「営利企業の人集めになると、貧困や孤立防止という部分が疎かになる懸念」 

「もともと麻生商店街とのつながりはあったのですか」→亜麻人の立ち上げのころから関係があっ

たし、麻生には地縁があった。 

 

２．介護保険制度改正による要支援者等の訪問・通所介護について」山本純子氏(NPO 法人福祉

NPO支援ネット北海道代表) 

制度改正の実際と、各地の居場所づくりの取り組み事例について学ぶ。総合事業においては主

体が市町村に移る。札幌市においては区ごとに区社協が生活支援コーディネーターを務めること

になっている。区社協を中心とした協議体に、現場を知っている人が入っていくことが大切だ。 

この制度はまだ住民に浸透していないようだ。予算は第 1層(市区町村)のコーディネーターに 800

万、第 2層(中学校区)に 400万円。 

山本氏は居場所を広げていきたいと考えている。居場所から派生した助け合いも出てきた。新潟

の河田さんが始めた地域の茶の間が多くの地域で参考にされている。 

 

■質問・意見 

 来年度から各区に協議体ができる。ここにいるみなさんにも第 2 層のコーディネーターとして声

がかかる可能性がある。 

 区ごとに居場所の集まりができて、協議会に入ってもらって欲しいと思っている。いい活動をして

いるところが多いが、知られていない面がある。 

 モデル事業をしてない区は遅れているのだろうか? →あくまでモデル事業で、全区が来年度ス

タートする。スタートしたときには、ある程度協議体の形が決まっているだろう。 

 どの区が高齢者に優しいのだろうか? 除雪が心配だ。→サービスが足りなければつくるという

考え方もある。協議体には予算がつくことになっているので。 

 社協さんが知らない人は協議体に呼ばれない。自身の活動、よい活動をしている居場所をいか

に伝えるか。知ってもらえれば、協議体に招かれるだろう。 

 ある程度、活動団体がまとまり、情報交換をする必要がある。 

 今とどう変わるのかだろうか→協議体になっても、やること自体はそれほど変わらないといえる

が、課題を見つける、課題解決が行政から協議体に移ったという点では変化といえる。行政が考

える買い物支援は利用者視点に欠けているが、協議体は、地域の現状、住民の実感に即して考

えていく必要がある。 

将来的に居場所に行政から補助金が出る可能性がある。それを見据えた取組をしていきたい。 

・B型がとれるかどうかは難しい。 

・一般介護予防ならいけるかもしれない。専門職が来るリハなどがそれにあたる。C 型になる。B
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になるとヘルパーを置く、週何日開設しなけなければならないなどの条件が出る。多くの居場所に

とっては、現実的には C型がよいのではないかと思う。 

札幌市は今のところ、総合事業 B、Cは考えていないということだ。将来は可能性がある。 

・改正された介護予防事業は採算性が悪いので、撤退する事業者もいるかもしれない。 

 

3. 主催団体の下川原理事長より「さっぽろ助け合いネットワーク」について説明があり、研修会

後から参加団体を増やす活動を積極的にする方針が述べられた。 

以上 
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 さっぽろ助け合いネットワーク報告会 

 

■開催日時・会場 

◎日時／2017年 2月 4日(土)10：00～16：00 

◎会場／札幌市社会福祉総合センター4階大研修室 

 

■プログラム 

第一部 

主催団体挨拶／特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび 理事長 下川原清美 

講演 「これからの助け合い活動～失敗させるための 10か条」／ 杉岡直人・北星学園大学社会

福祉学部教授 

WAM事業活動報告／特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび 理事長下川原清美 

報告 「介護保険法改正について」／山本純子(NPO法人福祉支援ネット北海道 代表理事) 

質疑応答 

第一部司会／北星学園大学社会福祉学部 非常勤講師博士 畠山 明子氏 

 

第二部 ふれあいお楽しみ会 

三部式着物・介護アロマ体験、昼食、作業所制作小物販売。 

腹話術・手品など～チームどんどこどん 

三線演奏～NPO法人ケアふる 

グループサウンズ演奏～おやじバンド「ワイプアウト」 

笑いヨガ・みんなで歌おうなど～チームどんどこどん 

 

■参加者 

関係者含む 82人。 

 

