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STEP２ 座談会を開催する

「ふれあい・いきいきサロン」や「見守り活動」の担い手を中心に座談会を

開催し、町の支え合い活動をどう進めていくかを話し合う。

①町社協設立に向けた支え合い活動の合意形成

町社協を設立する目的、町で支え合い活動を進めていくうえでの

目指すことを話し合い共有する。

②町社協の活動をどのように進めていくか

町社協としての活動を決めるためには、住民が何に困っているのか

（ニーズ）を把握することが必要であるため、

どのように困りごとを把握・整理するかを決める。

③役割を分担する

町社協の世話役とその他の関係者・団体役員がどのように協力を、

していくかを決める。

（困りごとの把握・整理を進める人、担い手の状況調査を進める人）

STEP１ 企画運営会議を開催する

町社協を組織・運営していく上での中心となる住民が少数で集まり、

今後開催する座談会や調査などの予定・進め方について話し合う。

座談会の進め方についての合意形成

企画会議のメンバーで、ある程度の目標や進め方を決める。

座談会に呼ぶ人を決め、座談会で聞きとりたい意見や検討したい

事項を考える。

福祉委員

代表者（町社協を代表し運営する人）

世話役（受け手と担い手の活動を調整をする人）

担い手（困りごとを実際に解決する人）

受け手（様々な困りごと抱えている人）

町社協メンバーの役割

町社協設立までの流れ
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STEP４ 町社協の活動内容を決める

把握・整理した困りごとをもとに、何をどのように活動していくかを決める。

①何を・いつから・誰がするのかを決める

把握・整理した困りごとに対して、町社協がどのような支援・活動

を行えるか検討し活動内容を決める。活動を始めるためのスケジュール

を決め、活動に参加してくれる担い手を募集する。

②検討や準備が必要なことを整理する

活動をはじめる前に取り決めすべきことを整理する。

（活動の周知や広報・活動の調整や連絡方法・活動の拠点整備・担い

手などが加入する保険など）

STEP５ 活動をはじめる（試してみる）

活動の周知・広報を行い、困りごとに対する支援・活動をはじめる。

また、実際に活動した結果をもとに活動方法を改善したり、今後の展開を考える。

①試行・プレ実施

考えた活動の内容や流れを試行してみる。実際に実施してみて、

改善すべきことなどを話し合う。

②実施のための周知・広報

活動をはじめることを住民に向けて知らせる。

また、町の団体役員や会員などに周知し、協力者も増やしていく。

STEP３ 住民の困りごとを把握する

町社協の活動を決めるために、住民が何に困っているかを把握・整理する。

アンケート調査・聞き取り調査

聞きたいことや知りたいことをアンケートにして調査をする。

高齢者宅等へ訪問したり、サロンの場で聞き取り調査を行う。
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募集中

町社協の組織化
（規約の作成、福祉委員の役割等を決める）



[取り組みのきっかけ]

～町民みんなの力でより住みやすいまちづくりを～

六供町生川は昔からの顔なじみの町で、要支援者マップの作

成など以前から見守り活動を行ってきました。

こういった活動を改めて組織化し、さまざまな団体と協力し

ながら住民が暮らしやすいまちづくりを行っていくことを目

指しています。

[町のデータ]

六供町生川（南部地区）

0～14歳 1,012人

15～39歳 1,769人

40～64歳 2,266人

65歳以上 1,664人

高齢化率 24.8％

高齢者単独世帯 414世帯

担い手として活動に参加して

くれる町内の各団体やボラン

ティアの方々が集まって、

「生川社協支え合いの会」発

足の合意形成をはかりました。

ここで集まったメンバーを中

心に、町に住む人の困りごと

相談に取り組んでいきます！

[生川社協支え合いの会]

「生川社協支え合いの会」を発足

[まちづくりアンケートの実施]

日頃から見守り活動をしていま

すが、改めて町全体の意見を聞

く機会としてアンケート調査を

行いました。今回は住民の方の

困っていることを聞き取りする

ものと、ボランティアとして活

動できる住民を募るものの２種

類のアンケートを作成しました。

その結果、複数名の方がボラン

ティアとして名乗りを上げてく

れました。
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地区名 南部地区
町名

（自治会名）
六供町生川

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

6711 1012 1769 2266 1664 904 24.8％

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

2892 414（14.3％） 744（25.7％）

代表者 落合 仁 開始時期

町社協名 生川社協支え合いの会

町社協構成員
六供生川自治会１０名（会長、副会長、会計、各組長）、生川社協１０名、長寿会、
青年会、住民ボランティア

事務局 自治会 規約・会則

町の特色 昔からの顔なじみの町で、以前から要支援者マップの作成等、支え合いの仕組みづ
くりに取り組んでいる。

取り組みの
きっかけ

以前から要支援者マップ作成等、支え合いの仕組みに取り組んできた。最近も住民
に対しアンケートを実施し、町の困りごとの把握、担い手となってくれるボラン
ティアの発掘等を行っている。このアンケートをきっかけに、改めて支え合いの仕
組みを組織化し活動につなげていくこととなった。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇 〇

町社協設立

スケジュール

R2.10.15 町社協モデル地区として取り組むことの意思確認。

R2.11.27 取組の担い手となる関係者を集めての事業説明と合意形成。

今後の展望
町の担い手間での合意形成までは確認することができた。活動方法、世話役等の役
割、選出について等、具体的な活動方針を定める機会を設定し、実際の取組につな
げていく。

生活支援

コーディネーター

の視点

町の考えとしては対象になる困りごとを固定するのではなく、幅広く困りごとに対
応できる取り組みを考えており、その場その場での検討課題も出てくることが想定
される。スムーズに活動につなげられるよう、活動方法の形をつくり町の目指す支
え合いにつなげていく。
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～サロン活動・見守り活動を一体的に～
自治会館を憩いの場に

表町二丁目では、サロン活動と見守り活動を実施しています。

コロナウイルス感染拡大のため、サロンは開催が難しい状況

にありますが、それでも子どもの登下校時の見守りなど、で

きることを続けています。

また、自治会館は毎日当番の方が常駐しています。自治会館

を拠点として世代を問わず多くの方が集まれる憩いの場を目

指します。

[表町二丁目ふれあいサロン]

