
豊見城市生活支援体制整備事業

R5年2月27（月） 豊見城市社会福祉センター2Ｆ レク室
地域共生社会に向けた住民主体の地域づくりを学ぶ研修会in沖縄

～第２層生活支援コーディネーターの活動～

豊見城市社会福祉協議会

第2層生活支援コーディネーター 田仲育恵・上原聡江・上原ひかる

大好きな豊見城を

ゆいま～る（助け合い）
の輪でつなげたい♡



瀬長島ウミカジテラス

那覇市の隣にあり那覇空港から車で約15分、昔から農業も盛んで、近年では多くの商業施設が立ち並
び全国成長力ランキング（東洋経済新聞）全国1位になった事も！平均年齢41歳と若い市となります！

総人口：65,791人
※今後も人口は増加すると予想

豊見城市年代別人口集計表（R4年6/30）

65歳～：13,103人
※65歳～が増えると予想

高齢化率：19.92％
※2025年に超高齢社会に突
高齢化率は上昇する予想！

第7期 介護保険料：6,519円
※第6期 5,649円から870円アップ！

49行政区
小学校（8）、中学校（3）、高校（3）

イーアス 沖縄
沖縄アウトレットモール

あしびなー

豊見城（とみぐすく）市 オリオンECO
美らＳＵＮビーチ

マンゴ・トマトも有名！ 瀬長島ホテル
天然温泉「龍神の湯」

マンゴー
サイコー！



生活支援コーディネーターの自己紹介

1層ＳＣ・阿良
今年度より第1層ＳＣを担当！「知
る⇒わかる⇒つながる」をテーマ
に地域を盛り上げます！

協議体メンバー絶賛大募集！！

1層ＳＣ・久場
住民目線を大切に、自分事
として「こころ豊かに支え合
うまち豊見城」を目指して

頑張ります！

2層ＳＣ・上原
令和４年４月に新たなＳＣとし
て活動。キラキラの瞳で地域を
見つめ地域住民と関係作りを

始めています！



第１層SC 阿良・久場
（豊見城市役所障がい長寿課介護長寿班）

第２層 SC 田仲・上原・上原
（豊見城市社会福祉協議会）

豊見城市の協議体 住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らしていけるよう取り組みを話し合う

伊良波中学校区

「伊中校ゆがふ会」

豊見城中学校区

「豊見中しののめ会」
長嶺中学校区

「長嶺さわやか会」

第１層協議体（市全域）

第２層協議体（日常生活圏域）

H29年2月に立ち上げ

H30年3月～に立ち上げ

『ぐすく支え愛隊 』

～とみしろ市じゃないよ とみぐすく市だよ～

介護
事業者

医療
関係者

民間
企業 NPO

団体

老人
クラブ

シルバー
人材
センター

地域包括
支援センター行政自治会

民生委員
児童委員

社会福祉
協議会

イメージ図



伊良波中学校区

「伊中校ゆがふ会」

Ｈ29年度～
・地域懇談会
・助け合い♡支え愛
地域づくりゆんたく会
・2層協議体立ち上げ
Ｈ30年度～
・2層協議体定例会
Ｈ31（Ｒ1）年度～
・2層協議体定例会
・地域見学会

豊見城中学校区

「豊見中しののめ会」
長嶺中学校区

「長嶺さわやか会」

Ｒ2年度～
・コロナ禍、生活状況アンケート
・市（第1層ＳＣ）、社協へ「自宅
でできる活動カード」を提案
・「音で届ける介護予防」提案
Ｒ3年度～
・子どもや高齢者を守る「ホット
スポットマップ」作成
Ｒ4年度～
・コロナ禍地域活動報告会

