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事例 10

ヒアリング調査事例の紹介

寿喜菜の会 ＆ 太子町社会福祉協議会 ＆ 太子町高齢介護課

■所在市町村
■団体名

大阪府南河内郡太子町（14.17 ㎢、人口 13,248 人、高齢化率 24.9％

※2020 年 11 月）

寿喜菜の会

■市町村担当課名

太子町健康福祉部高齢介護課

太子町では、2009（平成 21）年に高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現を目指して「安
心太子見守りネットワーク事業」を開始、
「見守り協力員（約 70 名）
」が高齢者を対象に、郵便受
けや雨戸、洗濯物の確認などの見守り活動を実施し、さらにそのうちの有志約 18 名が、日常のち
ょっとした困りごとの生活支援を行いたいと「寿喜菜の会」を 2012（平成 24）年に立ち上げた。
国の補助金事業である「地域支え合い体制づくり事業」へ応募。交付決定を受けて、2014（平
成 26）年に事務所を開設し、翌年には、それまで無償で行っていた活動を有償ボランティアに切
り替えた。太子町の生活支援体制整備事業に基づく第 1 層協議体の話し合いに参加したり、交流
サロンを開設したり、訪問型サービス D（以下「訪問 D」
）の補助による移動サービスを実施した
りしている。これらの取り組みはいずれも、太子町や、町から生活支援体制整備事業を受託され
ている太子町社会福祉協議会（以下「社協」）との連携・協働を通じて創出されている。また、町
役場内では公共交通の再編（網形成計画策定）や、地域包括ケアシステムの構築に向けた庁内の
横断的な会議を通じて、関係各課の情報共有が図られている。
〈運営・運行を担う組織や人の役割〉
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運転者や運営・事務局担当者の属性、増減とその原因
①寿喜菜の会のサポート会員は 36 名。活動が介護予防と生きがいにつながる


依頼を受けて生活支援するのがサポート会員であり、現在 36 名が登録している。男女比
はほぼ同数で、平均年齢は 72.3 歳。今は 70 歳くらいまで仕事をする人が多く、65 歳で
定年退職して暇という人は少ない。年齢が上がって引退をする人もいれば、新しく参加す
る人もいる。集まったメンバーは、もともと知り合いではなかった。地元の人ではなく新
興住宅の人が多い。太子町の広報で募集をしているのでそれを見たり、知り合いの伝手を
頼ったりしている。



活動を開始した当時は、基盤となる事務所もなく、受付窓口は役場であり、思うような活
動がなかなかできない状況であった。
「場」がないと、人が集まるのが難しい。寿喜菜の会
はサポート会員同士のコミュニティの場であり、サポート活動を通して、介護予防ととも
に生きがいにもつながっている。



移動サービスについては、運転協力者講習会を太子町で実施しており、講習を受けた人が、
ボランティアで送迎をしている。受講生には、町からいずれかの団体に所属して欲しいと
いうお願いをしている。



サポート会員のうち、運転をしているのは 9 名である。生活支援だけであればやりたいと
いう人もいるが、太子町の公用車の貸出事業が始まったので、運転者が増えた。これまで
はマイカーを使っていたので、自分の車を使っても良いという 5 名だけであったが、公用
車が利用できるようになり、運転者は 4 名増えた（土曜日は公用車が使えないので、マイ
カーを使用する）。



サポート会員の平均年齢は 74 歳であるが、運転者でみると平均年齢はもう少し高い。一
番高齢の運転者は、81 歳である。



役員は、役員の仕事、運転者、生活支援、事務所の当番をするということで負担は小さく
ない。世代交代が課題であるが、その点からも新しい人を探すのは難しい。



コーディネーターは特定の人でなく、その
時々の事務所の当番の人が対応している。寿
喜菜の会の代表と副代表、事務局の幹事など
役を持っている人は必ず当番にあたる。なお、
コーディネーターとしての手当はない。当番
をした人には、1 日 100 円を支払っている。
当番は、多い人で月 6 回程度。少ない人で月
1 回程度である。1 か月で 24 名程度が当番に
なっている。

