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■現状

 地域住民同士のつながりが希薄になっている中、介護や子育てをしている世

帯では、地域社会と

や不安が増大している状況が見られます。

○ 

2,000

場所の必要性を地域課題と認識し、積極的に居場所づくりに取り組んでいる事

例も多く見られるようになりました。

○ 

百歳体操等）

援しています。

○ 

小さな拠点等における健康チェックや手軽な運動等を習慣的に実践できるよ

うな取組を広げていくことは、健康の維持・増進が図られるだけでなく、介

護や子育てをしている方、高齢者が地域へ出る新たなきっかけとなり、閉じ

こもりの予防に資することが期待されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

域の見守

窮世帯

家庭や地域で担ってきた子育て機能が弱くなり、孤立する傾向にあります。

 

 

３）住民同士の交流の場を活用した健康づくりへの参加等による

【（子育）子育て支援課、

長寿社会政策課、障がい福祉課

■現状 

地域住民同士のつながりが希薄になっている中、介護や子育てをしている世

帯では、地域社会と

や不安が増大している状況が見られます。

 県内では、市町村社協

2,000 か所開設されており、地域住民のふれあい・交流の場

近年では、ＮＰＯや地域の自治会等において、気軽に誰もが自由に集える居

場所の必要性を地域課題と認識し、積極的に居場所づくりに取り組んでいる事

例も多く見られるようになりました。

 県は、住民が主体となり、高齢者が軽体操

百歳体操等）

援しています。

 やまがた健康づくりステーション（地域密着型）や高齢者サロン、福祉型

小さな拠点等における健康チェックや手軽な運動等を習慣的に実践できるよ

うな取組を広げていくことは、健康の維持・増進が図られるだけでなく、介

護や子育てをしている方、高齢者が地域へ出る新たなきっかけとなり、閉じ

こもりの予防に資することが期待されます。

 県では、ガス、郵便

域の見守り活動に関する協定」を締結し、孤立のお

窮世帯等の見守り活動を行っています。

子育てについては、

家庭や地域で担ってきた子育て機能が弱くなり、孤立する傾向にあります。

住民同士の交流の場を活用した健康づくりへの参加等による

子育て支援課、

長寿社会政策課、障がい福祉課

地域住民同士のつながりが希薄になっている中、介護や子育てをしている世

帯では、地域社会との接点がなく孤立してしまい、介護や育児に対する負担感

や不安が増大している状況が見られます。

県内では、市町村社協

か所開設されており、地域住民のふれあい・交流の場

近年では、ＮＰＯや地域の自治会等において、気軽に誰もが自由に集える居

場所の必要性を地域課題と認識し、積極的に居場所づくりに取り組んでいる事

例も多く見られるようになりました。

住民が主体となり、高齢者が軽体操

百歳体操等）などの健康づくり

援しています。 

やまがた健康づくりステーション（地域密着型）や高齢者サロン、福祉型

小さな拠点等における健康チェックや手軽な運動等を習慣的に実践できるよ

うな取組を広げていくことは、健康の維持・増進が図られるだけでなく、介

護や子育てをしている方、高齢者が地域へ出る新たなきっかけとなり、閉じ

こもりの予防に資することが期待されます。

県では、ガス、郵便、新聞

り活動に関する協定」を締結し、孤立のお

等の見守り活動を行っています。

子育てについては、

家庭や地域で担ってきた子育て機能が弱くなり、孤立する傾向にあります。

公民館を活用した

健康づくり体操

住民同士の交流の場を活用した健康づくりへの参加等による

子育て支援課、子ども家庭課

長寿社会政策課、障がい福祉課】 

地域住民同士のつながりが希薄になっている中、介護や子育てをしている世

の接点がなく孤立してしまい、介護や育児に対する負担感

や不安が増大している状況が見られます。

県内では、市町村社協が推進している「ふれあい・いきいきサロン」が

か所開設されており、地域住民のふれあい・交流の場

近年では、ＮＰＯや地域の自治会等において、気軽に誰もが自由に集える居

場所の必要性を地域課題と認識し、積極的に居場所づくりに取り組んでいる事

例も多く見られるようになりました。

住民が主体となり、高齢者が軽体操

などの健康づくりや

やまがた健康づくりステーション（地域密着型）や高齢者サロン、福祉型

小さな拠点等における健康チェックや手軽な運動等を習慣的に実践できるよ

うな取組を広げていくことは、健康の維持・増進が図られるだけでなく、介

護や子育てをしている方、高齢者が地域へ出る新たなきっかけとなり、閉じ

こもりの予防に資することが期待されます。

、新聞配達など

り活動に関する協定」を締結し、孤立のお

等の見守り活動を行っています。

子育てについては、核家族化の進行や地域との関わり

家庭や地域で担ってきた子育て機能が弱くなり、孤立する傾向にあります。

を活用した

健康づくり体操 
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住民同士の交流の場を活用した健康づくりへの参加等による

子ども家庭課、（健福）

 