豊見城市 第2層ＳＣ＆協議体の活動



地域住民とのワークショップ（地域のお宝さがし）地域住民とのワークショップ（地域課題）

地域住民との話し合いの中で聞こえた課題や地域活動



R2.7/1真玉橋団地「笑顔のゆんたく会」 7/2に「豊崎ゆんたく会」でアンケート実施

地域の集いの場、自治会長会、民生委員、老人会長、計１２３名に協力頂きました！

Q1.活動自粛中、普段の生活で困った事はありましたか？
Q2.活動自粛中、地域からの「こんな事が困ったよ～」の声を教えてください
Q3.困りごとは解決できたか・できなかったか？
Q4.その理由は？
Q5.活動自粛中どのように過ごしたか？新しく始めた事はありますか？

ゆんたく会が休み
なって困ったさ～

Ｒ2年度～「コロナ禍、生活状況アンケート」



アンケート結果から見えた「コロナ禍の地域課題」

①普段の生活の困りごと
・特になし（48人）
・地域活動がお休み（14人）
・運動不足（10人）
・話し相手がいない（9人）
・外出ができない（8人）
・買い物など（５人）

②地域から聞こえた困りごと
・特になし（34人）
・地域活動がお休み（25人）
・運動不足（22人）
・外出ができない（19人）
・買い物、通院、水汲みなど（8人）
・会合や訪問ができない（６人）
・自治会活動、集金ができない（８人）

毎日テレビ、

ラジオばかり
見てぼーっと
していた

生活リズムが
乱れ体力低下
を感じた

虚しさや不安
を感じる事が
多かった

余りある時間を

どう過ごせばよい
のか困った

コロナ予防でや～ぐまい

1ｐ 8
※やーぐまい＝閉じこもり



アンケート結果から見えた「コロナ禍でもできる活動」



敬老月間・特別企画～がんじゅう習慣で健康と景品をゲットしよう～

・R２年度/２７５名（男性８６名、女性１８９名）
・R３年度/６１７名（男性２０７名、女性４１０名）
・R４年度/６３６名（男性１９７名、女性４３９名）

対象：７０歳～
市民

本人に合った
活動を行い、1
日1ポイント、
10個～応募券
となる。

毎年少しずつ
参加者が増え、
今年は参加者
全員に粗品を
プレゼント！

豊見城市（1層ＳＣ）へ「活動カード」を提案！



気軽に参加できます。
来年も楽しみにして

います。

楽しい時間を過ごし、身体
機能、やーぐまい（閉じこ
もり）を防ぐ事ができ
大変良いと思います

コロナでも楽しみながら健康づくり！！

がんじゅう習慣で健康と景品をゲットしよう（Ｒ4年度 参加者の声)



健康な人だけが参加できる健康づくり×⇒誰でもその人に合わせた健康づくりで参加できる◎

夫と2人で応募、瀬長島宿泊チケット当選！

この事業は健康じゃなくても参加
できた。夫が病気で「できないか
も・・・」と思いながらも、自宅の玄
関先まで20Ｍをゆっくりゆっくり
歩いた。病気の人でも負けない！
元気になれる！夫が良くなる姿を

