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１ 団体の概要 

シニア世代の中高齢者会員が高齢者、社会的弱者、子どもを含めて広く一般市民や、ＮＰＯ法人

等の非営利組織、中小企業等に対して、会員が培ってきた様々な経験、専門的な知識、資格、技術

等を生かした福祉活動、地域経済活性活動、技術振興、人材育成、就労支援活動等に関する事業を

行い、会員自身の心身の健康と生きがい、地域社会の多くの人たちが共に健康で元気に生き生きと

暮らせる明るい社会造りの増進に寄与することを目的としている。 
活動内容としては、遊休農地の解消とシニア世代の生きがいづくりを目的とした農業活動や、仮

設住宅等に住む高齢者を対象とした農作物や日用品等の移動販売の他、そば打ち体験、芋煮会、パ

ソコン講座、里山ハイキング等、様々な体験プログラムの提供を実施している。 

 

活動開始年度 平成 19 年度 ＮＰＯ法人設立年度 平成 19年度 

活動分野 コミュニティ形成支援 

所在地 福島県いわき市郷ヶ丘 2丁目 54-1 

電話 0246-88-6501 FAX 0246-88-6502 

E-mail info@npo-s-jinzai.jp 

URL http://npo-s-jinzai.jp/ 

代表者 藁谷 道弘 会員数 98名 

スタッフ数 常勤 10 名程度 

事業規模 約１億 200万円（平成 26年度） 

 
２ 活動内容 

平成 20年度より、農業の担い手不足に悩む市内の中山間地域で農業生産の支援を開始すると同

時に、都市部に暮らす高齢者で日々の買い物に困っている買い物難民を対象に、中山間地域で生

産された野菜等を販売する定期市を開催した。その後、平成 22 年度からは遊休農地（60a）を再

生利用して団体自ら農業生産を始めるとともに、車両を導入して買い物難民向けの移動販売も開

始した。また、平成 23 年度からは、都市部の高齢者と中山間地域との交流促進を目的として、農

業体験やそば打ち体験、里山ハイキング等のイベントも取り組み始めた。 

東日本大震災後、一時活動は中断したが、ガソリン不足で移動できない住民から移動販売を望

む声が多く寄せられたことから、県外から食材を取り寄せる等して移動販売を再開した。その後、

避難者の仮設住宅も増えてきたため、仮設住宅向けの移動販売も始めた（４つの団地と 14か所の

仮設住宅を毎週１回訪問）。 

特定非営利活動法人シニア人財倶楽部（福島県いわき市） 
シニア人材が移動販売や農業体験、里山散策等様々なサービスや体験プログラムを仮設住宅等の高齢
者に対して提供することで、高齢者の孤立防止や生きがいづくり、コミュニティ活性化に貢献 

事
業
名 

団地及び仮設住宅居住の高齢者の孤立を防ぎ心身の解放を図るコミュニティづくり事業（平成25年度） 

仮設住宅等に居住の高齢者の孤立を防ぎ心身の解放を図るコミュニティづくり事業（平成26年度） 

学び・体験・交流による被災者の生きがいづくり事業（平成27年度） 
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平成 25～27 年度も、引き続き移動販売を継続して行いながら、団地や仮設住宅の高齢者のコミ

ュニティの形成促進や中山間地域との交流促進等を目的として、高齢者のニーズを踏まえながら、

農業体験、そば打ち体験や料理教室、里山ハイキング、ホタル観賞会＆バーベキュー、音楽コン

サート、芋煮会等の様々なプログラムを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 活動の特徴 

（１）活動の中で見られた工夫や活動が上手く進んだポイント 

●退職したシニア世代の生きがいや楽しみづくりがきっかけ 

定年退職したシニア世代が、やりがいや生きがいを感じながらどのように余暇を過ごすかとい

う観点から活動をスタートさせている。例えば、中山間地の農業を手伝いながら農業を楽しむ、

そば打ちを楽しみながら学ぶ、趣味が高じて料理教室を始める、里山ハイキングを行う等、シニ

ア世代のメンバーが自分たちの人生を楽しみたいという思いを実現することが基本にある。そこ

に都市部や中山間地域の高齢者の課題へ対応していくという公益的な役割が次第に加わること

で、高齢者のコミュニティ活性化や孤立防止といった成果が現れてきている。 

会員であるシニア世代の活動は、義務感というよりも自分が学びたい、楽しみたいという思い

が動機となっていることから、結果として、モチベーションの維持、活動の継続や広がりにつな

がっている。 

 

