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見守りのすすめ
みんなで気にかけ・支え合おう



　本会では、見守り・訪問活動が多くの市民のみなさんの理解と協力により、札幌市全体に広がるよう、平成 25
年度から「見守りのすすめ」を 2回にわたり発行し、取組の必要性や様々な活動方法を紹介してきました。
　今回の冊子は、これまでに紹介してきた取組をまとめたものと、見守り・訪問活動の更なるステップアップにも
つながるよう、活動記録と情報共有の取組を紹介する内容となっています。
　多くの市民や、地域の関係団体のみなさんをはじめ、行政、福祉・保健・医療の専門機関、企業、学校、ボランティ
ア団体等、幅広い方々が見守り・訪問活動について話し合う機会などに、ご活用いただけると幸いです。

は　じ　め　に　〜本冊子の発行と活用〜

見守り・訪問活動の目的
〜なぜ！　見守り・訪問活動が必要なの？〜

　今、私たちの住む地域では、様々な課題が発生しており、少子高齢化や核家族化・単身化などが一段と進む
ことによって、今後ますます増加・多様化していくと考えられます。
　また、一つの世帯で複数の課題を抱える場合もあり、自分たちでは解決できないまま深刻化して、最悪の場合、
無理心中や自殺、虐待といった心の痛む事件へとつながってしまうことも少なくありません。
　孤立死といった地域で起こっている課題は、決して特別なものではなく、子ども・若者・中高年と、全ての
世代に関わっています。自分自身や身近な人にも起こりうる課題としてとらえ、多くの住民の理解と協力によ
り、解決に向けた取組みを進めていくことが求められています。

地域社会からの孤立が大きな要因となって、様々な課題が発生しています！
高 齢 者 子育て親子 障がい児者

孤立死 悪質商法 認知症（徘徊等） 虐　待

少 子
高 齢 化

核 家 族 化
単 身 化

近 隣 関 係
の 希 薄 化

生活困窮者
の 増 加

急激な人口構造の変化、暮らし方や価値観の多様化などに伴って
家庭・職場・地域における支え合う「力」が失われつつあります

Etc.

Etc.Etc.

Etc.
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見守り・訪問活動の役割と流れ

　見守り・訪問活動は、住民同士がお互いを気にかけ“つながりあう”ためのきっかけとして、大きな成果を期待
できる取組です。
　私たちの身近で起こっている課題を解決していくには、ともに支え合う地域づくりが必要です。その土台を築く
ために、多くの住民が“つながりあう仕組み”として、見守り・訪問は、とても重要な活動だといえます。

見守り・訪問活動の役割

　「毎朝顔を合わせる○○さん、最近姿が見えないな？」といった、同じ地域で暮らす
住民ならではの「気づき」を活かした取組が見守り・訪問活動です。こうした活動の
特性から、見守り・訪問は、ふだんの暮らしの中で日常的に継続して進める必要があ
り「身近な地域」「ご近所さん」だからこそ取組める活動ともいえます。

　認知症の徘徊や虐待といった課題の深刻化を防ぐには、早期の発見・対応
が重要です。見守りでちょっとした変化（異変）に、できるだけ早く気づいて
深刻な状態になる前に、専門機関などの支援へとつなぐ。
　地域と専門機関が協力し、住民の大切な暮らしを守る仕組みを築くことが、
これからは、とても大切になります。
　また、ご近所同士の「つながり」は、閉じこもり予防をはじめ、災害時の
助け合いなどにも役立ちます。
　元気な時からの「気にかけ・気にかけられる関係」づくり、そんな「つながり」
を築いていくことが、実は一番重要なのです。

　見守り・訪問活動から「なんだかいつもと違う？」など、ちょっとした変化（異変）
に気づいた時、それは、孤立死などを知らせるサインかもしれません！。変化（異変）
に気づいた時は、社会福祉協議会や区役所などへ連絡・相談（つなぎ）しましょう。

見つける役割

予防する役割

つなげる役割

近隣の住民等
による救助

消防・警察・自衛隊等
による救助

約2割

約8割

阪神・淡路大震災救助の割合

「声にならない声」をくみ取っていく！

「地域のつながり」が「福祉・防災・防犯」の充実に！

見守る〜支援を通し
地域の「つながり」を
拡げる・深める

予防する
身近な
気になる人
など

見守る
見守りを通して
心配・困りごと
を早期に発見

見つける
地域の関係者で
話し合い、必要
な機関等へ相談

つなげる

「気にかける」が「気になる」に！

大事に至る前に、福祉サービスの利用や、地域の支え合いなど、
必要な支援を受けられるよう「つなぐ」ことが大切です。支援

支  援
制度・サービス
の利用

地域の支え合い
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　基本は、身近にいる「気になる人（心配な人）」を見守ります。実際の地域の見守り・訪問活動を見ると、孤立
死や虐待などのリスクを考え、高齢者の単身世帯を中心としつつ、地域の状況や、活動の体制などに応じて、高齢
の夫婦世帯や、子育て世帯・障がい者世帯へと対象を拡げ、活動しているところが多いです。