開催日：毎月第４木曜日

時間：13:30～15:00

場所：表町二丁目会館

この日は自治会館の隣にある明

治安田生命の職員さんが健康

チェックをしてくれました。

表町二丁目（中部地区）

0～14歳 92人

15～39歳 315人

40～64歳 481人

65歳以上 409人

高齢化率 31.5％

高齢者単独世帯 147世帯

福祉部会の設立を目指して

[町のデータ] [取り組みのきっかけ]

［チラシを全戸配布］

表町二丁目だよりの「福祉

号」としてカラー刷りのチ

ラシを作成しました。

全戸配布することで町民に

広く周知を図りました。
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地区名 中部地区
町名

（自治会名）
表町二丁目

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

1297 92 315 481 409 205 31.5%

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

746 147（19.7％） 219（29.4％）

代表者 山田光夫 開始時期

町社協名 表町二丁目自治会福祉部会

町社協構成員 自治会三役・民生児童委員・保健推進員（全８名）

事務局 自治会 規約・会則
あり

（令和２年１１月制定）

町の特色
前橋駅北口に面した前橋市の中心部。マンションが立ち並ぶなか、昔ながらのつな
がりも深い町。自治会館には毎日当番の人が詰めていて、町民の様々な問い合わせ
や相談に対応している。

取り組みの
きっかけ

サロンや見守り活動など様々な福祉活動を進めてきた中で、それぞれの活動が単体
で動いていたことにどうにかそれらの活動を取りまとめようという地域の役員の思
いと今回のモデル事業の趣旨が合致したことが大きなきっかけとなる。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇 〇

町社協設立

スケジュール

今後の展望
町の福祉活動を取りまとめ、福祉部会として活動予定。サロンも見守りも分け隔て
ることなく、多くの世代を巻き込んで活動を進める。自治会館を誰でも集える憩い
の場として自治会館の活動を充実させる。

生活支援

コーディネーター

の視点

困りごと相談のほかに交流の充実にスポットを当て、自治会館の活動とあわせ幅広
い世代を巻き込んだ交流活動に力を入れていく予定である。市の中心部に位置し、
社会資源に恵まれた環境であるため、企業等と協働ができるとよいと考える。
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平成３０年より自治会・老人会・サロン活動者が協力し合い

「見守り・支え合い活動」が推進され、支援マップの作成、

自主防災会の充実、そして町民へ「安心カード」設置の呼び

かけに取り組んでいます。

令和２年６月に町社協としてスタートし、町内の皆さんと共

に安心・安全な「顔の見えるまちづくり」を目指しています。

[財 源]

特になし

新堀町（下川淵地区）

0～14歳 286人

15～39歳 505人

40～64歳 799人

65歳以上 219人

高齢化率 12.1％

高齢者単独世帯 37世帯

～コロナ禍にこそ「顔の見えるまちづくり」の推進を～

ピンシャン元気体操、サロン
活動が活発に行われています

町内の高齢者やひとり暮らしの方へ、声かけ･見守
り活動と共に「安心カード」の設置を勧めています

年6回、自治会･老人会･サロン活動･各種団体代表の福祉

連絡会で町内福祉の情報交換会が開催されます

安心カードを利用したつながりづくり

[町のデータ] [取り組みのきっかけ]
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地区名 下川淵地区
町名

（自治会名）
新堀町

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

1809 286 505 799 219 95 12.1％

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

595 37（6.2％） 82（13.8％）

代表者 久保田 光明 開始時期 令和２年６月

町社協名 新堀町社会福祉協議会

町社協構成員
自治会・民生児童委員・新寿会・生涯学習奨励員・防犯委員・育成会・サロンス
タッフ・ピンシャン体操スタッフ・農事組合・とねりこの家

事務局 自治会 規約・会則
あり

（令和２年６月）

町の特色

隣近所に親戚も多く、まとまりのある町。つながりを活かした活動に協力してくれ
る人も多い。町社協設立前の平成３０年より自治会、老人会、サロン活動が合同で
定期的に打ち合わせ会議を実施し、意見交換を図ってきたため、町社協の設立には
多くの方の賛同が得られた。

取り組みの
きっかけ

平成３０年より自治会・老人会・サロン活動が協力し合い「見守り・支えあい活
動」が推進され、支援マップの作成、自主防災会の充実、そして町民へ「安心カー
ド」設置の呼びかけに取り組んでいる。令和２年６月に町社協としてスタートし、
町内の皆さんと共に安心・安全な「顔の見えるまちづくり」を目指していく。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇 〇

町社協設立

スケジュール

R2.06.21 町社協連絡会

R2.07.05 自主防災会議 09 アンケート会議 24 アンケート実施

R2.08.01 アンケート集計 22 支え合い会議（自主防災学習）

R2.09.19 自主防災会議

R2.10.24 町社協連絡会

今後の展望
今後は、安心カードの普及啓発、情報更新の呼びかけなど町社協として実施してい
く。また、困りごとをつないだり、どうしても解決できないものは業者や公的支援
につなぐなど、無理なくできる活動から始めることとなった。

生活支援

コーディネーター

の視点

中心となる世話役がいることで、様々な活動が生まれ、継続できるきっかけになる。
新堀町をはじめとする下川淵地区は水害時は浸水が想定されているため、自主防災
も絡めた支え合い、つながりづくりを始めることで、多くの方に理解を得られる形
になったと思う。
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～町の福祉活動の一元化～

町社協設立後は、既存のサロン

や見守り活動を含めた福祉活動

の一元化を図ります。「出来る

事を、出来る人が、出来る範囲

で行う活動」を地域に広げてい

くことを目的としています。

[小坂子町児童見守り隊]

開催日：平日

（児童の下校時間にあわせて）

時間：14:45～16:15

小坂子町の７つの拠点で児童の

下校時の見守りを展開。

見守り隊の活動が犯罪の抑止力

にもなっています。

小坂子町（芳賀地区）

0～14歳 185人

15～39歳 365人

40～64歳 579人

65歳以上 618人

高齢化率 35.4％

高齢者単独世帯 104世帯

sample

令和２年１０月２３日 小坂子町社会福祉協議会設立総会

小坂子町社会福祉協議会設立総会開催

[町のデータ] [取り組みのきっかけ]
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地区名 芳賀地区
町名

