
 2019年度 活動実績報告書 

 独立行政法人福祉医療機構 
 作成：NPO法人なごみ 



地域の現状・課題 
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1 　社会・時代の変化に伴い、住民の生活スタイルやニーズも変化。週２回開設
されている地区ボランティアセンターへのニーズ・相談案件は年々減少し、住
民からの認知も低下している。ボランティア登録をされている住民の高齢化や
固定化も深刻で、機能の見直しと再活性化が課題となっている。 

地区ボランティアセンターの活性化 

　『まちのよろず屋』は、下記の地域課題を解決する活動として、 
「鳴尾東地域の生活支援について考える会議」を経て、実施が決定しました。 

課題 

課題 

課題 

課題 

課題 

　日常生活を送る上で、生きづらさや不安・悩みを抱えている住民は独居高齢
者だけではない。複合化した課題を抱える世帯や子育て世代、障がいや老々介
護問題など、年齢や世代に関係なく生活の一部の「助け」を必要としている。 
しかしながら制度やサービスはまだ縦割りで対象者が限定的なものが多く、全
ての世代に対応できる事業・活動が整備されていない。 

　60代はもちろんのこと、70歳を超えても「働く」方が多い中、地域を支える
活動者の代替わりが行われず、固定化が担い手の高齢化を招いている。また新
たに住民が参画しづらい環境（メンバーの固定化）にもなっており、既存の地
域活動は新たな人材を発掘・育成できる環境となっていない。 

地域活動の担い手不足・高齢化 

全ての世代に対応出来る生活支援 

　地域の高齢者へのアンケート調査から、地区ボランティアセンターへの相談
をしない理由の一つに「今困っている事があるのに対応してもらえない（仕組
みとして）」という問題があった。近くに家族や知り合いがおらず、日頃から
近所づきあいの少ない住民にとって、突発的に生じる困りごとに対応してもら
える資源を求めている。 

突発的に生じる困りごとへの対応 

　介護保険や障がいサービスが整備される一方で、対象や利用に限度があり、
その狭間で困りごとがあっても支援が足りず、我慢や無理をされている方が少
なくありません。また止むを得ず、自費サービス等を利用している方もいるが、 
経済的な負担が大きいことに悩みを抱えている方も多い。 

制度・サービスの狭間への対応 



 活動内容と実施体制 
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実施体制 まちのよろず屋 ひがしこだま 
NPO法人なごみ 
ワンコイン生活支援 

鳴尾東地区社協 
地区ボランティアセンター 

連携 

●鳴尾東地区社会福祉協議会　　　　●鳴尾東コミュニティ協議会 
●鳴尾東地区ボランティアセンター　●高須包括支援センター 
●西宮市社会福祉協議会　　　　　　●西宮市シニアサポートセンター 

協力団体 



 利用登録者の状況 
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0	 1	 3	
9	

15	 17	
13	

9	

0	

5	

10	

15	

20	

■年齢別利用者数	

その内、お一人でお住いの方（独居）は	

その内、介護保険サービス利用者は	
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●障がいをお持ちの方 
●怪我（骨折）により 
　一時的にサポートが必要な方 
高齢者以外からのご依頼はまだ 
少ないが、利用した方の「利用で 
きるサポートがない」という声か 
らニーズがあることを実感。 

●80代前後の方からの 
　ご依頼が多いことは想定通り 

●7月活動開始後、利用登録者が 
急激に増加し、当時まだ活動サポ 
ーターの数が多くなかった為広報 
活動を一時控え、口コミだけでの 
拡大へ（増加ペースのコントロー 
ルを行なった） 

・2019年度の目標利用登録者数は40名。達成率163%（65名）となった。 
・依頼、利用は圧倒的に女性の方が多く、男性の利用者もご自身からの問い合わせは 
　１件もなかった（ご家族やケアマネさんからの紹介） 
・独居の利用者が多いことはわかるが、ご夫婦・親子でお住いでの利用も30%あること 
　に注目しなくてはならない。 
・初年度は「高齢者」が中心。それ以外の世代ニーズはまだ埋もれている 



