
ボランティア養成事業のご案内	
高齢者の社会参加と健康づくりをかねた	

1. 人材として高齢者に注目する	
2. 高齢者の社会参加を促進する	
3. 楽しくて人が集まりやすい	
4. 安全性が高い	
5. 歩行改善効果がある	
6. 認知機能改善効果がある	
7. 地域の交流の場を提供できる	
8. 閉じこもりやうつ予防期待	
9. 介護費、医療費の削減につながる	
10.住民相互の協力関係、互助関係が強まる	

市町村において、主体的に健康づくり活動に取り組む
高齢者ボランティア人材を養成する。	

住民が主体的に健康づくり活動を実践する互助組織を作ることができる。	
1.　各地域の公民館などで、	
2.　毎週1回以上の健康教室を	
3.　住民だけの力で	
4.　継続する	
　この事業によってできあがった互助組織は、地域住民の協力意識を高
め、地域の課題にすすんで取り組む支援活動を提供します。これは、社会
関係資本（ソーシャルキャピタル）といって、地域住民の信頼関係の構築
に重要な役割を果たします。	

目　的	

この事業の長所と効果	

この事業の意義	

認定NPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリー	
〒001-0023　札幌市北区北23条西6丁目1−45浜ビル1階	
電話　011-747-5007　FAX　011-747-5008　メール　info@1to3.jp	

Ver.2.0	

※　このパンフレットの内容は、事業の進行途中でも状況に応じて変更されることがあります。	
　　　詳しい内容は、事務局までお電話でお問い合わせ下さい。	



　この「高齢者ボランティアの養成事業」の「成功シナリオ」の一例を紹介します。	
実際には、各市町村の要望を確かめながらオーダーメイドシナリオを作成します。
以下のリストの青文字部分は、現地に職員が訪問して直接行う事業です。	
	
1. 　はじめに、すでに地域で活動しているボランティア人材の情報を集めます。	
2. 　市町村担当者と相互に連携を取り、ボランティア人材に協力を呼びかけます。	
3. 　ふまねっと運動の「講演会」を協働開催して理念、効果、楽しさを学びます。	
4. 　この時、地域の解決したい課題を出し合い活動目標とビジョンを共有します。	
5. 　ふまねっとサポーター養成講習会の目的と計画を協働して立てます。	
6. 　活動目標とビジョンを元に住民に参加と協力を呼びかけます。	
7. 　ふまねっとサポーター養成講習会で指導技術と資格を修得します。	
8. 　「ふまねっとサポーター市町村名」を設立して協力者名簿を作成します。	
9. 　ふまねっとサポーター同士で集まって自主練習を行います。	
10.　ふまねっとサポーターのフォローアップ研修を行います。	
11.　ふまねっとサポーター会議を開いて組織（リーダー）づくりを行います。	
12.　健康教室の練習を行い定期的に活動を継続する計画を練ります。	
13.　定期的な健康教室のリハーサル実習を行い準備を整えます。	
14.　定期的な健康教室を開始して効果を測定します。	
15.　生徒さんから次期のふまねっとサポーターを募集します。	
16.　ふまねっとサポーター会議が中心となって第二期に移ります。	

　委託業務は、個別に作成した「成功シナリオ」に
そって行われます。	
１．意識啓発講演会（体験会）	
２．ふまねっとサポーター養成講習会	
３．フォローアップ研修会	
４．健康教室リハーサル実習	
５．リーダー養成研修会	
　以上5回の訪問事業と	
６．その前後に行う担当者の要望聴取と計画立案	
７．チラシ作成、実施要項作成、課題解決提案	
までの個別サポートを含みます。	
　すべて合わせると1つのサイクルができあがります。
この「1サイクル」の委託料は、合計で30万円です。
この他に、5回の講師派遣に関わる交通費が全国
一律25万円（北海道内は実費）必要となります。	
　平成28年度は10か所の委託を受付いたします。
全国どこの市町村でも訪問します。事業開始3ヶ月
以上前に契約をおすませ下さい。	
（上記の金額に消費税は含まれておりません。）	

◎「高齢者ボランティア養成事業」は、市町
村や社協、民間事業者が、NPO法人ワン
ツースリーと連携して行う協働事業です。	
◎「成功シナリオ」をオーダーメイドします。	
◎毎年継続して委託契約することを前提に
連携を開始します。	
◎ボランティアが「新総合事業」を行う場合、
市町村や社協による直営の他、NPO法人ワ
ンツースリーに業務委託することができます。	
◎モデル事業の視察をご希望の方は、	
１．「北海道釧路市浦見町」（委託型）	
２．「北海道中川郡池田町」（直営型）	
３．「北海道札幌市北区北24条」（直営型）	
４．「東京都東村山市」（委託型）	
他で視察ができます。	
	