（自治会名）
小坂子町

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

1747 185 365 579 618 282 35.4%

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

694 104（15.0％） 231（33.3％）

代表者 山田 守 開始時期 令和２年１０月

町社協名 小坂子町社会福祉協議会

町社協構成員
自治会長・自治会副会長・民生児童委員（現・旧）・更生保護女性会
保健推進員・介護予防サポーター・地域づくり協議会・児童見守り隊

事務局 自治会 規約・会則
なし

（令和３年２月現在）

町の特色
南北に緩急のある大小の坂が続き、芳賀地区内では一番大きな面積の町。また庭、
田畑のある家が多い。
交流行事をはじめ、伝統行事を大切に継承し、福祉活動の意識が高い。

取り組みの
きっかけ

もともと町には福祉部が存在していたが、既存のサロンや見守り活動を含め、福祉
活動の一元化を図るため、また、「出来る事を、出来る人が、出来る範囲で行う活
動」を地域に広げていくことを目的とした。
地域住民が互いを思いやり、当たり前のように実践することを基本に、広く地域に
広げ、「住んで良かった郷土づくり」に向けた一歩として小坂子町社会福祉協議会
の設立に至った。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇

町社協設立

スケジュール
R2.10.23 小坂子町社会福祉協議会設立総会

今後の展望
「出来ることを、出来る人が、出来る範囲で行う活動」を話し合いながら進めてい
く。今までも、小坂子町には福祉部が存在していたが、町社協設立を機に、町の福
祉活動の一元化を図り、住民に広げていければと考えている。

生活支援

コーディネーター

の視点

地域のニーズを把握し、出来る活動を無理なく継続することが大切。隣保で見守り、
支え合う機能をさらに強め、地域力では補えない部分は他機関に繋ぐ役割としてこ
れから地域の方々と一緒に考え取り組んでいきたいと思う。

-11-



令和元年度の子どもサロン「堀之下ベース」発足を機に、自

治会や子ども育成会、民生児童委員など横のつながりがより

深くなりました。これを基盤に、子どもから高齢者まで誰も

が住みやすい堀之下を目指して支え合い活動への取り組みを

始めています。

[堀之下ベース]

開催日：毎月第３木曜日

時間：16:00～18:30

場所：堀之下町公民館

子どもに限らず誰でも参

加ができ、世代を超えた

交流を楽しんでいます。

堀之下町（桂萱地区）

0～14歳 119人

15～39歳 209人

40～64歳 288人

65歳以上 267人

高齢化率 30.2％

高齢者単独世帯 56世帯

～子どもも高齢者もみんなが住みよいまちづくりを～

ゴミ出し支援に向けマップを作成

ごみ出しに困っている人、手伝える人を地図におとしこむマッピング作業をしました

[町のデータ]
[取り組みのきっかけ]
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地区名 桂萱地区
町名

（自治会名）
堀之下町

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

883 119 209 288 267 133 30.2％

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

354 56（15.8％） 109（30.8％）

代表者 野中 一雄 開始時期 令和２年８月

町社協名 まちの応援隊～手をつなごう堀之下～

町社協構成員
代表者・自治会三役・民生児童委員・高齢者サロン代表者・老人クラブ会長・保健
推進員・子ども育成会長・子どもサロン代表者・青年部代表者・担い手（町内住民
の有志）

事務局 町社協代表者 規約・会則
あり

（令和３年３月制定予定）

町の特色
高齢者サロン・子どもサロン・見守り活動など既に幅広い世代を対象とした活動が
活発に行われている。また、町内の民間企業も地域活動に協力的で、住民向けイベ
ントの企画や自治会と連携した取り組みが展開されている。

取り組みの
きっかけ

サロンや見守り活動の基盤があり、各種団体の連携も密にとれている。町内各種団
体の代表者で会議をもち、この基盤を活かして支え合い活動に取り組んでいくこと
となった。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇 〇 〇 〇

町社協設立

スケジュール

R2. 8.21 各種団体代表者へ市社協より町社協モデル事業説明

R2. 9.18 町社協の進め方について

R2.10.26  アンケート結果の共有、組織について

R2.11.20  担い手候補者 意見交換会

R2.12.18  組織について、今後のスケジュールについて、マッピング

R3. 1.22 組織について、規約について

今後の展望
活動内容がゴミ出し支援に決定し、R3年４月からの活動に向けて調整を進めてい
く。なお、ゆくゆくは高齢者の総合相談窓口設立も視野に活動を充実させる。

生活支援

コーディネーター

の視点

子どもサロンの組織を活かし、小学生も担い手として取り込んでいく案も出ている。
子どもたちの協力を得ることで取り組みの継続や拡張に繋がると考えられるため、
工夫していければと思う。
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～コロナ禍におけるひとつの活動をきっかけに、
些細なことでもなんでも相談できる町に～

特別定額給付金に関する通知文の理解や添付書類の準備が難

しい人のために、記入の確認や添付書類のコピーなどを自治

会で支援しました。

この活動をきっかけに些細なことでもなんでも相談できる町

に！としくみづくりを進めています。

[下細井町ふれあいサロン]

開催日：毎月第３水曜日

（８月１１月は除く）

時間：１０：００～

１２：００

場所：下細井町公民館

ゲートボールを終えた男性陣も

合流してとってもにぎやかです

下細井町（南橘地区）

0～14歳 445人

15～39歳 1,035人

40～64歳 1,509人

65歳以上 1,115人

高齢化率 27.2％

高齢者単独世帯 274世帯

特別定額給付金申請支援をきっかけに

[町のデータ] [取り組みのきっかけ]
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地区名 南橘地区
町名