●シニア世代が持つ経験、ノウハウ、技術を生かしたバラエティに富んだ活動支援 

活動に参画しているシニア世代は、IT、建設、製造、金融、

行政等、様々な業種で勤務してきた経歴や技術・ノウハウを

持つ人材が集まっていることから、ＮＰＯ法人の立ち上げ、

事業計画や法人の運営等については現役時代に培った知見や

ノウハウが生かされている。また、助成金等を獲得する際の

企画書や事業計画書の作成といった様々な書類作成について

も、シニア世代の人材が有する技術やノウハウを生かして対

応することで、これまでも高い確度で様々な助成金事業を受託してきた。 

また、ITに詳しいシニア世代の技術や能力を生かしたパソコンやスマートフォンの使い方を学

ぶことができる高齢者向けのパソコン講座は非常に好評であり、開催するたびにすぐに申し込み

を打ち切るほどである。 

 

●まずはやってみるという気質、体制 

会員には、多くの苦労や成功を体験してきた経験豊富なシニア世代がそろっていることから、

農業体験の様子 里山ハイキングの様子 そば打ち体験の様子 

パソコン講座の様子 
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できるかできないか悩むのではなく、思いついたらまずはやってみようという精神が基本にある。

できる範囲でまずは実際にやってみて、上手くいけば継続し、失敗すれば原因を考えて改善して

いくという試行と改善の積み重ねによって、ノウハウと技術を蓄積しながら実践的に取り組んで

きた経緯がある。 

そのため、何か活動を企画してから実際に動き出すまでが非常に早く、何か問題が起きた場合

や、高齢者からニーズや改善意向が出た場合でも、すぐに対応して改善できるような体制が構築

されている。 

 

●移動販売が高齢者とのコミュニケーションを活性化させるツール 

仮設住宅に住む独居高齢者等に対する支援として、孤立防止や見守りの観点から相談員制があ

るが、相談員が訪問して話そうとしても、高齢者は比較的閉じこもりがちな場合が多く、また、

お互いのことが良く分からない中で、すぐにコミュニケーションを図ることは難しい。 

しかし、移動販売では、売る・買うという行為の中で、訪問を重ねるごとに自然と会話が生ま

れるようになる。そして、次第に高齢者から信頼されるようになると、高齢者自身の困りごとや

や家族の話等も相談してくれるようになる。 

その結果、高齢者が今何を欲しいと思っているのか、何に困っているのかという状況がよく分

かるようになり、利用者のニーズにより合った品ぞろえができる、困りごとや課題を踏まえて、

高齢者に喜ばれるプログラムの企画・運営が実施できるといったより質の高い活動にもつながっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成長プロセスにおける特徴 

活動分野 平成 19～22 年度 平成 23～24年度 平成 25～27年度 

コミュニ
ティ形成
支援 

     

 

・中山間地の農業支援 
・法人主体の農業生産、

朝市の実施 
・移動販売の実施 

・仮設住宅等に住む被
災者や高齢者を対
象とした移動販売
も開始 

同左  

     
     

 

・平成 22年より、高齢
者のニーズに合わせ
たプログラムの企
画・運営も開始 

・仮設住宅等に住む被
災者や高齢者を対
象としたプログラ
ム提供も開始 

都市部や中山間地の高齢者の
ニーズを踏まえて、双方の交
流促進やコミュニティ形成を
目的として内容や種類を充実
させた各種プログラムを提供 

 

    

：「ＮＰＯ等の運営力強化を通じた復興支援事業」で実施した内容 

移動販売の様子 移動販売を通じたコミュニケーション 
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（３）事業実施の各段階における関係主体との関連 

  関係主体との関連 

実
施
前
～
被
災
前
（
平
成

19
～
平
成

22
年
度
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被
災
後
～
実
施
中
（
平
成

23
～
平
成

27
年
度
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 活動の成果・効果 

（１）成果 

◎仮設住宅等に住む高齢者のコミュニティ形成に寄与 

移動販売や様々なプログラムの提供を通じて、仮設住宅に閉じこもりがちな高齢の避難者にコ

ミュケーションの機会を提供するとともに、外出の機会も提供することができた。 

また、里山ハイキングやそば打ち体験、ホタル観賞会などを通じて、仮設住宅に暮らす高齢の

避難者に、豊かな自然環境を体験できる機会や精神的な癒しの提供にも役立った。 

 
◎中山間地域と都市部の交流促進 

農業生産や農業体験を行っている中山間地域の高齢者と、仮設住宅等に住む高齢者との交流を

目的として、そば打ち体験や、里山ハイキング、芋煮会やホタル観賞会など、様々な交流プログ

ラムを開催した。 

その結果、中山間地域及び都市部の高齢者間で顔が見える関係性が生まれ、結びつきが強くな

った。そして、それぞれの楽しみや生きがいづくりにもつながっている。 

 