 活動サポーターの状況 
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その内よろず屋で活動するまでに	
「ボランティア経験」のある方は	
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コーディネーターは「活動サポーター」も兼
ねており、初回や当日依頼に対応。 
今年度は特にコーディネーター自身の現場経
験も重視した為、次年度より意図的に活動サ
ポーターへ移行する 

依頼者側が圧倒的に「女性」が多く、実施時
間帯も10:00～16:00がほとんど。顔馴染み
の関係で信頼できる方を希望される方も多い
ことから必然的に特定の女性活動サポーター
の実施回数が多く見られる。 

・依頼者に比べ、活動者は10代から70代ま
で幅広い登録があることが特徴的。実施件数
は少なく目立たないが、若者・男性が登録し
ているからこそ実施できた案件がある事にも
注目が必要。 
・また「ボランティア経験」がなかった方が
約半数存在する。本事業がそういった“地域
に関わるきっかけ”がなかった層の参画機会
となれば、あらゆる可能性を感じる。 



 依頼内容・活動状況と傾向 
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掃除・片付け	

買い物代行	

通院付き添い	

ゴミ処分	

薬の受け取り	

洗濯・取り入れ	

修理・修繕	

お話し相手	

外出サポート	

庭木の剪定	

障子貼り替え	

家具・家電移動	

電気取り付け	
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依頼数	11
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65	10
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35	 5	 45	10	29	26	 3	 6	 6	 2	 25	

依頼件数	
2019年7月〜2020年3月	

474件 
（達成率211%） 

＜その他の依頼内容＞ 
■換気扇カバーの取り付け 
■壁掛け時計の移動　■引っ越し手伝い 
■電話の設定　　　　　 ■礼状の宛名書き 
■美容院の付き添い　 ■支払い代行 
■椅子・家具の運び出し 
■網戸の張り替え 
■水やり 
■風呂場手すり修理 
■スマホ設定・レクチャー 
■マッサージチェアの解体・運び出し 

＜お断り案件＞ 
■介助が必要な方の通院付き添い 
■ガスコンロの付けかえ 
■障がいのある方の就労先までの日々の 
　付き添い依頼 
■外出先からの荷物持ち帰り手伝い 
■骨董品の買い取り 

○依頼者は認知症の方も多く、お一人では
外出の難しい方のサポート（散歩や買い物
同行、カフェでのお茶、ビリヤードの相
手）依頼が複数あった。 
○洗濯をして干す部分はヘルパーにお願い
し、「洗濯の取り入れ」だけよろず屋に依
頼するなど、足りない一部分を補う資源と
しても活用されている。 

下から４つの依頼内容については「定期的
な依頼」となることが多いため自然に実施
件数は多くなる。また今後も引き続き増加
することが予測される。 
通院付き添いは定期的な通院の同行に加え、 
入退院時のサポートも要望は多かった。 
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住民・隣人	

ご本人・家族	

包括支援センター	

ケアマネージャー	
民生児童委員	

初回ご依頼の入り方 

まちのよろず屋	
利用【63名】	

13名 

14名 

27名 

6名 

5名 

活動サポーター	

紹介：2名 
「ご本人・家族」からのご連絡をいただくのが一番多
い結果となっていますが、同法人が運営する常設拠点
『まちcaféなごみ』で情報を得て（またはスタッフに
紹介されて）連絡される方が半数含まれている。 
つまり約8割が信頼している人（機関）からの紹介であ
ることがデータから読み取れる。 
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活動件数の推移	