地域住民同士のつながりが希薄になっている中、介護や子育てをしている世

の接点がなく孤立してしまい、介護や育児に対する負担感

や不安が増大している状況が見られます。 

が推進している「ふれあい・いきいきサロン」が

か所開設されており、地域住民のふれあい・交流の場

近年では、ＮＰＯや地域の自治会等において、気軽に誰もが自由に集える居

場所の必要性を地域課題と認識し、積極的に居場所づくりに取り組んでいる事

例も多く見られるようになりました。 

住民が主体となり、高齢者が軽体操

や茶話会等を行う気軽に通える場の創出を支

やまがた健康づくりステーション（地域密着型）や高齢者サロン、福祉型

小さな拠点等における健康チェックや手軽な運動等を習慣的に実践できるよ

うな取組を広げていくことは、健康の維持・増進が図られるだけでなく、介

護や子育てをしている方、高齢者が地域へ出る新たなきっかけとなり、閉じ

こもりの予防に資することが期待されます。

配達など私たちの生活を支える民間事業者と「地

り活動に関する協定」を締結し、孤立のお

等の見守り活動を行っています。 

核家族化の進行や地域との関わり

家庭や地域で担ってきた子育て機能が弱くなり、孤立する傾向にあります。

住民同士の交流の場を活用した健康づくりへの参加等による

）地域福祉推進

地域住民同士のつながりが希薄になっている中、介護や子育てをしている世

の接点がなく孤立してしまい、介護や育児に対する負担感

が推進している「ふれあい・いきいきサロン」が

か所開設されており、地域住民のふれあい・交流の場

近年では、ＮＰＯや地域の自治会等において、気軽に誰もが自由に集える居

場所の必要性を地域課題と認識し、積極的に居場所づくりに取り組んでいる事

住民が主体となり、高齢者が軽体操（散歩、ストレッチ、いきいき

茶話会等を行う気軽に通える場の創出を支

やまがた健康づくりステーション（地域密着型）や高齢者サロン、福祉型

小さな拠点等における健康チェックや手軽な運動等を習慣的に実践できるよ

うな取組を広げていくことは、健康の維持・増進が図られるだけでなく、介

護や子育てをしている方、高齢者が地域へ出る新たなきっかけとなり、閉じ

こもりの予防に資することが期待されます。 

私たちの生活を支える民間事業者と「地

り活動に関する協定」を締結し、孤立のお

核家族化の進行や地域との関わり

家庭や地域で担ってきた子育て機能が弱くなり、孤立する傾向にあります。

住民同士の交流の場を活用した健康づくりへの参加等による

地域福祉推進課、健康づくり推進課、

地域住民同士のつながりが希薄になっている中、介護や子育てをしている世

の接点がなく孤立してしまい、介護や育児に対する負担感

が推進している「ふれあい・いきいきサロン」が

か所開設されており、地域住民のふれあい・交流の場となっています。

近年では、ＮＰＯや地域の自治会等において、気軽に誰もが自由に集える居

場所の必要性を地域課題と認識し、積極的に居場所づくりに取り組んでいる事

（散歩、ストレッチ、いきいき

茶話会等を行う気軽に通える場の創出を支

やまがた健康づくりステーション（地域密着型）や高齢者サロン、福祉型

小さな拠点等における健康チェックや手軽な運動等を習慣的に実践できるよ

うな取組を広げていくことは、健康の維持・増進が図られるだけでなく、介

護や子育てをしている方、高齢者が地域へ出る新たなきっかけとなり、閉じ

私たちの生活を支える民間事業者と「地

それのある世帯や生活困

核家族化の進行や地域との関わりの希薄化から、従来

家庭や地域で担ってきた子育て機能が弱くなり、孤立する傾向にあります。

住民同士の交流の場を活用した健康づくりへの参加等による孤立防止

健康づくり推進課、

地域住民同士のつながりが希薄になっている中、介護や子育てをしている世

の接点がなく孤立してしまい、介護や育児に対する負担感

が推進している「ふれあい・いきいきサロン」が

となっています。

近年では、ＮＰＯや地域の自治会等において、気軽に誰もが自由に集える居