〈辻田副代表（左）、土井代表（中）
、貴瀬事務局長（右）〉
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利用状況の変化とその要因
①移動サービスの登録者は、17 名(18.5％)が要介護者、17 名(18.5％)が要支援者等


移動サービスの対象者は、手助けをすることで、ご自身で車に乗ることができる方を対象
にしている。その他の生活支援は、誰でも対象である。



利用件数は、2019（令和元）年度で、件数の内訳としては、約 6 割が移動サービスである。
移動サービスについては、行き先は医院・病院が最も多く 284 件、店舗が 76 件、交流サ
ロンが 26 件となっている。



移動サービスを利用するには、別途「移動支援の利用申込」が必要であり、現状では利用
会員 254 名中、92 名が移動サービスの申込をしている。



移動サービスの登録者のうち、17 名（18.5％）が要介護者、17 名（18.5％）が要支援者・
基本チェックリスト該当者である。



利用会員として登録されている方は 254 名である。男女比は 3：7 程度であり、女性が多
くなっている。70～80 歳代で全体の約 78％を占めている。平均年齢は 78.5 歳である。
最高齢者は 97 歳の方である。平均年齢 72.3 歳のサポート会員が平均年齢 78.5 歳の方々
のサポートを行っていることになる。

財政状況の変化とその要因
①利用料金は一人 1 時間 800 円。町からの補助がなければ活動の継続は困難


利用料金は、一人 1 時間 800 円とした。内訳は事務費として 200 円残りの 600 円はサポ
ート会員への謝礼に充てている。移動サービスも 1 時間 800 円である。



家賃は、4 万円だったが、立上げ時の補助金がなくなったため、大家さんに交渉して 2 万
円に値下げしてもらった。現在は町から交付されている「高齢者交流サロン」
（一般介護予
防事業）の補助金を充当している。年間 4 万 8,000 円（上限）＋家賃（24 万円）の補助
で、2019（令和元）年度からは、健康増進加算を付けている。この補助金がなければ活動
していくことは難しい。



「高齢者交流サロン」は、町内に 8 か所あり、体操をしているところもあれば、お茶を飲
んで終わりというところもある。寿喜菜の会だけが常設。



2018（平成 30）年度に「高齢者生きがい活動促進事業」の補助金 83 万円をもらって、移
動支援関係では、申し込み用の電話やタブレット、ドライブレコーダー、車両に貼るマグ
ネット、ステップなどを購入した。



訪問 D の補助金は、1 回では 1,200 円であるが（行き帰りの乗降計 4 回支援の場合）、補
助の対象者が少ない。月では 6,000 円くらいである。
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訪問 D の補助金は少ないが、訪問型サービス B（以下「訪問 B」）の補助金はそれと比較す
ると多い。
〈収支の状況〉

提供：寿喜菜の会

行政や社会福祉協議会等との関係、地域の反応とその要因
①丁寧な生活支援体制整備事業の取り組みにより、地域の移動サービスを具体化


太子町では、実施体制としては、行政内部や社協との規範的統合を目的とした「地域包括
ケアシステム検討会議」や、町直営にて第 1 層協議体である「SASAE 愛 太子」や「円卓
会議」、地域に出向いての「勉強会」等を行っている（日常生活圏域が一つであるため、第
1 層は第 2 層も兼ねている。）

②地域包括ケアシステムの構築に向けた庁内検討会議を設置


2016（平成 28）年に、地域包括ケアシステムの構築に向けた庁内検討会議「地域包括ケ
アシステム検討会議」が設置された。健康福祉部局のみでは地域包括ケアシステムの構築
を実現することはできないため、組織横断的な会議メンバーとなっている。



また、庁内のメンバーのみでなく、社協や社協に所属する第 1 層生活支援コーディネータ
ーも参加することで、外部の組織の人であっても同じ立場で意見交換ができる体制となっ
ている。



地域公共交通での検討内容や、ボランティアによる移動サービスの進捗などの内容も、こ
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こで報告・共有される。部を超えた職員間の情報共有が円滑になった。

