
　№

印

標記の件について、以下の通り報告します。

●この報告書に関する連絡担当者

●助成テーマ

予防から希望へ～生きがいを支えるお出かけ支援事業～

月日

　　　　　　平成28年（2016年）

5月7日 見守り隊立ち上げ式 会場：安城市社会福祉会館２階講座室　１０:３０～１２:３０

参加者：一般参加者22人・　在宅介護支援センター3人・　小規模多機能1人

　　　　　社会福祉協議会職員2人・スタッフ5人　　　　　 計33人

内容：1）社協職員からのお話し　地域福祉地域福祉係係長　吉村了子氏

　　　　２）「見守り隊」発足に先立ち、その必要性、前年度に実施した養成講座

　　　　　　についてその実施状況、成果について説明、入会に当たり意思表示

　　　　　カ-ドの提出、質疑応答を行った。

　　　　３）初回ミーティングの案内

その他；中日新聞、安城ホームニュース取材が入り記事に掲載

5月18日 見守り隊ミーティング 毎月第3水曜日13:00～15:00　依頼状況、情報共有、規約検討、謝礼支払い

　　　　5/18,6/15,7/20,8/17,9/21,10/19,11/16,12/21,1/18,2/15,3/15

見守りサロン 毎月第1水曜日13:00～15:00 隊員情報共有、見守り依頼・相談受付

　　　　10/5,11/2,12/7,1/4,2/1,3/1

5月19日 トヨタNPOカレッジ 日程：5/19, 20    6/16    7/14    8/18   12/9

｢カイケツ」 トヨタの代表的な「カイケツ」手法によりNPO事業の経営基盤の課題カイケツ

を行うプログラム。実際の要因解析、カイケツプログラム実施、成果分析評価

を行った。 運営側と見守り隊の情報共有のための基盤整備環境改善が進んだ

6月18日 町内福祉委員会全大会パネルディスカッション　テーマ「新しい地域包括ケアと地域づくり」のパネラーとして

活動の説明をプレゼンしたのちパネルディスカッション

「２０１６-２０１7年度  コープあいち福祉基金助成事業」実施報告書

2018年　　５　　　月　３１　　　　日

団体名   特定非営利活動法人ing

代表者    松岡　万里子

氏名　　松岡　万里子 電話　　0566-74-4263 ＦＡＸ　　0566-74-4263

●活動の概要、経緯（本事業期間における概要）
　　　　　　　　　　既に提出頂きましたが、お手数ですが2016年度活動分についても記入願います

活　動　内　容　概　略

できごと 内　　容
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7月13日 取材 ケーブルテレビ　キャッチ　　番組取材

