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※広報物（ちらし等）の写真、色味等について、印刷の関係で一部不鮮明になって

おりますが、ご了承くださるようお願い致します。 



☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け □ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世代 ☑ 障がい者 ☑ 保育

☑

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・利用者・活動者ともにご家族でのコロナ感染があり、待機期間内は、休止せざるを得ない状況
がありました。
・活動者からのコロナ感染の不安があり、一時活動を休止した状況もありました。
・県内の感染状況を把握しながら、活動中の感染予防の徹底を呼びかけました。
・利用者及び活動者が増えていない状況が続いています。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月～金曜日（GW、夏季、年末年始休暇を除く）

その他（　パルシステム山梨組合員対象　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 ９：００～１６：００　　（２，５８２．５時間）

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　  1 名

延べ　1,407回

その他（　ゴミ出し、家事に関する支援　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：生活協同組合パルシステム山梨】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　　62 名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　　31 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　田中　明雄　）



・組合員へのチラシの配布。
・組合員の登録のある地域で、利用者及び活動者募集を呼びかけるため、シルバー特典を登録を
されている一部の組合員（エリアを設定しながら）へ、活動者募集と利用案内をDM送付。
・活動開始から5年を迎えたことを受け、活動内容について見直しを図っています。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

前回と同様ですが、参考までに添付します。

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・引き続き活動者の確保と合せ利用者の確保。
・組合員を始め、地域での「くらしサポート」の認知度アップ。

・社協や家事支援団体との情報交換の場の設置を希望。
・社協などの広報物で、地域へ各団体等のアピールや情報提供などを検討いただけないでしょう
か？（登録団体の紹介など）

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】







 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・パルシステム山梨の「くらしサポート」は、組合員のお

宅にお伺いし、組合員に代わってお料理やお掃除、託児、

軽作業などを行う「有償ボランティア活動」です。 

・ご自身が得意な掃除だけ、片付け、整理、整頓だけの活

動も可能です。また、お料理についても家庭料理、作り

置き料理など、ご自身が普段作る料理を基本に活動して

いただくことが可能です。 

・掃除道具や洗剤、調理道具や食材、必要器具は、利用者

のご自宅で用意いただいたものを使用します。 

・託児は、子どもさんの見守りになります。 

・活動エリアは、自宅周辺から隣接市町村としています。 

・特別な資格や専門的な知識は必要ありません。 

 

【くらしサポーター募集について 】 
山梨県内（小菅村、丹波山村を除く）の全市町村で活動者を募集します 

【問合せ・申込み】  
・パルシステム山梨 活動支援部  
・くらしサポートスタッフ 田中 
・mail：kurashi-support@pal.or.jp 
 

運営については事務局がサポート

しますので、ご安心ください 

メールアドレス ホームページ 

詳細は、パルシステム山梨
ホームページの「ピックア
ップ」または「くらしの情
報箱」から『くらしサポー
ト』をご覧ください。（左） 

申込み・問
合せは、メ
ールでも
可能です。 
（右） 

 

 

mailto:kurashi-support@pal.or.jp


□ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ

□ 買い物 ☑ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 □ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

□

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：山梨県肢体不自由児協会】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　３８　名

協力会員（サービスを提供する側）　　　３４　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　清水　祐子　）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　　名

延べ　２２４回

その他（　遊び相手、話し相手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

依頼会員の要望に沿っているため固定ではない。

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・依頼会員からの依頼の減少
・協力会員と依頼会員とが親睦を深める交流会の中止

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間

（３）利用対象（☑）



　交流会の内容を見直し、協力会員のための研修会を開催予定

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　依頼会員、協力会員の確保

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：□有・☑無】



□ 掃除 □ 洗濯 ☑ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ

□ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

□

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・ボランティアによる夕食の配達を実施しているのだがコロナ感染症が国内・県内で流行し始め
た頃には配達先で利用者と配達ボランティアとの距離をどこまで保つことができるのかと苦慮し
た。
・平成30年度までは使い回し可能な弁当箱を使用していたが、感染症の流行が南部町にも迫り始
めた頃に使い捨て容器へと切り替えることが妥当であるとなったが、その予算をどう確保できる
かが課題に上がった。
・感染症対策のため、配達時にボランティアへと手袋の着用をお願いしてきたが、夏場になり手
袋が蒸れるなどの課題が上がり、手袋に変わる感染防止対策を検討した。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜日から木曜日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 午後１２時から午後5時まで

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　  ４　名

その他（　草刈り、ゴミ出し、外出同行支援　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

延べ食数　7,068食　　ボランティア延べ活動人数　864名

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名： 味彩の会】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　5８　名

協力会員（サービスを提供する側）　１０５  名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　仲澤　彰人　）



　現在も使い捨て容器を使用や調理および配食ボランティアへの手指消毒の徹底等を実施してい
るが、今後も感染症に関する状況を注視しながら、対策を検討し、事業を継続していきたい。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

　調理ボランティア：配食弁当の調理および盛付へと、毎回2名のボランティアに携わっていた
だいている。
　配食車：配達ボランティアが運転し、町内を4ブロックに分けて配達している。
　配食弁当：栄養士が栄養バランスを考えて作った献立表をもとに、栄養士・調理アシスタント
2名・配食ボランティア2名で作っている。

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　担い手となるボランティアの高齢化もあり、人材確保が大きな課題である。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】



 



□ 掃除 □ 洗濯 ☑ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ

□ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

□

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　高齢者施設での感染が増え、デイサービス利用の方がコロナになり、使い捨てパックを使用
し、受け渡しは保冷箱で行い、集金は元気なられてからにしました。手指消毒を徹底しました。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月・水・土（祝日でも）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間
調理：10：00～15：00　　コーディネーター：13：00～15：00
配食：14：30～16：00

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　１２名

延べ　１５２回

その他（　安否確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：甲府・食事サービスをすすめる会】

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　１１１名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　８４名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　剣持　英子　）



　学生さんや若い方々の参加に力を入れました。
　３０周年がＮＨＫで紹介されたので、新しくボランティアさんが入ってくれました。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　新年会で閉じることも視野に入れようと話をしていましたが、若い方の参加により研修会等を
日曜日にする等変化しそうです。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】











□ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ

□ 買い物 □ 学習支援 ☑ 外出支援 ☑ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世代 □ 障がい者 □ 保育

□

・県内流行状況による活動停止、再開についての会員と利用者への連絡対応。
・感染予防対策（活動内にてコロナ感染者が発生しないよう、参加者のみなさんの協力の下
　感染基準の遵守をしました。）

（２）活動内容（☑）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）利用対象（☑）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

活動日（曜日） 月～土　（第4土はお休み）

活動時間 9時～17時

３．令和4年度の活動内容について

（１）活動日・時間

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　44  名

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

延べ　215　回

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：甲府健康友の会】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　伊藤　要子　）

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　 　 6444  名

協力会員（サービスを提供する側）　　　86  名



（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・昨年度は甲府市で初めて取り組んだ「健康チャレンジ表彰」に甲府健康友の会の「体操教室ス
タンプラリー」が団体・グループ部門の優秀賞に選ばれました。脳活き活き体操やころばん体
操、ふまねっと運動など、様々な体操を取り入れたことや、参加工夫としてのスタンプラリーが
評価され、今後の発展も期待されての受賞となりました。そして、今年度も「友の会　どこでも
元気！　健康づくりチャレンジ」の取り組みが評価され、団体・グループ部門の優秀賞に選ばれ
ました。今回も地域住民の健康づくりに取り組んでいることが甲府市に評価されての受賞となり
ました。この受賞により、自分たちの活動について、会員同士があらためて自信を持ち取り組ん
でいます。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

・自粛生活が長期化し、みなさんご自身の体力低下や気力低下について心配の声が寄せられま
す。こうした方たちへの健康づくりの働きかけとして、今年度もスタンプラリーを用いた体操企
画に取り組みました。スタンプラリーという目標を得て、多くのみなさんが積極的に参加する企
画となっています。また、コロナ禍、自宅でも庭先でもどこでも気軽に健康づくりに取り組める
よう「友の会　どこでも元気！　健康づくりチャレンジ」を5月～6月の2ヶ月間企画しまし
た。この企画には187名の方がエントリーして、各自が自由に目標とした健康づくりに取り組
むことができたかをダイアリーに記載して報告をして頂きました。
・昨年に引き続き、生活が大変な方に無料で食料を提供する取り組みを定期的に開催する事がで
きました。多くの参加者にとても喜ばれています。

