平岡公民館エリアささえあい協議会から

コロナ禍でも健康に
過ごすための情報です
健康維持の基本は体と脳を動かすことから
足の体操

膝を曲げながら片足ずつ
膝を伸ばしたまま片足ずつ
足の間に座布団やクッション
ゆっくり上げ下げします。
ゆっくり上げ下げします。
を入れてゆっくり絞めます。
どの運動も平らなところにイスを置いて、安定していることを確かめてからゆっくり10
回ずつ行ってください。痛みや違和感を感じたら無理をしないで休んでください。

脳の体操
下の表の漢字を使って、スタートからゴールまで熟語しりとりしてください。二字熟語、
三字熟語、四字熟語もあります。しりとりに使わなかった文字（２つ）を合わせた熟語は、
なんでしょう？
ヒント＝スタートから反復➡復帰➡帰国子女と続いていきます。
地域包括支援センターひらおか
からの情報提供です。
スタート

脳トレ熟語しりとり迷路

答は裏面にあります。
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平岡公民館エリアささえあい協議会は、地域の各種団体の代表が協議会メンバーとなり、
高齢者の抱える福祉課題を検討し、住民の皆様と協力して地域の実状に応じた「ささえあ
いのしくみづくり」を実施していきます。
〈平岡公民館エリアささえあい協議会メンバー〉
平岡町東地区町内会連合会
平岡町北地区町内会連合会
平岡民生児童委員協議会
学校法人兵庫大学
兵庫県立農業高等学校
兵庫県 いなみ野学園
生活協同組合コープこうべ
すえひろでんき
社会福祉法人グランはりま
播磨薬剤師会
地域包括支援センターひらおか 加古川市福祉部
加古川市社会福祉協議会

▲ささえあい協議会の様子

“高齢者の総合相談窓口です”

地域包括支援センターひらおか
０７９－４５１－０４０５
介護のこと

お金や財産管理のこと

・介護保険を利用したいのですが、
どうすればいいですか？
・要支援と認定されたのですが、
その後はどうすればいいですか？

・最近物忘れがひどく、お金の
管理に自信がなくなってきまし
た。頼れる身内もいません。
・振り込め詐欺の被害にあって
しまいました。

健康のこと
・最近足腰が弱くなり、寝たきり
への不安があります。
・ひとり暮らしで持病もあり、
急に具合がわるくなったら・・
と不安です。

センターへ行けないときは
・ご自宅に伺ってお話を聞きます。
お気軽にご連絡ください。

イオンタウン東加古川

ケーズデンキ
城の宮交差点
至明石

２号線

地域包括支援センター
ひらおか

マルアイ

特殊詐欺など相談窓口 加古川市消費生活センター

０７９－４２７－９１７９
脳トレ熟語しりとり迷路の答え＝漬物
スタートから反復→復帰→帰国子女→女子力→力不足→足元→元金→金曜日→日程→程度→度外視
→視察→察知→知事→事実婚と続きゴールです。使わなかった漢字は「漬」と「物」ですね。
このチラシについてのお問合せはささえあい協議会事務局079-424-4318（加古川市社協内）

令和元年度立上げ

令和４年 10 月作成 生活支援コーディネーター 粥川

令和 4 年度

アンケートから見えてきた 3 本の柱
の中から
介護予防支援
にとりくみ
つどい場による
介護予防支援
・体力維持、向上のための
つどい場を通した外出機会
の創出。
・高齢者が経験や資格を活か
し輝ける場や、生きがいを
見つけられる場づくり。

情報発信による
介護予防支援
・フレイル予防のための、自宅で
できる体操や脳トレの紹介。
・安心して暮らせるための、お役
立ち情報の提供や相談窓口の
紹介。
上のページで
作成したチラシ