場所の必要性を地域課題と認識し、積極的に居場所づくりに取り組んでいる事

（散歩、ストレッチ、いきいき

茶話会等を行う気軽に通える場の創出を支

やまがた健康づくりステーション（地域密着型）や高齢者サロン、福祉型

小さな拠点等における健康チェックや手軽な運動等を習慣的に実践できるよ

うな取組を広げていくことは、健康の維持・増進が図られるだけでなく、介

護や子育てをしている方、高齢者が地域へ出る新たなきっかけとなり、閉じ

私たちの生活を支える民間事業者と「地

それのある世帯や生活困

希薄化から、従来

家庭や地域で担ってきた子育て機能が弱くなり、孤立する傾向にあります。

孤立防止                  

健康づくり推進課、

地域住民同士のつながりが希薄になっている中、介護や子育てをしている世

の接点がなく孤立してしまい、介護や育児に対する負担感

が推進している「ふれあい・いきいきサロン」が約

となっています。 

近年では、ＮＰＯや地域の自治会等において、気軽に誰もが自由に集える居

場所の必要性を地域課題と認識し、積極的に居場所づくりに取り組んでいる事

（散歩、ストレッチ、いきいき

茶話会等を行う気軽に通える場の創出を支

やまがた健康づくりステーション（地域密着型）や高齢者サロン、福祉型

小さな拠点等における健康チェックや手軽な運動等を習慣的に実践できるよ

うな取組を広げていくことは、健康の維持・増進が図られるだけでなく、介

護や子育てをしている方、高齢者が地域へ出る新たなきっかけとなり、閉じ 

私たちの生活を支える民間事業者と「地

それのある世帯や生活困

希薄化から、従来、

家庭や地域で担ってきた子育て機能が弱くなり、孤立する傾向にあります。 
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○ 県では、育児等に関して、支援を受けたい人と支援したい人とが会員とな

って、相互援助活動を行うファミリーサポートセンターを設置する市町村に

支援を行っています。 

また、地域における子育て中の親子の交流を促進し、育児不安の解消を図り、

子育ての相談・援助を実施する地域子育て支援拠点事業を実施する市町村に対

し支援を行っています。 

○ 県では、子どもの成長や子育てを社会全体で支援する気運を醸成し、県民

総ぐるみで子育てを支援する取組を推進するため、県内４地域に設立した「地

域みんなで子育て応援団」により、子育て家庭がきめ細かな支援を受けるこ

とができるよう、子育て支援情報の発信や子育て支援事業を展開しています。 

また、家族の絆を大切にする三世代同居・近居などの山形ならではの家族や

地域で支え合う文化・特性を踏まえ、このような暮らしの良さを啓発し、情報

を発信するとともに、市町村やＮＰＯ、自治会等が行う、地域の祖父母世代と

子ども達とが気軽に交流できる拠点（孫育て交流サロン）の創設への支援を行

っています。 

 

■課題 

○ 地域でともに支え合う地域づくりを進めていくため、一人暮らし高齢者や

子育て中の保護者など地域社会で孤立しやすい人を含めた様々な人々が自由

に出入りし、気軽に集い、ふれあい、交流する居場所を整備していくことが

必要です。 

また、市町村社協が運営している「ふれあい・いきいきサロン」は、高齢者

を対象としたものが全体の約８割を占めており、子育て世代など幅広い層への

展開が必要です。 

○ 高齢者の通いの場は年々増加していますが、地域によっては通いの場がな

い地域もあり、更なる支援が必要です。 

○ 地域の身近な場所における健康づくりの取組のように地域で行われている

様々な取組が、地域に出て住民同士の交流が図られるきっかけを与え、孤立

防止に資することが期待されることから、こうした取組を活用していく必要

があります。 

○ 核家族化や地域との関わりが希薄化している中で、保護者の育児に関する

不安や負担感の増加や子育ての孤立化が懸念されます。 
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、県社協と連携し、市町村、地区社協、