◎団体 

・特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネ

ットあいなび 理事長 下川原 清美 

・特定非営利活動法人みなぱ（いころ ）理

事長 中村 絵梨子 

・特定非営利活動法人ケアふる 理事長 

森 靖敬 

・特定非営利活動法人 たすけ愛ふくろう清

田 代表 中村 則夫 

 
2月 3日北海道新聞朝刊 
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・一般社団法人 ていねコミュニティーカフェめりめろ 代表 藤原 美由紀 

・非営利任意団体 シニアサロンおいでおいで 代表 山下 淳子 

・非営利任意団体 シニアサロン晴れプラス 代表 徳永 和代 

・非営利任意団体 地域交流サロンふじのカフェ 代表 中宮 希史 

・特定非営利活動法人ボラナビ 代表理事 森田 麻美子 (代理出席 高山 大祐)、 

◎協力者 

・北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科 教授 杉岡 直人 

・特定非営利活動法人 福祉支援ネット北海道 代表理事 山本 純子 

・北星学園大学社会福祉学部 非常勤講師博士 畠山 明子 

 

■概要 

１．講演  「これからの助け合い活動～失敗させるための 10 か条」／ 杉岡直人・北星学園大学

社会福祉学部教授 

杉岡氏は、「全国各地で支え合いの活動が取り組まれるようになりつつあるが、順調に運営され

ているのは、限られている。札幌で今後支え合いの活動の裾野を広げてネットワークをつくること

で課題解決していくためにはどうしたらいいのか。具体的で、現実的な問題を議論していく必要が

ある」と述べられ、日本各地の居場所の事例研究をもとに、「よそ者扱いする態度を取らない」「参

加者に出番をつくる」「寄り添う関わり方」など、居場所運営に重要な 10 のキーワードを解説され

た。 

10か条は以下の通り 

１．よそ者・他人扱いされるような態度を取らない 

２．くつろぎを壊さない 

３．参加者に出番をつくる 

４．頼まれたり、相談されたら断らない姿勢

を 

５．寄り添うかかわり方を基本にする 

６．参加するメンバーの多様なかかわり方を

つくりだす 

７．委託事業・指定事業に依存しすぎない 

８．ネットワークに参加する 

９．ゆとりと楽しい雰囲気を大事にする 

10．お節介しあうことを広める 

 

２．各団体の活動状況報告 

・本事業連携 9 団体の活動状況が下川原氏

より報告された。孤立者買い物支援(あいな
2月 5日北海道新聞朝刊 
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び)、認知症カフェ(あいなび)、学習支援と食育支援(あいなび)、発達障がい児への支援(みなぱ)、

独身者交流の会「お独り様会」(ボラナビ)、配食での呼びかけ活動(ケアふる)、助け合い活動(たす

け愛ふくろう清田)、ていね夕暮れなごみ場(ていねコミュニティカフェめりめろ)、キママ食堂(シニア

サロンおいでおいで)、都心部のマンションでの孤立防止活動(晴れプラス)、独身者向けの「お気

楽カフェ」(ふじのカフェ)。 

 

３.介護保険改正について (山本純子氏) 

助け合い、支えあい活動は、総合事業に組み込まれている。要支援 1・2 が介護保険から外れて

市町村事業に移行する。ヘルパー不足、介護保険料の値上がりが懸念される。札幌市は去年を

ピークに人口減少に転じ、高齢者割合が増加する。 

 地域包括ケアシステム、介護予防サービス充実、高齢者社会参加が柱になる。 

札幌市は三区でモデル事業をしている。これからは、課題の発見や検討が住民主体になる。 

 居場所には地域の課題がたくさんある。生活支援サービス、介護予防サービスの拠点として期

待できる。 

 居場所の活動をしている方は、地域の協議体、会合に積極的に参加してほしい。生活支援に介

護予防を加えていくことで、札幌市からの支援の可能性が高まる。ネットワークを活かして活動の

強化をしていく必要がある。 

 