「クローズアック　MY TOWN 」8月5日放送

7月24日 南医療生協　　分科会パネラーとして見守り活動をプレゼン

9月10日 養成講座第2期(8回） 日程：9/10 ,16 ,17,28  10/1,6,8　　　安城市総合福祉センター

参加者：延べ104人　　隊員登録につながった人数3人

10月15日 視察 元気カフェにコープあいち視察

10月29日 ドライブ講習(３回） 日程：10/29   11/5    11/12 (土）

会場：作野福祉センター、安城自動車学校

参加者：３人

11月19日 活動紹介パネル 市民交流センター　パネル展示とチラシ参加

12月20日 事業説明会 社会福祉会館にて福祉相談に関わる団体、施設職員、社協職員に対して事業

説明と、質疑応答を行った。

平成29年（2017年）

1月17日 内閣府社会的インパ 日程：１/17   2/14,15

クト評価実践研修 内閣府が進めている、NPO実施事業の成果が社会に与えるインパクトについて

成果から逆算したロジックにて事業説明することで活動のを支える人・もの・資金

情報などを検証、またこの説明によって事業の社会的評価を可能にする試み。

見守り隊のロジックを作成。長期成果を見据えての事業展開を計画できた。

1月21日 安城市総合福祉センターにて、事業者、ボランティア、町内会、などが交流して

それぞれの事業やPRをし、ニーズに合ったマッチングをする

2月21日 事業説明会 作野地区の町内福祉委員会、民生委員に対して事業説明と、質疑応答を行った。

5月18日 見守り隊ミーティング 毎月第3水曜日13:00～15:00　依頼状況、情報共有、規約検討、謝礼支払い

5/17，6/21，7/19，8/23，9/20，10/18，11/15，12/20，1/17，2/21，3/22，4/18，5/16

見守りサロン 毎月第1水曜日13:00～15:00 隊員情報共有、見守り依頼・相談受付

6/7，7/5，8/2，9/6，10/4，11/1，12/6，1/10，2/7，3/7，4/4，5/2

9月3日 活動発表 市民交流センター　　「安城で活躍する人たちの交流会」で活動発表

9月23日 あいちコミュニティー財団　ワガコトサロン　　長生きを喜べるまちへ「愛知への提言」参加

9月20日 ９/20(作野）   10/26(安祥）   11/2(中部）   12/21(総合）にて活動紹介、入会案内

10月27日 グランドティアラ　　ソロプチミスト日本財団より　社会ボランティア賞奨励賞授与

11月9日 市民交流センター　　　１１/9 ～11/30 交流センターフロアにて活動紹介パネル展示

3月16日 養成講座第３期(７回） 日程：３/16,23,30   4/6,13,21,27　　　（安城市総合福祉センター・デンパーク・ingハウス）

参加者；103人　最終回は研修会場デンパーク。利用者に「お出かけ体験会」として研修に協力

5月8日 日程；５/8 ,17,24,
見守り隊活動から見えてき

た課題深掘り講座

南医療生協地域包括
ケアフォーラム

活動紹介パネル

表彰

活動紹介

地域福祉マッチング
交流会

研修
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参加者；32人　事業者に案内、高齢者を支える活動から見えてきた課題を提示、次のステップを

探るために開催

●活動の成果、到達点などを記入してください。

「予防だけでなく希望につながる生きがい支援」として平成28年5月、「高齢者お出かけ見守り隊」の活動がスタートして2年、

がたち、安城市の高齢化率は20％を超えました。要支援１～要介護２の中軽度の方の増加が著しくなってきています。

当初想定していた認定のまだない方から要支援の方の希望になればと始めた活動でしたが始めてみればニーズはもっと

切迫しており、2年間で40人の方の登録をいただいた中で93％が認定者、25％の方は入所、あるいは亡くなられ在宅での

ご支援が不可能となりました。この活動を通して「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで」を実現することが、いか

に困難な時代を私たちが生きているのかということを体現することとなりました。

1.利用者について

　①在宅高齢者の生活支援をともなう移動支援が9割を占め圧倒的多数。院内付き添い2人とゴミ出し1人のみが送迎不用。

　②28年度利用件数405件、29年度年間利用件数が458件、月平均38件のご利用があった。

　③目的地別では通院、リハビリ、買い物の順だが、29年度生きがいの維持や、お楽しみ利用などが増えつつある。

　④登録人数は2年間で42人。内すでに亡くなられたのが5人、施設入所5人、7人は利用が遠のき、25人の方が定期利用。

　⑤定期利用25人の男女内訳は20人が女性、5人男性。ただし、亡くなられた5人のうち4人は男性。

　⑥夫婦でのご利用が1組、親子1組、認知症の方2人、障害者の方1人、利用年齢幅は45才から93才。

2．連携について

　依頼は①自ら、あるいは家族から直接②事業所のケアマネから③地域包括、在宅介護支援センターから　の３通りあり、

ほぼ同じ割合となっている。当初、利用者層は介護認定前から要支援２までを想定していたが、依頼のほぼ9割が介護認定

を受けている。通院の同行依頼が最も多いが診察室の中まで入り状態を家族、ケアマネに伝え、薬局対応もする。末期がん

の連続放射線治療と生活支援を始め、ほぼ担当者会議に参加する形で事業者ではできないサービスを隙間を埋める形で

情報共有をして進めている。

3．活動のポリシーについて

　2年間の活動を通して、福祉事業者ではない見守り隊の立ち位置、ポリシーを確認することができました。

　①本人が本来はそばにいてほしいと思う家族に代わって、また家族だったらこうしてあげたいだろうなという思いを想像し、

人の杖として寄り添う。

　②傾聴の姿勢を大切に、心地よい会話の時間を大切にする。むやみに指示、提案をせず受容を第一とする。

　③タクシー代わりのような依頼は精査する。タクシーではできない支援が確認される場合に車での送迎依頼を受ける。

　④緊急時等、自分一人で解決しようとせず、連携重視、グループ代表と、担当ケアマネに連絡をする。

　⑤守秘義務を守ること、自分の健康に気を付け無理をしない。

　⑥情報共有をし、初めての人に入る時は二人体制で引き継ぐ。

　⑦見守り隊=看取り隊　状態の急変や末期の対応の場合もあり、一期一会の縁と自覚しご支援する。
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４．組織運営について