（２）受益者数 

活動内容 受益者数 

コミュニティづくりや健康増進を目的としたプ

ログラムの提供（農業体験、そば打ち体験等） 

参加した高齢者 459名（平成 25年度） 

 606名（平成 26年度） 

シニア世代（会員） 
特定非営利活動法人

シニア人財倶楽部 
活動協力 

団地等の都市部にすむ高齢者、買い物難民 

経験、ノウハウ等を生かし
た活動への参画 

農業体験、そば打ち体験、里山ハ
イキング、芋煮会等の交流促進の
ためのプログラム企画・運営 様々なプログラムの提供 

農業生産、移動販売 

シニア世代（会員） 
特定非営利活動法人

シニア人財倶楽部 
活動協力 

団地等の都市部にすむ高齢者、買い物難民 

被災した仮設住宅等に住む高齢者等 

経験、ノウハウ等を生かし
た活動への参画 

農業体験、そば打ち体験、里山ハ
イキング、芋煮会等の交流促進の
ためのプログラム企画・運営 

様々なプログラムの提供 
農業生産、移動販売 
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（３）受益者の満足度を高める工夫や受益者の活動への参加を維持・促進する工夫 

◎楽しみとなるイベントを通じた口コミによる参加者の広がり 

シニア世代の会員は基本的には口コミで集まっている。 

定年退職後の人生を楽しむことが基本になっていることから、農業体験やそば打ち体験といっ

た汗を流す仕事や料理をして食べるといった達成感や楽しみを伴うプログラムへの参加を通じ

て、会員増加につながっている。 

また、入会時には、どのような活動を行うのか、どのような役割を担っていただくのかといっ

たことをしっかり説明して納得した上で入会していただいているため、入会前後のギャップも生

じにくくなっている。 

 

◎負担感が偏らない役割分担とフラットな関係づくり 

活動を行う上で、特定の会員に責任や作業ボリュームが増すなどの負担が偏らないように配慮

した役割分担を行い、できる限り公平に活動できるようにしている。 

また、活動を行うにあたり、現役時代の役職等は全く関係なく、全員が対等な立場での参加を

基本としており、会員の中で不本意な上下関係や利害関係が生じないように配慮されていること

から、会員にとって活動しやすい環境となっている。 

 
（４）効果（満足度アンケート結果より） 

【避難者同士や地域住民との交流が図られた】 

 「どちらかといえば改善した」「改善した」を合わせると 87.5％となっており、改善したと考

える割合が約９割と高くなっている。 

 

図表 避難者同士や地域住民との交流が図られた 

 

 

 

 

 

 

 

（５）受益者の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆受益者の声 

 ○ＮＰＯからの支援等がなくなってしまうと、現在、災害公営住宅に入居している高齢者や

その他の住民の方が、震災後のような何も楽しみのない生活に戻ってしまうと思うので、

ひき続き、ＮＰＯの支援は継続してほしいと思います。（女性、40代） 

 〇ＮＰＯから支援を頂いて、外出の機会やお茶会等を開いて頂だければ、１人１人の孤立感

もなくなると思います。（女性、60代） 

○高齢者の１人暮しで、毎日テレビを見ています。ＮＰＯの行亊に参加すると楽しい１日を

過ごすことができます。ボケ防止に色々な行亊を行ってほしいです。（女性、80代） 
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５ 活動の継続に向けた課題と今後の展望 

（１）活動の継続に向けた課題 

◎来年度以降の活動資金の不足 

これまで、いわき市の助成金を活用する形で活動を継続してきたが、来年度以降は助成金が出

なくなることから、活動の継続が非常に厳しい状況にある。単年度の助成金等を獲得して継続し

ていくことも可能だとは思うが、収益源の核となる活動がない中では、安定的な支援活動は非常

に厳しい状況にある。 

 

（２）今後の展望 

◎活動の継続に向けた新たな方策の必要性 

移動販売の平成 27 年度の延べ利用者数は平成 28 年１月時点で 11,000 人を超えており、この

支援活動が今年度限りで終わるとなると、これまで利用してきた多くの高齢者支援において厳し

い状況になる。 

これまで利用してきた高齢者の重要な生活インフラを今後も維持していくためには、新たな助

成金事業を獲得する等、何らかの方策が必要になる。現時点で具体的な方向性は決まっていない

が、引き続き、継続の可能性について検討していきたい。 
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