　本会では、見守りという言葉や取組のイメージを共有するために、活動内容を以下のとおり整理しました。

見守り・訪問活動の内容

見守り・訪問が必要な人って　どんな人？

見守り・訪問には　どんな方法があるの？

周囲から
の見守り

声 か け
あいさつ

交流の場

訪 問

気になる人と直に接することなく、安否を確認したり、生活状況
を気にかける方法です。

気になる人と会った時に、あいさつしたり、声をかけたりする方
法で、関係（コミュニケーション）づくりの第一歩となります。

高齢者や子育て中の方々等が集まる機会を提供し、そこで生活
状況や、安否を確認する方法です。

ひとり暮らしの高齢者等のお宅を訪問し、直接コミュニケーショ
ンを図りながら、時には相談を受けつつ、健康状態や生活状況な
どを把握する方法です。

お花
見会

○△
町内
会

参加
不参加

家を訪問して
も、顔を見せ
てくれない方

町内会の行事
サロンなどに
お誘いしても
参加しない方

身内の方などを
介護・看病して
いる家族の方々

　近年は、認知症のご夫婦や、高齢者と障がいのある子どもの家庭など、複数の課題を抱える世帯が増えています。
　また、介護や育児疲れなどによる無理心中・虐待なども少なくありません。あまり対象にとらわれずに、自分たちの
地域の状況を確認して、幅広く見守り（気にかける）を進めていくことが大切です。

※�　気になる人（対象世帯）の把握方法については、本会発行「見守りのすすめ」や「福まち活動の手引（地域福祉マップ編）」等を
ご覧ください。なお、「地域福祉マップ」は、対象世帯の把握とともに、どのような方法・体制で見守りを進めていくかを決めてい
く際にも大変役立ちます。

見守りを通して、関わりを一層深めていくことで、買い物や病院に付き添う
　といった、もう一歩踏み込んだ生活支援へと、発展していく可能性もあります。

し
っ
か
り

と
し
た

見
守
り

穏
や
か
な

見
守
り

見
守
り
活
動

Etc.

Etc.
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　生活の様子や家の状況を少し意識して気にかけると「なんだかいつもと違う？」といった、ちょとした変化（異変）
に気づくことがあります。ふだんの暮らしの中で、こんなことが気になったという経験はありませんか？

　声かけ・訪問は、様々な機会をとらえて進めることが大切です。外出の際などに出会った時（見かけた時）に、
顔見知りの方には元気に、あまり面識のない方には勇気をもって声をかけましょう。
　また、訪問は、直接、顔を合わせたり・話を聴いたり・生活の様子を見たりすることで、いち早く色々なことに
気づくことができます。話しやすい雰囲気をつくり、ゆっくりと分かりやすく話しましょう。

周囲からの見守り（穏やかな見守り）

声かけ・訪問（しっかりとした見守り）

　交流の場を活用した見守りは、参加者同士、参加者と見守
り活動者、時には専門職が顔を合わす貴重な機会となります。
　関係者がより親しくなることで「今日、あの人が来ていない」
「最近、あの人を見ていない」というように、自然なかたちで、
お互いを気にかけ合う関係が築かれていきます。

郵便物・新聞など 洗濯物

回覧板等による行事案内などに合わせて訪問する
と双方にとって負担も減り効果的です

泣き声・叫び声 異　臭

電話訪問

カーテン・電気（灯）

声かけ・あいさつ
（様々な機会を活用して）

最近姿を見かけない

交流の場での見守り
（町内の行事やサロンなど）

自宅訪問

※�以上の紹介した方法は、ほんの一例です。見守り・訪問には、ほかにも色々な方法があります。詳しくは、本会発行「見守りのすす
め」や「見守りのすすめ（声かけ・訪問編）」等をご覧ください。

声かけ（あいさつ）・交流の場 訪問（自宅・電話）

Etc.

