
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時：平成 25年 12月 14日（土）13：30～16：30 

会  場：玉村町文化センター にしきのホール 
     

主催：玉村町 後援：群馬県 協働者：ＧＩＦＴ群馬・公益財団法人さわやか福祉財団 

資料 
     

ふれあいの 
 居場所づくり 
フォーラム 

inたまむら 

 
～ふれあいの居場所があると人は元気になれる～ 
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＜ふれあいの居場所づくりフォーラム in たまむら プログラム＞ 

  

時 間 内    容 

13:30 

開会 

主催者挨拶 

 》玉村町長    貫井 孝道  

  

13:40 

基調講演 

演題：「最後まで安心して暮らせる絆のまち」 

 》公益財団法人さわやか福祉財団 理事長   堀田 力 氏 

14:30 休憩 （10分） 

14:40 

パネルディスカッション 

テーマ：「居場所からはじまる地域づくり」 

 》パネリスト     小松崎 登美子 氏  (たまり場・たろう 代表) 

             田中 興一 氏  (大利根マロニエ会 代表) 

             春山 邦雄 氏  (富岡市ふれあいの居場所実践者)  

             小林 訓 氏   (玉村町健康福祉課長) 

 》コーディネーター 堀田 力 氏   (公益財団法人さわやか福祉財団 理事長) 

16:20 アンケート説明・記入 

16:30 閉会 
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ふれあいの居場所づくり 
～住みよい、住んでいてよかったまちをめざして～ 

 

寒さがひとしお身にしみる年末を迎え、なにかとお忙しいこと

と存じますが、本日のふれあいの居場所づくりフォーラムに大勢

の方々のご参加をいただき誠にありがとうございます。開催にあ

たり一言ご挨拶申し上げます。 

玉村町長 貫井 孝道 

 

日本が直面している少子高齢化の波は、玉村町も例外ではなく押し寄せております。玉

村町は県内では他の市町村より遅れて高齢化が進行しております。高齢化率は昨年の４月

１日時点で１８．３％となり、県内では低い状況となっておりますが、東京都や埼玉県の

都市部のように急激に高齢化が進むことが予想されております。一人暮らしや高齢者世帯

も増加し、地域に暮らす住民同士の関係(つながり)も希薄化しております。新聞報道では

孤独死や虐待などの社会問題が紙面をかざることも少なくありません。私たちの地域でこ

のような事件を起こさせないためにも、地域の絆を再構築する時期に来ているのではない

でしょうか。みなさんも、だれもが住み慣れた地域で、顔見知りの方々とふれあいながら、

安心して暮らし続けていきたいと思っているのではないでしょうか。 

 

高齢化が進んでも、住みよい、住んでいてよかった玉村町を作っていくためには、みな

さんが元気で活躍でき、今まで培ってきた豊かな知恵と経験を地域にいかしていただくこ

とが大変重要と感じております。ふれあいの居場所はそのような、地域の新しいつながり

や絆を生み、育て、住民同士が支え合い、ともに地域づくりに参加できる場であると考え

ております。地域のつながりや絆は、災害や防犯にも強い力を発揮するものとも考えてお

ります。 

 

「ふれあいの居場所」は、だれでも気軽に立ち寄れ、自由に過ごすことができる場所で

す。ふれあいの居場所を通じて、引きこもりや孤独死の予防、認知症の予防、介護予防、

子育て支援、障害者支援など、全世代、障害の有無に関係なくつながりができ、安心であ

たたかい地域になるものと考えております。このふれあいの居場所が、玉村町にたくさん

生まれますよう推進してまいります。みなさんと一緒にアイデアを出し合いながらふれあ

いの居場所づくりを進めてまいります。将来的には高齢者にとって切り離すことができな

い医療や介護なども含めた地域包括ケアのまちを目指していきたいと考えております。 

 

最後に、住みよい、住んでいてよかった地域社会の実現に向け、このフォーラムがその

第一歩となりますよう祈念いたしまして、結びの言葉といたします。今後ともみなさまの

ご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。 

 

 

平成２５年１２月１４日 

玉村町長 貫井 孝道 
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基調講演講師 ： 堀田 力  氏  公益財団法人さわやか福祉財団 理事長 

 

 

 

演題：「最後まで安心して暮らせる絆のまち」 
 

 

 

 

 