（３）令和5年度への課題

・社会的にはwithコロナの時代に入り、活動規制も緩やかになってきていますが、参加者の多
くが高齢者であり、重症化リスクを考えるとまだまだ感染対策を遵守して活動していくことが求
められています。今年度に引き続き、甲府健康友の会でもWeb等を用いた学習企画等をすすめ
ていきたいと思います。
・コロナ禍と併せ物価高騰もあり、経済的に厳しい状況は私たちのまわりにも拡がっています。
そうした方々への助け合いの取り組みをさらに進めていきたいと思います。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】

・健康友の会のパンフレットを添付させて頂きます。（毎月刷新しています）
　「健康友の会の活動がよくわかる」とみなさんからも好評です。
　パンフレットには、健康友の会の具体的な活動内容等を紹介しております。









































☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世代 □ 障がい者 ☑ 保育

□

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・依頼会員コロナ感染
・依頼会員御家族のコロナ感染
・御近所の目を気にしての利用控え
・外仕事（植木剪定、草取り）等が増え、生活支援が減った。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜日から金曜日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 ９：００～１７：００

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　５名

その他（見守り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

延べ　１，３９４回

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：ＮＰＯ法人ワーカーズコープおてっと】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　１２０名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　３０名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　新藤　美恵子　）



・外仕事は人数を増やし、時間短縮を図った。
（長時間の外仕事は、年齢的に厳しくなってきた。）

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・協力会員の高齢化に伴い、依頼があっても新規利用者を受け入れるのが難しくなってきた。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】











□ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 ☑ 保育

□

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　なし

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 福祉有償運送：日曜日～土曜日　　生活援助：月曜日から金曜日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 福祉有償運送：6:00～20:00    　生活援助：9:00～17:00

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　４名

その他（　託児　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

延べ　１，９９６回

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：ＮＰＯ法人ワーカーズコープてつなぎ北杜】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　７５名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　２０名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　小坂井　みらい　）



　なし

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

・「ＮＰＯ法人ワーカーズコープてつなぎ北杜」のホームページ配信中

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・代表理事交代

　なし

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：□有・☑無】



□ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け ☑ 庭の手入れ

□ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 □ 障がい者 □ 保育

□

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：都留市社会福祉協議会（ささえあい・ホットサービス都留）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　　　１３９名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　　　     81名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　飯島　　淳　）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　主担当者１名

延べ　48　回

その他（室外の窓ふきと網戸の清掃　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　利用会員・協力会員共に高齢であることもあり、室内に入っての掃除等の活動を見合わせてい
る。室内活動の依頼を受けた際は丁寧に説明をして理解を求めるとともに、他の支援方法や、家
族の協力が可能かなどの確認を行っている。屋外での草取りや庭木の剪定などについては、協力
会員と相談しながら活動を継続している。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月～金曜日（日曜祭日を除く）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 8：30～17：00

（３）利用対象（☑）



○活動を継続するために工夫した点：出来るだけ２人以上で活動できるよう調整を心掛けた。草
取りや庭木の剪定は、体力と時間をかなり必要とし、大体このぐらいの時間で終わるという時間
の見当もつきにくい。
   一人で活動するよりも、２人以上で活動することにより、お互いを励まし合ったり、やり方を
話し合ったりしたりすることができ、協力会員のモチベーションの維持ができた。
   また、活動を継続していただくために活動時間を区切ることにより、協力会員の体への負担の
軽減を図り、ツライ・キツイ活動からやりがいのある楽しい活動であるという気持ちを持っても
らえるよう心がけた。結果、次回活動への継続に繋がった。
○新たな取り組み：市内の企業と連携し、ラインを利用した活動の連絡調整システムを作った。
以前は依頼を受けると協力会員に向け、一人ひとり電話連絡をして活動者を探していたため、協
力会員全てに依頼内容を伝えることができなかった。
   また、連絡調整にかなりの時間を要した。システムに登録したいただくことで、依頼内容を知
ることができ、活動への参加表明もライン上で行うことが出来るため、活動可能者を探す時間と
活動までの時間の短縮に繋がっている。今まで行えていなかった協力会員交流会を開催し、協力
会員同士がお互いについて知り、語らえる機会を作った。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・活動内容を協力会員と話し合う場を設ける
・協力会員の掘り起こしを行う
・幅広い世代に関心を持ってもらう機会を設ける。
・登録から活動開始までの養成方法の検討を行う
・ラインを利用した連絡調整システムへの登録者を増やす

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：□有・☑無】



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 ☑ 外出支援 ☑ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

☑

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　車での移動サービスについては、最初居場所への送迎に限っていたのですが、病院や買い物な
どへの要望が強かったため、社会福祉協議会の送迎サービス保険に加入し行っています。
　コロナ禍でお休みしたこともありましたが、家に閉じこもりがちな高齢者から開いてほしいと
いう要望はおおきかったです。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜日から土曜日

その他（現在は高齢者が主ですが、子ども、障害者などすべての方々を対象と考えています。）

活動時間 8時～16時

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　２名

延べ　３９９回

その他（病院送迎、買い物送迎、薬の受け取り　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：ＮＰＯ法人地域ささえあい虹の会】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　３０名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　１０名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　長谷川　すみ江　）



　行政や社会福祉協議会と連絡を取りながら活動を進めてきました。今後は地域とのつながりと
いう視点から、お互いに助け合う地域づくりを目指していきたいと思います。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　小さな地域に支えてくれる支援会員さんを増やしたい。そのためには行政や社協と一緒に地域
での組織づくりを進めなければと考えています。

　利用会員登録の際の規約を作成しましたので添付します。
　チラシは昨年のものを使用しています。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】



          生活支援サービス スマイル利用規約  

                 地域ささえあい虹の会 生活支援サービス  

                             ２０２２年１０月改訂 

                                               

１．スマイルを利用したいときは、事務局（☎０５５３－８８－９０１９） 

又は担当の長谷川（０８０－５４４５－０６８３）にご連絡ください。 

  ○連絡を受けたら、直ぐに担当者が訪問して希望を伺います。その際 

   ・「いつ、どんな手助けをしてほしいか」 

   ・「何日間くらい、どの程度まで手伝ってほしいか」 

    などをお聞きし、相談の上 

   ①サービスの活動内容、時間などを具体的に決めます。 

（必要な場合はケアマネジャーさんとも相談させていただきます。） 

   ②下記のお願いなどを確認し「緊急時の連絡先や判断に困った時の家族連絡先」を 

お聞きした上で、利用登録書に署名していただきます。 

   ③利用したいサービス内容を支援会員に連絡し、実際の支援に入ります。 

 

２．会費について 

  生活支援サービスを受ける場合は虹の会に入会していただきます。 

４月から９月に入会した場合は全額の１,５００円、１０月から３月までの入会は半額 

の７５０円を会費として納めてください。年度が変わりましたら再度１,５００円を集 

金しますが、利用の必要がなくなった場合は年度末（３月）までにお申し出ください。 

申し出があった場合、会費は返金致しませんが、お預かりしたチケット代は残金を返金 

致します。 

 

３．謝礼について 

 ①現金での支払いではなく１枚１,０００円（１００円×１０枚）のチケットを予め購入

していただきます。 

②ガソリン代は２００円（２０円×１０枚）のチケットを購入してください。尚、ゴミ出

しは短時間ですが、支援会員の交通手段によってはガソリン代をいただく場合もありま

す。走行距離は、おひさまへの送迎はおひさまから、それ以外の支援については支援者

の自宅からの距離となります。 

③チケットに利用の期限はありません。 

 