（自治会名）
下細井町

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

4104 445 1035 1509 1115 548 27.2％

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

1770 274（15.5％） 524（29.6％）

代表者 金子 金五郎 開始時期 令和２年１２月

町社協名 下細井町社会福祉協議会

町社協構成員
自治会役員・県住自治会長・長寿会長・民生児童委員町代表・保健推進員町代表
子ども育成会長・防犯委員・学識経験者（全８名）

事務局 自治会 規約・会則
あり

（令和２年１１月制定）

町の特色
高齢者のみだけでなく、住民全体を対象として福祉活動を行いたいという意識があ
る。また、平日の午前中は自治会館に自治会役員等が常駐しているため、住民が何
かと相談しやすい環境がある。

取り組みの
きっかけ

令和２年度に全国的に実施された特別定額給付金申請の際、高齢者が行政からの通
知文を読むことや添付書類を準備することは難しいのでないかという思いから、自
治会役員や民生委員が相談し申請支援を実施。町内で声を掛け合い、支援を行うこ
とで町のつながりを深め、詐欺の防止にもつながると思い回覧で周知するなどした。
この活動をきっかけに町のつながりを広めて支え合いにつなげ、些細なことでも相
談できるしくみづくりを進めている。
福祉意識の高い自治会役員が多いのも強みの一つである。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇

町社協設立

スケジュール

R2.08.21 自治会長・副自治会長へ市社協より町社協モデル事業説明

R2.10.05 町社協の進め方についてイメージ共有

R2.11.27 町社協のコアメンバー顔合わせ・規約制定

今後の展望
規約を作成したため、役員を中心に各種団体の担い手からの協力を得て、具体的な
活動に取り組む。自治会館中心に町での支え合い活動を充実させる。

生活支援

コーディネーター

の視点

高齢者のみでなく下細井町の住民全員を対象に支え合いを行いたいという思いがあ
るので、的を絞ってニーズ調査を行う必要があるように感じる。
福祉活動に対する思いのある方が多いので、地域のニーズと上手く結びつけること
が出来れば活動がスムーズに進むと思う。
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～見守り活動を基盤にして～

サロンは通常毎月開催され、４０人近くが参加します。見守り

活動も防犯パトロール隊を中心に積極的な活動を展開していま

す。コロナ禍においても繋がりを切らないよう様々な活動を行

い、町の団結力は強固です。生活支援体制整備事業の提唱を

きっかけとして、２０２５年を目標に「お互い様の活動・互

助」を目指し、できることから少しずつ「ホップ・ステップ・

ジャンプ」で活動を進めています。

[下小出町公民館]

月曜日から金曜日の

９：００～１２：００までは

自治会役員と専任の事務員が

窓口業務に対応しています。

住民の頼れる窓口となってい

ます。

下小出町（南橘地区）

0～14歳 285人

15～39歳 1,002人

40～64歳 1,136人

65歳以上 1,057人

高齢化率 30.4％

高齢者単独世帯 351世帯

防犯パトロール隊からスタート

[町のデータ] [取り組みのきっかけ]
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地区名 南橘地区
町名

（自治会名）
下小出町

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

3480 285 1002 1136 1057 566 30.4%

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

1915 351（18.3％） 533（27.8％）

代表者 未定 開始時期 未定

町社協名 未定

町社協構成員 未定

事務局 自治会 規約・会則 未定

町の特色

平日の午前中は自治会館に関係者が常駐しており、下小出町関連で何か起これば自
治会館へ足を運ぶという流れが出来ている。自治会関係者・民生委員・関係団体等
福祉活動に積極的な方が多く、防犯パトロール隊が主体となって見守り活動にも力
を入れている。

取り組みの
きっかけ

サロンを通常毎月開催し、４０人近くが参加する。コロナ禍で繋がりを切らないよ
う様々な活動を行うなど、町の団結力は強い。平成３０年より生活支援体制整備事
業の説明も行い、２０２５年を目処に「お互い様の活動・互助」を目指し、「ホッ
プ・ステップ・ジャンプ」を合言葉に体制作りを進めている。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇

町社協設立

スケジュール

R2.08.18 市社協より町社協モデル事業説明

R2.09.03 自治会連合会にて承認

R2.10.07 副自治会長・民生委員と企画会議（ある程度の目標や進め方を決定）

R2.12.07 下小出町代表者会議にて各種団体のリーダーへ町社協の事業説明

今後の展望
サロンの開催により交流の場があり、防犯パトロール隊による見守り活動も定期的
に実施されている。これらの活動を基盤とし、町の様々な活動と連動しながら広め
ていきたい。

生活支援

コーディネーター

の視点

見守りや地域の行事などを積極的に行い、町社協への理解もスムーズに進む町。思
いの強い方が独走状態にならないように、コーディネーターとしてバランスを取れ
るようにしたい。基盤があるため動き始めたらスピード感があると思うので、勢い
に乗れるように準備したい。
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昔ながらの付き合いから支え合いづくり

高齢化率が４０％を超える町。商業施設が増える永明地区の中で

も、こじんまりと昔ながらの付き合いを大切に東上野町ならでは

の取り組みを進めてきました。同姓が多く名前で呼び合うような

関係があり、既に顔の見える関係が築けています。このつながり

をもとに、困ったときにちょっと支えられるそんな仕組みづくり

を目指していきます。

[東上野町ふれあいサロン]

開催日：毎月第２水曜日

時間：13:30～15:00

場所：東上野町公民館

毎回和やかな雰囲気の中で

開催されるサロン

東上野町（永明地区）

0～14歳 16人

15～39歳 54人

40～64歳 81人

65歳以上 109人

高齢化率 41.9％

高齢者単独世帯 36世帯

サロン終了後には、

お休みされた方の

家にチラシを持っ

て訪問。

見守りにつながる

活動が日常的に行

われています。

～コンパクトな町ならではの付き合いを大切に～

[町のデータ] [取り組みのきっかけ]
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地区名 永明地区
町名

（自治会名）
東上野町

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

260 16 54 81 109 68 41.9％

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

126 36（28.6％） 54（42.9％）

代表者 女屋 音松 開始時期

町社協名 東上野町社会福祉協議会

町社協構成員 自治会三役・民生委員児童委員・生涯学習奨励員・老人クラブ代表・保健推進員

事務局 自治会 規約・会則
あり

（制定中）

町の特色
田畑が広がり、農作業に精を出す人も多い。顔の見える関係があり、近所同士でお
互いに「○○ちゃん」と呼び合っている。小回りの利く、動きやすい、何かあれば
すぐ声がかけあえる町。