４.質疑応答 

・Q ショックを受けた。自分たちでやらざるを得ない状況。モデル事業をしているということは、来

年度本格的に動き出すということか。私たちはどうやって参画するのか。 

A(山本氏) 4 月から全区で協議体運営、生活支援コーディネーターが稼働する。情報がなかなか

外に出ていかないのが問題だと思う。札幌市社会福祉協議会が委託を受けて事業を行う。協議

体メンバーは今選定されているところではないだろうか。 

・Q ということは、人のつながりが重要になるのか。市議会でこういうことは議論されているのだ

ろうか 

A(市議会議員の方) 協議体については、生活支援体制整備事業の協議において議会で議論さ

れている。 

A(山本氏) 事業者、NPO、専門家、札幌市在宅福祉活動団体連絡会（在福ネット）などで参加し

ている方がいる。シルバー人材、青少年女性活動協会なども参加団体である。これらの方から情

報を得ることができる。 

・Q 札幌市と国の考えがちぐはぐな印象を受ける。今年一年で区ごとの活動が決まるのか。 

A （山本氏） いや、今年 4月に始まる。総合事業も 4月から始まる。 

・Q 指定事業者に限定されている総合事業だが、どうなるのか。 

A（山本氏） 総合事業に NPO 等が入れるかは、活動次第と考える。サービスの公平性、遍在性

も必要。 
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A（杉岡氏） 神戸では NPO が組織化されている。ネットワークを組んで、全体としてサービスを提

供する形を見せないと、行政としても話をしにくい。全区をカバーしたネットワークがないと、遍在

性、公平性の問題が出てしまう。 

A (下川原氏) 大都市でもあり、組織をつくるのは大変だと思う。ネットワークをつくり、情報収集し

ていきたい。介護保険関連の情報を入手したい方には、札幌市在宅福祉活動団体連絡会（在福

ネット）への加入もおすすめしたい。 
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5. 委員会 

第 1回孤立防止委員会議事録 

 

■開催日時・会場 

◎日時／2016年 8月 2日(火)18：30～ 

◎会場／札幌エルプラザ 4階特別会議室 

 

■参加者(敬称略) 

◎団体 

・特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび 理事長 下川原 清美 

・特定非営利活動法人みなぱ（いころ ）理事長 中村 絵梨子 

・特定非営利活動法人ケアふる 理事長 森 靖敬、 

・特定非営利活動法人 たすけ愛ふくろう清田 代表 中村 則夫、 

・一般社団法人 ていねコミュニティーカフェめりめろ 代表 藤原 美由紀、 

・非営利任意団体 シニアサロンおいでおいで 代表 山下 淳子、 

・非営利任意団体 シニアサロン晴れプラス 代表 徳永 和代、 

・非営利任意団体 地域交流サロンふじのカフェ 代表 中宮 希史 

・特定非営利活動法人ボラナビ 代表理事 森田 麻美子  

◎協力者 

・北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科 教授 杉岡 直人 

・特定非営利活動法人 福祉支援ネット北海道 代表理事 山本 純子 

・北星学園大学社会福祉学部 非常勤講師博士 畠山 明子 

 

■概要 

１．助成事業趣旨の説明 

・主催団体理事長の下川原氏より、当助成事業の目的や内容について説明があった。 

・都市部に住む孤立しがちな高齢者や障がい者を対象に、多様な強みを持つ各団体が協力しあ

って目配りの利いた支援をしていくこと。 

・孤立支援を行う札幌の団体同士が、将来も継続して連携するために、「さっぽろ助け合いネット

ワーク」の 20団体以上の連携と活性化を目指すこと。 

 

２．各団体の活動内容紹介 

・各団体より、自身の活動内容について紹介があった。（各団体の活動詳細は、月刊ボラナビの

記事参照） 
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３．協力者からの言葉 

・本事業協力者の杉岡氏、山本氏、畠山氏よりご自身の専門分野と本事業への期待の言葉があ

った。 

・山本氏／居場所のネットワークや孤立防止ネットワークの実現について。 

・畠山氏／現在行っているコミュニティカフェや生活支援サービスの調査について。 

・杉岡氏／実施団体相互のつながりを強めていくことと、住民が先行して行政が後押しする形を

つくることの重要性について。食を柱にした居場所や農福連携について。 

 

４．そのほか 

・委員発言「金銭的貧困というより、人間関係からくる社会的孤立とその緩和に焦点を当てたい」

などがあった。 

・次回の委員会日程と研修会日程について。 

 

 

第 2回孤立防止委員会議事録 

 

■開催日時・会場 

◎日時／2016年 10月 23日(火)18：30～ ◎

会場／札幌エルプラザ 4階大会議室Ａ 

 

■参加者(敬称略) 

