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福井県民社会貢献活動推進計画の紹介（第２回）

ボランティア活動を引っ張るシニアのパワー！
県は、本年 3 月、「県民社会貢献活動推進計画」を策定しました。その内容を 4 回にわけて紹介し
ています。
2 回目の今回は、『アクティブシニアがリード、バックアップする社会貢献活動』です。
突然ですが、福井県でボランティア活動をしている方が最も多いのは、何歳ぐらいの方だと思いま
すか？ 1 年間で、ボランティア活動に参加している人の割合を年齢別に見ると、65歳から69歳の方が
81.4％と最も高くなっています。（福井県「県民の社会貢献活動に関する調査」
。下のグラフ参照）
また、同調査に回答した人の73.4％が、
「60〜

年齢別ボランティア活動の年間行動者率（18歳以上）
（H23.4.1〜 H24.3.31）

75歳頃になっても元気な場合はボランティア活動
に参加したい」と思っています。
こうしたアクティブシニアが、
これまでの経験・
知識・技術を活かして積極的にボランティア活動
に参加し、活動の牽引役を担っていただくことが
期待されています。
しかし、ボランティア活動に参加したいと考え
ていても、参加できなかった方もいます。参加で
きなかった理由で最も多いのは、「時間的に余裕
がなかった」ですが、2 番目に多かったのは、
「活
動場所や内容等、ボランティア情報がわからなか
った」
でした。ボランティア活動に参加する意欲、
ボランティア活動に参加できなかった理由

時間、体力等があるにも関わらず、情
報不足のためにボランティア活動に参
加できなかった方がいることは、残念
です。
そこで、次ページ以降では、アクテ
ィブシニアが社会貢献活動に率先参加
（リード）し、応援（バックアップ）
してもらうための活躍の場の提供につ
いて、詳しくご紹介します。
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アクティブシニアの社会貢献活動

アクティブシニアの力でＮＰＯ活動の活性化を目指す
☆アクティブシニアとＮＰＯのマッチング会を開催しました☆
県では、9 月28日
（土）に、公益社団法人福井県シルバー人材センター連合が主催する「ふくい元気・
シルバーフェスタ」会場内（美浜町生涯学習センター
「なびあす」
）で、アクティブシニアとＮＰＯの
マッチング会を開催しました。

○開催目的
アクティブシニアの方の社会貢献活動への参
加のきっかけづくりと、アクティブシニアの方
がＮＰＯの運営スタッフとして参加したり、ボ
ランティアとして活躍していただくことによる
ＮＰＯの活動の活性化を目的としています。

○内

容

ＮＰＯが会場内に日頃の活動を紹介するブー
スを設置し、フェスタ参加者を対象にＮＰＯ活
動への参加を呼びかけました。
フェスタに参加したアクティブシニアは、県内の様々なＮＰＯ活動の内容を知ることができ、興味
のある活動に参加の申し込みをすることができました。

○参加者の声
フェスタに参加したＮＰＯからは、
「一般の方には、ＮＰＯの活動内容があまり知られていないこ
とが分かりました。参加していただいたアクティブシニアの方に、地域には様々な活動をしている団
体があるということを認識してもらえたことは大きな収穫です。参加者の方の中には、今後、私たち
の活動に参加してくれたり、自らＮＰＯを立ち上げたりする方が出てくると期待が持てました。
」と
いう声が聞かれました。

社会貢献活動をしてみたいと考えているアク
ティブシニアの皆さん、お住まいの地域にも多
くのＮＰＯがあり、皆様の力を必要としていま
す。ＮＰＯに参加することで、社会貢献活動を
始めてみませんか。
「ＮＰＯ活動に参加したいけれど、どうした
ら参加できるかわからない。」という方には、
次ページで、県内で活動するＮＰＯが募集する
ボランティア情報の探し方について、紹介して
います。
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アクティブシニアの社会貢献活動