事業開始より年末（普段できない掃除依頼）に向けて増加し、月80件弱（1日3件～4
件）ペースが続いている。２月下旬より新型コロナウイルスの影響で、定期依頼が全
て自粛になったものの、その影響による新規依頼が増加し、実施件数は大幅な減少は
見られない。自粛が解除された場合、定期依頼も再開となるため、月100件にまで
近々到達するだろうと想定している。 



データ・数字には表れない成果・実績 
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地区ボランティアセンターとの	
連携事例から活性化へ	

地元高校・大学生をはじめ	
若い担い手が現場で活躍！	

要支援1・2の高齢男性が	
活動サポーターへ	

よろず屋が本人の自立を支える	
「ケアプラン」の一つとして	

他地域への普及に向けた	
研修生の受け入れへ	

西宮市くらし相談センター	
「つむぎ」との連携へ	

　「まちのよろず屋」が始まったことにより地
区ボランティアセンターに３つの変化が。 
週２回の開設日を認知していただくために、ボ
ランティアさんが開設日に入り口を解放し「ミ
ニサロン」がスタート。すでに登録されている
住民ボランティア情報の整理（登録時点との変
化）も行い、ボランティアセンターの機能見直
しも行われた。 
さらに「まちのよろず屋」に入った依頼から４
件をボランティアセンターへ移行・紹介できた
ことより、コーディネーター会議が活性化。有
償と無償ボランティアの共存・連携が進んでい
る。 

　2名の高校生、1名の大学生が活動サ
ポーターに登録し、ゴミ捨てや引越し作
業、換気扇やエアコンの掃除などの現場
で活躍。また幼稚園のお子さんがいる30
代・40代子育てママが4名登録してくだ
さっており、掃除や買い物、郵送代行な
どのニーズで活動するなど、出来る時
間・出来る内容で若い世代が活躍してい
る。 

　介護保険を利用されている高齢者がサービスと
併せて「まちのよろず屋」を利用するケースも多
い。介護認定が降りるまで一時的に必要なお手伝
いをよろず屋で実施したり、若年性認知症の方で
趣味のスポーツや喫茶の外出サポートやお話相手
を担うなど、本人の自立や、より本人らしい生活
が送れるための「ケアプラン」に組める１つの資
源となっている。 

　地域包括支援センターのスタッフから
の紹介で２名の高齢男性が活動サポー
ターとして登録。その2名は半身に麻痺
が残る要支援１の男性と、闘病・治療後
で要支援２となっている男性であるが、
お手伝いを依頼する側ではなく、出来る
ことをお手伝いいただく「活動者」に登
録をしてくださったのだ。 
　状況や内容によって、支える側のサ
ポーターと支えられる側の利用者にもな
りうるという事例となっている。 

　西宮市社会福祉協議会が昨年から市の委託
で設置している「西宮市くらし相談センター
（つむぎ）」では、引きこもりや様々な事情
で生活に課題のある住民の相談・サポートを
行う機関であるが、次年度より「まちのよろ
ず屋」との連携が決定し、準備を進めている。 
　具体的には、引きこもり（中高年）の住民
の社会復帰に向けたトレーニング場所の 
１つとして考え、連携した支援を 
考えていく予定となっている。 

　『「まちのよろず屋」のような活動を私
の地域でもやりたい』という方が市内で４
名出てきており、来年度より3名の住民が現
場でノウハウの研修を実施することが決定
した。現在の実施地域だけでの実践に留め
るのではなく、他地域への普及と、担い手
の育成も並行して実施することとなった。 
　こういった声が初年度より出てきている
ことは、それだけ地域でのニーズも高く且
つ解決の可能性が本事業にあると感じる。 



課題へのアプローチ・達成度合い 
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1 
地区ボランティアセンターの活性化 

　『まちのよろず屋』は、下記の地域課題を解決する活動としてスタートした。 
今年度の事業成果を踏まえ、それぞれの課題に対してどのぐらいアプローチできた 
か？目標までの達成度合いを５段階で自己評価し、記載する。 