◎団体 

・特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび 理事長 下川原 清美 

・特定非営利活動法人みなぱ（いころ ）理事長 中村 絵梨子 

・特定非営利活動法人ケアふる 理事長 森 靖敬 

・特定非営利活動法人 たすけ愛ふくろう清田 代表 中村 則夫 

・一般社団法人 ていねコミュニティーカフェめりめろ 代表 藤原 美由紀 

・非営利任意団体 シニアサロンおいでおいで 代表 山下 淳子 

・非営利任意団体 シニアサロン晴れプラス 代表 徳永 和代 

・非営利任意団体 地域交流サロンふじのカフェ 代表 中宮 希史 

・特定非営利活動法人ボラナビ 代表理事 森田 麻美子  

◎協力者 

・北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科 教授 杉岡 直人 

・特定非営利活動法人 福祉支援ネット北海道 代表理事 山本 純子 

・北星学園大学社会福祉学部 非常勤講師博士 畠山 明子 
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■概要 

１．助成事業の今後について・ 

・主催団体理事長の下川原氏より、11 月 12 日の「孤立防止研修会」の概要について説明があっ

た。また、2月 4日に予定されている「孤立防止ネットワーク報告会」の内容について検討を求めら

れ、第一部講演者とテーマ、第二部の出演者については継続して検討することなった。さらに居

場所づくりに取り組む団体が緩やかにつながる「さっぽろ助け合いネットワーク」の要項について

も参加団体の意見を求められ、「要項に活動の具体的イメージを反映させたい」などの意見がで、

参加 30団体を目指して各団体が関係団体などに働きかけることになった。 

 

 

２．各団体の活動状況報告 

・各団体より、助成事業に関わる活動の報告がなされた。 

３．協力者からの言葉 

・本事業協力者の杉岡氏、畠山氏よりご自身の専門分野と本事業への期待の言葉があった。 

・杉岡氏／居場所づくりなどの団体間のつながりは、あまり見えて来ていない。さっぽろ助け合い

ネットワークを活性化するには、ネットワークに参加するメリットが実感できるかが大事になる。市

町村では、団体を集めた意見交換会をやり課題や解決手法を共有している。個別の居場所につ

いては、お客さんをつくらず、参加した人の出番をつくって活躍の場を演出することが必要。来年

度以降、さまざまな場所で、年二回くらい、意見交換会を行ってはどうか。 

・畠山氏／2017 年 2 月の報告会を担当している。今回の活動報告などを踏まえテーマを検討す

る。 

 

４．そのほか 

主催団体あいなびから各団体に、活動報告、団体紹介の記事をお送りいただくよう要望。 

メーリングリストについて、開封確認する設定をするかなど、団体間の連絡について意見が交わ

された。 

第三回委員会を 1月 19日木曜日 18：30から開催する事とした。 

 

1月 19日第 3回孤立防止委員会議事録 

 

■開催日時・会場 

◎日時／2017年 1月 19日(木)18：30～ 

◎会場／札幌エルプラザ 4階大会議室Ａ 
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■参加者(敬称略) 

◎団体 

・特定非営利活動法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび 理事長 下川原 清美 

・特定非営利活動法人みなぱ（いころ ）理事長 中村 絵梨子 

・特定非営利活動法人ケアふる 理事長 森 靖敬 

・特定非営利活動法人 たすけ愛ふくろう清田 代表 中村 則夫 

・一般社団法人 ていねコミュニティーカフェめりめろ 代表 藤原 美由紀 

・非営利任意団体 シニアサロンおいでおいで 代表 山下 淳子 

・非営利任意団体 シニアサロン晴れプラス 代表 徳永 和代 

・非営利任意団体 地域交流サロンふじのカフェ 代表 中宮 希史 

・特定非営利活動法人ボラナビ 代表理事 森田 麻美子  

◎協力者 

・北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科 教授 杉岡 直人 

・特定非営利活動法人 福祉支援ネット北海道 代表理事 山本 純子 

・北星学園大学社会福祉学部 非常勤講師博士 畠山 明子 

 

■概要 

１．2月 4日報告会に向けた検討 

・主催団体理事長の下川原氏より、2 月 4 日に予定されている「孤立防止ネットワーク報告会」の

当日進行について議論し、連携団体の参加状況を確認。報告会運営を手伝い関係者は 8：45 に

集合することが決まった。当日の活動報告は下川原理事長がまとめて行うことになった。第 2 部

のバンド演奏や演芸については、基本的には出演者側が行う。当日は簡易な事業報告を印刷し

て配布することになった。 

 

２．各団体の活動状況報告 

・各団体より、助成事業に関わる活動の報告がなされた。すでに一通りの活動報告を出されてい

るが、事業趣旨を伝えるために必要と考える団体については、活動報告、写真、今後の課題など

をご提出いただくことになった。 

 

