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はじめに 

２０２０年５月２１日、国は、兵庫県について、新型コロナウイルス感染症に係る「緊急

事態宣言」の解除を決定しました。しかし、再度の感染拡大を予防するために、私たちは、

これから新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の中で、日常生活を営んでいく

必要があります。 

重症化リスクが高いとされる高齢者は、まだまだ安心して暮らしていくことが難しい状

況です。また、日頃から関わりのある近隣住民の方々も、気になりながらも関わりを控えざ

るを得ない状況が続いています。今回、サロン等の運営代表者の皆様等にご協力いただいた

アンケート集計結果においても、特に高齢者の「他者とのつながりの希薄」が大きな課題と

なっていることが数字的にも顕著でした。 

活動機会が極端に減少し、心身機能の低下等にもつながっている状況のため、そうした課

題へのアプローチも必要です。しかし、今後の高齢者への支援活動については、様々な要素

の中でも、特に“孤独感の解消”が重要だと思われます。自宅の中で意欲的に取り組める活動

やツール等の情報提供も有益ですが、きっとそれ自体が求められているのではなく、重要な

のは、自宅にいても他者とのつながりを感じられるという要素が盛り込まれていることで

あろうと考えています。 

一方、今回のアンケートからは、サロン等の運営代表者の皆様の苦悩等についても強く伝

わってきました。“接触してはいけない状況” と “つながりが求められる状況” という、相

反する状況の狭間で抱える様々な葛藤があることと思われます。 

こうした中、緊急事態宣言は解除されましたが、当面続くと思われる制約の中での「新し

い生活様式」に基づいたつながりづくりについて、本会としての活動ガイドラインをまとめ

させていただきました。 

本ガイドラインが、皆様の今後の活動のあり方を検討するうえでのヒントになれば幸い

です。 

厚生労働大臣からのメッセージ 

「高齢者のみなさまに健康を維持していただくために」 

2020 年 5 月 8 日付で発表された、厚生労働大臣から高齢者のみなさまに向けたメッ 

セージにおいて、健康維持のためのお願いごととして下記４点が示されています。 

●人混みを避けて、一人や限られた方と一緒に公園などを散歩していただくこと。 

●家の中、あるいは庭先において、軽い運動をしていただくこと。 

●３食欠かさずバランスよく食べていただくことによって免疫力を維持して上げ

ていただく、まさに規則正しい生活を心がけていただくこと。 

●人との会話が大事です。家族やご友人の方、あるいは遠く離れた、今回中々帰省

出来なかったご家族やお孫さんともオンラインの色々な手段を通じて会話を重

ねていただくこと。 
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まずは、活動者の皆さんの身体・暮らしを第一に 

今回の事態は、誰もが当事者です。一人ひとりに、仕事や家庭生活、年齢、身体状況など

様々な事情があり、日々、感染するリスクに加え、「自分が広げてしまう側になるかもしれ

ない」という不安を感じておられることと思います。 

活動者の方々も、まずは一人の生活者として、自分や家族の暮らしを第一に、健康管理や

感染防止に十分留意しながら、決して無理をしないことを、今後の活動を検討するうえでの

原則としてください。 

そのうえで、今後に向けて必要な取り組みを、無理のないタイミングで、できることから

ご検討いただきたく存じます。 

 

 

 

（参考）伊丹市共同利用施設等の利用に伴う行為の制限に係る遵守事項 

１．利用者の遵守事項 

１）人と人との間隔をできるだけ２メートル（最低１メートル）あけること 

  ２）近距離での会話や発声、高唱などにより飛沫を飛散させないこと 

  ３）定期的に換気を行うこと（３０分に１回は窓を開けて換気する） 

  ４）マスクを着用すること 

  ５）発熱や風邪症状等がないこと 

  ６）調理飲食を伴うものについては、食器の共有や移動交流のないものに限る。 

  ７）複数の人の手が触れる場所及び物については適宜消毒する。 

  ８）施設利用終了後は、利用者で消毒を実施すること 

  ９）利用中に出たゴミはビニール袋に入れ、利用者で持ち帰り処分すること 

１０）施設の利用が終わり次第、滞留せず、速やかに退出すること 

 １１）利用団体の代表者は、誰が利用したのか情報を把握しておくこと 

 １２）新型コロナウイルス感染が判明した場合は、速やかに伊丹市に報告すること 

 