このほかにも
様々な方法（サイン）
があります！

通勤・通学・買い物
犬の散歩などの時に！

目 で 見 て 音・臭 い で

　見守りを継続させ
る工夫も大切です。外
出する際に、ついでに
見守りも！といった感
覚で、自分の生活の一
部に活動を取入れて進
めるようにしましょう。
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見守り・訪問活動で　異変に気づいたら
〜「いつもと違う・なにか変！？」と感じた時は、次の手順で対応を〜

まずは相談、必要に応じて専門機関へ「つなぎ」ましょう

緊急性を要する場合は（倒れている方を見つけた時など）

　相談・連絡先が分からない時や、そのような時間がない時は、社会福祉協議会や区役所、地域包括支援センター
などに相談しましょう。なお、社会福祉協議会の連絡先は、巻末に掲載しております。

　病気やけがをしている人、亡くなっている人（その疑いのある人）などを発見した時は「緊急通報」しましょう。
　なお、電話に出た消防・警察の関係者が、一連の流れに沿って質問しますので、落ち着いて答えてください。

急病!

虐待!

悪質商法 認知症徘徊

消　防 警　察

　一人で抱えこまず、まずは「町内会の役員」や「民生
委員・児童委員」など、本人とかかわりを持っていそう
な人に相談してみましょう。

　介護保険のサービスや、民間事業者による見守りを受
けている人などは、知っている範囲で、サービス提供者
に連絡しましょう。

　本人同意を得るなどして、緊急時の連絡先を把握して
いる（把握している人を知っている）場合は、その連絡
先に確認しましょう。

◦�　消防・警察は「緊急通報の情報」を相互に共有しており、通報の内
容に応じて、協力して緊急対応する体制が取られています。
◦�　生死が分からない時は、生存の可能性（人命救助）を優先し「消防
119番」に通報しましょう。なお、消防・警察間の情報共有があるので、
間違って「警察 110 番」に通報しても問題ありません。
◦�　救急車に同乗を求められることがありますが、この場合、基本的に、
お断りをいただいて結構です。

地域の
関係者

サービス
提供者

救急時の
連絡先

※異変発見後（特に孤立死の可能性がある時）は、できるだけ「複数名」で対応しましょう！

※異変発見時の詳しい対応方法は、本会発行「見守りのすすめ」や「見守りのすすめ（声かけ・訪問編）」等をご覧ください。

参考「緊急通報した際の受け答えなどの詳細・ポイント」は
消防庁ホームページ�http://www.fdma.go.jp/をご覧ください！！
緊急時の連絡先を把握しておくと、消防・警察による緊急対応や、
親族など関係者への連絡を円滑・迅速に進めやすくなります！！

緊急性を要する場合は！
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福祉サービスや
制度の利用

地域の
支え合い活動

見守り
訪問 見つける 話し合う つなげる

話し合い（情報共有）の仕組みづくり

地区福祉のまち推進センターの紹介（見守り・訪問を組織的に進める札幌市の取組）

　見守り・訪問は、町内会や民生委員・児童委員、ご近所の方々などが協力して、組織的に進めることが大切です。
　見守り・訪問を通しての気づき、日頃の活動を通して培ったアイデアや工夫などを、それぞれが持ち寄り、みん
なで話し合い、定期的に共有する場を設けることで、活動の継続性や効果などを、より高めていくことができます。

　幅広い市民の福祉活動への参加により、地域ぐるみで互いに支え合う環境を整え、だれもが安心して暮らせる�
地域社会をつくることを目的に、平成 7年から、市民と社会福祉協議会・行政が協力して実施している事業です。
　市民の方々の自主的な福祉活動を行う組織として、地区社会福祉協議会（概ね連合町内会）ごとに「地区福祉�
のまち推進センター」が設置され、見守り活動を中心に、地域のつながりを築く様々な取組が展開されています。

見守り・訪問活動の継続性・効果を高めていくために
〜「活動の記録」と「情報の共有」 を進める取組〜

見守り・訪問活動
などの日常的な支
え合いは、身近な
生活圏域、単位町
内会の単位で、様々
な地域の関係者等
が協力し展開

　定期的な集まりは、見守り活動者が一人で
悩まないよう、不安や疑問を解消する取組に
もつながります。また、一人ひとりの意見や
アイデアを取り入れ、活動の見直しなどを進
めることで、組織全体の士気が高まり、活動
の継続性などを高めることができます。

　見守りを通しての気づき（気になる人）へ
の対応をどうするか？、活動での体験（成功
失敗談）や、様々なアイデア・工夫を情報共
有しましょう。情報を共有することで、組織
全体として、見守り活動のレベルアップ・ボ
トムアップを図れます。