　2年間で収支の流れや、手続き業務、役割分担などの基盤固めが進んだ。また事業を効率よく、情報共有もスムーズに

できるようスケジュールボード、専用携帯、ラインでの情報共有など環境整備が進み、会計処理の人材を見つけることが

できた。また「社会的インパクト評価実践研修」や「トヨタカイケツプログラム」への参加を通して、見守り隊を下支えする法人

運営そのものの組織運営も整備ができた。

5．生きがい利用のイメージを促す「利用体験イベント」＜春のお出かけ体験会デンパーク＞について

　生きがい利用として利用体験イベントを助成期間の最後に開催することができた。当初の予定では年間2～3回開催予定

だったが信頼関係が築かれないと、なかなかお誘いもできにくかったのと、契約時に利用目的として、ハウスでの「元気

カフェ」の案内やお楽しみにも使える説明をしても、節約の気持ちが働くこともあり、生きがいやお楽しみ利用が伸び悩ん

でいた。最後に開催できた利用体験イベントに結果として10人の利用者、利用者予備軍として「元気カフェ」参加者10人の

参加者が得られたのは、普段一対一の見守り隊との関係を超えての仲間意識の芽生えや、まだ利用していない方には

普段の馴染のスタッフが付き添ってくれる同行体験が、いざとなったら頼っていける先として本活動を身近に感じてもらえた

利用体験後の5月の元気カフェにその時の参加してくれた利用者が再び参加、再会を喜び合う姿が見られ高齢になっても

顔なじみができることは生きる張り合いにつながるようで、次回の企画を期待されている。

●成果を活かして、今後取り組みたいこと、抱負などを記入してさい。

　総括講座として『見守り活動から見えてきた課題深掘り講座』を助成期間最後に開催し、3つの課題を提示、これまでの

振り返りをし今後の展開につなげる機会を作りました。

①支える側も高齢者・支え手不足

　「家族の代わりに見守る・寄り添う」と言うが、時間と心に余裕がなければなかなかこの活動は実現できない。仕事ではな

くあくまでも有償ボランティアとして、責任を持って関わることを選択している。地域包括ケアシステムを構成する一員として

市民にもできることを創出することへのチャレンジである。高齢期だからこそ共感できる活動である反面、活動者の健康

状態や運転免許所持への不安とのせめぎあいでもある。支える側も高齢期であることによる人手不足の解決と、本事業

をモデルに、市内8福祉センターエリア各所で社協、地域包括、ケアマネージャー、町内会などと協議しながら何らかの仕組

みができていくような動きを始めたい。

②どうする？移動支援

　当初「車による移送」は想定していなかったが活動が始まったらほぼ9割が車での送迎が必要だった。自家用車両に移送

サービス用の保険を掛ける形で送迎を含む外出支援・生活支援という活動形態に早い段階で切り替わっていった。しかし

福祉事業者でもなく、タクシー業者でもなく人を送迎することの法令的にも、補償としても危うさをはらんんでいる。コミュニティ

バスの路線の工夫や福祉車両の空き時間活用にしても、高齢者の多様なニーズにまだまだ応え切れてはいない現実の中

で、この２年間で高齢化率が20％を上回ってきた安城市としては今後高齢者の“足”をどう考えるのか、ボランティアが安心

して活動できる仕組みが出来なければ、①の課題同様、この活動の広がりは創り出せない。安城にも設置されている交通

事業者と福祉事業者の連携を目的とした会議体への接触を図り、市民に出来る安全安心の仕組み作りを探りたい。

③喪失、孤独に向き合う
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　依頼は独居、日中独居の方ばかりであるため、喪失感や終末期を一人で在宅で過ごす方にお付き合いする。「見守り隊」