ボランティア情報の探し方
☆自宅のパソコン等で簡単にボランティア情報を探せます☆
ボランティア情報を多くの人が手軽に入手できるように、県では、インターネット上でボランティ
ア募集情報を検索したり、ボランティアに応募したり、また、ボランティアを必要とするＮＰＯが募
集情報を掲載することができるホームページ「福井県社会貢献支援ネット（通称：支援ネット）」を
昨年 6 月から運用しています。
ボランティアの募集情報を探したいという方は、まずは「支援ネット」に登録してください。
会員登録は、下記アドレスのサイトからできます。（※会員登録は無料です）

https://www.navi-fukui.jp/

福井県支援ネット

検索

⇦
トップ画面イメージ

会員登録は、
こちらから

➡
定年後の第２の人生は社会貢献活動を！

☆新たな生き方を提案します☆
県では、定年退職を迎えるアクティブシニアの方に、定年後はぜひ社会貢献活動へ参加していただ
き、地域の活性化に力を貸していただきたいと考えています。そこで、退職間近な方を対象に、退職
後のライフプランの 1 つとして、ＮＰＯ活動などの社会貢献活動への参加を、県内の企業を訪問し、
提案しています。
実際にボランティア活動やＮＰＯ活動を行っている方々の活動事例や、ＮＰＯがどのような知識、
技術、経験をお持ちの方を求めているのかを具体的にお示しすることで、
「自分も社会貢献活動に取
組んでみよう。」と考える方が増えることを目指しています。
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アクティブシニアの社会貢献活動

ボランティア活動を身近なものにする取組み
☆ボランティアしたい人のための講座を実施☆
○アクティブシニア養成支援事業
高齢者の生きがい増進と地域活動への積極的な参加を促進
するため、おもちゃ修理や読み聞かせなどの専門的知識・技
能を習得する養成講座を実施しています。
また、技能習得者をアクティブシニアとして登録し、仲間
づくりと知識・技術のレベルアップを図るため、登録者のフ
ォローアップ研修や交流会を開催しています。
【お問い合わせ先】
福井県社会福祉協議会 福井市光陽２丁目３番22号
電話：0776−24−2433
ＨＰ：http://sukoyaka.f-shakyo.or.jp/static/00000203/024/00002393.html

☆ボランティア活動の経費を支援☆
○
「達年」地域ボランティア活動支援事業
新たに高齢者の仲間入りをする「団塊の世代」の
社会参加活動を促進するため、一人暮らしの高齢者
や在宅・施設の要介護高齢者に対する生活支援（レ
クリエーション、話し相手等）や子育て支援（子ど
もの預かり等）などの活動を行う元気な高齢者（達
年）を中心としたボランティアグループを毎年 4 月
頃に募集し、支援しています。
【お問い合わせ先】
福井県長寿福祉課 福井市大手３丁目17番１号
電話：0776−20−0330
ＨＰ：http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/tatunen.html

☆まだまだあります！☆
県内には、ここで紹介しきれなかったもの以外にも、アクティブシニアの方の活躍を支援する事業
が数多くあります。そういった情報をご覧になりたい方は、県のホームページの「ふくい元気シニア
応援情報リンク集」をご覧ください。このホームページには、シニアの方が活動の場を広げ、充実し
た生活を送ってもらうことに役立つ情報が満載です。
ボランティア関係の情報は、このホームページの「参加する」の項目に記載されています。ぜひ一
度覗いてみてください。

ふくい

元気シニア

検索

⇦
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イベント紹介

「SATOYAMA国際会議2013 in ふくい」が開催されました。
☆「SATOYAMA国際会議」の成果☆
9月8月
（日）から14日
（土）にかけて、「SATOYAMA イニシアティブ国際パートナーシップ第 4
回定例会合（IPSI−4）」とその関連イベントが開催され、28の国と地域から里山保全・再生の専門家
が集まり、延べ2,000人以上が参加しました。
また、各国の参加者による県内全17市町での交流や宿泊事業を通して、
福井の里地・里山・里海湖（さ
とうみ）の魅力が世界に発信されるとともに、越前市白山地区の「コウノトリ呼び戻す農法米」によ
る里山振興や、「三方五湖自然再生協議会」による自然再生の取組などに基づいて、活発な議論が行
われました。今後、福井で得られた新しい知見や経験が、各国
で実行されることとなります。
さらに、同会議 の 期 間 中 に は、 国 内の101の団体により、
「SATOYAMA イニシアティブ推進ネットワーク」が設立さ
れました。SATOYAMAにおける生物多様性の保全や利用の
取組を国民的理解へ展開することを目的とした、今後の活動の
展開が期待されます。

