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社会福祉法⼈
燕市社会福祉協議会

各地区
支え合い活動推進委員会

の取り組み

地域⽀え合い活動



地域⽀え合い活動とは･･･
地域住⺠が暮らしの中で抱える不安や困りごとを、

住⺠同⼠の⽀え合いで解決する活動です。
活動を通じて住⺠同⼠のつながりづくりも⽬的と

しています。

⽀え合い活動推進委員会とは･･･
地域における⽀え合い活動の推進⺟体です。
住みなれた地域でいつまでもその⼈らしく暮らし

ていけるよう、様々な団体等が連携し、活動アイデ
アを出しながら⽀え合いの地域づくりに取り組んで
いきます。



～いつまでも住みなれた地域でその人らしく暮らせるように～

支え合い活動推進委員会の
役割･取り組み

現 在

個⼈や地域
の課題

（願いとのギャップ）
例えば
・家事
・移動や外出
（買物、通院、趣味活動）
・認知症
・健康状態
・消費者被害
・ペットの世話
・不安な気持ち

など…

時間の経過（状況･状態の変化）
例えば
・世帯の変化 ・⼼⾝の変化
・⽣活環境の変化 ・制度やサービスの変化 など…

いつまでも
住みなれた地域で

自分らしく
暮らしたい

2020/6/4 修正版

⽀え合い活動
推進委員会の役割
地域の個⼈･団体等が連携･

協働する場。いつまでも住み
なれた地域でその⼈らしく暮
らせるよう、既にある活動の
活⽤や課題の解決策について
話し合い実践します。

⽀え合い活動
推進委員会の取り組み
（ギャップを埋める活動）
例えば
・地域の相談所の開設
・地域の居場所づくり
・家事のお⼿伝い
・移動や外出のお⼿伝い
・⾒守りや安否確認
・認知症に対する取り組み
・消費者被害への対策
・除雪の⽀援 など…



燕第⼀地区

吉⽥地区（吉⽥⼩学校区）

分⽔⼩学区

粟⽣津地区

島上地区

燕⻄地区

燕北地区
(令和2年7⽉設⽴)

燕東地区
(令和2年11⽉設⽴)

設置地区（９地区）
燕第⼀地区、燕⻄地区、燕北地区、燕東地区、
燕第⼆地区、吉⽥地区（吉⽥⼩学校区）、粟⽣津地区、
分⽔⼩学校区、島上地区

未設置地区（４地区）
吉⽥南地区、吉⽥北地区、分⽔北地区、四箇村地区
（燕北⼩学校区※まち協未設置）

令和4年4⽉現在

燕第⼆地区
(令和3年5⽉設⽴)



燕第一地区支え合い活動推進委員会

おたすけ相談所
・開 設 日 毎週火曜・金曜
・時 間 午前９時～正午
・会 場 小池公民館内

（月のうさぎ）
・相 談 員 ６名
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ３０名
・相談件数 １４件
・来所者数 ２１２名

5

事 業 開催状況 参加者数 備 考

登録ボランティア情報交換会 1回 14名
ボランティア登録者同士でやりがいや
悩みを共有し、活動への参加意欲の向
上につなげました。

小池中学校での循環型認知症学
習会との連携

1回 12名
小池中２年生を対象に実施する学習会
の運営協力を通し、啓発と人材育成に取
り組みました。



6

燕西地区支え合い活動推進委員会

こまりごと相談所
・開 設 日 毎週水曜
・時 間 午前９時～正午
・会 場 西燕公民館内
・相 談 員 ４名
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ １６名
・相談件数 １件
・来所者数 ２７０名

事 業 開催状況 参加者数 備 考

ふらっと広場 毎週水曜日 5～10名

相談所開設日に合わせて集いの場を
開設しています。参加者同士の支え合
える関係性構築を目指しています。

スマホ講習会 1回 5名
（協力4名）

LINEの使い方について学び、自助力の
向上と新しいつながりの構築に取り組み
ました。（学生ボランティアの協力あり）

スマホ講習会



燕北地区支え合い活動推進委員会
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事 業 内 容

支え合い活動専用ポストの設置

支え合い活動への意見や暮らしの中での困りごと、心配ごと、
その他意見などを集めることを目的に設置しています。

設置：小中川公民館、川前公民館、松長公民館

ふれあいサロン協力員
ネットワーク会議

ふれあいサロンと支え合い活動推進委員会の連携およびふ
れあいサロン同士のネットワーク構築を目指します。

みんなを見守りたい
登録制（活動者）の「ながら見守り」により、個別課題の早期
発見・早期対応を目指します。また、気づきの促進による地
域の福祉力向上につなげます。



燕東地区支え合い活動推進委員会
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事 業 参加者数 内 容

昭和の燕おしゃべり会 32名

・さまざまな交流（世代間交流、転入者との交流、高齢
者同士の交流など）を目的とした集いの場を開催し、参
加者同士の支え合える関係性の構築を目指します。
・「昭和の燕」をテーマに、地区内の集会所等を持ち回
りで継続的に開催を予定しています。



燕第二地区支え合い活動推進委員会
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事 業 内 容

ふれあいの場の運営
（地区内３か所）

・南ふれあいの場：第３日曜日 午後1時～3時＠南公民館

・ふれあい小高：第３金曜日 午前10時～11時30分＠小高集会所

・金神サロン：第４水曜日 午前10時～正午＠金山神社

・ふれあいの場への参加によって住民同士の交流を促し、互いに相談し
たり助け合ったりできる関係性の構築を目指しています。



粟生津地区支え合い活動推進委員会

支え合い活動推進委員会グループワーク
～自治会役員を集めて研修会～

10

粟生津地区研修

事 業 開催状況 参加者数 備 考

粟生津地区研修 3回 延べ
約75名

粟生津地区4自治会において、認知症

や在宅医療の理解などをテーマに開催
しました。

支え合い活動推進委員会
グループワーク

1回 32名
日頃から地域とつながることの大切さ
や、困った時の対応を知ることを目的に
ワークショップを開催しました。



吉田地区まちづくり協議会 支え合い委員会

11

事 業 開催状況 参加者数 備 考

吉田ふれあいサロンなかま 毎週木曜日 20～25名
介護予防体操や茶話会などにより、参
加者同士で支え合える仲間づくりを進め
ます。※通所型サービスB

吉田ふれあいサロンなかま



分水小学校区支え合い活動推進委員会

スマートフォン活用講座

12

事 業 開催状況 参加者数 備 考

スマートフォン活用講座 2回 延べ15名
（協力6名）

スマートフォンの基礎的な使い方およ
びLINEの使い方について学び、自助力
の向上と新しいつながりの構築に取り
組みました。（学生ボランティアの協力あり）

ささえ愛相談所
・開 設 日 毎週木曜
・時 間 午後１時～４時
・会 場 分水福祉会館内
・相 談 員 ４名
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ３４名
・相談件数 ２０件
・来所者数 ９８名



島上地区支え合い活動推進委員会
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事 業 備 考

アンケート調査
（地区内全世帯対象）

各世帯における困りごとの有無や、地域の支え合い意識に
ついて把握するため、地区内全世帯を対象としたアンケート調
査を実施しました。
把握した困りごとについては、地域包括支援センターと連携
し、対応しました。

集いの場立ち上げの検討
地区内の全ふれあいサロン解散に伴い、新しい集いの場立
ち上げに向けた検討をしています。