　見守りする際に「記録」をつけるようにし
ましょう。気になる人への対応方法や、見守
りをより効果的に進める方法などをみんなで
話し合う時などに大変
役立ちます。

町内会

民生委員

青少年
育成委員会

活動に理解
熱意ある方

老人クラブ単位
町内会
圏域

周囲からの
見守り

声かけ・訪問

交流の場

主な協力組織のイメージ

地区社会福祉協議会に「地区福祉のまち推進
センター」を設置（市内89カ所）

活動展開

見守りの記録をつける！

見守りの方法などを確認・改善！

見守りについて話し合う！

見守りを実践する！1 4

2 3
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『“あいあい”ふれあいかーど』からみえる、福まちの見守り

見守り・訪問活動の記録と情報の共有にかかわる取組紹介
〜豊平区 「中の島地区福祉のまち推進センター」における実践〜

　中の島地区では 75 歳以上の独居、夫婦で希
望される世帯に月 1回訪問をしています。
　訪問することが全てではなく、日常生活の延
長線上で見守り活動が実践されていることが記
録からわかります。

　日常的なお手伝いも福まちで！
　活動員が見守り対象者の生活を支えてい
ることがわかります。

！

　民生委員・児童委員と協力しあっている
ことがわかります。

！

　相手のペースにあわせて、お元気
でいることを確認されているのが、
わかります。

！

安否確認方法は訪問だけではありません。
別の場所でお会いし、お元気でいることを、

さりげなく気にかけているのがわかります。

！
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　中の島地区では、平成 11年の開設当初から見守り・訪問活動の記録をつけています。最初から記録をつけてい
たので、特に「大変」という意識はありませんでした。記録は訪問した日付、その時の内容を記入するだけのもの
です。シンプルだからこそ、活動をする人（中の島地区では訪問福祉活動員と呼びます）にとっても負担が少なく、
また、記録を見直した時にもわかりやすいものになっています。
　活動員が交代することがあっても、この記録があれば、次の方へ
の引継もスムーズに行われます。
　心配な様子が見受けられれば、ご家族や担当の民生委員・児童委
員、場合によっては専門機関にも連絡します。その時にも、この記
録が役立ちます。活動員自身にとっても、記録から次に会う時の会
話のヒントを得たり、気を付けなければならない点を思い出したり
することができます。
　中の島地区の福まちにとって、記録は特別でもなく、でも活動に
は欠かせないものになっています。

福まち事務局、見守り・訪問を実践している「活動員」からのコメント

藤岡喬一
福まち運営委員長

長崎克葊
福まち事務局長

工藤栄子
訪問福祉活動員

笠井容子
訪問福祉活動員

松村静子
訪問福祉活動員

こんな活用法も
あります！

専門職員が「記録」から、福まちの活動を深く理解！
　区社協からの呼びかけで、区役所保健師、地域包括支援センター職員、介護予防セ
ンター職員が、福まちの活動記録を見せてもらう機会を設けました。
　専門職員はそれぞれの立場で記録を確認して、活動員のきめ細やかな見守り活動と、要点を得た記載方法に感心
していました。業務でかかわっている方が、ふだん地域でどのように暮らしているかを把握することもできました。
　心配な方を見逃さない「ご近所の見守り」の重要性を改めて認識することになったのです。
　福まちにとっても、これまでの記録が活用される貴重な機会となりました。自分たちの活動も、記録も続けてい
く自信につながりました。福まち事務局では、今後も、こうした機会を継続したいと考えています。

　見守り・訪問活動を続けていくと、相手との
距離がだんだん近くなってきます。遠くに住む
ご家族より、その様子がわかり、変化にも気づ
いていきます。その変化に迅速に対応するため
にも、専門機関との日頃からの連携は欠かせま
せん。
　悲しい別れにも遭遇することがあります。
　それでも、活動員の訪問を待ってくれている
人がいて、活動は続いていきます。活動員が安
心して訪問ができるよう、事務局がフォローす
るのにも記録は大変有効な取組となっています。

★記録は特別なものではない
　誰でもつけられる、難しいものではありません。

★記録はメモ程度で十分
　長く書くよりも、ポイントを簡単に書いた方が、後で見
直した時もわかりやすくなります。

★記録は自分のためになる
　次に訪問する時に、前回の様子を思い出すのに便利です。
　自分自身の活動もよくわかります。

★記録は相手を知る一つの手段
　お体のこと、ご家族のこと、趣味のこと、心配な部分だ
けでなく、元気な様子、ご本人が楽しみにしていらっしゃ
ることが記入されると、相手の様子がよくわかってきます。
次の方に引継する時にも役に立ちます。