自治会・町内会、ＮＰＯ等が連携し、地域で暮

らす閉じこもりがちな一人暮らしの高齢者や

障がい者、子育てで悩む保護者などの人々が自

由に出入りし、気軽に集い、交流できる居場所

づくりを支援します。 

地域福祉推進課 ○ － 

県は、県社協と連携し、市町村社協が推進し

ている「ふれあい・いきいきサロン」について、

地域の中で様々な年代の人がふれあい・交流が

できるよう運営内容の改善・充実に取り組み、

活動の活性化が図られるよう支援します。 

地域福祉推進課 － 

県は、市町村に対して情報提供及び情報交換

の場の設定等を通して、住民主体の高齢者の通

いの場の拡大を支援します。 

長寿社会政策課 ○ ○ 

県は、住民に身近な場所で手軽な運動等を習

慣的に実践できるような取組を広げ、地域へ出

て住民同士の交流が図られる新たな機会の創

出を図ります。 

健康づくり推進

課 

○ － 

県は、一人暮らしの高齢者、障がい者、ひき

こもりなど、本人や家族が地域から孤立するリ

スクの高い世帯を早期に発見し、孤立する前に

地域とつながり必要な支援が受けられるよう、

地域における見守り活動を推進します。 

地域福祉推進課 － － 

ファミリーサポートセンターや地域子育て

支援拠点事業等は、他の担い手と協力しながら

地域の支え合いの仕組みとして継続して機能

していくことが期待されていることから、県で

は、全県的な事業の実施と子育て家庭の支援体

制の充実を図ります。 

子育て支援課 ○ － 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、三世代同居・近居による子育て支援の

展開や、地域の祖父母世代と子どもたちとの世

代間交流の場の拡大などにより、家族や地域が

支え合う子育て支援を行います。 

子育て支援課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、県社協と連携し、市町村や民間団体等が連携して行う居場所づくり

を支援します。 

○ 県は、市町村に対して情報提供及び情報交換の場の設定等を通じて、住民

主体の高齢者の通いの場の拡大を支援します。 

○ 県は、住民に身近な場所で手軽な運動等を習慣的に実践できるような取組

を広げ、地域へ出る新たな機会の創出を図ります。 

○ 県は、市町村が地域子育て支援拠点事業を実施するために必要な費用を支

援します。 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

住民主体の高齢者の通いの場

の箇所数 
472 箇所 550 箇所 610 箇所 

【趣旨】住民主体の高齢者の通いの場の拡大・充実を支援します。 

  



 

（４

 【（子育

障がい福祉課

 

■現状

2016(H28)

利性を踏まえ、法人の趣旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域に

おける公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

2017(H29)

おける公益的な取組を実施して

 社会福祉法人は、本来の機能である利用者に対する福祉サービスの提供等に

加えて、これまで

していくことが求められて

極的に活用しながら、地域づくり活動を展開していくことが期待されます。

 

 ＜地域における公益的な取組イメージ＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題

法改正の趣旨から、全ての

する責務があり、法人に実施を促していく必要があります。

 また、社

取組

 