 

２．備考 

上記遵守事項は、2020 年 6 月 10 日より適用。 
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１．つどい場（サロン等）開催可否における考え方 

(１) まずは運営メンバー同士で、開催についての意思確認をしてください。

メンバー間で開催する意思が確認し合えない場合等、無理な開催は見合

わせましょう。（つどい場の運営は、メンバー全員の協力があってこそ

継続できるものです。） 

(２) つどい場を開催すると判断された場合、次ページの「①つどい場（サロ

ン等）開催にあたっての配慮」に示された感染予防対策を講じた内容を

検討してください。 

当面は、従来のかたちでの開催は難しいと思われますが、ご理解の程宜

しくお願い致します。 

(３) つどい場の開催については、様々な配慮が必要となる中で、開催が困難

な状況が大いに考えられます。そのため、つどい場というかたちではな

いですが、「②つどい場（サロン等）以外のつながり方」の章では、これ

までのつながりを切らさないために、つどい場以外のつながり方につい

てもご紹介しています。ぜひ今後の活動の参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つどい場（サロン等） 

開催の判断 

開催について、運営メンバーの意志確認 

開催を見合わせる 開催する つどい場（サロン等）以外

のつながり方の検討 

４ページの「①つどい場（サロン等）開催

にあたっての配慮」が実行できる場合は、

開催へ。 

難しい場合は開催を見合わせ、他の活動を

検討する。 

メンバーの開催意思が 

確認し合えない場合 

６ページからの「②つどい場（サロン等）

以外のつながり方」を参考に、つながりを

切らない活動を検討。 
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① つどい場（サロン等）開催にあたっての配慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以下の内容が配慮できない場合は、開催を控えていただきますようお願いいたします。 
 
 

【参加者全員に対して】 

  □会場入室前に体調チェック（検温など）。 

   （ボランティア・参加者とも、自宅でも検温等を行い、少しでも体調に異変を感じる場合は

お休みをしてください。） 

  □マスクの着用。 

  □会場入室前の手指消毒の徹底。 

【会場について】 

□会場は密閉にならないよう、窓を開ける等して、換気を行ってください。（最低 30 分に１回

は実施。） 

  □レイアウトは自由ですが、参加者同士の距離（最低１ｍ以上）を開けるようにしてください。

（参加者の密度を薄くする。） 

 【運営内容について】 

  □上記、会場レイアウトで開催可能な参加人数の設定（制限）。 

□飲食物については、個別提供できる内容でご検討ください。（但し、食事時等には、対面でな

く横並びレイアウトなど、飛沫感染防止の配慮をお願いします。） 

  □モノを介した接触等がない、レクリエーションプログラムの実施をご検討ください。 

   （例：ボール回し等、多数の人が１つのモノに触る状況を避ける。） 

   ※複数の人がモノ等に触れるような内容で実施する場合には、適宜消毒してください。 

 

●上記内容および開催の可否についての相談は、本会各地区担当職員までご連絡ください。 

●消毒液につきましては、市共同利用施設であれば、伊丹市まちづくり推進課が次亜塩素酸ナト

リウム、手指用消毒薬、ゴミ袋を用意されます。 

その他の場所で開催される場合は、ホームセンターやスーパー等でも販売されつつあります

が、どうしても入手困難な場合は、本会までご相談ください。 

 ●体温計について、準備が難しい場合は、本会までご相談ください。（数は僅かですが、サロン

貸出備品として準備します。） 

 ●新型コロナウイルス感染については、保険適用外です。 

※活動ボランティアを対象とした「ボランティア活動共済」＜任意加入＞については、活動中

の感染を保険適用する検討が進められています。 
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（参考）スクール型式でできる取り組みのご紹介 

 

【スクール型式とは？】 

学校のように全ての机・椅子が演台の方向を向いているレイアウトをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スクール型式で取り組める内容（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【体操】 