実践者から学ぶ
　　　記録のポイント！

26 年度
見守り活動
集計結果

★訪問（電話）による見守り
　対象世帯　116 世帯
　実施回数　1,392 回

★見守り活動者数：92名
★周囲からの見守り
　対象世帯　851 世帯
　実施状況　随時
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見守り活動記録票 〜毎日型の見守り訪問〜

見守り活動記録票 〜生活支援型の見守り訪問〜

見守り・訪問活動の記録と情報の共有にかかわる取組紹介
〜西区 「八軒中央地区福祉のまち推進センター」における実践〜

　相手の方は、お孫さんと畑が喜びであるこ
と、また、足に不調があることを気遣い、畑
をお手伝いしている様子がわかります。

！　訪問と周囲からを組み合わせた、毎日の
見守り、近隣ならではのきめ細かい活動が伝
わってきます。

！

　相手の方の身体の状態などを気にかけて
買い物などの日常的なお手伝いを行っている
様子がわかります。

！　定期的な訪問で、相手の方の状況をしっか
りと把握し、見守りしている様子が伝わって
きます。

！
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★活動記録の効果 1（活動情報の把握）
　福まち事務局では、毎回、提出された全ての記録票に目を通しています。活動者
一人ひとりの思いや気遣い、紹介したエピソードをはじめ様々な事例など、地域の
活動状況を知る・引き出す仕組みとして、記録票は大切な役割を果たしていると、
事務局員の方々は話します。また、記録票の記載で気になるところは、その都度、
電話などで確認し、無理なお願いをされて困っているような時には、アドバイスを
したり、必要に応じて事務局員が調整に入るなど、活動者が悩みを抱え込まないよ
う支援するのにも役立てています。

★活動記録の効果 2（活動情報の共有）
　八軒中央地区では、月 1回、地区内の見守り活動者（福祉推進員・住民協力員）が集まり、情報交換する機会（連
絡会）を設けています。福まち事務局では連絡会の中で、記録票から把握した活動上の悩みごとや対応策を紹介したり、
集計した活動実績と合わせて、緊急対応した事例、心温まるエピソードなども伝えるようにしています。
　普段、活動者は一人で見守り訪問していることから、関係者が顔を合わせ、活動を円滑に進めるためのノウハウを
共有したり、見守り訪問の必要性や意義を確認する仕組みとしても、記録票を役立てています。

★活動記録の効果 3（活動の見える化）
　記録の取組みにより、活動情報の把握と共有の仕組みができたことで、活動者の中に、見守りを「こうしたい！」と
いう積極性が芽生えつつあり、声かけ回数が伸びるなど実績にも効果が現れてきました。福まち事務局では、今後も「活
動の見える化」を進め、福まちの応援団を増やし、地域の支え合いを充実させていきたいと考えています。

　夏の暑い日。福祉推進員がお知らせ
を届けるため、ひとり暮らしの方が住ん
でいるアパートを訪問すると、トイレの
窓から手を振っているのが見えました。
　最初は、ふざけているのかと思いま
したが、近づいて声をかけると、トイレ
のドアが開かなくなり、閉じ込められているのがわかり
ました。脱水症状を起こしている様子が見受けられたた
め、早急に手当てが必要と考え、近くに住んでいた町内
会の役員数名と大家を呼びに行きました。鍵を何とかあ
けて、水を飲ませ、体を冷やすなど介抱して、大事に至
らずに済みました。
　見守り活動者と町内の関係者の連携プレーによる迅速
な対応が実を結んだ事例でした。

　ご主人は認知症で徘徊があり、介護
している奥様も、高齢で気がかりなた
め、福祉推進委員会として、見守り訪
問を始めることにしました。
　過去には高齢の奥様に代わって、町
内会長が徘徊したご主人を手稲区まで
お迎えに行ったこともありました。
　今では、会長の呼びかけで、町内会の福祉推進員や
住民協力員が、徘徊している姿を見かけた際は、無理
に連れて帰ろうとせず、「家はどこだろうね」といった
声かけを行い、ご主人のペースに合わせ、自宅まで送
り届けるよう申し合わせがなされています。
　お互いに気にかけながら、安心して暮らせるまちづ
くりが進んでいることを感じる事例でした。

　八軒中央地区では、平成 19年度から、おおむね全ての町内会で見守り訪問活動を行っています。
　活動記録は、平成 23年度から取組を進めており、半年に 1回、町内会毎に記録票を取りまとめ、福まち事務局
へ提出する仕組みとなっています。開始当初、記録に取組んだのは、地区内の 45町内会のうち、半分ほどでしたが、
記録の効果などを繰り返し説明し、平成 26年度には、33カ所と全体の 7割以上まで取組が拡がりました。