課題 

課題 

課題 

課題 

課題 

地域活動の担い手不足・高齢化 

全ての世代に対応出来る生活支援 

突発的に生じる困りごとへの対応 

制度・サービスの狭間への対応 
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：課題へのアプローチ	 ：目標達成度合い	

今年度「ボランティアセンター」にも変化が生まれ
た事は、立ち上げから連携を丁寧に行い、アプロー
チできた成果だと言える。しかし、まだ目標達成
（活性化）までは遠く、課題も多い。 

１年間通して、若い世代の巻き込みについては意識
して取り組むことができた。数年で解決出来る課題
ではないが、地元高校生や大学生、子育て世代が参
画出来る活動となり、その芽は出てきつつある。 

高齢者に限定せず、すべての世代に対応出来る仕組
みとして整備を進められたが、今年度は50代以上の
利用に留まり、ニーズの掘り起こしにまでは至らな
かった。 

住民の「今困っている」「すぐに対応してほしい」
というニーズに対して当日・即日対応する体制を心
がけ、依頼があってから最短30分で解決するなど一
つベースとなる形を作ることができた。 

地域包括支援センターやケアマネージャーとの連携
により、ケアプランを立てる上での１つの資源とし
て確立することができ、これまでアプローチが困難
だったサービスの狭間に対応出来る１例が出来た。 



 アンケート結果【利用者】 
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回答者：37名	

不満	 やや不満	 どちらでもない	 満足	 大満足	 未回答	

0	 0	 0	 24	 12	 1	

今後は利用しない	 他の手段がなければ利用する	 是非利用したい	

0	 5	 32	

不満（安い・高い）	 どちらでもない	 満足・ちょうどいい	

2	※安いが2名	 2	 33	

不満	 やや不満	 どちらでもない	 満足	 大満足	

0	 0	 0	 19	 18	

不満	 やや不満	 どちらでもない	 満足	 大満足	 未回答	

0	 0	 1	 19	 21	 1	

▶︎「まちのよろず屋」利用満足度	

▶︎今後の利用について	

▶︎「利用料（30分500円）」満足度	

▶︎「活動サポーター」に対する満足度	

▶︎「コーディネーター」に対する満足度	

・親切で丁寧　・明るくて感じが良い　・親しみやすい 
・時間が余ったら「他に何かありませんか？」と聞いてくださった 
・テキパキ動いてくださった　・教わることが多い 
・後片付けまできちんとして下さった 

・対応が早い　・いつも気にかけてくれて親切　・笑顔　・安心 
・感じが良い　・説明が分かりやすく信用できる 
・依頼した時期が暑く「もう少し気温が下がったら」と言ったことを 
　忘れず連絡下さったのが嬉しかった　・後片付けまで丁寧 
・連絡が遅い 
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今まで頼みたいことがあっても、どこに
連絡すれば良いのか分からず困っていま
した。今後「まちのよろず屋」にお願い
することができ、安心感があります。 