取り組みの
きっかけ

高齢化率が４０％を超える町。商業施設が増える永明地区の中でも、こじんまりと
昔ながらの付き合いを大切に東上野町ならではの取り組みを進めてきた。同姓が多
く名前で呼び合うような関係があり、既に顔の見える関係が築けている。このつな
がりをもとに、困ったときにちょっと支えられるそんな仕組みづくりを目指してい
く。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇

町社協設立

スケジュール

R2.10.31 町社協のコアメンバー顔合わせ・事業説明

R2.12.05 町社協の進め方について意見交換

R3. 1.16 町社協のコアメンバー会議（警戒度が上がったことにより中止）

今後の展望
現在の活動を基盤に、今後は困りごとのアンケートを実施し、必要な支え合い活動
につなげていく。

生活支援

コーディネーター

の視点

既に顔の見える関係があり、形にはなってなくとも隣近所で何かと支え合っている。
今回、町社協の組織をつくり、仕組みを見える化することで、人が変わっても何年
経ってもこの支え合いを継続できるようにしたいと思う。
コンパクトな町ならではの強みを最大限生かしていきたい。
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～地域の困りごとは、地域住民で解決～

[富田町ふれあい歌声サロン]

富田町（城南地区）

0～14歳 446人

15～39歳 539人

40～64歳 686人

65歳以上 505人

高齢化率 23.2％

高齢者単独世帯 92世帯

地域づくりも、見守り・交流も、生きがいづくりも、助け合

い活動も、一つの事務局で、コーディネート（連絡調整の役

割）ができれば、活動的にも、金銭的にも、人的組織にも効

率的に取り組めます。目新しい活動や事業を始めるのではな

く、１０年以上行ってきた「いきいきサロン」を中心として、

普段どおりの活動を地域の支え合い活動として広げることと

なりました。

いきいきサロンから支え合い活動に

[町のデータ]

開催日：毎月第３金曜日

時間：10:00～11:30

場所：富田町集落センター

令和２年７月には１０周年を迎

え、記念のお祝いが開かれまし

た。「歌声サロン」を立ち上げ、

交流を主に見守りの必要性を実

践していきます。

[取り組みのきっかけ]
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地区名 城南地区
町名

（自治会名）
富田町

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

2176 446 539 686 505 233 23.2％

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

784 92（11.7％） 181（23.0％）

代表者 太田 茂 開始時期 令和２年１２月

町社協名 富田町社会福祉協議会

町社協構成員

自治会長・自治会区長・いきいきサロン代表者・福祉コーディネーター・民生児童
委員・保健推進員・生涯学習奨励員・生涯学習員・いきいきサロン役員・福祉協力
員・老人クラブ役員・介護予防サポ―タ―・学識経験者・ボランティア経験者
自治会長経験者（全50名）

事務局 福祉コーディネーター 規約・会則
あり

（令和３年度４月予定）

町の特色

向こう三軒両隣の地縁の繋がりをとても大切にしている富田町。
自治会長から委嘱された町の福祉コーディネーターが既に町の中で機能していた。
併せて、福祉協力員（自主的に登録したボランティア）が目的を理解し活動に対し
て積極的に協力をしている。

取り組みの
きっかけ

「いきいきサロン」が１０年前にスタート。３年前に「生活支援体制整備事業」が
提唱され地区社協を中心としての取り組みが求められ、その中心の活動が「交流・
見守り活動」だった。自治会中心に「支え合いの町づくり」のアンケート調査を実
施し、いきいきサロン・歌声サロンを楽しみにしている方が多く、介護予防、健康
維持を必要とされていることが把握できたので、できることから取り組んでいる。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇 〇 〇

町社協設立

スケジュール

R2.10.1 市社協より、社協モデル事業説明、今後の進め方について

アンケート調査・福祉協力員の確認・具体的活動について

R2.10.14 アンケート検討会① 目的・他地区の実施状況の説明

R2.11.1 アンケート検討会② アンケート原案・意見交換

R2.12.1 全戸配布でアンケート調査実施

R3.1.13 アンケート集計結果報告・共有 R3.2.10 会則の検討

R3.4.21 総会

今後の展望
子どもの福祉・災害時の対応・困りごと相談（福祉相談）など、自治会と協力しな
がら、支え合い活動を充実させていく。

生活支援

コーディネーター

の視点

富田町では既に「住民による福祉コーディネーター」が位置付けられ機能している。
このコーディネーターと密に連携を図り、サポートしながら、地域の困りごとの解
決に向け一緒に取り組んでいきたい。
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～地域の困りごとは地域で解決～

交流・見守り活動を進める中で、地域からの困りごとが見え

てきました。まずは、個人の身近な困りごとの支援よりも、

町の共通の困りごとから着手することもひとつの方法として

取り組みを始めます。地域住民やご本人からの困りごとを把

握した上で、ごみの搬出・猫対策等、自治会を中心に協力体

制を整え実施しています。

西大室町（城南地区）

0～14歳 165人

15～39歳 305人

40～64歳 442人

65歳以上 442人

高齢化率 32.6％

高齢者単独世帯 94世帯

地域の除草＆野良猫ＴＮＲ作戦

[町のデータ]

[ 西大室町 猫対策 ]

飼い主のいない猫（野良

猫）が増えて困っている

人が多くいます。これ以

上の繁殖をストップする

ため、捕獲して去勢手術

を進めています。これを

TNRといいます。

TNRとは？

猫を捕獲（Trap）

↓

不妊手術をする（Neuter）

↓

元の場所に戻す（Return）

[取り組みのきっかけ]
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地区名 城南地区
町名

（自治会名）
西大室町

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

1354 165 305 442 442 211 32.6％

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

545 94（17.2％） 177（32.5％）

代表者 中澤美弥子 開始時期 令和２年１２月

町社協名 西大室町社会福祉協議会

町社協構成員
自治会長・副自治会長・民生児童委員・ボランティア役員・生涯学習奨励員
老人会・前民生児童委員（全10名）

事務局 西大室町社会福祉協議会 規約・会則 未定

町の特色
西大室町は、地域住民のつながりがしっかりしており、助け合いの精神がある町。
見守りネットワークメンバーを中心に買い物支援「フレッシー便」を見守り活動の
一環として応援している。