４）社会福祉法人の

（子育）子育て支援課、子ども家庭課、

障がい福祉課

■現状 

2016(H28)年に改正された社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営

利性を踏まえ、法人の趣旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域に

おける公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

2017(H29)年度

おける公益的な取組を実施して

社会福祉法人は、本来の機能である利用者に対する福祉サービスの提供等に

加えて、これまで

していくことが求められて

極的に活用しながら、地域づくり活動を展開していくことが期待されます。

＜地域における公益的な取組イメージ＞

■課題 

法改正の趣旨から、全ての

する責務があり、法人に実施を促していく必要があります。

また、社会福祉法人の持つ機能を住民主体の地域づくり活動に活かしていく

取組も必要です。

社会福祉法人の積極的な活用による地域づくり活動の

）子育て支援課、子ども家庭課、

障がい福祉課】 

年に改正された社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営

利性を踏まえ、法人の趣旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域に

おける公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

年度の厚生労働省調査によれば、県内

おける公益的な取組を実施して

社会福祉法人は、本来の機能である利用者に対する福祉サービスの提供等に

加えて、これまでの活動やサービスで培ってきたノウハウや人材を地域に還元

していくことが求められて

極的に活用しながら、地域づくり活動を展開していくことが期待されます。

＜地域における公益的な取組イメージ＞

法改正の趣旨から、全ての

する責務があり、法人に実施を促していく必要があります。

会福祉法人の持つ機能を住民主体の地域づくり活動に活かしていく

も必要です。 

積極的な活用による地域づくり活動の

）子育て支援課、子ども家庭課、

年に改正された社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営

利性を踏まえ、法人の趣旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域に

おける公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

の厚生労働省調査によれば、県内

おける公益的な取組を実施しています。

社会福祉法人は、本来の機能である利用者に対する福祉サービスの提供等に

活動やサービスで培ってきたノウハウや人材を地域に還元

していくことが求められており、今後、こうした社会福祉法人が持つ機能を積

極的に活用しながら、地域づくり活動を展開していくことが期待されます。

＜地域における公益的な取組イメージ＞

法改正の趣旨から、全ての社会福祉

する責務があり、法人に実施を促していく必要があります。

会福祉法人の持つ機能を住民主体の地域づくり活動に活かしていく
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積極的な活用による地域づくり活動の

）子育て支援課、子ども家庭課、（健福）地域福祉推進課

年に改正された社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営

利性を踏まえ、法人の趣旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域に

おける公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

の厚生労働省調査によれば、県内

ます。 

社会福祉法人は、本来の機能である利用者に対する福祉サービスの提供等に

活動やサービスで培ってきたノウハウや人材を地域に還元

おり、今後、こうした社会福祉法人が持つ機能を積

極的に活用しながら、地域づくり活動を展開していくことが期待されます。

＜地域における公益的な取組イメージ＞ 

社会福祉法人に

する責務があり、法人に実施を促していく必要があります。

会福祉法人の持つ機能を住民主体の地域づくり活動に活かしていく

積極的な活用による地域づくり活動の

（健福）地域福祉推進課

年に改正された社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営

利性を踏まえ、法人の趣旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域に

おける公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

の厚生労働省調査によれば、県内 33

社会福祉法人は、本来の機能である利用者に対する福祉サービスの提供等に

活動やサービスで培ってきたノウハウや人材を地域に還元

おり、今後、こうした社会福祉法人が持つ機能を積

極的に活用しながら、地域づくり活動を展開していくことが期待されます。

法人に地域における公益的

する責務があり、法人に実施を促していく必要があります。

会福祉法人の持つ機能を住民主体の地域づくり活動に活かしていく

積極的な活用による地域づくり活動の促進

（健福）地域福祉推進課、長寿社会政策課、

年に改正された社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営

利性を踏まえ、法人の趣旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域に

おける公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。

33 の社会福祉法人が地域に

社会福祉法人は、本来の機能である利用者に対する福祉サービスの提供等に

活動やサービスで培ってきたノウハウや人材を地域に還元

おり、今後、こうした社会福祉法人が持つ機能を積

極的に活用しながら、地域づくり活動を展開していくことが期待されます。

地域における公益的

する責務があり、法人に実施を促していく必要があります。 

会福祉法人の持つ機能を住民主体の地域づくり活動に活かしていく

促進       

、長寿社会政策課、

年に改正された社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営

利性を踏まえ、法人の趣旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域に

おける公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設されました。 

の社会福祉法人が地域に

社会福祉法人は、本来の機能である利用者に対する福祉サービスの提供等に

活動やサービスで培ってきたノウハウや人材を地域に還元

おり、今後、こうした社会福祉法人が持つ機能を積

極的に活用しながら、地域づくり活動を展開していくことが期待されます。

地域における公益的な取組を実施

会福祉法人の持つ機能を住民主体の地域づくり活動に活かしていく

資料：厚生労働省

       