記録からみえた見守り・訪問活動にかかわるエピソード

福まち事務局からのコメント（見守り活動記録票の取組について）

池髙　かづ子
福まち事務局次長

野島　紀子
福まち事務局長

エピソード① エピソード②

周囲からの見守り
5,148 回　58％

★見守り活動者数：82名
★見守り対象世帯：192 世帯

★見守り・訪問活動の実施回数（全活動者分）：8,799 回

訪問・声かけ
3,405回　39％

電話による見守り
246 回　3％

26 年度
見守り活動
集計結果
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見守り・訪問活動の記録と情報の共有にかかわる取組紹介
〜活動の記録と情報の共有は、全国的にも重視されています〜

　2つの地区の実践例から、札幌市においても「活動を記録」して、そこから得られる様々な情報を活かし、見守り・
訪問活動の拡大・充実が図られている様子を紹介しましたが、全国的にも、住民同士の支え合いを展開するうえで
「記録」は、とても重要なものと位置づけられ、取組の拡大が推奨されています。
　なお、全国社会福祉協議会が発行するマニュアルでも、札幌市と同様の取組が、以下の「抜粋資料」のとおり、
見守り・訪問活動の発展に効果があるとして紹介されています。

　以下のとおり、記録を付けることによる効果、活動上の様々な情報を共有することによる効果を意識して、とも
に支え合う地域づくりの更なる拡大・充実を進めましょう。

抜粋資料

活動を記録し、情報を共有することによる効果（ポイントの整理）

「住民主体の生活支援サービスマニュアル　第 2巻　身近な地域での見守り支援活動」
※ 2015 年 12月発行（全国社会福祉協議会　地域福祉部　編）

○○
町

訪問
記録

 ～8 月～

記録から
活動を振り返り
相手への理解を
より深める効果

記録から
情報共有を図り
活動の継続性や
統一性を高める
効果

記録から
活動をより良い
ものに、適切な
ものに見直して
いく効果

記録から
実績の見える化
で活動の適正さ
重要性を伝える
効果

振り返る 共有する 見直しする 見える化する
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見守り・訪問活動の記録様式の紹介
〜札幌市と同様の様式が、全国的にも用いられ・紹介されています〜

「住民主体の生活支援サービスマニュアル　第 2巻　身近な地域での見守り支援活動」
※ 2015 年 12月発行（全国社会福祉協議会　地域福祉部　編）

　中の島地区福祉のまち推進センターと同様の記録様式が紹介されています。
　この様式は、毎回、見守り・訪問した際に「本人の様子・活動上の気づき」などを記載するので、今までの
活動を振り返りながら、今後どんな見守りをしていくと良いのかを考えたり、整理しやすくなります。また、
専門機関へつなぐ時にも、相手の体調・気持ち・生活状況の変化などを正確に伝えやすい様式だといえます。

　八軒中央地区福祉のまち推進センターと同様の記録様式が紹介されています。
　この様式は、活動した日に所定の記号でチェックする形式なので、記録と実績集約にかかる負担を減らすこ
とができます。また、単位町内会や、地区福祉のまち推進センターにおいても、個々の活動者の状況（活動の
様子）などを把握しやすい・集約しやすい様式だといえます。
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　見守り・訪問は、見守る側と見守られる側、双方の理解と協力が必要です。相手の気持ちや考え方を尊重するよ
うに心がけ、お互いに不安や負担を感じることのないよう、以下の点に留意しながら進めましょう。

見守り・訪問活動の留意点 〜ここだけは押さえて！〜

　個人情報の取扱については細心の注意を払いつつも、過剰に反応せず、個人の安全と権利を守るよう、必要な情報は
関係者で共有し、効果的に活用していく視点を持ちましょう。なお、次のような場合は、本人の同意がなくても、第三
者に個人情報を提供できるとされています。

　人には知られたくない秘密があります。見守りの中で知り得た情報を守ることは、信頼関係を築くうえで、
とても重要です。見守りで知り得た情報は、次のとおり、十分取扱いに留意するよう心がけましょう。

★情報の収集は、見守りに必要な範囲に止めましょう！
★知り得た情報は、人に公言しないように気をつけましょう！
★第三者に情報提供する際は、必ず本人の同意を得てから行いましょう！
★�活動記録票などの「個人情報」は、持ち運び・保管場所など管理方法にも�
十分注意を払うようにしましょう！