取り組みの
きっかけ

交流・見守り活動を進める中で、地域からの困りごとが少しずつ見えてきた。
まずは、個人の身近な困りごとの支援よりも、町の共通の困りごとから着手するこ
ともひとつの方法として、モデル事業の取り組みを始めることとなる。
地域住民やご本人からの困りごとを把握した上で、ごみの搬出・猫対策等、自治会
を中心に協力体制を整え実施している。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇 〇

町社協設立

スケジュール

R2.10.26 自治会長・民生委員へ社協より町社協モデル事業説明、今後の進め方

について意見交換

R2.12.8 座談会（町社協設立に向けたスケジュールについて）

R2.12        活動開始

今後の展望
「除草お助け隊・猫対策」として、まずは活動を進めながら、困りごと（ニーズ）
を把握し、話し合いを重ねていく。

生活支援

コーディネーター

の視点

地域の住民が主体的に活動をどう進めていくか考え少しずつではあるが動き始めて
いる。今ある活動の延長線上で進めていけるよう、SCとして活動実態の把握を
しっかりしながら後方支援に努める。
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継続して行えているサロン活動が中止となり、つながりが切

れてしまい、近所の方とふれあいが少なくなっています。

そのため、助け合える活動に取り組む必要性を感じ、モデル

事業に取り組むこととしました。

[茂木高齢者スポーツ大会の様子]

開催日：毎年1回

場所：茂木町運動公園

町全体で開催し、みんなで楽し

く笑い合えるスポーツ大会

茂木町（大胡地区）

0～14歳 490人

15～39歳 1072人

40～64歳 1274人

65歳以上 914人

高齢化率 24.4％

高齢者単独世帯 198世帯

～お互いに顔が見える支え合い活動を～

サロンを活かした支え合い活動

[町のデータ] [取り組みのきっかけ]
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地区名 大胡地区
町名

（自治会名）
茂木町

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

3750 490 1072 1274 914 467 24.4%

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

1567 198（12.6％） 379（24.2％）

代表者 立川 均 開始時期 令和２年１２月

町社協名 茂木町社協

町社協構成員 ふれあい福祉委員・ふれあい協力員（全74名）

事務局 自治会 規約・会則 未定（令和３年度中予定）

町の特色
サロンが活発な町であり、昨年度（令和元年）は、代理区7地区で35回（全体・合
同開催含む）開催され、延べ1092人が参加した。
その他にも、茂木散策の会や女性の集い、町の文化祭なども行われている。

取り組みの
きっかけ

町社協の基盤（サロン活動・ピンシャン体操2か所）があり、活動を広めやすい。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇

町社協設立

スケジュール

R2.08 企画会議にて自治会長に事業を説明

R2.10 自治会連合会にて説明

R2.11 自治会連合会にて承認

R3.02 座談会資料配布（町社協の事業説明）

今後の展望
福祉委員会（サロン活動）やピンシャン体操の基盤があるため、そこから活動を広
めていけるといいと思う。

生活支援

コーディネーター

の視点

今年度はコロナのため、サロンや町の活動がすべて中止になった。
来年度も状況に応じて、時期を見てできることから、必要なことができればよいと
思います。
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住民による支え合い活動「おたすけ隊」

平成30年度から研修会などを実施してきました。同年度に

地区内の高齢者にアンケート調査を実施したところ、除草作

業に困っている状況を把握したため、令和2年夏から「おた

すけ隊」を組織化し、新型コロナウィルス感染のリスクの少

ない除草(外作業)から取り組んでいます。

おたすけ隊

[対 象] 宮城地区社会福祉協議会会員

[開催日] 依頼に応じて年に数回程度

[場 所] 依頼者の自宅

[担い手] おたすけ隊活動者

自治会連合会

民生児童委員

宮城地区社協（事務局）

[料 金] 無料

[財 源] 除草機の燃料代・ボランティ

ア保険は、地区社協で負担

宮城各７町（宮城地区）

0～14歳 730人

15～39歳 1,692人

40～64歳 2,597人

65歳以上 2,566人

高齢化率 33.8％

高齢者単独世帯 475世帯

sample

活動グッズ

第1回 おたすけ隊会議

活動後は、依頼者が活動報告書にサイン

［７町全体のデータ］ [取り組みのきっかけ]
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地区名 宮城地区
町名

（自治会名）

鼻毛石・柏倉・市之関・三夜
沢・苗ケ島・馬場・大前田
（全７町）

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

7585 730 1692 2597 2566 1199 33.8％

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

2931 475（16.2％） 872（29.8％）

代表者 各町に１～２名 開始時期 令和２年８月

町社協名 鼻毛石・柏倉・市之関・三夜沢・苗ケ島・馬場・大前田町 社会福祉協議会

町社協構成員
おたすけ隊活動者・自治会連合会・民生児童委員・長寿会・保健推進員、介護予防
サポーターなど

事務局 宮城地区社会福祉協議会 規約・会則
あり

（令和２年８月制定）

町の特色

「地縁が太く、自治会活動のまとまりが強い」

「農村地帯で、元気なお年寄りが多く野菜作りが盛んである」
「人口が減少し、高齢者世帯や独居高齢者が増えている」
「子どもの数が、年々少なくなっている」
「地形の高低差があり、高齢者は徒歩移動が困難」
などの特色が、各町ともある。
住民一人ひとりの支え合いにより、安心して暮らせるまちづくりを目指している。

取り組みの
きっかけ

これまでの会議、研修会、アンケート調査をとおして、除草に困っている方が多く、
また活動に協力できる方も確保できそうなことから、宮城地区内の各町同士で足並
みをそろえた中で、地域の支え合い活動としてスタートすることとなった。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇 〇 〇 〇 〇