「大きなつどい場」「小さな
つどい場」の開設に向けて
継続協議中です。

公開中！
置いて頂ける
店舗や施設など
募集中です！

協議会メンバー（令和４年度より）
・平岡町東地区町内会連合会
・平岡町北地区町内会連合会
・平岡民生児童委員協議会
・学校法人睦学園 兵庫大学
・兵庫県立農業高等学校
・公益財団法人 いなみ野学園
・
（有）すえひろ電器
・生活協同組合 コープこうべ
・社会福祉法人 グランはりま
・一般社団法人 播磨薬剤師会
・地域包括支援センターひらおか ・加古川市福祉部
・加古川市社会福祉協議会（事務局）
〈協力団体〉
・太子福祉会 みどり園
・太子福祉会 陽だまりの家

令和元年度立上げ

令和４年 2 月作成 生活支援コーディネーター 粥川

平岡公民館エリアささえあい協議会は、令和元年度に協議会を立ち上げました。協議会で、地域課題を検
討し、それに対応する住民主体のささえあいのしくみづくりについて、以下「これまでの取り組み」に記載
しています。

これまでの取り組み
令和元年度
１．ささえあい協議会のメンバーが、自分たちのまちを知ることを目的に、平岡公民館エリアの良いとこ
ろと課題を出し合い共有しました。

良いところ
・文教地区で学生が多く活気がある。
・他の地域より若い世代が多い。
・いきいき百歳体操の会場が平岡町で
２５カ所あり、他地区より多い。
・東西の交通の便が良い。
・食べる所が多い。
・若い世代が多い。

課題
【防災・防犯】
・交通事故・軽犯罪が急増している。
・道路、バイパス穴門が狭い、通り抜け車多い。

【福祉・生活支援】
・公共交通機関がなく南北の交通不便。
・スーパー、病院が近くにない。
・高齢者の増加。（移動の足が無い、
独居・引きこもり 老老介護など）

【地域のささえあい】
・世代間交流が少ない。
・行事の担い手がいない。

２．平岡公民館エリアささえあい協議会、今後の方向性として
①ニーズ（高齢者の課題）とシーズ（住民主体のささえあい活動）のマッチングのしくみづくり
②本当のニーズ（高齢者の課題）をどう吸い上げるか
この２つが取り組みとして上がりました。

令和 2 年度
３．高齢者の本当のニーズを探るため、70 歳以上高齢者を対象に「生活実態アンケート調査」を
実施しました。

令和 3 年度
４．アンケート集計から、取り組む項目を３つの大項目に集約し、介護予防支援から取り組むことを決定
しました。その結果報告を、平岡公民館エリアの全戸へ配布しました。