３.孤立防止支援員研修会報告 (山本純子氏) 

11月 12日に実施した孤立防止支援員研修会について、山本氏より報告があった。 

山本氏報告概要／研修にあたり、居場所を会場としたいと考え、緑苑ビルの居場所「住民連携文

化交流サロンエイト」で研修会を実施した。この会場は、助成をうけてマンションの一室を借りて行

っている。都市部で居場所をつくるとするとマンションになる。その意味ではいい事例になると思い

会場に選んだ。町内会と連携が取れているのも、よいところだと思う。研修会では、かどまーるの

喜多氏より、商店街、町内会との協働を中心にお話しいただいた。また、介護保険法改正に関連
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する情報を提供した。一般介護予防の枠のなかで居場所を増やしたいという札幌市関係者がい

たことを報告する。 

 

４.事業報告書について 

 下川原氏が、各団体の活動報告、領収書の提出などについて確認した。本事業で設立した「さ

っぽろ助け合いネットワーク」には、およそ 20 団体が加入している。具体的な活動はまだないが、

将来的にはネットワークを活用した見学会や勉強会などの事業を考えていると述べられた。 

 

５．協力者からの言葉 

・杉岡氏／都市部のシニアが増加し、単身高齢世帯が増えることは、20 年来課題として指摘され

ていることだが昨今本格的に課題とされている。札幌市で 50 万人近い高齢者がいる。自分で出

かけないと孤立しがちだ。出かける先をつくる必要性が分かってきた。シニアの居場所の運営に

おいては、画一的な運営では限界がある。徒歩圏に居場所を設けるとなると、数百は必要。運営

者が横につながってうまく運営する必要があるだろう。民間の動きを行政がサポートする流れが

望ましい。役所の場合は、役所のメニューに運営者を合わさせてしまう傾向がある。行政に意見

を述べるためにも、民間のネットワークづくりは必要になる。 

地域で暮らす精神障がいの方が増える見込みだ。受け皿をどうするか。高齢化はさらに進み、90

歳以上まで生きる方が増えるようだ。行政としても相当なテコ入れをして介護予防に取り組まなけ

ればならなくなる。厚生労働省は、在宅医療をすすめている。病院には入れず、地域で暮らすよう

になる。その人たちのサポートがさらに必要になる。居場所を含めた孤立防止の工夫が必要。ロ

ボットを活用した介護予防などが現実化するのかなと考えることもある。札幌市には民生委員が

2000 人いるが成り手がいない。民生委員がいないと行政へのつなぎ役がいなくなる懸念。それを

補うものとしての地域の居場所。行政は、小学校を生活拠点として活用できないかと考えている。

学校の先生、PTA などとのつながりが地域の活動に重要になってくるかもしれない。包括ケアに

対応する孤立防止ネットワークという位置づけで、「さっぽろ助け合いネットワーク」の活動をして

いただければと思う。 

・畠山氏／事業の目的と課題を考えた。1.各団体の継続性をいかにして保つか、2.孤立防止の効

果がどのように表れているか、3.今回形成したネットワークとしての成果をいかにして示していくか。

現実に孤立して、なかなか外出できないような人たちにいかにして、活動を伝えるかを考える必要

がある。緩やかな連携というところで、今後の課題は、個々の活動をいかに連携させていくか、ネ

ットワークとしての成果を出していくのが課題と考える。 

・山本氏／活動に反応があるということはニーズがあるということだと思う。地域住民の様々なニ

ーズに応える努力を継続することで、新たなサービスを生み出すことができると思う。ただ、麻雀

がしたい人がいるから、麻雀クラブをつくるといった表面的なニーズを満たすというだけでなく、集

まってくる人の悩みや問題をすくい取る場所になるべきである。コミュニケーションを通して、地域

の課題を知る場としていって欲しい。 
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6. 参考資料 

事業用ホームページ 

https://stopkoritsu.wordpress.com/ 

 

 

 

月刊ボラナビ掲載記事 

月刊ボラナビは、毎月1万5千部発行のNPO・ボランティア専門情報誌(NPO法人ボラナビ発行)。

札幌市内を中心に 1千箇所に配置されている。 

当助成事業では、ネットワークの PR と所属団体の紹介を行なっており、現在登録団体が随時増

えているため、助成事業年度終了後も掲載を継続することとなった。 

２４ 

https://stopkoritsu.wordpress.com/


 