、長寿社会政策課、 

年に改正された社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営

利性を踏まえ、法人の趣旨から導かれる本来の役割を明確化するため、「地域に

の社会福祉法人が地域に

社会福祉法人は、本来の機能である利用者に対する福祉サービスの提供等に

活動やサービスで培ってきたノウハウや人材を地域に還元

おり、今後、こうした社会福祉法人が持つ機能を積

極的に活用しながら、地域づくり活動を展開していくことが期待されます。 

取組を実施

会福祉法人の持つ機能を住民主体の地域づくり活動に活かしていく

 
資料：厚生労働省 
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

国が地域における公益的な取組に関する運

用を明確化する通知を発出しており、社会福祉

法人がより取り組みやすくなっていることか

ら、県では、こうした制度運用の周知・浸透に

努めるとともに、法人がこれまでの活動で培っ

たノウハウなどを地域福祉活動に役立ててい

けるよう支援します。 

全ての担当課 ○ ○ 

 

■市町村への支援 

○ 県は、社会福祉法人の指導監査に係る研修会等の機会を捉え、国が示す制

度運用の明確化等、取組実施に係る情報提供に努めます。 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

地域において公益的な取組を
実施する社会福祉法人の数 

33 法人 125 法人 全法人 

【趣旨】社会福祉法人の地域における公益的な取組を促進します。 

 

 

 

  



 

◆ 取組事例紹介

「地域社会の一員として価値ある役割を果たす」これは天童福祉厚生会の

基本理念の一つです。当会は施設ケアや介護事業

中では完結

祉法人として対応するため

多様な人々の交流拠点となる３つのカフェを重層的に展開しています。

コミュニティカフェ割田分校

隔週の日曜

の場所

ムを中

あります。

小さな子供から学生、シニア層等多世代のボラン

ティアの協力もあり、高齢者の孤立防止や介護予防

はもとより顔の見える関係づくり、身近な地域で

がりを深め気軽に立ち寄れる

の場として地域に

認知症カフェ「Ｍ

月１回土曜

ダのアルツハイマーカフェをモデルとしたオープンな認知症カフェです。カ

フェタイム、ミニ講話、Ｑ＆Ａや情報提供の定型化し

施しており、

 