【プロフィール】 

  昭和 ９年 ４月  京都府生まれ 

    ３３年 ３月  京都大学法学部卒業 

    ３６年 ４月  検事任官（札幌・旭川・大津各地検に順次勤務） 

    ４０年 ４月  大阪地検検事 

    ４１年 ４月  大阪地検特捜部検事（大阪タクシー汚職事件摘発） 

    ４２年 ８月  法務省刑事局付検事（財政経済事件・公害事件担当） 

    ４７年 ２月  在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官 

            （ウォーターゲート事件フォロー） 

    ５１年 ４月  東京地検特捜部検事（ロッキード事件担当） 

    ５９年１１月  法務大臣官房人事課長（司法改革に着手） 

    ６３年 ４月  甲府地検検事正 

  平成 ２年 ６月  法務大臣官房長 

     ３年１１月  さわやか法律事務所及びさわやか福祉推進センター（同７年４月、さわやか

福祉財団となる）開設、同センター長 

     ７年 ４月  財団法人さわやか福祉財団理事長 

    ２２年 ４月  公益財団法人さわやか福祉財団理事長 

 

 

  ※高齢社会ＮＧＯ連携協議会（高連協）代表、認知症になっても安心して暮らせる町づくり１００

人会議議長、日本プロサッカーリーグ裁定委員会委員長ほか、社会保障改革に関する集中検討会

議委員、神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会会長、日本ファンドレイジング協会代表理事

など歴任。 

 

（ほった つとむ） 
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パネラー ：小松崎 登美子 氏 たまり場・たろう 代表 

【プロフィール】 

  1947年 2月 13日 茨城県下館市（現筑西市）生まれ 

1971年 4月 13日 幼馴染の夫と結婚 

1990年 3月    夫の介護生活スタート 

1997年          介護者仲間と共に福祉のまちづくりを目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居場所活動の経過】 

 １９９７年 ｢ほっとひと息井戸端会議｣開催 

        ４４歳で脳出血を発症した夫の介護生活から、在宅での介護者を応援するおしゃべり 

        会を開催。介護者のリフレッシュを願い、同じ立場での本音トークから課題解決へ。 

１９９８年 ｢下館地域在宅介護を支える会」設立 

        『福祉マップ』作成を目的に、井戸端会議のメンバーが中心となり立ち上げた任意団 

体。街なかにベンチを設置するなど福祉のまちづくりをキーワードに活動を展開。 

２００４年 「たまり場・たろう」開設 

        多様な世代、多様な価値観を持つ地域住民の自然体でのつながりをコーディネート。 

        一人ひとりが、ふれあい活動の中での自分再発見などの気づきをきっかけに、周囲の 

ために自分を活かそうとする生きがいづくりを構築できる空間でもある。 

        人間関係力、社会性の向上などを身の丈に合った自然体で学ぶ地域のコミュニティサ 

ロン。何気ないふれあいから、いつのまにか、助けられたり助けたりの共生共助の社 

会、つまり、人の暮らしの原風景を目指す。 

２００８年 「茨城のたまり場ネット」設立 

        県内を『たまり場』のネットワークでつなぎ、希薄になったと言われる人情の       

復活や、人間関係の再生を願う。 

        また、人・もの・情報の交流によって、暮らし・生きかたスタイルを提案する。 

  

        ※現在、充実した感動ライフワークを、多くの仲間とともに実践中 

  

【居場所の概要】 

 １）建物        

持家一戸建て 

（こまつざき とみこ） 
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 ２）運営形態 

    ゲスト（参加者）がいつの間にかスタッフに。経費は参加費と参加者の持ち寄りでやりくり。 

 ３）開催日・集まる人  

テーマによって参加年代は変わり多世代が出入りする。 

 ４）人が集まるための仕掛け  

楽しみながら参加できるテーマを企画。一人ひとりが主役になれる仕掛け。 

 ５）今やっている居場所の効果と課題  

楽しみながら、遊びながらの絆づくりにより、自然体での繫がりが構築され、一人暮らしの方々

も積極的に参加してくださる。頑なな生き方をしていた方がたまり場でのふれあいにより笑顔

が増えたと周囲の人からの言葉を頂く。支え合い、共に生きる社会づくりには、支えとしての

立ち位置（単なる友人関係では、時間的、資金的に難しい）を確立しないと継続が難しいケー

スがある。フォーマルなサービスにつなぐこともあるが時間がかかったりするので助け合いの

手はタイミング的にすぐ実践したい。 

 ６）これからの展望（対象者の拡大、ネットワーク、連携、地域包括ケアに向けた生活支援の相談拠

点・実施拠点等の話があればぜひ） 

10年を経たたまり場活動での今後の展望として、居場所には「あらゆる暮らしの相談拠点」と

しての役割が必要であり、専門の（行政でなく）相談員・世話人を置くべきである。定期的に

各地域、各居場所の相談員・世話人が情報を開示し課題解決へと具体的に動く。行政への丸投

げでなく社協と連携し各関係機関に打診し最後まで関わる。地域によってその課題は違って当

然であるので、地域毎の対応が望ましい。高齢者のみでなく、50 代の単身世帯が増えている。

孤立化を防ぐためたまり場参加をきっかけにスタッフへと役割を促す。また、交流可能な範囲

内でのたまり場・居場所リーダーの情報交換の場を定期的に開催し、人材派遣や居場所交流な

どを開催する。 
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パネラー ：田中 興一 氏  大利根マロニエ会 代表（自治労群馬県本部顧問） 