困った時は「よろず屋さん」に頼も
うと安心の選択肢になっています。 

活動を大いに続けて欲しい。 
業者にまで言うほどではないけど助けて
欲しい時に、気軽に頼める場所があるの
は嬉しい。 

毎日が楽しくなった。 
お手伝いに来てくれる日が楽しみ。 

家族も安心。 
冷蔵庫にリーフレットを貼っている。 

台風前の修理は本当に助かった。 
暑い中、すぐ対応してくれて有難うござ
いました。 

こういった活動は本当に助かります。 
近くにあって嬉しい。障がいがあって出
来ないことも多いがなかなか頼めない。 

掃除したり、洗い物するのが楽しくなっ
た（できない部分を補ってくれるので）。 

活動サポーターさんがたくさん増え、多
くの方が利用できるように願っています。 

これまで使ったサポートの中で一番
です！ 

よろず屋の存在がとても心強く、母の生
活にハリが出て本当に感謝しています。 

ベランダ等、片付いて感謝している。 
いろんな経験のある方達とお話しできて
気が晴れる。 

利用者の声（アンケートに記載のあった感想・意見）	



 アンケート結果【活動サポーター】 

11 

説明会	 リーフレット	 掲示板	 紹介	 その他	

7	 5	 1	 4	 1	

いいえ	 はい	

7	 11	

その他	 不満	 妥当	 満足	

1	 0	 11	 6	

想定よりも多い	 ちょうど良い	 想定よりも少ない	

0	 13	 5	

不満	 やや不満	 どちらでもない	 満足	 大満足	

0	 0	 4	 11	 3	

▶︎「まちのよろず屋」をどこで初めて知りましたか？	

▶他に仕事はしていますか？	

▶︎「活動費（30分400円）」の満足度	

▶︎活動（依頼）頻度について	

▶︎「コーディネーター」の機能・満足度	

・曖昧な依頼があった　・いつも丁寧で仕事が早い　 
・活動依頼が電話ではなくLINEなのが、文面にも残って助かる 
・活動できる時間を調整してくださるので活動しやすい 
・事務所に不在の時間が多い 
・依頼内容と人によって決めつけていないか？ 

回答者：18名	

いいえ	 はい	

13	 5	

▶登録の際に不安はありましたか？	

・４年の仕事ブランクがあり、できるか 
　不安だった 
・仕事内容や仕事量が分からなかった 

▶︎今後実施して欲しい研修等	

・災害や緊急時の対応 
・実践を通じた「依頼・ニーズ」の実践検討 
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＜登録（活動）しようと思った理由・動機＞ 
○出来る範囲の活動が少しでもあれば 
○地域のお年寄りのために何かしたいと思ったから 
○何もしていないので、出来ることからと思って登録した 
○人様のお役に立つことで自分も学ばせていただけるから 
○子どもが同伴でも活動が可能だった 
○時間に余裕ができ、自分にも出来ることがあるのではと思って 
○今、自分のできることを地域でしたいと思った。 
○将来自分の地域でもやってみたいから 

＜印象に残った・感想＞ 
○やはり「有難う」や「助かった」と言
われると素直に嬉しい（複数回答） 
○活動と関係ないかもしれませんが、依
頼者さんに自分の家族の話を聞いていた
だき、手術や病院のことを詳しく教えて
頂きました。自分が20代の頃は「人のた
めに何かする」ということに関心がな
かったです。でも今は活動を通じて「あ
りがとう」と言ってくださるのが嬉しい。 
○その方の人生の中で、私が出会え、
色々とお話が聞けることが自分にとって
も学びであり、嬉しいことです。 
○活動を通じて片付けの方法を学んだり、
初めてビリヤードを体験できた。とても
喜んでいただけることは嬉しい。 
○両親や叔母を最後はお世話させていた
だきましたが、元気な時にもっと会って
話できていたらと、親孝行の真似事？と
思ってお手伝いさせていただいています。
怪我や身体の不自由さでお掃除に伺うと、
こんな時に困るのかと初めて知ることが
多いです。 

＜要望＞ 
○若い方が何らかの形で依頼者・活動
者・その他関わってくれたらと思います。
その時に「よろず屋」という名前は若い
世代にとっては少しとっつきにくいイ
メージがあります。 
○活動サポーター登録、利用登録までに
一度お話を聞きたいという方に、スムー
ズに案内できる方法があれば嬉しいです。 
○買い物代行のお手伝いをした際に、ご
依頼者が「本当は調理をしたいけど、身
体がうまく動かない」と何度も言われて
いました。買い物代行の流れで、簡単な
下処理だけでもできたら、より助かるの
かなと思いました。 
○掃除依頼の際、内容や広さなどがなる
べく詳しく事前にわかると、準備や段取
りができるかと思います。 
○あまりお役に立てない年齢ですが、こ
の年齢だからこそ役に立つこともあるの
ではと思います。 