４．保険について 

 ①支援会員は「福祉サービス総合補償」に加入しています。この保険で支援会員と利用会 

員の怪我や物品の破損などを補償してもらえますのでご安心ください。 

 ②送迎については２台の車が「送迎サービス補償」に加入していますので移動中の事故に 

ついても補償されます。   



６．その他  

  ①生活支援サービスを提供する上で知りえた個人情報は第三者に漏らしません。 

この守秘義務は支援終了後も同様とします。 

  ②５月より、移動支援を始めました。おひさまへの送迎だけではなく、通院、買い物 

などにも対応しています。詳しい内容については事務局にお問い合わせください。 

  ③生活支援サービスは虹の会にとっても新しい活動です。より良い活動にしていくた

め、ご質問、ご意見、提案などを幅広くお聞きしたいと思っています。 

お気づきの点がございましたら遠慮なくご連絡ください。よろしくお願い致します。 

                                  以上 

               

ＮＰＯ法人 地域ささえあい虹の会 代表 塚田好子 

生活支援サービス スマイル 担当 長谷川すみ江      

５．お願い 

 

１．茶菓の接待や物品のやり取りなどは遠慮いたします。（気兼ねなく利用できる 

  ように活動謝礼をいただいています。） 

２．急にサービスが不要になった場合は、なるべく早くお知らせください。 

３．活動中に判断に困った時、ご家族の指示を仰ぐこともあります。 

４．買い物の支援については内容の打ち合わせ後、概算分のお金をお預かりします。 

買い物後、レシートとおつりをお渡しします。 

５．支援は予定していた時間内に終わることを原則としていますが、どうしても終 

  わらなかった場合は会員相互の話し合いで延長することもあります。 

 

 







☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け □ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 □ 障がい者 □ 保育

□

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：中央市社会福祉協議会（中央市住民参加型有償在宅福祉サービス）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　251名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　122名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　薬袋　　哲　）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　　名

延べ　250回

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　昨年度と同様、活動をしていただく中で、感染対策の留意事項など再確認しながら、実施しま
した。活動者に消毒用品、マスクなど用意をしました。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 平日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 午前8時30分～午後5時

（３）利用対象（☑）



　活動を維持していく為に、毎年、地域支えあいボランティア養成講座、運転ボランティア養成
講座を開催し、協力員確保に努めている。
　特に、運連ボランティアの方々の確保が難しいので、今年度は講座を２回実施予定です。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

　中央市住民参加型有償在宅福祉サービスのパンフレット（ほっと。スマイルサービス、ボラン
ティア・移動お出かけサービス）

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　昨年度と同様、地域の支え合い活動の必要性を広く周知していく事が必要となっております。
社協で実施しているサービスでは手続きもあったり、時間外（夜間、祝日、土、日）では対応が
できない部分があるので、近所の方々が自然に手助けができる土壌、関係性を築いていく事が重
要となっています。
　また、担い手の高齢化なども出てきているので、地域のキーパーソンの発掘も必要となってい
ます。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央市住民参加型有償在宅福祉サービス 

【ほっと。スマイルサービス】 

【ボランティア移動・お出かけサービス】 

 お互い様の助け合いが、地域を支える 

 住民同士の関係が希薄となっている現在、隣近所での助け合いも少なく、悩みを抱え

る方が増えています。そんな中、隣近所・地域での助け合いの重要性に再度着目し、「困

ったときはお互い様」の精神を基調とした助け合い・支え合いの仕組みができました。 

 



 

【ほっと。スマイルサービス】 
  

  自分で解決することができない困りごとに対して、地域の 

ボランティアの方がお手伝いをする、助け合いのサービスです。 
 

対 象 者 

中央市在住で、下記のいずれかに該当する方 

➀概ね６５歳以上で一人暮らしの方 

②概ね６５歳以上の夫婦のみ世帯 

③障がい者の方 

④その他（相談に応じます） 

時  間 
平日 午前８時３０分～午後５時まで 

※祝日、年末年始は除く 

内  容 

①家事援助サービス・・・買い物、簡単な掃除 

②季節のサービス・・・ごみの片づけ、窓ふき 

③見守りサービス・・・ゴミ出し、話し相手 

④外出介助（車を使用しない）・・・散歩付き添い、通院付き添い 

料  金 

○活動費…３０分毎１００円（下記料金表参照） 

↳時間の計算は、協力員が利用者宅についてから活動終了まで 

○交通費…利用者宅まで自家用車又は公共交通機関を使用した場合 

     1 回につき 100 円 

○その他…利用中、必要な材料費等の経費は実費負担 

（実費負担が発生する場合は、事前に協力員と相談して 

ください） 

 

 

 

 

 
 

１５分未満のみ ５０円 

１５分～３０分 １００円 

以降３０分毎１００円 

協 力 員 

・ボランティアに関心をもち、事業の趣旨に賛同し熱意をもって活

動に協力できる方 

・社協が行う研修を受講した方 

 
 
 

【料 金 表】 



 

【ボランティア移動・お出かけサービス】 

 

  移動が困難な方に対し、送迎車両を運行します。 

外出機会の確保に繋げ、住み慣れた地域での生活維持を目的としたサービスです。 
 

対 象 者 

中央市在住で、下記の➀～➂全てを満たす方 

①概ね６５歳以上 

②自立で乗降できる、もしくは介護者と同伴で乗降できる 

③外出支援チェックシートに該当 

（項目）外出手段がない 

定期的に人と接することが少ない 

毎日の生活に充実感がない 等 

目  的 買い物、趣味の活動、病院など 

時  間 
平日 午前８時３０分～午後５時まで 

※祝日、年末年始は除く 

内  容 

運行範囲 中央市内 

利用回数 月３回まで 

利用料金 

０円  

但し、ガソリン代等実費負担（３００円）有り 

駐車場代等、別途利用者負担 

利用方法 

利用希望日の１０日前までに社会福祉協議会までご連絡ください。 

なお、内容変更する場合は 7 日前まで受け付けます。 

※利用例 ◎利用希望日が４月１０日（水）の場合 

    ⇒◎利用連絡は４月１日（月）までにする 

協 力 員 
・社協が指定する講座を受講した方（年２回開催予定） 

・７５歳未満の方 

そ の 他 

総合病院や、その他混雑することが見込まれる病院等に関しては、

終了時間が予測しにくいため、片道（行き）のみの対応とさせてい

ただきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央市で行っているオレンジカフェを通じて顔なじみになったボランテ

ィアさんが、居宅を訪問して、話し相手や、趣味活動などを通じ一緒に過ご

します。 

＊オレンジカフェ（認知症カフェ）とは・・・ 

認知症の方とそのご家族の皆さんが気軽に相談できて、集える場所です。

認知症のご家族との毎日は戸惑いや悩みなど多いことと思います。不安や

悩みを介護経験者に相談したい、話を聴いてほしい、介護から少し離れて息

抜きしたいなど、気持ちを添える場です。お茶を飲みながら一緒に過ごしま

しょう。 

【日程】毎月第４金曜日 午後１時３０分～午後３時３０分まで 

【場所】玉穂総合会館 

利用対象者：認知症の方 

協力会員：認知症サポーター養成講座を受講された方 

     オレンジカフェで認知症の方の対応を学んだ方 

     認知症地域支援推進委員の企画調整の下実施すること 

 

ほっと。オレンジサービス 
認知症カフェ等を活用したボランティアによる居宅訪問（認とも） 

【お申込み・お問い合わせ】 

社会福祉法人 中央市社会福祉協議会  

〒４０９－３８２１ 中央市下河東６２０ 

TEL：０５５－２７４－０２９４  

FAX：０５５－２７４－０３１９ 

E-mail：borasen@chuo-shakyo.or.jp 
 

受付時間 平日 午前８時３０分～午後５時まで 

（土日・祝日、年末年始除く） 

 



☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 □ 障がい者 □ 保育

□

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

特になし

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 随時

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 9：30～19：30

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　  　1名

延べ　26　回

その他（　ハチの巣取り、粗大ごみ運搬、草刈り　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：道志村社会福祉協議会（暮らしのささえあい・どうし）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　　　21名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　　　37名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　佐藤　典子　）



・雪かきシーズンに入り、雪かき協力の登録者のみで情報共有する機会を設け、積雪に備えた。
・雪かきにの利用者ニーズの聞き取りを行った。
・部会を開催することで、横のつながりの強化を図り、活動意欲の促進になる。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・サービス実績の低迷についての対応策