【プロフィール】 

  昭和１９年７月２日生（６９歳） 

昭和４２年 北里大学衛生学部 卒業 

昭和４２年７月 群馬県衛生研究所(インフルエンザ疾患担当） 

昭和５３年４月 伊勢崎保健所 

昭和５９年４月 桐生保健所 

平成２年４月 群馬県保健予防課(エイズ担当） 

平成５年４月 桐生保健所 予防課長 

平成７年９月 群馬県職員労働組合 中央執行委員長  

平成１１年９月 自治労群馬県本部 中央執行委員長 

平成１１年９月 連合群馬副会長 

平成１２年６月 群馬県労働金庫理事 

平成１２年６月 群馬県全労済理事 

平成１６年６月 (財)尾瀬勤労者休暇センター理事長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居場所活動の経過】 

     前橋市大利根町は住宅団地として昭和４１年から居住が始まった地域であるが、現在は６５

歳以上が３５％を占める地域（前橋市で一番の高齢化率）となっている。以前はショッピン

グセンターが団地内にあり、そこで買物が出来ていたが、現在はほとんどが閉店してしまい、

高齢者は買物に支障をきたしていた。 

     そこで、町内の元民生委員等に声をかけ有志のボランティアを募り、20名の賛同者が集まる。

空き店舗の店主に相談し、無料で店舗を借りることができそこが拠点となる。 

     そこでの初会合で、買物支援と同時にみんなの集まる憩いの場所を作りたいということにな

り、「ふれあい・いきいきサロン」形式の買物支援活動を始めることにした。 

  

【居場所の概要】 

 １）建物 

    空き店舗を使用（無料貸与） 

 ２）運営形態 

運営は全てボランティアが行っている。会則を作り、それを基にボランティア同士の共通認識

を図れるようにしている。 

（たなか こういち） 
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    活動運営資金はボランティアの人から寄付を募り、また、活動が円滑かつ継続していくために、

前橋市社会福祉協議会にご指導・ご助言を頂き、国の補助金（地域支え合い体制づくり事業）

を活用。支援される高齢者からは活動運営費として参加毎に 100円徴収している。 

 

 ３）開催日・集まる人 

    週１回 水曜日 地域の高齢者が集まる。 

    ＜流れ＞ 

     10：00集合。 

約３０分「ふれあい・いきいきサロン」の形態で、お茶のみ、おしゃべりの時間を取る 

     希望者は「ボランティア車」に乗車し、買物に出発する。（最終車は 11：00出発） 

     店内での買物の困難な人にはボランティアが付き添う。 

買い物が終了し、再び「ボランティア車」に乗車して、自宅の玄関まで送る。 

「ボランティア車」は活動拠点に戻り、その日の行動に問題点があれば協議する。      

  

４）人が集まるための仕掛け 

    チラシを作成し、町内のシルバークラブの会員や高齢者に配布。 

 

 ５）今やっている居場所の効果と課題 

    活動初回は高齢者 23人が集まり、買物希望者 14人だった。会を重ねる毎に高齢者同士が顔な

じみになり、会話が途切れることがなく、楽しい時間を過ごしている。また、高齢者やボラン

ティアの参加者も徐々に増加している。 

    ＜支援された人の感想＞ 

     ・歩きの時は帰りが心配な為買えなかったが、重い物や生物の買物が安心してできる。 

     ・ボランティアの人と相談しながら、手にとって自分で買物ができるのが嬉しい。 

     ・自分の目で商品を選ぶことができる。 

     ・皆と会えておしゃべりができて嬉しい。 

     ・「お茶飲み・おしゃべり」の時間に友人ができたのが嬉しい。 

    ＜ボランティアの感想＞ 

     ・参加者の笑顔が印象的だった。今後も喜んで貰えるように活動していきたい。 

     ・夫婦でボランティアできるのが嬉しい。 

・退職後数年経つが、久しぶりに喜びと達成感を味わった。 

・毎週水曜日が楽しみになり、生きがいを感じる。 

・現在は体が動くが、いずれはボランテイアの人にお世話になりたい。 

・活動を通じて、町内に多くの友人ができた。 

    ＜課題＞ 

・参加者が歩行困難になった時、どう対処するかが課題。 

 