①法令の定めがある場合
児童・高齢者・障がい者虐待における通報義務に加え、警察や検察等の捜査機関からの照会などがあたります。

②本人の利益を守ることが優先される場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき（個
人情報保護法第 23条）急病等の緊急対応時に、消防や医療機関に通報したり、家族の連絡先を関係者に提供す
る場合などが考えられます。

　自分と同じように相手にも感情の起伏
があります。広い心で受け止めて、少しずつ関係を
築いていきましょう。また、自分の価値観を押しつ
けることなく、一人ひとりの考え方や、暮らし方を
尊重することも大切です！

　活動の中で困ったこと、不安に感じた
ことがあったら、同じ地域の見守り活動
者や、社会福祉協議会などに相談しましょう。なお、
定期的な話し合いの場づくりは、悩みを抱え込ませ
ない仕組みとしても役立ちます！

　見守り・訪問は、誰もが安心して暮らせるまちづ
くりをめざして、同じ地域で暮らす住民が、お互い
に支え合うための活動です。「見守ってあげる」といっ
た上から目線ではなく、同じ目線で「困った時はお
互い様」という気持ちを大切にしていきましょう！

　見守り・訪問は暮らしとともにある息の長い活動
です。気負わず、無理のない範囲で、細く・長く進
めていきましょう。なお、話し合いの場を設け、
みんなで見守りの重要性を確認しながら進めること
も、活動を継続していくためには大切です！

政治・宗教活動は行わないなど、相手に誤解・不快を感じさせるような行為は慎みましょう！
最後に、礼に始まり礼に終わるという言葉もあります。挨拶と礼儀を守って活動しましょう！

※個人情報の取扱については、本会発行「福まち活動の手引き（個人情報の取り扱い編）」等をご覧ください。

信頼 思いやり

・・・  プライバシーに配慮する  ・・・

個人情報保護法の例外規定について

広く受け止め・個々を大切に！

一人で抱え込まない！

困った時はお互い様　同じ目線で！

活動は細く・長くをモットーに！

その他
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　見守りのすすめは「気にする・気
にかけること」を「見守り活動」と
して具体的にお示しし、その参加を
できるだけ多くの方に呼びかける目
的で作成しました。見守り活動の入
門編として活用いただくためのテキ
ストとなっています。

　左記の見守りのすすめ入門編から、
一歩ステップアップして、実際に相
手に声をかけたり、訪問したりする
活動に焦点を充て、その具体的な取
組方や注意すべき点などを紹介した
テキストとなっています。

札幌市・区社会福祉協議会／札幌市

も く じ

Ⅰ  見守り活動を始める前に� 1
Ⅱ  周囲からの「見守り活動」のイメージ� 2
Ⅲ  見守り活動とは� 4
Ⅳ  周囲からの見守り活動を始めてみましょう� 6

Ⅴ  日常と違う点を見つけたら� 11
Ⅵ  見守り活動を続けるにあたって� 12
　　�「福まち活動の手引き」をご活用ください� 13
　　�作成にあたって� 14

見守りのすすめ
みんなで気にかけよう！

札幌市・区社会福祉協議会／札幌市

も く じ

Ⅰ  見守り活動とは� 1
Ⅱ  声かけ・訪問活動が必要な背景� 2
Ⅲ  声かけ・訪問活動のイメージ� 3
Ⅳ  声かけの取り組みと活動ポイント� 4
Ⅴ  交流の場を活用した取り組み� 6
Ⅵ  訪問の取り組みと活動ポイント� 7
Ⅶ  声かけ・訪問活動を円滑に進めるために� 10

Ⅷ  こんな時の対処方法� 11
Ⅸ  異変を感じた時の対処方法（一般的な流れ）�12
Ⅹ  見守り活動の記録� 13
Ⅺ  対象者の特性と気づきのポイント� 14
� 「福まち活動の手引き」をご活用ください�17
� 活動に関わる学びの機会� 18

見守りのすすめ
みんなで支え合おう

声かけ・訪問編

各種冊子は、社会福祉協議会のホームページよりダウンロードできます
ホームページアドレス：http://www.sapporo-shakyo.or.jp/

　地域福祉活動において、個人情報
を正しく理解し、上手に活用するこ
とで、福まち（見守り・訪問など）
に携わる方々の不安が少しでも解消
され、安心して活動に取組んでいた
だくための手引きです。

　地域の見守り活動は、歩いていけ
る範囲、つまり町内会・自治会圏域
での活動でなければ、きめ細やかな
対応ができません。町内会・自治会
における「高齢者等への見守り活動」
の取組に関してまとめたバイブルと
言える一冊です。