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：□有・☑無】



☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

☑

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：NPO法人ゆいまる】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　都築　紀子　）

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　    360　名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　　18　名

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　  　　2　名

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

延べ　3031回

３．令和4年度の活動内容について

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 平日

活動時間 9：00～17：00

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　感染対策の衛生物品を購入しなければならず、経費がかかってしまったことです。
　職員が一同に集まれず、研修等の運営少なくなってしまったことです。
　職員への統一事項に対して、職員も定年後の人が多いためウェブの利用が難しい方もおり、
個々の職員に手書きで発信することが大変でした。

（２）活動内容（☑）

その他（　通院介助・福祉有償運送　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）利用対象（☑）

その他（　要支援・要介護認定者　　　　　　　　　　　　　　　　　）



　福祉有償運送では通院先、スーパー、美容院、市役所などへの送迎を担っております。運賃は
タクシーのおおよそ半額となっています。車椅子のまま乗れる車輌も用意してありますのでご依
頼ください。運転手は全員、福祉有償運送講習、認知症サポーター研修を受講しております。た
だ、予約制となっていますので早めの予約をお勧めします。

　生活支援では小さな困りごとから、引越し、草刈りなどもお受けしています。自分でできなこ
とが増えてしまった高齢の方は悩まずにゆいまるへご相談ください。解決策を一緒に考えていき
ます。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

福祉有償運送：利用者の希望の時間を少しずらしてもらうことで、新たに１名を受けること
　　　　　　　が出来るためその点を工夫し、申し込みをなるべく断らないように活動しま
　　　　　　　した。

生活支援：福祉有償運送の空く時間に他の作業に伺えるように手配しています。（職員の空
　　　　　き時間を少なくする工夫）

（３）令和5年度への課題

　ホームページを充実させたいです。
　クラウドファンディング等の検討をしたいです。

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）



 

NPO法人 ゆいまる 福祉有償運送 

             関山福第 46号 

 

・病院へ行きたい        ・買い物に行きたい 

・市役所に行きたい   ・美容院に行きたい 

資格を持った運転手がおうちのドアから目的地 

までお手伝いするので安心です！！ 

予約制となっていますのでまずはご相談ください。 

料金は２㎞まで   ３５０円 

     ４㎞      ６５０円 

   ６㎞      ９５０円 

     ８㎞    １，２５０円 

                     （以下 1 ㎞ごとに 150 円加算） 

介護認定、要支援1以上の方が利用できます。車椅子対応車もあります                         

NPO法人 ゆいまる   甲府市丸の内 2-9-20    

☎055-269-6003 



 

 

 
くらしのサポート 

「ゆいまる」がお手伝いします❣ 
ちょっとしたことでお困りの時はご相談ください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高所や難しい剪定は、現地を確認 

した上でお引き受けいたします。その 

場合は追加料金が発生する場合があります。 

 

 

対象エリア：甲府市（他市は要相談） 

ご利用は３０分で６００円からです。（交通費含む） 
 
 

平日９時から１７時までの間にお手伝いに伺います。 

まずは、お電話でご予約ください。 

～NPO法人ゆいまる ０５５－２６９－６００３（担当：都築）～ 

掃除・洗濯 

布団干し・食事作り 
 

 

通院の付き添い 

外出のお手伝い 

 

 

 

簡単な庭木の剪

定作業・草取り 

植木の水やりなど 

対象者は 

ひとり暮らし高齢者 

高齢者世帯など 

 

簡単な家具の移動 

電球の交換 

留守番 
話し相手 

買い物代行 

 

 
 



 



活動時間数　２，８１９時間　　　　

☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 ☑ 学習支援 ☑ 外出支援 ☑ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世代 ☑ 障がい者 ☑ 保育

☑

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：いいささよ～山梨】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　８２名

協力会員（サービスを提供する側）　　　７４名（応援会員）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　高橋　文男　）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　２名

その他（農業軽作業支援、ゴミの分別やゴミ出し、ペットの世話、子どもの世話、墓の清掃　等）

３．令和4年度の活動内容について

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・コロナ感染拡大防止の観点から室内での支援にあたっては、感染防止対策に最大限留意し、必
要に応じて自粛する場合もあった。
　屋内の活動は２０２２年11月から再開した。
　屋外での支援は原則実施する方向で取り組んだ。
・協力会員を含め応援者への研修機会が十分確保できなかった。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 基本利用日：月曜日～日曜日　　事務所開所日：月曜日から金曜日

その他（農業従事者や生活上の困りごとを抱えた方　等　　　　　　　）

活動時間 基本利用時間：9時から17時

（３）利用対象（☑）



・県内三つの協同組合（フルーツ山梨農業協同組合、生活協同組合パルシステム山梨、ワーカー
ズコープ東京三多摩山梨事業本部）が「地域農業を応援しよう」「暮らしの困りごとやしたいこ
とを解決しよう」と企画した有償ボランティアによる協働の活動です。この活動を円滑に進める
ために助け合い組織『いいさよ～山梨』を2019年12月に設立した。
・活動の対象地域は、フルーツ山梨農業協同組合館内（甲州市、山梨市、笛吹市の一部（旧春日
居町域））。
・活動の仕組み、支援内容、利用日・時間、料金体系等を周知するためホームページを開設し、
利用者等からの問い合わせにも応じられるよう利便性の向上に努めた。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

『いいさよ～山梨』のホームページをご覧ください。

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・協力（応援）会員の確保、拡大
・協力（応援）会員に対する研修の充実、強化

・活動理念と思い
　地域に住む一人ひとりの「ちょっと困った」「こんなことがしたい」と「誰かの役に立ちた
い」という思いをつなぎ、地域で気軽に「こんなこと頼んでいいけぇ？」「いいさよ～」と言い
合えるおたがいさまの関係づくりを進めます。
　そして、「農業を支え合う地域づくり」「人に優しい、心から安心できる暮らしづくり」を応
援します。
　「いいさよ～」は家族のようなつながりを生み出します。
　「いいさよ～」は地域のつながりの和を広げ地域を動かします。
　「いいさよ～」は利用者と応援者の心をつなげます。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：□有・☑無】



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 □ 障がい者 □ 保育

□

活動日（曜日） 年末年始・祝日を除く平日

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：甲府市社会福祉協議会（甲府市笑顔ふれあいサポート事業）】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　清水　建斗　）

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　１７名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　６１名

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　２名

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

３．令和4年度の活動内容について

（１）活動日・時間

延べ　　２５７回

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・利用者宅を訪問して活動するため、利用者とサポーターの感染リスクを考え、双方に予防や対
策の声かけを適宜行ったりしなければならなかったこと。
・感染拡大が続く状況下で、サポーターからは活動を控えたい、利用者からは支援を希望したい
などの声がある中、活動の調整をしなければならなかったこと。

活動時間 原則午前９時～午後４時まで（訪問１回１時間）

（２）活動内容（☑）

その他（ベッドメイク、布団干し、衣類整理・補修、調理・配下膳、電球交換、ごみ出し）

（３）利用対象（☑）



５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】

・甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業のご案内（事業周知チラシ）
・生活支援サポーター募集 チラシ
・生活支援サポーター養成講座 チラシ

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

・活動マニュアル（サポーター手帳）に感染防止対策の内容を記載するとともに、養成講座内で
感染防止対策について学ぶ機会を設けた。
・サポーター活動に職員が同行し、サポーターと利用者の双方に感染予防を呼びかけた。

（３）令和5年度への課題

・利用者とサポーター双方の感染予防への取り組み。
・サポーター養成講座やフォローアップ研修の実施。

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）



⽇々の
ちょっとした
困りごと ございませんか？

生活支援サポーターが
お手伝いします

「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」のご案内

「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」は⾼齢になっても住み慣れた甲府で
暮らし続けられるように地域のボランティアである"⽣活⽀援サポーター"が