お問い合わせは、電話　011-747-5007	
認定NPO法人地域健康づくり支援会ワン
ツースリー事務局までお願いします。	

ボランティア養成	
委託料は30万円	

成功のためのシナリオ	

モデル事業の視察は札幌市、	
釧路市、池田町、東村山市へ	

この事業は、厚生労働省の平成27年度「地域の健康増進活動支援事業」のモデル事業に採択されました。	
事業名『住民主体で運営する健康教室「ふまねっとハウス」の開設とボランティア人材の養成事業』	
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1.  体験会・講演会	 2.  サポーター養成講習会	
3.  フォローアップ研修会	
4.  健康教室リハーサル	
5.  リーダー養成研修	

  体験教室	
  定期的健康教室	
  一般介護予防教室	

管理運営業務一覧	
教室計画作成	
日程調整	
シフト作成	
連絡調整	
運営会議	
会場確保予約	
出席者名簿	
傷害保険加入	
交通費精算支払	
写真や記録	
効果の評価と記録	
報告書	
	
活動支援業務一覧	
スキルアップ研修	
役員選出組織づくり	
役割分担	
ステップ計画作成	
教室プログラム作成	
歩行測定	
基本チェックリスト	
振り返り反省会	
個別面談	
アンケート	

  活動支援・管理運営	

ボランティアの活動を支援する『ふまねっとハウス』	
1.  高齢者ボランティアが行う健康教室を安全に、効果的に、継続するためには、フォローアップ研

修を行ったり、励ましたり、活動を記録する補佐役的なリーダーが不可欠である。	
2.  このリーダーをはじめから住民に期待するのは難しい。そこで、当面はNPOの職員が担当して、

やがてボランティアの中からリーダーを養成して、引き継いでいく事業計画を立てる方針。	
3.  また、健康教室の管理運営を行うためには事務作業が必要となる。	
4.  そこで、ボランティア養成事業、研修事業と管理業務をNPOワンツースリーに委託する。	
5.  『ふまねっとハウス』は、このような要望に応える。以下のようなパワーを発揮する。	

３LDKの1軒家で毎月のべ432人分の一般介護予防教室を実施	
1.  8畳間を使って、定員6人のふまねっと健康教室を、1日3回行う。生徒数は1日合計18人。	
2.  この教室の指導は、ボランティア（ふまねっとサポーター）が2人で担当する。指導者数は1日合計6人。	
3.  これらの活動を支援するリーダー職員が1人。シフト調整や運営会議を毎月1回行う。	
4.  リーダー職員は、フォローアップ研修会、ボランティア研修会、体験会を毎月1回行う。	
5.  リーダー職員は、管理業務をかねる。サポーターやボランティア、生徒への電話連絡を行う。	
6.  週6日営業することで、毎週、健康教室に生徒が108人、ボランティアが36人参加できる。	
7.  したがってハウスは、1ヶ月間に生徒432人、ボランティア活動144人分を提供する健康教室となる。	
8.  さらに1年間にフォロアップ研修を12回、ボランティア研修会を12回、体験会を12回行うことが出来る。	
9.  これは、地域の認知症、とじこもり、うつなどの予防効果を高め、医療費介護費の削減につながる。	
10.  健康教室は、対象者に応じて一般介護予防、2次予防、認知症サロンなどに対応可能である。	

1.  健康教室の生徒定員年間5,184人分の一般介護予防教室（1人1,200円/回）。年間6,220,800円	
2.  高齢者ボランティアに年間1,728人分の安全な社会参加の支援（1人500円/回）。年間864,000円	
3.  サポーターのフォローアップ研修12回分（30,000円/回）、体験会12回分（30,000円/回）、720,000円	
4.  ふまねっとハウスが提供する介護予防パワー見積　  　合計　 7,804,800円①	
5.  ふまねっとハウスの委託料（家賃含まず）は、1軒目は年間　   6,000,000円②（2軒目以降は3,500,000円）。	
6.  ふまねっとハウスによる介護予防教室費節約効果　　 ①-②	　1,804,800円③	
7.  要支援１認定者を年間20人ボランティアとして養成して社会参加を促す。　360,000円×20人＝7,200,000円	
8.  ふまねっとハウスが提供する介護保険費用削減効果　 合計 			 	7,200,000円④　※次頁参照。	
9.  ふまねっとハウスによる介護保険費用節減効果         ③+④　9,004,800円	
10.  上記の金額は、およその概算です。実際には、市町村のご要望に応じた調整が可能です。　	