町社協設立

スケジュール

H３０年度 企画会議４回。７５歳以上アンケート調査実施。研修会３回。

H３１年度 企画会議４回。研修会２回。

R2.07.17 第１回おたすけ隊会議(おたすけ隊活動・町社協モデル事業など)

R2.08.04 第１回おたすけ隊町代表者会議(おたすけ隊登録状況など)

R2.08.17 おたすけ隊受付・活動開始

R2.09.15 第２回おたすけ隊町代表者会議(活動状況・市社協助成金など)

R2.10～11月 第１回おたすけ隊町会議（おたすけ隊活動報告など）

今後も、町代表者会議、町会議、研修会を繰り返し開催していく。

今後の展望
新型コロナウィルスの感染リスクを抑えるために、除草作業から開始したが、感染
状況を確認しながら、除草以外の困りごとにも対応していけるよう、活動者の確保
や仕組みづくりを強化していく。

生活支援

コーディネーター

の視点

SCとして、地域の支え合いについて、皆で学び、話し合い、考える場を設定して
きた。地域の皆さんが、これまで協力して取り組んできた結果が、「おたすけ隊」
の活動に結実することとなった。これからは、活動を継続していくことが大切なの
で、さらに地域のつながりが結べるよう支援していきたい。
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回覧板を回すときは一声かけて

コロナ禍で、サロンの開催が困難となっていますが、今まで

のつながりを継続していくために、担い手が脳トレプリント

などを配付して、参加者の状態を確認しています。

また自治会では、「回覧板を回すときは一声かけて」を心が

けることで地区のつながりを深めてきました。そのため、助

け合い活動の基盤を生かし、モデル事業に取り組むことにな

りました。

[深津区いきいきサロン]

開催日：毎月第３木曜日

時間：１０：００～１２：００

場所：深津集落センター

地域のつながりを大切に、コロナ

禍の中でも顔がみえる方法を検討

しながら行っています。

粕川町深津（粕川地区）

0～14歳 190人

15～39歳 343人

40～64歳 570人

65歳以上 535人

高齢化率 32.7％

高齢者単独世帯 87世帯

～サロンのつながりや絆を大切に～

[町のデータ] [取り組みのきっかけ]
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地区名 粕川地区
町名

（自治会名）
粕川町深津

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

1638 190 343 570 535 250 32.7％

世帯情報
総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

614 87（14.2％） 176（28.7％）

代表者 猪熊清美 開始時期 令和２年１２月

町社協名 粕川町深津地区社会福祉協議会

町社協構成員
自治会長・副自治会長・組長・自治会顧問・長寿会・民生児童委員・地区社協
（全20名）

事務局 深津地区社会福祉協議会 規約・会則 未定（令和3年度中予定）

町の特色
深津地区は、三世代交流・敬老会・深津祭りと毎年多くの方が参加している。
自治会では、自治会班長のほかに福祉班長を設けており福祉活動の意識が高い。

取り組みの
きっかけ

自治会では、「回覧板を回すときは一声かけて」を心がけて顔の見えるつながりを
大切にしている。そして、独居や高齢者世帯等のいつもと違う気づきにつながり自
治会長や民生委員への連携も取れている。そのため、助け合い活動の基盤を生かし、
モデル事業に取り組むこととなった。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇 〇

町社協設立

スケジュール

R2.09.18 自治会長・副自治会長、自治会顧問、地区社協役員へ社協より町社協

モデル事業説明、今後の進め方について

R2.10.20 アンケート実施について、町社協の進め方についてイメージ共有

R2.11.17 12月実施のアンケート内容と実施日程について

R2.12.1～12/20アンケート実施

R３.3 アンケート結果と活動内容について

今後の展望
アンケート内容の共有と活動内容について検討していく。アンケートの参加希望者
や各種団体からの協力を得て、具体的な活動の仕組みづくりに取り組んで支え合い
活動を充実させていく。

生活支援

コーディネーター

の視点

地域を良く把握している自治会長経験者３名が顧問として構成員となっているため
福祉活動を進めるにあたり大きな強みと感じる。無理なくできることから地域の皆
さんの困りごとを活動に結びつけていければと思う。
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～町をより良くするために～

サロン・見守りと順調に活動を進めてきており、かねてから

ゴミ出しなど支え合いの必要性を感じていたため、町をより

良くしようとモデル事業に取り組むこととなりました。

[原上ふれあいいきいきサロン]

開催日：毎月第２水曜日

（８・９月は除く）

時間：１０：００～１１：３０

場所：原上会館

参加者も担い手もみんな楽しく

サロンに参加しています。

原上（富士見地区）

0～14歳 605人

15～39歳 1137人

40～64歳 1366人

65歳以上 922人

高齢化率 22.9％

高齢者単独世帯 201世帯

見守りから始める支え合い

[町のデータ]

[取り組みのきっかけ]
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地区名 富士見地区
町名

（自治会名）
原上

基
礎
情
報

人口情報
総人口 0~14歳 15~39歳 40~64歳

65歳
以上

75歳
以上

（再掲）
高齢化率

4030 605 1137 1366 922 438 22.9%

世帯情報

総世帯 高齢者単独世帯 高齢者のみ世帯

1640 201（12.3％） 357（21.8％）

代表者 狩野 貞夫 開始時期 令和２年８月

町社協名 原上町社会福祉協議会

町社協構成員
自治会長・副自治会長・民生児童委員・班長幹事長・介護予防サポーター・いきい
きサロン担い手・長寿会会長・長寿会副会長・まちの安全広げ隊・自主防災会幹事
長・監査委員・防犯委員（全１７名）