⽇々の⽣活のちょっとした困りごとをお⼿伝いする事業です。

利⽤できる⽅

利⽤料⾦

お⼿伝いの内容

申込⽅法

次の全てにあてはまる方

　①甲府市在住の６５歳以上の方

　②要支援１・２の認定を受けた方、又は基本チェックリストで事業対象と

　　認定された方

　③一人暮らし又は同居家族が病気等で自ら家事を行うことが困難な方

１回　２００円（１回１時間、週２回まで）

※事前に甲府社会福祉協議会より利用チケットを購入していただきます

掃除・洗濯・ゴミ出し・簡単な調理・買い物代行・衣類の整理、補修など

定期的に生活支援サポーターがご自宅を訪問し、お手伝いします

「介護予防ケアマネジメント」を受ける必要があるため

　まずは、お住いの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください

　※利用までの詳しい流れは裏面をご覧ください

≪お問合せ先≫　甲府市社会福祉協議会　地域福祉推進課　

　　　　　　　　☎０５５－２２５－２１１８

⻑時間歩くのが⼤変で
買い物に⾏けない

体がえらくて

掃除が⾏き届かない

ゴミを集積場まで
運ぶのが⼤変



④お手伝いできる生活支援サポーターが

　見つかったら、市社会福祉協議会と生活

　支援サポーターがお宅を訪問し、顔合わ

　せ（マッチング）を行います。

　その際に、市社会福祉協議会・生活支援

　サポーターとお手伝いの日時やお手伝い

　の内容を約束します。

この事業に関するご質問やお問い合せは・・・・

甲府市社会福祉協議会　地域福祉推進課

☎ ０５５－２２５－２１１８

⽣活⽀援
サポータ

ーも

  募集
中！

利用開始までの流れ 地域包括支援センター

 利用したい方はお住いの地区を担当する

「地域包括支援センター」にご相談を 

 お願いします。

�

ボランティア活動にご理解いただいている
市⺠の⽅で、「地域の⾼齢者の⽣活を⽀援
するために、少しでもできることがあれば」
と、⼿を挙げていただいた皆さんです。
※甲府市社会福祉協議会が実施する訪問
  サービスの研修を受けています。

⽣活⽀援サポーターとは？

①まず地域包括支援センターに相談してく

　ださい。

　地域包括支援センターでは介護予防ケア

　マネジメントを行い、この事業が利用可

　能であれば、手続きを進めてくれます。

②市社会福祉協議会に利用申込を行いま

　す。

③申込を受けて、市社会福祉協議会では

　お手伝いできる生活支援サポーターを

　探します。

⑤利用開始までに市社会福祉協議会から

　利用チケットを購入してください。

⑥生活支援サポーターによる、お手伝いが

　始まります。

　お手伝いを受けたら、都度、生活支援

　サポーターに利用チケットを渡してくだ

　さい。



募集！
子育てや仕事が落ち着いたので何かしたい!

甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業の「⽣活⽀援サポーター」として活動してみませんか?

生活支援サポーター

�
誰かの役に立ちたい！

甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業

ちょっとした⼿助けがあれば住み慣れた甲府で

安⼼して暮らし続けられる⾼齢者はたくさんいます

⽣活⽀援サポーターは甲府に住む⾼齢者の

暮らしを⽀える地域のボランティアです

甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業

�

⽀援が必要な⾼齢者（要⽀援1・2または事業対象者)の⽇常

⽣活のちょっとした困りごとを「⽣活⽀援サポーター」が

お⼿伝いする事業です。

特別な資格がなくても活動できます

活動内容の例

⽣活⽀援サポーター養成講座を修了すると、どなたでも⽣活

⽀援サポーターとして登録し、活動できます。

※介護職員初任者研修過程修了者、ホームヘルパー有資格者は

 養成講座の受講不要で⽣活⽀援サポーターに登録できます。

清掃・ごみ出し

簡単な調理・買い物代⾏など

１回１時間あたり５００円をお⽀払いします。

※有償のボランティア活動とお考え下さい。

活動費

�⽣活⽀援サポーターについてお気軽にご連絡ください

�社会福祉法⼈ 甲府市社会福祉協議会 地域福祉推進課

�TEL�０５５−２２５−２１１８ 

お問い合わせ

活動資格
 ※甲府市内に住む⾼齢者のご⾃宅で活動していただきます。

  サポーター登録時に希望する活動地域・活動内容を

  お伺いします。無理なく活動できるように調整します。



令和４年 ９月１１日 ９：３０～１５：３０

本事業については、講座の中で詳しく説明いたします

【会場】山梨回復支援センタービル２F セミナールーム

（甲府市幸町９－２３）

【定員】４０名（先着順）

【講師】山梨県介護福祉士会 望月知子氏

【申込】別紙記載のとおりお申込みください

日

講座を修了すると「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」の

『生活支援サポーター』として活動することができます

支援が必要な高齢者の日常生活上のちょっとした困りごとを、「地域住民の支え合
い活動」として『生活支援サポーター』がお手伝いする事業です。

掃除、洗濯、簡単な調理、買い物代行等の家事援助

要支援1、2 または 元気アップチェックリスト該当者

１回 １時間 ２００円（原則週２回まで）

甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業

活動内容

支援対象者

利用料金

本研修会は、山梨ダルク様に会場提供のご協力をいただき開催いたします

会場に駐車場はありませんので、自家用車でお越しいただくことはできません

山梨回復支援
センタービル

●セブンイレブン●遠光寺

●
山梨立正光生園

遠光寺バス停🚏

遠光寺北

遠光寺東

🏫伊勢小学校

●竹屋あさかわ

※昼食と飲み物はご用意します



ご質問など、ございましたら
お気軽にご連絡ください

講座内容（予定）

〔お問合わせ先〕 〒400-0858 甲府市相生2-17-1
社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 地域福祉推進課
電話：２２５－２１１８ ＦＡＸ：２２５－３１７１

サポーター活動に関する疑問に答えます

私には苦手な
支援があるの
ですが。

Ｑ１
活動の頻度は
どのくらい
ありますか。

Ｑ３この活動は無償
のボランティア
活動ですか。

Ｑ２

サポーターには、活動
１回あたり500円の
活動費をお支払いしま
す。

サポーター登録時にあ
なたが希望する活動内
容をお伺いします。無
理なく活動できるよう
に調整していきます。

最大で週2回の活動と
なりますが、月に１～
２回の活動もあります。
利用者の依頼内容に
よって異なります。

日程 時間 内 容

９月１１日
午前

９：３０ 「甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業」について

１０：００ 【高齢者の基礎知識】

１１：００ 【高齢者との接し方・認知症の理解や対応】

９月１１日
午後

１２：３５ 【訪問マナー】

１３：３５ 【生活支援の基本】

１４：３５ 【緊急時の対応】

１５：１５ 生活支援サポーター活動意向調査

・全ての講義を受講された方には、修了証を発行します。
・介護福祉士や介護職員初任者研修課程修了者、ホームヘルパー有資格者は、養成講座受講不要
で生活支援サポーターに登録できます。

・締め切り後も定員に余裕がある場合には、受講できる場合があります。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、マスク着用等にご協力をお願いします。
・講座日程が若干変更になる場合があります。
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により開催中止となる場合があります。

ご関心のある方は、ぜひお気軽にお申込みください

誰もがいつまでも安心して暮らせる地区にしたい

仕事も落ち着いたので空いた時間に何かしたいな

少しでも誰かの手助けができればいいな

既読

既読

既読

＜ あなたも高齢者の生活支援に参加してみませんか



☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

□

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

□

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　コロナ禍当初は支援者、利用者双方の安全を確保するため、一時的に利用を停止した。
　また、再開後も買い物支援は同行支援となっているため、車での移動が密になることから
再開に踏み切ることがなかなかできなかった。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 原則９：００～１７：００の間の1時間

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　    　名

延べ　64　回

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：大月市社会福祉協議会（おおつきお助け隊）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　97　名

協力会員（サービスを提供する側）　　　64　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　安藤　博行　　）



　・活動のPRのため社協だより等を利用して広報した。
　・利用者の拡充のため利用条件を一部緩和（日中独居者等）した。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　・隊員たちの高齢化に伴い退任される方等が多くなり、特定の隊員の負担が大きくなって
　　いる。そのため新規隊員を充実させたいが、なり手が少ないため活動のPR等を実施し、
　　活動の魅力など発信していきたい。
　・利用者の支援内容の多様化（技術を伴う作業、通院補助など）してきているため隊員
　　間での支援内容の再確認及び研修会の実施。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：□有・☑無】



☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 □ 障がい者 □ 保育

☑

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・サービスを受ける側とサービスを提供する側のコロナ禍でも活動できるかどうかの意思確認

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 平日

その他（　チェックリスト該当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 8:15～17:15の間　　30分から1時間

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　　名

延べ　188　回

その他（　話し相手、散歩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：韮崎市社会福祉協議会（おたすけ隊）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　　９名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　３１名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　窪島　泰人　）



・活動隊員が月に１度集まり、情報交換会開催

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

パンフレット

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・情報交換会に参加できない隊員のフォローアップ
・隊員の人員確保

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】







☑ 掃除 ☑ 洗濯 ☑ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 ☑ 子育て世代 ☑ 障がい者 ☑ 保育

□

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・コロナに対する意識に個人差があるため、依頼者とサポーターのマッチングに今まで以上に
　気を遣う必要があった。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 主に（月）～（金）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 主にＡＭ9：00～ＰＭ3：00の間で、1回１Ｈ～２Ｈ位

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和4年12月末現在の状況）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　  　0　名

延べ　287回

その他（　ゴミ出し、粗大ゴミ処分、季節商品設置や撤去　等            　）

３．令和4年度の活動内容について

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：南アルプス市社会福祉協議会（ふくし生活支援サービス）】

１．登録者数（令和4年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　約１10　名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　　　76　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　山本　由香里　）



・毎月定例会を開催し、相談や情報交換の場を積極的に設けた。
・活動希望者に対し、個別に養成講座の時間を設定したり、出向いて説明したりと柔軟に対
　応した。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

・ふくし生活支援サービス利用希望者向けチラシ

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・サポーターのモチベーションをいかに維持するか。
・サポーターの高齢化。
・協議体の活動の1つとして、住民主体の支えあい活動を行っている地区もある。そのよう
　な地区では有償ボランティアの需要が少なくなりつつある。協議体と有償ボランティアの
　活動の棲み分けが必要か。
・やる気はあるが活動につながらないサポーターへのフォローをどのようにするか。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】



（有償サービス） 

目的は… 

住民主体のお互いに支え合う仕組みとして「ふくし生活支援サービス（有償サ

ービス）」を開始しました。このサービスは「住民主体」、つまり、同じ地域の住

民が困り事を抱える方に対して、助け合いの精神で困り事を解決するために活動

します。 

 

対象は… 

このサービスは基本的には、ケアマネージャーなどの支援者がいる方が対象

です。 

金銭的に余裕のある方は専門業者やシルバー人材センターなどを活用して下さ

い。また、隣近所や親族へ頼める方はそちらへ依頼して下さい。決してただ便利

なサービスではありません。依頼内容も支援者にご相談下さい。 

 

利用料は… 

 サポーター1人に対して３００円／３０分 

 

利用料の支払い方法は… 

 サービスを受けた時にサポーターが活動時間に対して請求しますので、お支

払をお願いします。※小銭の用意をお願いします。 

 

サービスを利用したい場合は？ 

①まずは担当の支援者へご相談して下さい。 

②サポーターが決定後、支援者とサポーターがご自宅へ訪問し、依頼内容を確

認します。 

③活動実施後にサポーターへ料金の支払いをお願いします。 

 

 

 



□ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け ☑ 庭の手入れ

□ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

□

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　無し

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 平日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 ９：００～１７：００

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　０名

延べ　　４回

その他（網戸の張替え、家具の移動　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：甲斐市社会福祉協議会】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　２３名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　１５名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　篠崎　　忍　）



　無し

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　無し

　無し

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：□有・☑無】



☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け □ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 □ 障がい者 □ 保育

□

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：甲州市社会福祉協議会（おたすけサポートサービス）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　　31　名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　　30　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　井上　一二美　）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　  　2　名

延べ　188　回

その他（ゴミ出し、話し相手、相談内容によって対応する。                  ）

３．令和4年度の活動内容について

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・話し相手や外出時の付添いは一時中止しました。
・コロナウイルス感染が怖いと支援活動を中止された方がいました。
・ゴミ出しは毎週から隔週にして接触を少なくするようにしました。(現在は毎週で行っています)
・感染防止策としてマスク・手袋・消毒液を配布しました。
・健康観察シールを作成し、両会員に体調管理を促しました。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 土日祝日年末年始を除く平日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 基本、8：30～17；00

（３）利用対象（☑）



・「おたすけサポーター養成講座」は1日開催だったものを午後からの半日にして接触時間を短
くし、換気も行い感染予防をしながら行うようにしました。
・社協の出前講座用に動画を撮影して「おたすけサポーター養成講座」を気軽に行えるようにし
ました。
・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修＆交流会は協力会員の情報交換の場であるので継続するよう努めました。
・「おたすけ便り」を作成し、どのような活動が行われているか協力会員にお知らせしました。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

・おたすけサポートサービス　チラシ

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・両会員とも減少傾向にあります。依頼会員は包括支援センターや居宅介護支援事業所への周知
活動が必要と考えます。協力会員は自分も後期高齢者なのでと辞められた方が複数いました。地
域の担い手を発掘していく必要があると考えます。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
甲州市生活支援サポート事業 

甲州市生活支援サポート事業 
高齢者おたすけサポートセンター 

 
甲州市塩山上於曽９７７－５ 

（塩山保健福祉センター2 階、 

甲州市社会福祉協議会内） 

Tel ０５５３－３４－８１９５ 
Fax ０５５３－３４－９２７０ 

ちょっとした困り事 
ありませんか？ 

◎支援費（交通費） 

支援費…３０分１００円 

（最大１時間３０分まで） 

交通費…10 ㎞まで１００円、10 ㎞を

超えた場合は 5 ㎞毎５０円 
 
（協力会員宅から依頼会員宅までの往復、 
また協力会員の車を使って支援を行う場合） 
 

※支援費は、活動終了後、依頼会員が協

力会員に直接お支払い頂きます。 

日常でちょっと困った時、地域で

「助け合い」「支え合い」があった

らいいなと感じたことはありません

か？ 

 

誰もが安心して暮らせるように、

サービスを利用する方も、協力する

方も、お互い様の気持ちを忘れず、

このサービスをきっかけに甲州市に

住んで良かったと思えるような活動

を目指しています。 

・事前に養成講座を受けて協力会員と

して登録した地域の方々 

（有償ボランティア） 

・要支援１・２の認定をお持ちの方 

・６５歳以上で基本チェックリストに

該当する方（事業対象者） 

※原則、甲州市内在住で、 

ひとり暮らしか高齢者のみの世帯 

◎ご利用できる方 
(事前に依頼会員登録が必要) 

◎支援してくれる方(協力会員) 

利用時間 金額 

30 分未満 １００円 

30 分～１時間未満 ２００円 

１時間～１時間 30 分まで ３００円 
※時間の計算は協力会員が依頼会員宅に着い

てから、活動終了までとします。 

活動に対しての実費として、下記の支

援費を頂きます。 

その他、活動に必要な経費等は依頼会

員がご負担してください。 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⓵担当ケアマネジャ
ー又は地域包括支
援センターにご相
談ください。 

 
⓶担当ケアマネジャ
ー又は地域包括支
援センターからサ
ポートセンターに
依頼します。 

⓷依頼会員宅を訪問
してその結果から
登録の可否をしま
す。 

⓸依頼内容に適した
協力会員を調整し
て紹介します。 

⓹ご自宅に協力会員
が伺い支援しま
す。 

⓺終了後定められた
支援費をその場で
協力会員にお支払
いください。 

 ⓻活動終了後、協力
会員はサポートセ
ンターへ活動報告
します。 

◎お手伝いの時間 

平日８：３０から１７：００まで 
(土日祝日、年末年始は除きます) 