見て、嬉しい。

Ｒ4年10/28 ～がんじゅう習慣・景品贈呈式～



社協開催の「地域ミニデイサービス」や老人会行事、様々な地域活動がストップ！高齢者の
閉じこもりによるフレイル予防に「がんじゅうチャレンジカード」を提案！

ラジオ体操、ストレッ
チ、口腔体操、ウォー
キング、家事、あたい
ぐゎー（畑）など、介
護予防になりそうな
活動をしたら番号を
自分で記入する

２０ポイントで粗品（ラップ、
ゴミ袋、食器用洗剤）と交換

社協へ「がんじゅうチャレンジカード」を提案

賞状も作りました！



１回目（R２年１２月～R３年２月） ７２５枚配布 ３９７枚提出
２回目（R３年５月～６月） 500枚配布 １６３枚提出

社協ロビー
に張り出して
みたよ♪



日時：Ｒ3年10/22、11/8 参加者：自治会長、民生委員、
福祉推進員、認知症地域推進員、生活支援コーディネーター

子どもを危険から守り、認知症の迷い込み優しい地域づくりの
一歩！地域の中にある危険な場所を歩いて探します！

ホットスポット＝外から入りやすく・
見えにくい場所

子供が犯罪に巻き込まれやすく、
認知症高齢者が迷い込みしやすい

後日、マップに落とし込み、ホットスポットマップを作成！

裏手の公園
はどうかな？

Ｒ３年度 平和台「ホットスポットウォーク＆マッピング」



お墓に行っ
てみよう！

Ｒ3年11/15、22 参加者：自治会書記、老人会長、民生委員、
福祉福祉推進員、 認知症地域支援推進員、生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

ホットスポットのミニ勉強会（15分）をして、地域を歩きます！

R
R３年度 長堂「ホットスポットウォーク＆マッピング」



日時：Ｒ4年5/20（金） 場所：豊見城社会福祉センター 2F レク室 参加者：25名
４つの団体に、コロナ禍の活動工夫を発表してもらいました！

豊崎ゆんたく会 上田団地ミニデイ

長堂パークゴルフ 北分譲ラジオ体操

Ｒ４年度 「地域活動報告会」を開催！

ＹｏｕＴｕｂｅで見れます！



地域ミニ懇談会（上田山川・豊見城・平和台）

日時：Ｒ4年5/25（水）18時～
場所：上田山川自治会集会所
自治会長、副会長、認知症地域支援
推進員、生活支援コーディネーター

日時：Ｒ4年4/2（土）12時～、6/17（金）20時～
場所：平和台公民館
自治会長、民生委員児童委員、福祉推進委員、
生活支援コーディネーター

日時：Ｒ4年9/26、10/4
場所：豊見城公民館
自治会長、書記、生活支援コーディ
ネーター、とくし丸担当者

認知症や買い物支援について話し合いが
したいと連絡があり、公民館で話し合い



介護長寿班/認知症担当保健師、1層ＳＣ、
包括/認知症地域支援推進員、社協/2層ＳＣ

認知症に優しい地域づくり『チームシークワサー』
認知症に優しい地域・皆が住
みよいまちを目指し「チーム
シークヮサー」を結成！

R4年11/30渡橋名団地
認知症サポーター養成

講座を開催

地域の資源把握で就労事業所や
地域の集いの場などでも開催

地域の
歌声喫茶

就労事業所
たからカフェ



★車がなくてもできるお買い物！
🌸コープまちかど便

・桜ヶ丘ハイツ
・県営渡橋名団地

★「こんなのやってみたい」から始まった活動
・希望ヶ丘「ラジオ体操」

・豊見城団地南「ふれあいサロン」
・上田「けんこうクラブ（仮名）」
・タワーサイドハイツ「ラジオ体操」

ゆんたくから始まった活動！
近くにスーパー
がない！

車がなくて買い
物に困っている

ミニデイ以外で
ゆんたくや

体操やりたい！

🌸移動スーパーとくし丸
・上田山川



★車がなくてもできるお買い物！

～コープまちかど便・桜ヶ丘ハイツ～

地域懇談会で「バス停が遠く、スーパーや病院も遠い」など意見があり、
生活支援コーディネーターが買い物支援として「コープまちかど便」を紹介。
地域の集会所前に週に1度コープの移動販売車が来ることになり、地域住
民の買い物支援につながっています。

あい！久しぶ
りだね～！

・場所：桜ケ丘ハイツ自治会集会所前
・時間：毎週水/午後11：30～
・利用：どなたでも

H30年4/25地域懇談会



コープまちかど便
宮城さん

第2層協議体の定例会で「コープまちかど便」の運転手・宮城さんに参加して
もらい移動販売車の情報を提供。参加していた渡橋名団地の民生委員さんが
「うちの団地にも困っている方がいるかも」と自治会長とつなげ、週に１度の買
い物ができるようになりました！