「ふくい 味の週間」が始まります！
11月の第 2 日曜日から第 3 日曜日は、「ふくい 味の週間」です。
期間中は、協賛の飲食店での特別メニューや郷土料理の提供、学校や飲食店での食育講座などが県
内各地で実施されます。また、11月16日（土）
、17日
（日）
は、福井県産業会館において、カニ鍋やフグ
鍋、
ご当地グルメの食べ歩きや、焼き鯖寿司体験、
全国高校生食育王選手権大会などの催しが実施され、
地産地消に携わる県内のＮＰＯも参加します。福井ならではの食の魅力を大いに満喫してください。
【お問い合わせ先】
福井県農林水産部農林水産振興課
TEL：0776−20−0421
H P： http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/nourin/

県政広報ふくい

味の週間

検索

⇦

☆親子で家事にチャレンジ！☆
県男女参画・県民活動課では、
「ふくい 味の週間」期間中の11月17日
（日）
に、
「福井県生活学習館（ユ
ー・アイふくい）」において、「家事チャレンジイベント家事体験隊」を実施します。
幸せ料理研究家こうちゃん直伝の男の料理教室や、料理や掃除などの家事を親子で体験するスタン
プラリー、父と子が協力して家事にチャレンジしているビデオや写真の上映会など、家族で楽しめる
イベントです。皆様のご来場をお待ちしています。

家事体験隊

検索

⇦
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ＮＰＯ活動紹介
本年 9 月に開催された「SATOYAMA国際会議2013inふくい」にちなみ、里地里山の保全・再生に
取り組んでいる県内のＮＰＯ活動の紹介の 2 回目です。
〈概要〉事務所 ： 勝山市北谷町小原33−8
ＴＥＬ ： 0779−83−1011
E-mail ： ohara-eco@nifty.com
ＵＲＬ ： ohara-eco.jimdo.com/

小原ECOプロジェクト

かつては多くの人が住みながら、今では住む人が少なくなってしまった地域があります。勝山市北
谷町小原地区は、そういった地域の 1 つです。
「同地区の自然や文化を維持・管理し、ひいては地域の活性化にもつなげていきたい。
」そういった
思いから、区長や住民を中心として、平成18年に小原ＥＣＯプロジェクトが立ち上がりました。
その活動内容を紹介します。
同地区では、古民家が平成18年の大雪で倒壊しました
が、特殊な建築形態であったため、景観として残したい
と考え、福井工業大学と連携して修復作業を行いました。
さらに、修復した古民家を活用して、野菜の貯蔵や鯖の
なれ寿司などといった雪深い地域ならではの生活文化に
触れたり、林業を体験するエコツアーを企画したりして
います。エコツアーには、例年、県内外から約200名の
方の参加があり、地域の高齢者もインストラクターとし
て活躍しており、高齢者が多くの人と触れ合う機会にも
エコツアー

つながっています。

活動内容をもうひとつ紹介します。勝山市の天然記念物に指定されているミチノクフクジュソウと
いう花をご存知でしょうか。福井県では勝山市北谷町が唯一の自生地となっている日本固有の植物で、
環境省の準絶滅危惧種に指定されています。
ミチノクフクジュソウは、背丈が低く、その生育地が背の高い植物に覆われると、日照不足により
生育できなくなるため、地域の住民や小学校と連携し、生育環境を守る活動を実施しています。特に、
地域の小学生に対しては、草刈りなどの活動の他にも、川遊びや植物採集、自然観察などのワークシ
ョップを行い、子ども達が自然と触れあう機会の提供を行っています。
また、これらの活動以外にも、大長山や赤兎山の登山
道への階段設置や、駐車場の維持管理等を行って、登山
者の利便性を図ったり、
高山域固有の植物を守るために、
登山者の衣類などに付着して持ち込まれる高山域にない
植物の除去活動も行っています。
同プロジェクトの國吉代表は、「エコツアーの実施に
より、若い方や県外の方など多くの人に出会え、それが
自分自身の楽しみにもなっています。
」
「ミチノクフクジ
ュソウの開花を目にすると、地域が存続していることを
ミチノクフクジュソウの保護活動