アンケートから見えてきたこと
1.移動支援

2.生活支援

3.介護予防支援

・買い物支援（送迎、移動販売 等）
・病院、役所などへの移動支援

・家事的支援（掃除、洗濯 等）
・軽作業的支援（粗大ごみ、
庭木剪定、修繕 等）

・つどい場による支援
・介護予防情報発信支援
（家でできる介護予防活動）

5．介護予防支援を「つどい場による介護予防支援」と「情報発信による介護予防支援」の２つに細分化
して、取り組みを協議中です。

協議会メンバー
・平岡町東地区町内会連合会
・学校法人睦学園 兵庫大学
・（有）すえひろ電器
・太子福祉会 みどり園
・加古川市福祉部

・平岡町北地区町内会連合会
・兵庫県立農業高等学校
・生活協同組合コープこうべ
・太子福祉会 陽だまりの家
・加古川市社会福祉協議会

・平岡民生児童委員協議会
・公益財団法人 いなみ野学園
・社会福祉法人 グランはりま
・地域包括支援センターひらおか

アンケートから見えてきたこと
〇〇スーパー

平岡公民館エリアささえあい協議会
アンケート調査 報告書
ささえあい協議会ってな～に？
高齢社会の進行に伴い、高齢夫婦・独り暮らし世帯が増えてきています。

スーパーが遠く、免許を返納
すると、買い物が大変になる

粗大ごみの整理、処分が
できない

運動不足で足腰が
弱るのが不安

病院や役所への移動手段がない

朝のゴミ出し、ゴミステーション
の掃除がつらい

つどい場が近くにない
何か趣味や楽しみが欲しい

足が悪くて、遠くまで歩けない

高いところの
電球交換ができない

タクシーの補助があれば助かる

草引きや、庭木の剪定が大変

外出自粛で、体力が
低下している
運動できる場所が欲しい
生きがいが無い為、認知症が心配

また高齢者の増加と共に介護サービスの需要が高まり、今後、福祉サービス不足が起
きることが予想されています。
そんな中、平成２７年の介護保険法改正により、身近な地域の住民同士で、お互いに
ささえあうしくみづくりをすすめる「生活支援体制整備事業」が始まり、加古川市では
概ね中学校区域での「ささえあい協議会」がスタートしました。
平岡公民館エリアささえあい協議会は、令和元年度から始まり、地縁組織をはじめ、
地域の団体（以下参照）がメンバーとなり、地域の福祉課題解決に向けて、
「ささえあいの
しくみづくり」に取り組んでいます。
平岡公民館エリア

1.移動支援

2.生活支援

3.介護予防支援

・買い物支援（送迎、移動販売 等）
・病院、役所などへの移動支援

・家事的支援（掃除、洗濯 等）
・軽作業的支援（粗大ごみ、
庭木剪定、修繕 等）

・つどい場による支援
・介護予防情報発信支援
（家でできる介護予防活動）

アンケート回答から、上記３つの支援の必要性が見えてきました。
ささえあい協議会では、「介護予防支援」から取り組みを進めていきます。

ささえあい協議会

◆平岡町東地区町内会連合会

◆社会福祉法人

グランはりま

◆平岡町北地区町内会連合会

◆社会福祉法人

みどり園

◆平岡民生児童委員協議会

◆社会福祉法人

陽だまりの家

◆学校法人

兵庫大学

◆生活協同組合

コープこうべ

◆兵庫県立

農業高等学校

◆地域包括支援センターひらおか

◆兵庫県生きがい創造協会

いなみ野学園

◆すえひろ電器

介
護
予
防
支
援

つどい場による
介護予防支援

情報発信でできる
介護予防支援

◆体力維持、向上のための
つどい場づくり。
◆高齢者が経験や資格を活か
し、輝ける場や生きがいを
見つけられる場づくり。
◆高齢者が安心して暮らせる
ための、お役立ち情報発信。

アンケートへのご協力ありがとうございました。
ささえあい協議会では、アンケート結果をもとに、今後の取り組みについて協議をして
いきます。
アンケート調査報告の全文は、平岡公民館、総合文化センターで閲覧できます。
報告者：平岡公民館エリアささえあい協議会
事務局：加古川市社会福祉協議会 地域福祉推進係 生活支援コーディネーター 粥川
連絡先：０７９－４２４－４３１８
（かゆかわ）

参画団体

◆加古川市福祉部

高齢者・地域福祉課

◆加古川市社会福祉協議会

アンケート調査について
平岡公民館エリアささえあい協議会では、エリアに暮らす 70 歳以上の方を対象に、
「日常生活の中で何に困って、どんな支援を必要としているか」、「高齢者が生きがいを
持つために何が必要なのか」等を調査するため、住民アンケートを実施しました。
その結果を報告いたします。
＜アンケート調査の概要＞
◆調査地域：平岡公民館エリアの一部地域（サンプリング調査の為）
東地区：土山町内会、城の宮町内会、東山町内会
北地区：高畑北町内会、東加古川住宅町内会
◆調査期間：令和２年 10 月初旬～令和２年 11 月下旬

配布対象者数
１，２２６人

有効回収数
８７２人

回収率
７１．１％

ア ン ケ ー ト 集 計
基本項目

結 果 の ご 報 告
困りごとの相談相手

男 女 比：男性 424 人 48.6％、女性 441 人 50.6％、未回答 7 人 0.8％です。
年 齢 比：70 歳代 631 人 72.4％、80 歳代 210 人 24.1％、90 歳代 26 人 3.0％、未回答５人 0.5％です。
家族構成：夫婦のみの世帯 470 人 53.9％、子どもと同居 209 人 24.0％、独り暮らし 112 人 12.8％、
子どもの家族と同居 45 人 5.2％、その他同居 29 人 3.3％、未回答 7 人 0.8％です。