車がなくてもできるお買い物！

～コープまちかど便・渡橋名団地～

伊良波中学校区
を回れますよ！

自治会長が放送や
チラシで呼びかけ

・場所：渡橋名団地集会所前
・時間：毎週水 12時～
・利用：どなたでも

H30年7/13伊良波中学校区協議体の中で・・・



車がなくてもできるお買い物！

～移動スーパーとくし丸・上田山川～

上田山川は近くにスーパーとみえーるがあるが、急な坂道が多く、自治会長から「高齢者サ
ポートについて話がしたい」と相談があり地域の公民館で話し合い。6月に「移動スーパーと

くし丸」とつながり、週に2回の買い物支援が始まりました。

高齢者だけではなく子育て中のお母さんも利用！

・場所：上田山川地域
・時間：毎週火・金 午後11：30～
・利用：どなたでも

R4年5/20ミニ懇談会から・・・

助かるさ～



嘉数ヶ丘ラジオ体操
を取材中、たまたま
ウォーキング中の山川

さんと遭遇

地域懇談会で「ラジオ体操ができたらいい！」と意見があり、H30年６月にラジオ
体操がスタート！コロナ禍の現在もラジオ体操は休まず続けており、参加者から
は「体操を始めてから1度も風邪を引いた事がないよ～！」という声がありました！

こんなのやってみたいから始まった活動

～希望ヶ丘「ラジオ体操」～

体操後はウォー
キングへ

・場所：希望ヶ丘集会所近く
・時間：毎週月～金 6時半～7時 ※H30年6月～
・利用：どなたでも

嘉数ヶ丘もやっ
てるわけ！？

ワッターもやらん
とね！



持ちよりの手料理で
昼食タイム♪

地域懇談会で「気軽にゆんたくできる集まりが欲しい！」との声で立ち上がった。体操やカラ
オケ、持ち寄った手料理でランチタイム♪食後はコーヒーを飲みながら「○○さんちの草が伸
びているよ～」、「○○さんに頼めばやってくれるかも？」など会話が拡がる！他にも子どもや
高齢者の困り事相談も受け付けているそうです。

こんなのやってみたいから始まった活動

～豊見城団地南「ふれあいサロン」～

H30年2/28地域懇談会

・場所：南自治会集会所
・時間： 毎週金/10時～14時 ※H30年4月～
・費用：300円～※料理の材料代
・利用：福祉推進委員会、地域住民など



R1年8月に開催した「地域活動見学会」の「真玉橋操体法」をきっかけに上田地
域の若手が「若いうちからの健康づくり」を目指し、コロナ禍「操体法」を学び、資
格を取得して、『けんこうクラブ（仮名）』を開催しようと現在計画中！

こんなのやってみたいから始まった活動

～上田・けんこうくらぶ（仮名）～

14P

・場所：上田公民館
・時間や利用料など計画中
※R2年11月～コロナに合わせて開催

若いうちから周囲
との関係作りと健
康づくりが大切！

真玉橋操体法クラブの活動から・・・



5/20に行った「地域活動報告会」に参加して「地域で何かしたい」と話していた
タワーサイドハイツの宇良自治会長。後日お話を聞くと…なんと！子ども達と一緒
に夏休みのラジオ体操を始めていました！

こんなのやってみたいから始まった活動

～タワーサイドハイツ「ラジオ体操」～

・場所：タワーサイドハイツ自治会集会所広場
・時間：毎週月～金 6時半～7時 ※H30年6月～
・利用：どなたでも

地域で何かやりた
いけど場所がない

子どもがいっぱい！

R4年5/20地域活動報告会から



豊見城市社会福祉協議会 （TEL:098-856-2782）
生活支援コーディネーター：田仲・上原・ひかる

社協HPの生活支援コーディネーター
ブログに、地域の情報を掲載中！
ぜひそちらもご覧ください♡

これまでの2層コーディネーターの活動や
地域の多様な取り組みをご紹介しています

新ブログ 旧ブログ

tel:098-856-2782
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