障がいのある人もない人もユニバーサルカフェ

不定期

る人との相互理解を図るとともに、ゆるやかな学びの場として、領域横断、

地域連携の拠点、

ています。カフェタイム、コンサートや学生ボランティアによるワークショ

ップ等

取組事例紹介

地域を変える３つのカフェ

「地域社会の一員として価値ある役割を果たす」これは天童福祉厚生会の

基本理念の一つです。当会は施設ケアや介護事業

中では完結し

祉法人として対応するため

多様な人々の交流拠点となる３つのカフェを重層的に展開しています。

コミュニティカフェ割田分校

隔週の日曜

場所は、明治の頃より尋常小学校の分教場があったところ

ムを中心としたプログラム

あります。 

小さな子供から学生、シニア層等多世代のボラン

ティアの協力もあり、高齢者の孤立防止や介護予防

はもとより顔の見える関係づくり、身近な地域で

がりを深め気軽に立ち寄れる

場として地域に

認知症カフェ「Ｍ

月１回土曜

ダのアルツハイマーカフェをモデルとしたオープンな認知症カフェです。カ

フェタイム、ミニ講話、Ｑ＆Ａや情報提供の定型化し

施しており、

障がいのある人もない人もユニバーサルカフェ

不定期で開催

る人との相互理解を図るとともに、ゆるやかな学びの場として、領域横断、

地域連携の拠点、

ています。カフェタイム、コンサートや学生ボランティアによるワークショ

ップ等を行っており、

取組事例紹介６ 

地域を変える３つのカフェ

「地域社会の一員として価値ある役割を果たす」これは天童福祉厚生会の

基本理念の一つです。当会は施設ケアや介護事業

しない多様化・複雑化する福祉ニーズ、地域の生活課題に社会福

祉法人として対応するため

多様な人々の交流拠点となる３つのカフェを重層的に展開しています。

コミュニティカフェ割田分校

隔週の日曜日、休館のデイサービスセンターを会場に

は、明治の頃より尋常小学校の分教場があったところ

心としたプログラム

小さな子供から学生、シニア層等多世代のボラン

ティアの協力もあり、高齢者の孤立防止や介護予防

はもとより顔の見える関係づくり、身近な地域で

がりを深め気軽に立ち寄れる

場として地域に定着しています。

認知症カフェ「Ｍカフェ」

月１回土曜日、特養ホームの地域交流スぺースに開設

ダのアルツハイマーカフェをモデルとしたオープンな認知症カフェです。カ

フェタイム、ミニ講話、Ｑ＆Ａや情報提供の定型化し

施しており、毎回、認知症当事者、家族、介護者、地域住民、専門職等

障がいのある人もない人もユニバーサルカフェ

開催しています

る人との相互理解を図るとともに、ゆるやかな学びの場として、領域横断、

地域連携の拠点、「共生

ています。カフェタイム、コンサートや学生ボランティアによるワークショ

を行っており、毎回

地域を変える３つのカフェ（社会福祉法人天童福祉厚生会

「地域社会の一員として価値ある役割を果たす」これは天童福祉厚生会の

基本理念の一つです。当会は施設ケアや介護事業

ない多様化・複雑化する福祉ニーズ、地域の生活課題に社会福

祉法人として対応するため、「カフェ」というサードプレイスの役割に注目し、

多様な人々の交流拠点となる３つのカフェを重層的に展開しています。

コミュニティカフェ割田分校 

、休館のデイサービスセンターを会場に

は、明治の頃より尋常小学校の分教場があったところ

心としたプログラムにより

小さな子供から学生、シニア層等多世代のボラン

ティアの協力もあり、高齢者の孤立防止や介護予防

はもとより顔の見える関係づくり、身近な地域で

がりを深め気軽に立ち寄れる「居場所

しています。

カフェ」 

、特養ホームの地域交流スぺースに開設

ダのアルツハイマーカフェをモデルとしたオープンな認知症カフェです。カ

フェタイム、ミニ講話、Ｑ＆Ａや情報提供の定型化し

毎回、認知症当事者、家族、介護者、地域住民、専門職等

40

認知症カフェの目的は認知症の人の

的包摂

寛容な地域コミュニティを作ること

対話を基盤とした、人と地域を変えていく

ためのカフェといえます。

障がいのある人もない人もユニバーサルカフェ

しています。カフェでの出会いと交流を通じて、障がいのあ

る人との相互理解を図るとともに、ゆるやかな学びの場として、領域横断、

生」という新たな文化を生み出す場となることを目指し

ています。カフェタイム、コンサートや学生ボランティアによるワークショ

毎回 100 名前後の参加があります。
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社会福祉法人天童福祉厚生会