③「支え合い勉強会」から第 1 層協議体「SASAE 愛 太子」、
「円卓会議」へ


2016（平成 28）年から「地域づくりからの支え合い勉強会」を実施。計 37 回、約 700
名が参加した。勉強会に参加した方から構成される研究会を 3 回開催し、その検討を通じ
て第 1 層協議体「SASAE 愛 太子」が設置された。勉強会や研究会では、
「何がしたいか」、
「何が必要か」を話し合った。このころから訪問 D の検討を始めた。
「SASAE 愛 太子」
では「移動手段」、
「集いの場」、
「買い物支援」
、
「町会自治会の活性化」を 4 大テーマに設
定し、それらの課題について短期集中で検討するための「円卓会議」が設置された。円卓
会議を経て、2017（平成 29）年からモデル事業実施。
「事務が苦手」、
「人材の確保が困難」、
「採算が取れない」などの課題が出てきたため、
「書類の簡素化、時間単位の一律料金の設
定」、「生活支援体制整備事業による、運転協力者講習会の実施、勉強会を通じた担い手の
発掘」、「生活支援との一体型」としてサービスをシンプルに」するなどの工夫を講じた。

④3 か月に 1 回、
「高齢者交流サロン交流会」を開催（第 3 層協議体）


地域で「高齢者交流サロン（一般介護予防事業）」を行っている実施者を、第 3 層と見なし
ている。3 か月に 1 回、
「高齢者交流サロン交流会」が開催されており、それぞれの場の情
報交換等が行われている。



「交流会」に出席するメンバーの一部が、
「SASAE 愛 太子（第 1 層協議体）」にも参画し
ており、
「高齢者交流サロン」は、太子町における「生活支援体制整備」や「集いの場づく
り」において非常に重要な役割を担っている。太子町の生活支援体制整備事業の取り組み
のポイントは、交流サロンの実施主体を第 3 層コーディネーターとして第 1 層コーディネ
ーターや協議体とつながっているところである
〈「移動支援・外出支援」についての円卓会議での検討のステップ〉
ステップ１（Ｈ29.7～
８）

ステップ２（Ｈ29.8～９）

ステップ３（Ｈ29.10）

• 事故対応等の検討

• 課題・ニーズの再調査
• フォーラムへの参加

• モデル事業実施団体候補
の絞り込み

• モデル事業実施要綱、
補助金要綱検討・制定

• 先行事例視察

• 補助対象経費の検討

H29.10
チェックリス
トの事前実施

H29.11
ケアマネジメント
C

H29.11.2～
移送前後

の支援実施
• 主な行き先…
病院、駅、福

• ケアマネジメント

祉センター

Cを実施

出典：太子町資料
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（H29.11～）
• モデル事業開始

（H29.11.1施行）

H29.12
補助金の

交付申請兼
実績報告、
交付決定兼
交付確定

モデル事業で
細部を検証
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⑤地域の公共交通の再編と福祉施策の連携


2018（平成 30）年に「地域公共交通網形成計画」と「地域公共交通再編実施計画」が策
定され、その計画を反映する形で、2020（令和 2）年 6 月から新しい地域公共交通がスタ
ートしている。2 路線だった路線バスに、3 路線を追加（合計 5 路線）、さらに町として新
たにコミュニティバス 2 路線を運行することにより、計 7 路線となった。なお、再編の中
では、高齢者外出支援として実施されていた「予約型乗合ワゴン」の運行を一時休止し、
定時定路線の公共交通を充実させる方向で行われた。



一方で、それまで「予約型乗合ワゴン」を利用して
いた人（延べ 700 人/月）については、相談窓口を
設置し、新しい交通や福祉有償運送、ボランティア
輸送で、どのように出かければ良いかを「一人ひと
りご案内する」など、きめの細かい対応を行ってい
る。相談窓口は高齢介護課と社協にあり、生活支援
体制整備事業で設置し

〈町から公用車の貸与を受け運転者が増加〉

て対応している。相談件数は多くはないが、一人ひとりへの説明にかなりの時間を要する。


2021（令和 3）年 6 月に、新しい公共交通システムの検証を行う予定であり、検証内容に
合わせ、サロン送迎及び地域支え合い型の移動サービス等も含め、見直しが必要なものに
ついては、見直しし検討を行う。