 ６）これからの展望（対象者の拡大、ネットワーク、連携、地域包括ケアに向けた生活支援の相談拠

点・実施拠点等の話があればぜひ） 

    ①高齢者の希望を聞き、話し合って活動内容を決めたい。 

    ②お花見や紅葉狩りなどの行事をしたい。 
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パネラー ：春山 邦雄 氏 富岡市 17地区ふれあい場所 運営者 

・富岡市議会議員 

・富岡市地域包括ケアのまちづくり実行委員会 委員 

・富岡市地域包括ケアのまちづくりフォーラム実行委員長 

 

【プロフィール】 

 昭和 19年 7月 8日 生まれ（69歳） 

平成 14年 9月 1日～18年 3月 富岡市第１７区長 区長理事 

平成 14年～18年  富岡市自主防犯防災会連合会長 

平成 14年～18年   富岡市社会福祉協議会富岡支部長 

平成 16年 9月    １７区集会所 開設（区長就任中） 

平成 19年 4月    富岡市市議会議員（現在２期目） 

平成 23年 7月    １７地区ふれあい避暑地 開設 発起人 

平成 23年 12月   １７地区ふれあい場所  開設 運営者 

平成 25年 6月    富岡市地域包括ケアまちづくり実行委員会 委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居場所活動の経過】 

  17区は、富岡市の中心市街地に位置し、世界遺産登録を目指している富岡製糸場に近く、古く

から歴史のある街です。17区には、皆さんが集まる場所がなく、特に富岡祭りでは、祭典事務所

に個人宅を借り受け祭りのため準備や会議を行っていました。         

平成 16 年区長の時、区民より要望があり、集まれる場所を作るため 100 年近く経っている空

き家を持ち主より無償で借り受け、皆さんの手を借り手作りの１７区集会所が完成し、以前より

活動をしていた老人クラブが平成 14 年に解散していましたが、集会所が出来たのを継起に、老

人クラブを 52 名会員で立ち上げ、集会所がふれあいの場所として、会議やカラオケ、晩酌会等

で多くの利用の場所として活用しています。 

    平成 23年３月 11日の東北沖地震直後、区長と一緒に安否確認や被害状況を聞くために区内全

戸周り、区内には一人暮らしや高齢夫婦世帯が多く住んでいる事もわかり、夏の計画停電時には、

集会所を「１７区避暑地」として開設しました。       

皆さんがより楽しくふれあいの場として「１７区ふれあいの場所」を開設するために、居場所を

理解していただけるボランティアを募り活動を始めました。 

その後、富岡市で開催の居場所づくり勉強会に参加をした後、24年７月に１７区ふれあい場所

として登録。                            

市の勉強会に参加をしたことによって、同じ気持ちを持った仲間とも出会い、現在は交流を図

りながら活動をしています。 

（はるやま くにお） 
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【居場所の概要】  

 １）建物     

空き家を使用（無料貸与） 

    

２）運営形態 

    運営は全てボランティアが行っている。会則は作っていないが、ボランティア同士の共通認識

は常にとっている。 

   活動運営は、以前より区で行っている有価物回収事業の資金より運営費の補助をして無料で事 

業をしていましたが参加者からの要望で今は有料（材料代のみ） 

 

 ３）開催日 集まる人 

   月１回ですが、出来る時には開催 地区の子どもさんから高齢者が集まる。  

   《流れ》 

    9：30 集合（来られる時間で） 

高齢者の得意料理を教えていただきながら、料理を作る人、お茶を入れてくれる人、参加者

全員で関わり、昔話を聴きながら食事を取りながらお喋りをしています。 

   

   《今までの主な事業》 

    饅頭・おっきりこみ作りや親子で公園掃除後映画鑑賞・手作りの敬老会を手伝い基本的には、

楽しく過ごせる場所を作るために、参加者の意見を取り入れ次回の開催を決めています。 

  

４）人が集まるための仕掛け 

   チラシを作成し、一人暮らしや高齢夫婦の世帯は、民生委員さんより見守りを兼ねて訪問声かけ

をして頂いています。その他では、回覧や全戸配布を行っている。 

 