※サポート内容により、変更可能な場
合があります。 

※利用回数は１日１回、 
週１回までです。 

◎活動内容 

① ゴミ出し及びゴミの分別 

② 日常以外の室内清掃、片付け及び室

外掃除 

③ 買い物代行 

④ 通院、買い物等の外出時の付き添い 

⑤ 話し相手 

⑥ その他（ご相談に応じます） 
 
・安否確認も含まれ、本人の自立や家
族支援の妨げにならない範囲の活動
です。 

・軽度で専門性を要しない活動を行い
ます。 

◎ボランティア活動のため、協力会員の

状況等によりご希望に添えない場合も

ございますが、ご了承ください。 

※新型コロナウイルスの感染状況により、
活動を休止する場合があります 

⑥支援費 

④連絡 

・調整 

協力会員 

⑤支援活動 

依頼会員または 

その方の支援者 
⑦報告 ③訪問・調査 

 登録決定 

サポートセンター 

コーディネーター 

・担当 
ケアマネジャー 

① 相談 

②依頼 

・地域包括 
支援センター 

ご利用の流れ 



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け □ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

□

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

・感染症対策
・活動者の確保

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜日から金曜日まで

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 午前９時から午後５時まで

（３）利用対象（☑）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　　名

延べ　　４６回

その他（電球交換、草刈り、灯油の入れ替え、ゴミ出し、話し相手　   　）

３．令和4年度の活動内容について

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：市川三郷町社会福祉協議会（こまりごと手つだい隊）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　３７名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　２２名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　佐野　泰史　）



・基本的な感染対策（マスク着用、検温、消毒等）

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

・新規の活動登録者を増やす（担い手確保）
・利用件数の多いニーズ（草取りなど）への対応
・活動対象外（移動、外出支援）への対応
・活動登録者への相談、連絡方法の見直し（ＳＮＳ活用など）
・既存の団体との情報交換、連携

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：□有・☑無】



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 □ 障がい者 □ 保育

□

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：南部町社会福祉協議会 （ちょっくりボランティア）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　57　名

協力会員（サービスを提供する側）　　43　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　仲澤　彰人　）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　  ２　名

延べ　128　回

その他（　草刈り、ゴミ出し、外出同行支援　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　ボランティアと利用者、互いの感染防止対策の徹底（マスク着用、手指消毒など）
　利用者の同居家族で濃厚接触者が出たが、普段顔をあわせないとうい状況であった場合に支援
に入ってよいものかどうかの判断をしなければならなかった時
　※結果、包括支援センターの生活支援コーディネーターと協議して支援に入ることになった。
　①ボランティアと利用者相互にできうる万全対策を講じる。
　②濃厚接触者との共有部分の掃除はしない。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜日から金曜日

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 午前9時から午後5時まで

（３）利用対象（☑）



　今年度から移動同行支援（町内限定での買い物・通院への同行）を実施しているが、周知が難
しく、最初は軌道にのらなかったものの、新規利用者宅での説明や既存利用者への説明を経て少
しづつではあるがニーズが上がってきており、ボランティアでの対応を始めることができた。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

　ちょっくりボランティアボランティア募集チラシを作成し、町から行政区の各組長へお願いし
ている回覧物などと一緒に同封させてもらい、町内全戸へと配布した。

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　担い手の確保は、これから先々の課題として大きい。
　しかし、潜在的な担い手もいると思われるため、担い手拡充のための手段と機会の模索、現協
力会員による勧誘等を強化していきたい。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】





☑ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 ☑ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

☑

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：富士川町社会福祉協議会 （生活支援サポーター「ちょこっとさん」）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　　　81名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　　　46名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　井上 海地　）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　  　0名

延べ　　240回

その他（ゴミ出し、電球交換、家具移動、障子張替、買物付添、通院送迎など）

３．令和4年度の活動内容について

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　例年通りの活動を行った。買い物の付き添い、送迎などの昨年中止していた支援を再開した。
複数人による支援も再開した。
　しかし、登録ボランティアの周辺で感染者が出て、ボランティア側の希望で念のため支援の日
付を延期する事などがあった。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 基本的には、月、火、水、木、金

その他（高齢者、障がい者ともに、町内に支援可能な親族が居ないことが条件）

活動時間 8：30～17：15（夏季の草取りのみ6：00～18：00）

（３）利用対象（☑）



　依頼者のニーズに答えられるよう、以前のように活動を行った。
　マスクなどの基本的な感染対策は引き続き行っている。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

　広報物のPDFデータです。
　1枚目が移動サービス用、2枚目が困り事支援用、3枚目が登録ボランティア募集用です。

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　生活支援体制整備事業に関わるフォーラムを開催し、そこで本事業の情報を発信した。
　また、フォーラムの様子を富士川CATVの協力で放送してもらう事により、今までは情報の届
いてなかった層にも本事業を知ってもらうきっかけになり、依頼の増加に繋がった。
　フォーラムにて配布したアンケートで、今後も地域の支え合いについて考えたいと回答し、連
絡先を記入してくださった方々が、地域の生活支援の担い手になることが期待されるため、ボラ
ンティアへの登録への声掛けを行っていきたい。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】



2 

 

  

※ 対象者はあくまでも目安です。上記の対象者以外の方も、場合によっては支援可能ですので、

お問い合わせください。 

※ ボランティア活動になります。支援が出来ない場合もありますが、まずはご相談ください。 

「ちょこっとさん」の送迎サービス 

支援範囲 富士川町内 

支援回数 週 1 回 

支援範囲 富士川町内 

     市川三郷病院 

支援回数 原則 月 1 回 

※ １日につき、1 医療 

機関となります 

対象者 原則、身内などが町内にいない方で、一人暮らしの高齢者、高齢者世帯、障が

い者など、町内在住で支援を必要とする方。お１人での歩行が可能な方。 

料 金 ご利用料金は無料ですが、実費としてガソリン代をいただきます。 

お申込み・お問い合わせ先  富士川町社会福祉協議会  電話 22-8911 

 

＜地域の中での助け合い活動です＞ 

買い物の送迎・付添い 通院の送迎・付添い 

依頼者 社会福祉協議会 ちょこっとさん 

（ボランティアの方） 

3 

1 

困りごと依頼 ちょこっとさんに依頼 

依頼者宅へ支援 

お申込みをいただいた後、後日、職員が訪問をさせていただきます。 



2 

 

  

依頼者 

ちょこっとさん 社会福祉協議会 

日常のちょっとした困りごとは 
「ちょこっとさん」にお任せください 

1 3 

ちょこっとさんにお願い 

    

原則、身内などが町内に 

いない方で、一人暮らしの 

高齢者、高齢者世帯、障が 

い者など、町内在住で支援 

を必要とする方。 

 

※在宅での支援に限ります。 

 

 

・草取り(自宅周辺) 

・買い物代行 

・ゴミ捨て 

・電球の取り換え 

・窓拭き、衣類の整理など、 

季節の節目のお手伝い 

・その他、日常生活を送る 

上で支障と認めるもの 

１時間以内  500 円 

 

時間超過   10 分ごと 

100 円増 

 

他地区から山間地へ 

（山間地から他地区も同じ） 

100 円増 

対象者 困りごと （例） 支援料金 

※ 対象者はあくまでも目安です。上記の対象者以外の方も、場合によっては支援が 

可能ですので、お問い合わせください。 

地域の中での 

助け合い 

活動です 

（ボランティアの方） 

※ 依頼内容によって、支援が出来ない場合もあります。まずはご相談ください。 

職員が訪問をさせていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込み・お問い合わせ先 

       富士川町社会福祉協議会（地域健康福祉センター内）   

  

０５５６－２２－８９１１ 

 

 

 

住み慣れた地域で、安心した生活が送れるよう、 

生活上のちょっとした困りごとをお手伝いして 

行きます。 

 

 

活動例 

 

・ゴミ出し 

・草取り(自宅周辺) 

・買い物(代行) 

・季節の節目の手伝い 

（大掃除や障子の張り替え、衣類の整理など） 

・電球の取り換え 

・その他、日常生活を送る上での 

支障と認めるもの 

 

※ ちょこっとさんの 

支援可能なものに 

限ります。 

 

 

有償のボランティア活動になります。 

支援対象者（下記の方を支援します） 

 原則、身内等が町内にいない方で、

一人暮らしの高齢者、高齢者世帯、障

がい者世帯など、町内在住で支援を必

要とする方。  

※在宅での支援に限ります 

あいている時間に、 

ご自身の出来ることで、 

無理なく活動して 

行きます。 

 