「地域社会の一員として価値ある役割を果たす」これは天童福祉厚生会の

基本理念の一つです。当会は施設ケアや介護事業

ない多様化・複雑化する福祉ニーズ、地域の生活課題に社会福

「カフェ」というサードプレイスの役割に注目し、

多様な人々の交流拠点となる３つのカフェを重層的に展開しています。

、休館のデイサービスセンターを会場に

は、明治の頃より尋常小学校の分教場があったところ

により、毎回近隣の方を中心に

小さな子供から学生、シニア層等多世代のボラン

ティアの協力もあり、高齢者の孤立防止や介護予防

はもとより顔の見える関係づくり、身近な地域で

居場所」、にぎわ

しています。 

、特養ホームの地域交流スぺースに開設

ダのアルツハイマーカフェをモデルとしたオープンな認知症カフェです。カ

フェタイム、ミニ講話、Ｑ＆Ａや情報提供の定型化し

毎回、認知症当事者、家族、介護者、地域住民、専門職等

40 名の参加があります。

認知症カフェの目的は認知症の人の

的包摂」を図ること、認知症の疾病観を変え

寛容な地域コミュニティを作ること

対話を基盤とした、人と地域を変えていく

ためのカフェといえます。

障がいのある人もない人もユニバーサルカフェ

。カフェでの出会いと交流を通じて、障がいのあ

る人との相互理解を図るとともに、ゆるやかな学びの場として、領域横断、

という新たな文化を生み出す場となることを目指し

ています。カフェタイム、コンサートや学生ボランティアによるワークショ

名前後の参加があります。

社会福祉法人天童福祉厚生会

「地域社会の一員として価値ある役割を果たす」これは天童福祉厚生会の

基本理念の一つです。当会は施設ケアや介護事業等の

ない多様化・複雑化する福祉ニーズ、地域の生活課題に社会福

「カフェ」というサードプレイスの役割に注目し、

多様な人々の交流拠点となる３つのカフェを重層的に展開しています。

、休館のデイサービスセンターを会場に

は、明治の頃より尋常小学校の分教場があったところ

、毎回近隣の方を中心に

小さな子供から学生、シニア層等多世代のボラン 

ティアの協力もあり、高齢者の孤立防止や介護予防 

はもとより顔の見える関係づくり、身近な地域で繋 

、にぎわい 

、特養ホームの地域交流スぺースに開設

ダのアルツハイマーカフェをモデルとしたオープンな認知症カフェです。カ

フェタイム、ミニ講話、Ｑ＆Ａや情報提供の定型化し

毎回、認知症当事者、家族、介護者、地域住民、専門職等

名の参加があります。

認知症カフェの目的は認知症の人の

を図ること、認知症の疾病観を変え

寛容な地域コミュニティを作ること

対話を基盤とした、人と地域を変えていく

ためのカフェといえます。

障がいのある人もない人もユニバーサルカフェ 

。カフェでの出会いと交流を通じて、障がいのあ

る人との相互理解を図るとともに、ゆるやかな学びの場として、領域横断、

という新たな文化を生み出す場となることを目指し

ています。カフェタイム、コンサートや学生ボランティアによるワークショ
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◆ 取組事例紹介７ 

除雪ボランティアと交流・体験学習の受け入れによる公益的な取組 

（社会福祉法人大蔵福祉会 翠明荘） 
 
除雪ボランティアの取組 

大蔵村は日本でも有数な豪雪地帯で冬期間の除雪作業は重労働のため、高

齢者が生活する上で大きな負担となっています。また、人口減少等で除雪作

業を行う担い手が少なくなっている中、高齢者が住み慣れた地域でいつまで

も安心して暮らせることが地域の大きな課題となっています。 

当法人では、このような地域の課題解決と法人理念でもある地域福祉の向

上に寄与するため、大蔵村社協と共催して一人暮らし高齢者等世帯の除雪ボ

ランティアを行っています。 

活動の内容は家屋の軒下や玄関前の除雪で、除雪作業の日程や実施世帯の

選定は大蔵村社協と調整し、地区の民生委員から 

の情報も踏まえて実施しています。除雪用具は当 

法人で準備し、職員は自分の休日を利用したり、 

職場での勤務を調整しながらこの活動に参加して 

います。例年１月に参加を希望する職員の募集を 

行い、毎年 10 名以上の職員が参加しています。 

この活動を通して職員が地域の高齢者と直接触れ合うことにより、住民の

皆さんに当法人が提供する福祉事業を知ってもらい、高齢者介護の重要性や

サービスの選択などへの理解を深めています。 

交流・体験学習の受入 

少子高齢化が進む中、高齢者のみの家族や２世帯までの家族が多くなり、

高齢者との交流の機会は狭められ、かつ介護職場の人材確保も大変難しくな

っています。そうした中で、地域福祉の推進と介護職場に対する理解を深め

ていただくため、児童生徒の交流・体験学習の受入を行っています。 

特に、中学生の受入に際しては、事前学習と 

して法人職員が学校に出向いて出前講座を実施 

し、介護施設の役割や高齢者との交流の仕方、 

介護の仕事などについて説明し、その後生徒が 

自主的に考えた交流計画をもとに利用者との交 

流を行っています。 

出前講座や利用者との交流を通して、若い人が介護の仕事について理解を

深めることで、未来の介護人材を育てる機会になり、また、ともすれば閉鎖

的になりやすい介護施設を開放することにもなり、地域の施設の理解や協力

を得ることにも役立っています。 

 

 