は「看取り隊」であると確認し合っている。3時間から5時間、最長11時間という受診に同行すると、その人にとって大変重要

なお話を伺うことになる。家族ではない他人だからこそ話せる人生の振り返りである。行動を伴う傾聴が傾聴のみの活動よ

りも話をしやすくしている。高齢期に人生を総括し物語ることの大切さを日々感じている。介護タクシーよりも見守り隊を選ん

で下さる理由の一つが「お話が出来るから」とのこと。ヘルパーに出来ない事の一つとして出かけられない人の話し相手

がある。個人宅訪問型の傾聴がボランティアではなかなか実現しにくいのだが「見守り隊」はすでに傾聴が活動の重要な

要素となっている。チラシに書き加え今後PRしていきたい。

●他団体と交流したり、コープあいちと協力して活動していることがあれば、紹介してください。

　○NPO法人移動支援ネット・・・移送サービスについて研究、情報収集、ドライバー講習を行っている

　○安城市地域包括支援センター(中部・更生・ひがしばた・松井・小川の里）・在宅介護支援センター松井・ライフサポート

　　・月の輝き・・・ケアマネを中心に担当者会議が開催されるときに同席。介護保険ではできない生活支援の部分を情報　

　　共有しながら活動を進めている
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●助成金使途報告

⑴　収入

⑵　支出

領収書№

1

2,3

4～9

10～15

16～23

24

25

26

27,28

29

30

31

32

33

55

69

2018/05/29　看板取り付け 70

34,35

36,37

38

39,40

41

71

42

2016/5/25入金

5,454

3,832

5,000

38,119

4,441

1,403

3,081

2,160

400,000

1934

備品・器具購入費

備品・器具購入費

2018/05/7　プリンタインク

2018/05/29　プリンタインク

企画宣伝広報費

企画宣伝広報費

企画宣伝広報費

企画宣伝広報費

企画宣伝広報費

企画宣伝広報費

企画宣伝広報費

企画宣伝広報費

企画宣伝広報費

2017/12/24　ラベルシール

2018/5/8　コピー用紙

2018/03/16　企画会議食事

2018/03/21　コピー用紙

2018/04/23　宣伝用コサージュ材料

2016/10月　コピー用紙、インク

2018/04/09 ノートパソコン

備品・器具購入費 2018/2/4　キャリングポーチ

2018/5月 　見守り隊活動から見えてきた課
題深堀り講座　謝金・交通費

調査研究費
2016/10/29　運転ボランティア養成講座受講
料

3,300

講師謝金.交通費

企画宣伝広報費

備品・器具購入費

33,000

35,000

22,700

8,020

1,230

972

1,560

10,044

25,536

備品・器具購入費 2018/03/29　持ち手、クッション 36,190

60,000

備品・器具購入費 2018/5/29 スケジュールボード 7,873

6,070

企画宣伝広報費

2018/４月 　春のお出かけ体験会　謝金

2017/11/26チラシ作成

2017/12/26年賀はがき

2018/9月　インク企画宣伝広報費

2016/9月　　タブレット端末、携帯電話

2016/9、11月　ホワイトボード

講師謝金.交通費
2016/10月 ご高齢者お出かけ見守り隊養成
講座　謝金

40,000

講師謝金.交通費
2018/3～４月 高齢者お出かけ見守り隊養成
講座　第三期　謝金・交通費

講師謝金.交通費

資　金　調　達　方　法 金　額　（円） 備　　考

合　　　計

費　　目 明　　細 実支出額（円）

会場費
2016/8/10 ご高齢者お出かけ見守り隊養成
講座　会場費

1,520

401,934

コープあいち福祉基金助成金

その他補助金等

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自己資金
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43～46

47～51

52～54

57

58～64

65～67

68

72

●領収書（コピー）・添付欄

●活動のわかる写真について　

     費目は、「会場費」「講師謝金・講師交通費」「企画宣伝広報費」「備品・器具等購入費」「調査研究費」「その他」に
     分けて記入してください。

　　・領収書（コピー）に、番号を付けてください。　その番号を　使途報告書、支出右端の領収書Ｎｏ.欄に記入し、
    その欄の金額と同番号の領収書金額が合致するようにして下さい。

　　・写真データを　メールアドレス　 seikatsu.support@tcoop.or.jp　まで添付にて送って下さい。
　　　　（ワードなどに貼りつけたものではなくデータでお願いします。）

領収書添付欄

その他

その他

その他

その他

その他

合　　　計

16,920

3,420

5,306

1,068

2,656

15,095

532

432

401,934

2018/3/10　ゴジカラ村研修費・研修手土産

調査研究費
2017/03/22　社会的インパクト評価参加交通
費、カイケツ研修参加費等

調査研究費 2017/9/23　ワガゴトサロン参加費、交通費

調査研究費

2016/8/18　電池他

2018/1月～3月　見守り隊活動用事務用品

2018/5月　ファイル、レターケース等

2018/5月　ファイルボックス

2018/5月　事務用品
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