生活支援サポーターってどんなことをするの？ 

ちょこっとさん（生活支援サポーター）募集  



☑ 掃除 ☑ 洗濯 □ 食事提供 ☑ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 ☑ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 ☑ 障がい者 □ 保育

□

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：昭和町社会福祉協議会（昭和町住民参加型有償ボランティア事業）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　１５　　名

協力会員（サービスを提供する側）　　２１　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　金丸　由希　）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　　名

延べ　　2　回

その他（　簡単な修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

　コロナ禍の活動において苦労した点は特にありません。

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 月曜～金曜日(祝日は除く)

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

活動時間 8時30分～17時

（３）利用対象（☑）



　事業周知のため4月に全戸配布された「ボランティアだより」へ事業内容を掲載しました。
　また、協力会員のモチベーション維持を図るためフォローアップ講座及び新たな協力会員の登
録にむけて養成講座を行いました。
　養成講座では新たに3名の方が協力会員として登録してくださいました。

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

（３）令和5年度への課題

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　依頼件数が少ないため、全戸配布されるボランティアだよりへの掲載や個別に対象世帯へお声
がけをし周知活動を進めましたが件数は伸び悩んでいます。
　この状況が続くと協力会員のモチベーション維持が困難となるため、非常に苦慮しています。
　また、協力会員については高齢化しているため、若い世代の会員登録について引き続き検討が
必要であると感じています。

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：□有・☑無】



□ 掃除 □ 洗濯 □ 食事提供 □ 片付け ☑ 庭の手入れ

☑ 買い物 □ 学習支援 □ 外出支援 □ 居場所提供 □ 病院付き添い

☑

　 ☑ 高齢者 □ 子育て世代 □ 障がい者 □ 保育

☑

令和4年度　住民参加型在宅福祉サービス団体　活動状況報告書

【団体名：山中湖村社会福祉協議会 （スマイル・ほっとサービス山中湖）】

１．登録者数（令和４年12月末現在の状況）

依頼会員（サービスを受ける側）　　　　　   ４名

協力会員（サービスを提供する側）　　　　１５名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者氏名（　羽田　佳代　）

２．活動実績（令和４年12月末現在の状況・年間実績）

団体運営者　　　　　　　　　　　　　　　　２名

延べ　　０回

その他（　雪かき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．令和4年度の活動内容について

４．コロナ禍での活動について

（１）苦労した点

（２）活動内容（☑）

（１）活動日・時間

活動日（曜日） 年末年始・祝日を除く平日（月～金）

その他（　病気・けが等で一時的に生活に支障をきたしている方　　　　）

活動時間 ８：３０～１７：００の間の１時間程度

（３）利用対象（☑）



　庭の草刈、雪かきが主な活動内容。買い物支援の相談はあったが、活動には至らず。以前は話
し相手もメニューにあり、週１回のペースで３件対応していたが、有償での活動に対して、利用
会員・協力会員双方の意見から、無償でのボランティア活動に切り替えた経緯がある。
　生活支援体制整備事業「協議体」での事業説明を行った（3回目）。その他、利用会員を増や
すため、村包括支援センターと連携し対象となりうる世帯へのチラシ配布等を行うも、新規申請
なし。また、昨年度、協力会員養成のため新規養成講座を実施したが、参加者３名（内登録は２
名）だった。（今年度は実施無し）

（２）活動を維持するために工夫した点や新たな取り組み

・スマイルほっとサービス山中湖　チラシ

【団体名：山中湖村社会福祉協議会（スマイル・ほっとサービス山中湖）】

（４）その他（情報提供事項がありましたら、ご記入ください）

　協力会員向けに、毎年「情報交換会」と「フォローアップ講座」を実施しているが、活動自体
が活発ではなく、モチベーションを保つのが難しい。村広報や社協だより、チラシの配布など発
信しているが利用がなく、村民への周知が進まない。ニーズの掘り起こしが課題。
本当に村に必要とされるサービスなのか疑問。

　質問ですが、ニーズ調査の方法、行政との連携はどのようにしていますか？

５．添付資料について（広報物・写真等の内容説明・紹介）【添付資料☑：☑有・□無】







住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会登録団体［山梨県］

№ 名　　　　　称 〒 住　　　　　所 電話番号 FAX番号

1 生活協同組合パルシステム山梨 400-0051 山梨県甲府市古上条町225-1 055-243-6327 055-243-6359

2 山梨県肢体不自由児協会 400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1　県障害福祉課内 055-223-1462 055-223-1485

3 味彩の会 409-2305 山梨県南巨摩郡南部町内船8812 0556-64-2075 0556-64-8200

4 甲府・食事サービスをすすめる会 400-0034 山梨県甲府市宝２－８－１９ 055-233-3083 055-233-3083

5 甲府健康友の会 400-0034 山梨県甲府市宝1-9-1　甲府共立病院内 055-221-8725 055-221-8726

6 ＮＰＯ法人ワーカーズコープおてっと 400-0124 山梨県甲斐市中下条1858 055-267-0120 055-267-0121

7 ＮＰＯ法人ワーカーズコープてつなぎ北杜 400-1501 山梨県北杜市大泉町西井出３１９３ 0551-38-0664 0551-38-0672

8 都留市社会福祉協議会　ささえあい・ホットサービス都留 400-0051 山梨県都留市下谷２５１６番地１　いきいきプラザ都留 0554-46-5115 0554-46-5103

9 ＮＰＯ法人地域ささえあい虹の会 405-0018 山梨県山梨市上神内川１１９３－１ 0553-88-9019 0553-88-9019

10 中央市社会福祉協議会　中央市住民参加型有償在宅福祉サービス 409-3821 山梨県中央市下河東６２０ 055-274-0294 055-274-0319

11 道志村社会福祉協議会　暮らしのさささえあい・どうし 402-0218 山梨県南都留郡道志村9334 05554-52-2072 0554-52-2089

12 NPO法人ゆいまる 400-0031 山梨県甲府市丸の内2-9-20　事業協ビル２階 055-269-6003 055-269-6004

13 いいさよ～山梨 405-0011 山梨県山梨市三ケ所920-1 0553-22-7111 0553-22-7100

その他　住民参加型在宅福祉サービス実施団体

№ 名　　　　　称 〒 住　　　　　所 電話番号 FAX番号

14 甲府市社会福祉協議会　甲府市笑顔ふれあい訪問サポート事業 400-0858 山梨県甲府市相生2-17-1　甲府市役所南庁舎内 055-225-2116 055-237-1179

15 大月市社会福祉協議会　おおつきお助け隊 401-0015 山梨県大月市花咲10 0554-23-2001 0554-22-2861

16 韮崎市社会福祉協議会　おたすけ隊 407-0037 山梨県韮崎市大草町若尾1680　韮崎市老人福祉ｾﾝﾀｰ内 0551-22-6944 0551-22-6980

17 南アルプス市社会福祉協議会　ふくし生活支援サービス 400-0332 山梨県南アルプス市鏡中條1642-2 055-283-8711 055-283-4167

18 甲斐市社会福祉協議会　 400-0123 山梨県甲斐市島上条3163 055-277-1122 055-277-1284

19 甲州市社会福祉協議会　甲州市生活支援サポート 404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽977-5 0553-34-8195 0553-34-9270

20 市川三郷町社会福祉協議会　こまりごと手伝い隊 409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門416 055-272-4179 055-230-3137

21 南部町社会福祉協議会　ちょっくりボランティア 409-2305 山梨県南巨摩郡南部町内船8812　南部町ｱﾙﾌｧｰｾﾝﾀｰ内 0556-64-2075 0556-64-8200

22 富士川町社会福祉協議会　ちょこっとさん 400-0505 山梨県南巨摩郡富士川町長澤1942-1 0556-22-8911 0556-22-8913

23 昭和町社会福祉協議会　昭和町住民参加型有償ボランティア事業 409-0640 山梨県中巨摩郡昭和町押越955-1 055-275-0640 055-268-3737

24 山中湖村社会福祉協議会　スマイル・ほっとサービス山中湖 401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中352-1 0555-62-2227 0555-62-2228
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