事務局 規約・会則 検討中

町の特色
ふれあいいきいきサロン・見守り活動や、敬老会などの地域の行事も活発に行われ
ている。積極的な住民が集まっており、会議では様々な意見が出る。

取り組みの
きっかけ

サロン・見守りと順調に活動を進めてきており、かねてからゴミ出しなど支え合い
の必要性を感じていたため、町をより良くしようとモデル事業に取り組むことと
なった。

活動のＳＴＥＰ

STEP1
企画会議開催

STEP2
座談会開催

STEP3
困りごと把握

STEP4
活動内容決定

STEP5
活動開始

〇 〇

町社協設立

スケジュール

R2.08.21 見守り会議にて見守り事業役員にモデル事業を説明。

R2.11.08 見守り会議にてモデル事業のこれからの進め方について話し合い。

R2.12.10 代表者・自治会長とこれからのスケジュールについて打ち合わせ。

R3.01 広報配布時に困りごとアンケートの実施。

R3.02 広報配布時に困りごとアンケートの回収。今後の方針を固める予定。

R3.03～秋 企画会議予定。規約の検討。担い手アンケート実施予定。町社協設立。

今後の展望
かねてからゴミ出しのことが懸念されていたが、ゴミ出しだけでなく、実際に今住
民は何に困っているのかを調べることが必要とのことで困りごとアンケートを実施。
その結果に沿って、今後についての方針を固めていき活動を進めていく。

生活支援

コーディネーター

の視点

多数の団体から構成されていることもあり、会議を行うと多くの参加者から様々な
意見が出てくる。積極的な人材が揃っているので、意見を出し合いながら、より良
い支え合い活動にしていくことが出来ると思う。
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町社協設立モデル事業実施要項 
 
 

１ 目 的 

町ごとの支え合い活動を進めるための住民主体の組織（以下、町社協とい

う。）の設立を推進するモデル事業に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 町社協 

 町社協とは、町を単位として、自主的、主体的に交流、見守り及び支え合

い活動を継続して実践することにより、地域の課題を解決し地域福祉の推進

を図るものとする。 

（１） 地域住民が、地域の福祉課題、生活課題を解決するために話し合い、

活動する組織 

（２） 地域の横のつながりをつくり、組織的、機能的に支え合い活動を行う

組織 

（３） 地域住民の福祉意識を高め、地域活動への参加、協力を促進する組織 

 

３ 準備組織 

 町社協設立に向け、準備組織を立ち上げ、代表者等の役割を明確にすると

ともに必要な人材の確保を図る。 

（１）代表者 

 設立準備組織を代表し、モデル町社協での事業推進を図る人 

（２）世話役 

 代表者を補佐し、ルール作りや受け手と担い手の活動を調整する人  

（３）担い手 

 困りごとを実際に解決する人 

（４）受け手 

 困りごとを抱えている人 

 

４ 福祉委員 

 町社協設立においては、世話役、担い手をもって、福祉委員とする。 

福祉委員は町社協の構成員として、地域の困りごとを発見、把握するとと

もに、住民同士で共有し、解決に向けた活動について話し合い等を行い支え

合いの地域づくりを進めるものとする。  



５ モデル町社協での取り組み 

 町社協の設立に向け、「支え合いの手引き」及び「世話役の手引き」を活用

して、次の事項に取り組む。 

（１）ふれあい・いきいきサロン、見守り活動の担い手、民生委員・児童委

員、各種団体役員等を中心に世話役を確保する。 

（２）世話役を中心として、次の事項に取り組む。 

  ①困りごとの状況を把握する。（利用会員の登録） 

  ②担い手の状況を把握する。（活動会員の登録） 

  ③支え合い活動の内容、ルールなど、仕組みを整理する。（支え合い活動

マニュアル） 

④福祉委員の役割を整理する。（福祉委員の登録） 

  ⑤町公民館を拠点として必要な備品等（電話・ＰＣ等）を整備する。 

  ⑥その他、町社協設立に必要な組織体制、規約等を決める。（町社協規

約：組織体制、会費、サービス等） 

 

６ 市社協の助成 

（１）コーディネーターの配置 

各町社協のモデル指定において、コーディネーターを配置し、町社協設立

に向けた支援を行う。 

（２）助成金の交付 

 町社協設立準備として１０万円を交付する。 

（３）町社協モデル指定期間 

 令和２年度から令和４年度末の３か年とする。ただし、助成金の交付は 

１回限りとする。 

 

７ 助成対象経費 

 町社協設立準備に必要な経費とする。 

 【別表１】参照 

 

８ 町社協モデル指定申請手続き 

 本事業の町社協モデル指定を受けようとする者は、別紙様式第１号に所定

事項を記入し、市社協会長に申請するものとする。 
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９ 町社協モデル指定申請要件 

 本事業に賛同し、次の要件を満たしていること。 

（１）町社協のモデル指定を受けることについて自治会長及び地区社協会長

の承認を得ていること。 

（２）「支え合いの手引き」に基づきアンケート調査を行っているか、行う予

定であること。 

 

10 町社協モデル指定の決定 

 市社協会長は、助成申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、町社

協モデル指定の可否及び助成金額を決定し、通知するものとする。 

 

11 事業報告 

 町社協モデル指定を受けた者は、令和４年度末までに、別途配布する事業

報告書に関係書類を添付し、市社協会長に報告するものとする。関係書類

は、助成金にかかる領収証ならびに町社協運営の規約、支え合い活動マニュ

アル等とする。 

 

12 地区社協の役割 

 各地区社協は、行政、市社協及び自治会等と連携し、モデル町社協の事業

推進に協力、支援するものとする。 

 

13 その他 

  この要項に定めるもののほか、必要な事項は市社協会長が別に定める。  

 

 

 

附 則 

 この要項は、令和２年１０月６日から施行する。 
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【別表１】 

（助成金の使途） 

項 目 内      容 

会議費 会議開催に係るお茶代等 

事務費 事務用品代、活動における広報の材料費等 

備品費 草刈り機等 

通信運搬費 携帯電話利用料、切手代、郵送料、宅配便料等 

印刷製本費 資料やポスター等の印刷費、コピー代 

賃借料 施設使用料、パソコンリース料等 

水道光熱費 事務所等の電気、ガス、水道代等 

報償費 講師、指導者への謝礼 

車輌費 ガソリン代 

保険料 ボランティア活動保険料、送迎ボランティア保険等 

※助成対象とならない経費  人件費、委託料 
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町社協設立モデル事業実施状況報告書

前橋市社会福祉協議会 地域福祉課
令和３年３月
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