●自宅でできる簡単体操 ＆ 健康に

ついてのお話（ボランティア派遣） 

●簡単ヨガ（ボランティア派遣） 

●サロン貸出備品 

 ・健康体操 ＤＶＤ     等 

  等 

【ミニ講座】（出前講座 等） 

●消費生活センターによる詐欺防止 

の講座 

●免疫アップの食事の話    等 

【映像鑑賞】 

●サロン貸し出し備品 

・釣りバカ日誌①～⑤ＤＶＤ 

・男はつらいよ①～⑩ ＤＶＤ 

・阪急電車 

・お笑い系（漫才等） ＤＶＤ 等 

 

★プロジェクター、スクリーンの 

貸出も可能です。 

【創作活動・ゲーム】 

●創作活動 

・マスク作り 

・折り紙  

●ゲーム 

・絵で伝言ゲーム 

・脳トレやクイズ 

 （例）木へんの付く漢字を考えよう 

・新聞紙でパズル 

（新聞紙を破って元の形に戻す）  

等 

 

 

【演芸披露】（ボランティア派遣） 

●落語 

●マジック          等 

 

 

 

 

 

★スクール型式で取り組める活動等について、皆さんからのおすすめ

活動があれば、ぜひ教えてください！ 

 今後発行する通信等で共有したいと考えています。 
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② つどい場（サロン等）以外のつながり方 

現段階でのつどい場（サロン等）の開催については、会場等のハード面での問題や、プロ

グラム内容や活動者の意思統一等といったソフト面での問題をクリアしなければなりませ

ん。また感染防止のために必要となる配慮も様々あり、開催が難しいと判断されることも大

いに考えられます。 

こうした中、本会では、つどい場以外のつながりづくりについて、次の通り提案させてい

ただきます。 

 

①電話を活用したつながりづくり 

ご自宅にいたままで実施できる、最も感染リスクの低いつながりづくりだと思われます。

直接顔を合わせることはできませんが、お互いの声を届け合うことは、孤独感の解消につな

がると考えています。 

なお、大阪府太子町の「磯長台の福祉を考えるつどい」では、下記実践事例のような方法

で、みんなで見守り・見守り合う仕組みをつくっておられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②お手紙・チラシ等のお届けによるつながりづくり 

手元に残るものを届けて、つながりが切れていないことを感じ合える方法として、お手

紙・チラシ等をお届けするという取り組みが考えられます。先般実施させていただいたアン

ケートにおいても、「いいなと思った新聞記事等の切り抜きを貼ったお手紙」、「一人ひとり

に一言コメントを記したお手紙」、「サロン独自で作成したチラシ」など、活動者の心のこも

ったお手紙・チラシ等を作成しポスティングされているという報告がありました。 

 淡路市では、下記実践事例のような方法で、高齢者同士が訪問カードをポスティングし合

って、見守り合う取り組みを実践されています。  

（参考）他地域での実践事例紹介① 

安否確認電話リレー（大阪府太子町磯長台地区） 
 

同地区の住民組織「磯長台の福祉を考えるつどい」 

では、サロンが開催できない中、従来から実施して 

いる電話での安否確認リレーを継続されています。 

これは組織会員に参加希望を募り、参加者から参加者へのリレー方式で電話に

よる安否確認を行うもの。最後の人は組織代表者に電話を戻しますが、みんなが

見守られるだけでなく見守る立場にもなり、参加者間の日常会話の機会にもなっ

ているそうです。また、月に１回、このリレーの組み合わせを変更することで、

多くの会員同士がつながり合えるといった配慮もなされています。 
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③お弁当を届けるつながりづくり 

これまでの「会食」ができなくなり、「配食」に切り替える取り組みを実践されていると

ころもあります。配食方法も、“ご自宅に届ける”方法や、“時間と場所を決めて受け渡しす

る”方法など、内容は様々。 

なお、伊丹市では、『伊丹テイクアウト＆デリバリープロジェクト』という取り組みをス

タートされました。１００店を超える飲食店が参加し、ご家庭でもお店の味を楽しんでいた

だけるよう、テイクアウト（お持ち帰り）やデリバリー（宅配）のメニューを準備している

そうです。参加飲食店いついては、下記サイトでご確認いただけます。 

https://itami-gohan.com/ （問い合わせ：市まちなかにぎわい課 ７８４－８０６８） 

 

  