１年目：高齢者のボランティア養成	 ２年目：ボランティアによる地域支援事業	

要支援1の20名がボランティアになる。	

要要支支援援1ににかかかかるる一一人人ああたたりり介介護護費費	
年年間間36万万円円×20人人分分＝＝720万万円円がが軽軽減減さされれるる		

ふまねっとハウス１軒の介護保険節減効果の理論値　900万円	

NPO	

２２年年目目以以降降はは、、高高齢齢者者ののボボラランンテティィアア養養成成事事業業かからら地地域域支支援援事事業業にに移移行行すするる。。		



ふまねっとハウスのご案内	

1.  高齢者がいつでも何度でもふまねっと運動に参加できる場を提供する。（健康づくりの場）	
2.  学生が日常的にボランティアや社会活動に参加できる場を提供する。（失敗をまなぶ教育の場）	
3.  高齢者ボランティアやふまねっとサポーターに活動の場を提供する。（社会貢献の場）	
4.  生活困窮者、障がい者、高齢者の自立を支援する。（社会的弱者自立の場）	
5.  近隣の福祉施設の地域交流を支援する場を提供する。（地域交流の場）	

ふまねっとハウスの目的	

ふまねっと運動『認知機能改善8週間プログラム』の効果	

釧路市「ふまねっとハウスうらみ」で行われている教室風景	

1.  無作為抽出した平均年齢76.8歳の健常高齢者
30名を対象に、毎週1回60分、8週間継続してふ
まねっと運動を行いました。	

2.  認知機能を「タッチエム」という測定器械（100点
満点）で測定したところ、ふまねっと参加群の平
均得点が6.8%高くなり(80.0点から85.4点)、有意
に改善したことがわかりました。	

3.  Timed	Up	&	Go	という歩行測定を行ったところ、
ふまねっと参加群の歩行速度が11.5%（8.5秒か
ら7.52秒）短縮し、有意に改善しました。	

4.  Kitazawa	K.,	Showa	S.,	Hiraoka	A.,	Fushiki	Y.	and	
Mori	M.,	Effect	of	a	Dual-Task	Net-Step	Exercise	
on	Cogni�ve	and	Gait	Func�on	in	Older	Adults.	J	
Geriatr	Phys	Ther.	2015;	38:133-140 より引用。	

試みに、「要支援1」 の生徒20	人が、ふまねっとハウスに通って歩行や認知機能が改善し、
認定外となり、ボランティアとして活動に参加するようになったとします。すると、介護保険支
出額年間720	万円が軽減されることになります（要支援1の方のひとりあたり平均介護費国

家負担額月額3	万円と仮定すると、3万円×12	ヶ月×20	人分=720万円）。	
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開始時	 1ヶ月後	 2ヶ月後	
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6.74	

1.  ふまねっとハウスは月謝3,000円で何回でもすき
なだけふまねっと運動に通うことができる、専用
に設けられた「一戸建」です。	

2.  Timed	Up	&	Goという歩行測定では、ふまねっと
ハウスに2ヶ月間通った生徒35人、平均年齢　
69.8歳（57歳〜78歳）のうち、31人（91.4%）に歩
行タイムの改善が認められました。	

3.  歩行タイムの改善率は、2ヶ月の平均で14.2%で
した。	

4.  生徒35人がふまねっとハウスに通った回数は、
月間平均6.4回でした。	

5.  生徒の中には、要支援1から要介護3の認定を
受けた高齢者や認知症患者、パーキンソン病患
者、杖歩行の高齢者が含まれています。	

　	 開始時	 1ヶ月後	 2ヶ月後	
平均タイム（秒）	 7.86	 7.17	 6.74	

「ふまねっとハウス」の歩行機能改善効果	

ふまねっとハウスとは、一戸建ての民家を利用して、いつでも、何回でもふまねっと運動に参加できる場
所として、地域住民の健康づくりのために設けられた「家」です。ボランティアが中心となって運営します。
認知症の予防、介護予防の他、サロン事業やコミュニティーづくり、ソーシャルキャピタルの向上などに効
果が期待できます。	

ここのの事事業業にに期期待待さされれるる成成果果：：社社会会的的弱弱者者がが自自立立しし、、ココミミュュニニテティィーーのの厚厚みみがが増増しし、、介介護護財財政政のの健健全全化化がが進進みみまますす。。		
認定NPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリー　	
〒001-0023　札幌市北区北23条西6丁目1−45浜ビル1階　電話　011-747-5007　FAX　011-747-5008　メール　info@1to3.jp	