困っていること（家の外）

相談する相手は家族や親類、友人が多くなっています。
「近所の人」の回答が 144 人あり、近所の交流が残っ
ていることが伺えます。５位以下は専門職につながる相談の窓口であり、相談件数は少なくなっています。
「相談
する人がいない」と回答した人が 19 人ありました。
回答数多い順
１. 同居の家族
２. 別居の家族（親類含む）
３. 友人
４. 近所の人
５. 地域包括支援センター
６. 行政
７. 町内会役員
８. 民生児童委員
９. 相談する人がいない
１０. 社会福祉協議会
１１. その他
未回答

複数回答項目

一番多い（困っていることはないを除く）『粗大ごみの整理、処理』については、自由記述にも困りごとと
して多くの記述がありました。
『庭木の剪定』は、専門職でないとできない、などの記述が多くありました。
４位、５位の『移動手段』での困りごとは、合計すると２２０人の回答となり、多くの人が困りごととしてあ
げています。
回答数多い順

0

200

400

600

389

1.困っていることはない

252
172
130
90
73
46
19
4
41
90

2.粗大ごみの整理、処理
3.草引き、庭木の剪定
4.病院、役所への移動手段、付き添い
5.買い物の移動手段、付き添い
6.ごみステーションの掃除
7.ごみ出し
8.散歩の付き添い
9.ペットの散歩
10.その他
11.未回答

複数回答項目

交流する機会

回答数多い順

100

2

18

207
144
63
49
39
20
19
5
30
134

0

100

200

１. 交流していない

205
205
178

４. 町内会の行事
６. いきいき百歳体操
７. つどい場がどこにあるか
わからない
８. 仕事関係の集まり

300

215

400

364

９. 町内のサロン
１０. その他
未回答

300

277

３. 趣味での集まり

200

139
111
103
74
55
50
42
40
34
32

600

445
381

２. 友人同士の集まり

一番多い（困っていることはないを除く）回答は『運動不足、体力低下』です。自由記述にも、体力低下に
よる体調変化の不安について多くの記述がありました。３位～７位については「体力や専門知識が必要」など、
健康であっても自分ではできないことがあげられています。８位～13 位の日常生活の中での細々とした困り
ごとも、合計すると２００人が困りごととしてあげています。
0

400

交流していないと回答した人が 277 人と最も多く、
「つどい場がどこにあるかわからない」と回答した人も 44
人いました。一方、友人や趣味での交流が上位であることから、共通の話題や趣味を持つ人同士が集まっている
傾向があります。

複数回答項目

回答数多い順
1.困っていることは無い
2.運動不足、体力低下
3.網戸、ふすま、障子の張替え
4.家具の移動や組み立て
5.家の中の簡単な修繕
6.電球の交換
7.電化製品の使い方や動作確認
8.部屋の掃除、お風呂掃除
9.洗濯、布団干し
10.食事の準備、調理、後片付け
１1.緊急時の連絡先がない、わからない
１2.薬をぬる、はる、管理
１3.ペットの世話
１4.その他
未回答

200

複数回答項目

５. グラウンドゴルフ

困っていること（家の中）

0

57
54
44
31
19
84
97

自由記述について
延べ 660 人に及ぶ記述があり、６つの項目に層別しました。
【提案】「清掃ハイキング」「ゴミ出しサポート」
「資格を活かして役に立ちたい、活躍の場を作ってほしい」な
どの提案がありました。
【移動支援】「困っていること（家の外）
」で多数の回答があった移動支援について、自由記述でも「かこバス」
の要望などの記述が多くありました。
【アンケートへのご意見】アンケート自体へのご意見、結果を活かして欲しいといった要望などの記述がありま
した。
【加古川市へのご意見】他市事例による提案、空き家対策、各種サービスの向上、助成制度の充実などの要望の
記述がありました。
【町内会へのご意見】役員制について、ゴミ当番についてのご意見がありました。

139

【その他】高齢化に伴う、健康不安や日常生活の中でできなくなることが多くなることへの不安、の記述があり
ました。