（参考）他地域での実践事例紹介② 

ポスティング見守りプロジェクト（淡路市） 
 

淡路市社協では、「声かえ・見守りあいプロジェク 

ト」を始動されました。そのひとつが、ポスティング 

方式での活動。 

「会って話したいけど、こんな状況じゃ会いにくい…」 

なら、住民同士で、お家の郵便受けに訪問カードを入 

れて、訪問したことを伝えよう！という活動だそうで 

す。なお、この活動に活用する訪問カードについては、 

もちろんフリーですが、淡路市社協でも名刺サイズの 

訪問カードを作成されておられ、希望があれば配布されているとの事です。 

 

 

（参考）『広報いたみ』（2020年 5月 15日号）２面より 
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④見守り訪問によるつながりづくり 

「できればしっかり顔を合わせてつながりたい。しかし、顔を合わせることは感染リスク

がある。」そんな状況の中、本会といたしましては、下記配慮に基づく見守り訪問について

は実施可能と判断しています。 

 

訪問時の配慮 

□ 訪問前に、体調チェック（検温など）。 

□ 訪問時にはマスクを着用する。 

□ 訪問相手と最低 1m 以上距離をとる。（インターホン越しでの対応も含む） 

□ 訪問前後に手指消毒を行う。（訪問先のブザー等を触る前、訪問後すぐ） 

□ お手紙・チラシ等の手渡し物がある際には、訪問相手にも手洗いを促す。 

□ 帰宅後の手洗い・うがい。 
 

 

 

 

⑤屋外での活動によるつながりづくり 

３密を避けるため、屋外での活動という選択肢もあります。 

他市町においては、参加者数や参加者同士の間隔等に配慮しながら、公園等において身体

を動かしたり、散歩したり、農作業に励んだりと、地域特性等を活かしながら、短時間でも

顔を合わせる機会をつくっているところがあります。 

また、屋外活動のため、特に夏場には、朝や夕方の少し涼しい時間帯に開催するなどとい

った配慮もなされています。 

 

（例） ★少人数で、色んなコースを散歩 

    ★近くの公園で、ラジオ体操をおこなう   など 
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⑥自宅で取り組める参加型プログラムによるつながりづくり 

自宅での取り組みについては、取り組める活動等があることに加え、それらを他者と共有

し合えることが、つながりづくりにおいては重要であると考えています。 

本会がこの期間発行を予定している情報誌「お福分け・臨時号」では、各号ごとにお題を

出し、皆さんから投稿されたものを掲載していく予定としています。 

このような各自が自宅で取り組んだものを全体で共有するプログラム例を下記に紹介し

ます。設定するお題を工夫することで、これまで知らなかった各メンバーの強みや意外な一

面、また様々な地域情報等を知り合うきっかけになるかもしれません。そして、今後の交流

時のネタとしても活用できるのではないでしょうか。 

 

  
（参考）自宅で取り組める参加型プログラム紹介  

「みんなの声をまとめまシート」の作成 
 

① 「投稿カード」を人数分、「まとめまシート」 

を必要分（人数÷8）準備。 

（※これらは、本会で提供可能です。） 

② お題を設定し、各メンバーに、名刺サイズの 

「投稿カード」を配布。 

③ 各メンバーは、自宅でお題に対する回答等を 

「投稿カード」に記載し、投稿。 

（投稿方法は、各メンバーが投稿先へポステ 

ィング、ＦＡＸ、回収担当者が各メンバー 

宅を訪問し回収など、運用しやすい方法を設定） 

④ 集まった「投稿カード」を、「まとめるシート」に貼り付ける。 

⑤ 「まとめるシート」を人数分コピーし、各メンバーへ配布。 

 
左：投稿カード（名刺サイズ） 

右：まとめまシート（Ａ４サイズ） 

 

使用するもの 

 

 

  

※お題の例 

・「少年・少女時代の私」（よくした遊び・好きだったもの（こと）など） 

・「私がおすすめする〇〇と、その理由」（ＴＶ番組、飲食店、散歩コース など） 
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社会福祉法人 伊丹市社会福祉協議会（地域支援課） 
 

〒664-0014 伊丹市広畑 3-1 いたみいきいきプラザ内 
 

TEL 072-785-0860 ／ 072-780-1045 

FAX 072-787-6911 ／ 072-777-0914 