2016年 10月号 

11月号 

２５ 



 

12月号 

2017年 1月号 

Figure 1 12月号 

２６ 

https://stopkoritsu.files.wordpress.com/2016/11/1612.jpg
https://stopkoritsu.files.wordpress.com/2016/12/1701.jpg


 

2月号 

3月号 

２７ 

https://stopkoritsu.files.wordpress.com/2017/01/toshikoritu1702.jpg


さっぽろ助け合いネットワーク（H２９・３・１現在） 

 

他 個人 

 

 

 

 

 

 

 

 

① NPO法人 さっぽろ福祉支援ネットあいなび 

②NPO法人 みなぱ 

③NPO法人 ボラナビ 

④NPO法人 ケアふる 

⑤NPO法人 たすけ愛ふくろう清田 

⑥一般社団法人 ていねｺﾐｭﾆﾃｨｰｶﾌｪ めりめろ 

⑦任意団体 シニアサロンおいでおいで 

⑧任意団体 シニアサロン晴れプラス 

⑨任意団体 地域交流サロンふじのカフェ 

⑩NPO北海道ネウボラ 

⑪Office  peer 8  coaching  Ａ．Ｒ 

⑫NPO法人ぐるーぽ・ぴの 

⑬付添い屋  よりそいねこ 

⑭道都大学  カフェいいーよ 

⑮NPO法人みつばちの小さな喫茶店 

⑯日常生活支援たすけ愛  きたく・ふくろう 

⑰NPO法人札幌高齢者住まいのサポートセンター 

⑱NPO法人 MINNAの会 

⑲塩崎行政書士事務所 

⑳NPO法人みらい号 

㉑厚別子どもカフェ（カフェカントリースノウ） 

㉒麻生キッチンりあん 
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7. おわりに 

高齢者、障がい者の送迎や生活支援、地域交流サロン活動を通じて、都市においても高齢者、

障がい者の一人暮らしでの孤立や生活困窮者の子どもの貧困での孤立で、①高齢や認知症、障

がいがあるため買い物が出来ない②孤立死、孤独死が増えている③単身の高齢者や障がい者、

生活困窮の子ども達が地域とのつながりが持てない。総じて単身高齢者や障がい者、貧困者が

社会から孤立してしまう傾向の防止活動や、孤立防止活動団体のネットワークの構築が大きな課

題と認識し WAM助成事業を実施しました。 

・活動総括 

１  単身の高齢者や障がい者等の孤立死、孤独死、また、生活困窮者やその子ども達も地域と

のつながりが持てないことへの孤立防止活動に取り組みました。具体的には、高齢者や障が

い者、生活困窮者の子ども達を対象として、孤立防止活動を提供する事業者の連携に基づく

定期的な「居場所の提供」、「買い物移動支援」や「生活支援」、「配食での見守り」、「生活困窮

者の子どもの学習支援」等、孤立や孤独の防止を目的とした日常的な孤立防止活動の「都市

における孤立防止体制」で、目標の１００人以上の孤立や孤独者を支援する事ができました。 

２  孤立防止支援活動は、助け合い NPO等で多様な活動が取り組まれているが、地域包括ケ

アシステムの課題である連携が遅れていることに着目した、都市地域における孤立防止ネット

ワークの構築に取り組みでは、目標の、助け合いサービス団体等の２０団体以上で「さっぽろ

助け合いネットワーク」を立ち上げました。 

３  アンケート等。「居場所」では、特に男性の高齢者から出かける場所ができて良かったと。

「買い物支援」では、出かけて買う事が何年も無かったけど魚などの品物を見て買う事ができて

懐かしかったとの事。「配食での見守り」では、配食時に声をかけてお話しもした事に非常に喜

ばれました。「生活困窮者の子どもの学習支援」」では、子どもの学習支援の他に親に対しての

食育支援が感謝され、多世代の交流も喜ばれていました。「報告会」では、新総合事業や「居

場所」づくりの感心が多く有りました。                                                 

WAM事業での連携団体の活動を経験に、これからもより多くの助け合い団体と連携し都市

における孤立防止活動を広げていきます。また、連携団体の皆様、ご協力ありがとうございまし

た。これからもご活躍を祈念いたします。               平成 29年 3月 

                  特定非営利活動法人 さっぽろ福祉支援ネットあいなび 

                                 理事長  下川原 清美 
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