見どころ
①生活支援体制整備事業で（移動のための）
「相談窓口」を設置


「勉強会」
「研究会」、成果重視の「円卓会議」、有志の住民が参加する「第 1 層協議体」な
ど、丁寧な生活支援体制整備事業の取り組みにより、地域の「移動支援」の活動を具体化
した。
「太子の町を良くしたいという意欲のある住民」の参加を得ることで、推進力のある
会議体ができた。会議体から生まれる意見や、モデル事業を元に、補助制度を作っており、
要綱の作成にも住民の意見を反映するなど、キメの細かいボトムアップでの取り組みを行
っている。



「高齢者交流サロン（一般介護予防事業）」の交流会に参加するメンバーのうち何人かは、
「SASAE 愛 太子（第 1 層協議体）」にも参画している。既にある交流サロンの実施主体
を第 3 層コーディネーターとして、協議体等につなげているところもポイントである。地
域の中に「もともとある活動」があり、そこで「困りごとを助け合う活動」があれば、人、
車、補助金などの形でバックアップすることで、住民主体の移動サービスを実現すること
ができるケースは多いと考えたこと、要綱についても、住民からの意見を反映して作成し
ていることなど、住民発意を尊重する姿勢が特徴的である。
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地域公共交通会議では、ボランティアによる移動サービスも含めて一体的に検討している。
生活支援体制整備事業で（移動のための）「相談窓口」を設置。その他にも、「地域包括ケ
アシステム検討会議」を各課横断で設置するなど、役場内の風通しがよいことで福祉施策
と交通施策が相互補完的に機能している。

課題
①運転者の平均年齢は 74 歳以上。負担も大きく、世代交代ができるかが課題


運転者（9 名）の平均年齢は 74 歳以上。役員、運転、サロンの当番を担当するなど負担が
大きく、世代交代ができるかが課題。



移動サービスの需要はたくさんあるが、ボランティアが増えても車が増えないと対応でき
ないこともあり対応には限界もある。また、サポート会員の平均年齢は 74 歳であるが、
運転者でみると平均年齢はもう少し高い。一番高齢の運転者は 81 歳である。



役員の仕事、運転者、生活支援、事務所の当番をするということでサポート会員の負担は
小さくない。世代交代が課題であるが、その点からも新しい人を探すのは難しい。



寿喜菜の会の知名度も上がっているが、知らない人もまだ多い。役場が紹介してくれるこ
とで、信用を得ることができる。役場からの紹介を通じて、人を集めていくのが効果的と
考えている。

■活動概要
団体名

暮らしの困りごとサポーター 寿喜菜の会

開始年次

2018 年

運送形態

許可・登録不要の運送

予約

予約あり

南河内郡太子町

乗客限定

あり

利用者
居住地域
限定して
いない

設定場所

降車場所設定

事業形態

任意団体

「居住エリア」の中に、全ての「降車場所」がある
「居住エリア」の市町村に隣接する市町村やそれより先にも「降車場所」がある
運転者のマイカー 5 台、普通乗用車
公用車（太子町） 2 台 軽乗用車 （車いす収納 助手席転回）

居住地域と降車場所の関係
車両情報
合計
運転者
情報

9人

～64 歳

稼働人数（2020.3）
謝礼報酬

5人

1人
雇用形態

65-74 歳

5人

75 歳～

3人

有償ボランティア

最低賃金の半分程度の謝礼

利用形態

介助者同乗

運送対価

・乗車 1 回につき 800 円（12 ㎞まで/1 時間以内）なお、6 ㎞まで/30 分以内の場合は 400 円
・駐車場代等は実費 待機料金は 15 分ごとに 200 円但し待機は 1 時間まで

収支

主な収入源

運送実績（2020.6）

なし

複数乗車

運賃、会費、補助金
稼働日数

20 日
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時々実施している

収入総額（直近年度）
利用者数

1,744,000 円
延べ 29 人