　地域における見守り・訪問活動を
中心とした日常生活支援の活動は、
様々な知恵や創意工夫により、その
内容も多様化しています。福まち事
業を支えてこられた方々の「現場の
声」を広く紹介し、今後の地域福祉
活動で活用していただくための事例
集です。

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会／札幌市

地域の福祉活動事例集
福まち活動者向け　地域福祉マップは、地域の見守り

活動を促進する方法のひとつです。
　この手引きは、特に町内会・自治
会の皆様に活用いただくことで、福
まちの基本目標「住民同士の日常的
な支え合い活動の推進」の充実に役
立てていただくための手引きです。

地域福祉活動にかかわる参考資料（各種冊子）をご活用ください

　本会では、福まち活動に携わる方々をはじめ、市民の皆さんの地域福祉への取組を支援するために、各種冊
子を作成しています。見守りなど、地域の支え合い活動を進める際の資料として役立てていただければ幸いで
す。なお、以下の冊子が必要な方や関心のある方は、最寄りの社会福祉協議会までご連絡ください。

　見守り・訪問活動イメージキャラクターの「まもりん」です。
　「まもりん」は、地域の皆様と社会福祉協議会が一緒になって、札幌の街に「見守り・
訪問活動の輪」を広げていきます。
　「まもりん」は、のぼりやポスターなど、様々な場面で登場します。地域の皆様には、
広報誌やイベントなどでこの「まもりん」をPRいただきますようお願いしております。
季節ごとに衣替えもできますので、気軽に各区社会福祉協議会にお問い合わせください。

▶札幌市立大学デザイン学部デザイン学科　メディアデザインコース 4年（当時）　目黒�舞さん作成

見守り・訪問マスコット「まもりん」のご紹介
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本冊子に関する問い合わせ先

お住まいの区の社協 所在地 電話番号

中央区社会福祉協議会 札幌市中央区南2条西10丁目　中央区民センター1階 281－6113

北　区社会福祉協議会 札幌市北区北24条西6丁目　北区役所1階 757－2482

東　区社会福祉協議会 札幌市東区北11条東7丁目　東区民センター1階 741－6440

白石区社会福祉協議会 札幌市白石区本郷通3丁目北1-1　白石区民センター2階 861－3700

厚別区社会福祉協議会 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目　厚別区民センター1階 895－2483

豊平区社会福祉協議会 札幌市豊平区平岸6条10丁目　豊平区民センター1階 815－2940

清田区社会福祉協議会 札幌市清田区平岡1条1丁目　清田区総合庁舎3階 889－2491

南　区社会福祉協議会 札幌市南区真駒内幸町2丁目　南区役所3階 582－2415

西　区社会福祉協議会 札幌市西区琴似2条7丁目　西区役所1階 641－6996

手稲区社会福祉協議会 札幌市手稲区前田1条11丁目　手稲区民センター1階 681－2644

札幌市社会福祉協議会 札幌市中央区大通西19丁目1-1　札幌市社会福祉総合センター3階 614－3344

地域見守りサポーター養成研修をご活用ください
〜見守り・訪問活動をもっとよく知りたい！ ぜひ自分も実践したいという方は！〜

　社会福祉協議会では、見守り・訪問活動の輪を拡げるために「地域見守りサポーター養成研修」を開催して
います。地域の関係組織・団体（町内会、福祉のまち推進センター、民生委員児童委員協議会、老人クラブ）
をはじめ、企業・学校などからの依頼に応じて、無料の出張研修として開催します。
　研修では、地域福祉の知識と経験を持った社会福祉協議会の職員が、見守り・訪問活動の必要性や具体的な
進め方など、ポイントを分かりやすく解説しますので、是非、ご活用ください。

（交通安全リフレクター）

地域見守り
サポーター

養成研修修了書

【白石区社会福祉協議会は平成 28年 11月 7日から右記に移転します】白石区南郷通 1丁目南 8　白石区複合庁舎 1階　TEL・FAXは変更ありません

作　成　社会福祉法人�札幌市社会福祉協議会／札幌市
協　力　中の島地区福祉のまち推進センター／八軒中央地区福祉のまち推進センター
問合せ　札幌市中央区大通西 19丁目 1-1　札幌市社会福祉総合センター 3階
　　　　TEL）011-614-3344　FAX）011-614-1109
　　　　ホームページ　http://www.sapporo-shakyo.or.jp

発行日　平成 28年３月

問合せ　札幌市社会福祉協議会
　　　　ボランティア活動センター
T E L　011－623－4000