活動者の声（印象に残った経験・感想・要望）	



 アンケート結果【協力団体・機関】 
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◯介護保険で行えない部分の対応が早く、利用者も喜んでおられる。 
◯身寄りのおられない方の入院中の買い物や洗濯は大変助かった。 
◯要支援の訪問看護は同じ日に2回行けないなど、制限が多いため、介護保険で洗濯物を 
　干してもらい、取り込みをよろず屋さんでお願いするなどプラスアルファでの使い方が 
　出来る事で、家族が遠方から来て援助せざるを得ないケースなど負担軽減になったよう 
　に思う。 
◯通院介助などフレキシブルに対応してもらえた事や状況に応じて柔軟な対応をしていた 
　だけることが非常に助かっています。 

◯これまで拾えていなかったニーズが見えるようになった。 
◯地域の中で、ちょっとした手助けができる人と繋がるきっかけが増えた（年齢幅も広い） 
　地区ボランティアセンターにも変化が生まれた。 
　→住民が立ち入りやすい場づくり（ミニサロン）の実施 
　→広報と登録ボランティアの見直し 
◯個別支援ケースの対応事例からコーディネーターが地域内でボランティアを探し、 
　つなぐ動きができた。 
◯「まちのよろず屋」をきっかけに地域内の「場・事業・人」の繋がりが生まれている。 

◯鳴尾東・高須地域のちょっとした困りごとのニーズが多くあるということを 
　改めて知ることができた 
◯様々な世代層で何か地域で活動をしたい人材を発掘し、活動に結びつけられた点 
◯地区ボランティアセンターとの連携したケースが入ることで、コーディネーター会議 
　が活性化し、困りごとを受け止める土壌づくりに繋がった。 

西宮市社会福祉協議会 地域福祉課 職員 

西宮市社会福祉協議会 共生のまちづくり課 職員 

高須地域包括支援センター 代表者 

◯介護保険ではサポートできない傾聴や趣味活動のサポートといった部分で、ご利用者様、 
　ご家族様にとっても心のよりどころになっています。 
◯ケアマネージャーとしても「楽しみ」や「交流」でケアプランに位置づけさせて頂き、 
　その人らしさを大切に考えられるようになりました。 
◯ご家族が遠方にお住いの方には、特に「よろず屋」さんの存在は大きいです。地域の方 
　が運営されていることで、地域の情報（買い物や活動場所、行事、ボランティアセンタ 
　ーなど）も教えて頂けることがとても助かっており、今後も活用させて頂きたいと思っ 
　ています。 

居宅介護事業所 支援員（ケアマネージャー） 



 今後の目標・課題 
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住民利用者	
（多世代）	

住民活動者	
（多世代）	

連携団体	
関係機関	

他事業拠点	

行政	
他地域	

まちの	
よろず屋	

❗高齢者以外のニーズ掘り起こし	
❗自立に向けた目標計画の意識	

❗多様な活動者受け入れ	
　→活躍機会の提供	
❗活動しやすい環境整備	
❗レギュラー活動者の発掘	

❗協働案件・移行案件・連携実施案件の増加	
　→地域資源の活性化	
❗他事業（拠点）との連携強化	

❗制度化・モデル事業化に向けた協議	
❗他地域への普及促進	
❗コーディネーター人材の育成	

●「データ（数字）では見えづらい活動の成果」を見える化することを意識し、 
　地域や他機関との一体的な動きへと展開する。 
●運営ノウハウを現場で実践を通じて研修（学べる）事業の実施。 
●「利用者」→「活動者」の両登録ケースを増加を目指す。 
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まちのよろず屋 事務所	

〒663-8133 
兵庫県西宮市上田東町3-23 

【TEL】 
0798-56-8273 
【FAX】 
0798-56-8274 
【メール】  
yorozuya.naruo.nagomi 
@gmail.com 