５）今やっている居場所の効果と課題 

   活動初回は高齢者４８人が集まり、手打ちのそばを作り楽しく時を過ごしていました。男女問わ

ず高齢者の皆さんは、早くから集まり自分のエプロンを持参し自分で出来ることを楽しそうに手

伝ってくれ、帰る時には皆さんが笑顔で帰って頂いています。   

しかし、参加出来る人は大変喜んでいますが、高齢化が進む中で、来たくても来ることが出来な

い人が多くなってきています。 

 

≪参加者の感想≫ 

 ◍ もっと早く来ればよかった。 

    ◍ 皆に逢えるのも楽しみでもあり、皆で作った料理を食べる事も嬉しい。 

    ◍ 得意の料理があればお手伝いをしたい。 

    ◍ 参加費を取ってほしい。 

   ◍ 皆が集まるので次も楽しみにしている。 

    ◍ 毎日開催をして頂きたい。 

 

≪ボランティアの感想≫ 

    ◍ 割烹着を持参してお手伝いや指導もしてくれました。 

 ◍ 皆さんで出来る範囲でお手伝いをして下さいと言うと、お茶を入れる人、座布団をだして

くれる人、テーブルを拭く人が積極的に動いてくれる。 
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 ◍ ボランティアの人が増えて行けば行事に対する意見や、行事内容が増えると思われます。 

   ◍ 長期的に計画を立てて頂きたい。 

    ◍ 気楽に楽しくできる行事を。                         

◍ 高齢者の欠席があると体調が悪いかを気にするようになった。  

 

≪課題≫ 

 17区の 65歳以上の人口は、平成 25年 4月 1日現在（１１６人）高齢者率３６，１％。 

ますます高齢化が進む中、区内の人との「ふれあいの場所」としての行事を取り組む必要性が

高まり、行事を増やすことによる運営費の確保をどのように考えていくか課題も多いと思いま

すが、皆さんが喜んで頂いていますので、さらに充実をした行事を行っていきたい。 

 

６）これからの展望   

①  富岡市では、地域包括ケアまちづくり実行委員会を設置しましたので、今後は市の指導を受け    

ながら、地域で楽しく暮らせる「ふれあいの場所」として高齢者が生活に不安にならないため

のお手伝いができる支援の体制を整えたい。 

 

②  区内には開業医の先生がいるので、定期的にふれあい場所に来ていただくことを検討 

  

③  参加者が参考になる専門的な講師を招いて話を聞いていただく事業等を計画。 
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パネラー ：小林 訓 氏  玉村町健康福祉課長 

【プロフィール】 

 昭和 29年 10月 13日生(59歳) 

昭和 48年 8月 玉村町役場 

平成 23年 4月 玉村町健康福祉課長 

平成 25年 7月 群馬県認知症施策推進会議委員 

平成 25年 8月 群馬県社会福祉審議会委員 

 

ふれあいの居場所づくり 
（ふれあいの居場所づくりから始まる地域包括ケア） 

 
玉村町では、この「ふれあいの居場所づくりフォーラム」を起爆剤にして、関心の高い方や興

味のある方たちと、地域でどういった居場所が必要なのかを勉強会などを通じて一緒に考えてい

きます。 

高齢者の方も支援される側から支援する側にまわっていただき、地域の多様な主体(自治会やボ

ランティア団体、ＮＰＯ、民間事業所など)により、生活支援サービスを提供できる体制を構築し

ていきます。将来的に、要支援１・２の方たちへの地域生活での支援体制が整っていくことを目

指します。 

安心で、住んでいて良かった地域(町)にするために一緒に考えていきましょう。 

 

《平成 25年度》 

実施内容 １２月 １月 ２月 ３月 

フォーラム 14日開催    

研修会(役場職員) 18日開催    

勉強会  25日開催 1回 1回 

《平成 26年度》 

実施内容 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 

勉強会 ２回    

先進地視察  ２カ所   

補助金等の助成   開始→ 

交流会    ２回 

・多職種(医療職や介護職)との連携 

  高齢になれば医療や介護を上手に使わないと生活がままならなくなります。そのため医療や介

護に携わっている方たちとも連携をしなければなりません。その連携のためにふれあいの居場所

づくりと並行して、多職種(医療職や介護職)との連携のための働きかけを行っていきます。 

  地域のふれあいの居場所と医療や介護が上手に連携することで、末永く地域で安心した生活を

送ることが可能になっていきます。 

（こばやし さとし） 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メモ＞ 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メモ＞ 



 

 
 

【第１回勉強会】 

  日時：平成 26年 1月 25日（土） 

      13:30～ 

  場所：玉村町役場内 

  内容：居場所づくりについて 

勉強会情報 

ぜひ！ 

ご参加 

下さい！ 