強く感じます。
」と語り、「日本各地にある限界集落を、

どのように管理していくのか。自分たちの活動がモデルケースとして他の地域の参考になれば良いで
すね。」と笑顔で語ってくれました。
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ＮＰＯ活動紹介
〈概要〉事務所 ： 越前市都辺町36−84
ＴＥＬ ： 0778−28−1045
E-mail ： s-shinkou@es.ttn.ne.jp
ＵＲＬ ： http://www2.ttn.ne.jp/~s-shinkou/

しらやま振興会

国の特別天然記念物に指定されているコウノトリをご覧になったことはありますか？平成23年12月
に兵庫県コウノトリの郷公園から移送されたつがいが、越前市白山地区中野町のゲージで飼育されて
います。
そんな白山地区の里地里山の活性化を、「地域のことは地域で解決する」をモットーに活動してい
るのが、
「しらやま振興会」です。メンバーは、白山地区の区長をはじめ、ＰＴＡや老人クラブ、民
生委員の方など、総勢142名で構成されています。
同振興会では、「コウノトリが住む白山地区」を
売りにして、白山地区で育った農産物等のブランド
化を進めています。かつて日本各地で見られたコウ
ノトリが生息するためには、周辺に餌となる魚や小
動物がいることが必要ですが、農薬の使用によって
餌が取れなくなり、その数を急速に減らしていきま
した。このことから、地区の農家に無農薬あるいは
減農薬の農作物の生産を推奨し、里地里山の再生を
進めていきました。
「コウノトリ米」の田植え

その結果、安全・安心な「コウノトリ米」が定着

し、県内外から米の注文が直接入るようになりました。同振興会では、ブランド化がさらに進むこと
によって、農家の後継ぎや新規就農者が増加することを期待しています。
同振興会の活動は、他にもあります。
コウノトリがやってきて以降、同地区には県内外
から多くの観光客が訪れましたが、お土産を買う場
所や、休憩する場所がないことが悩みの種でした。
「遠くから来た方に、おいしいものを食べて、ゆっ
たりとした時間を過ごしてほしい。」と考えて実施
したのが、
『ほたるカフェ』
です。
『ほたるカフェ』
は、
6 月の土、日だけの期間限定営業ですが、廃校にな
った小学校を利用して、白山地区産にこだわった米
や野菜で作ったランチを提供し、夕暮れには蛍の鑑
賞を楽しんでもらいました。期間中、延べ790人の
ほたるカフェ

方が訪れ、
「コウノトリだ

けでなく、蛍も住む自然豊かな白山地区」を満喫しました。
同振興会の加藤参与は、
「コウノトリをきっかけとして、地域が活性化し
ています。メンバーで知恵を出し合い、人が集まる仕掛けをさらに考えてい
きたいです。」と語り、「コウノトリだけでは終わらせないですよ！」と力強
く語ってくれました。
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お知らせ

☆ボランティア募集情報☆
認知症カフェ「心愛」

こども療育センター

カフェ「心愛」でお茶を飲みながらの歓談、散歩、
悩み事相談、趣味活動などのお手伝いをしてくださ
るボランティアを募集しています。
活動日時：毎週土曜日 10：00〜15：00
活動場所：福井市渕３丁目1010
ループヤシロビル１階
詳細は、ホームページまたはお電話で
http://fukui-sukoyaka-silver.or.jp/
boranntia.pdf
☆申込み・問合せ先
福井県立すこやかシルバー病院
TEL：０７７６−９８−２７００
（平日 9：00〜17：00）

子どもたちや利用者の笑顔があふれるこのセンタ
ーでボランティアしてみませんか？
○入所、通所児・者の見守り、遊び相手、勉強を
見ていただける方
○布のカット、縫製作業
○食事の介助
○園外活動の付き添い 等
詳細は、ホームページまたはお電話で
http://www.pref.fukui.jp/doc/kodomoryouiku/volunteer̲d/ﬁl/025.pdf
☆申込み・問合せ先
福井県こども療育センター 入所療育課
TEL：０７７６−５３−６５７１

海岸清掃

☆ボランティア関連情報☆

県内海岸の景観と環境の保全を図るため、海岸漂
着物の回収などの美化活動を行うボランティアを募
集しています。
☆申込み
「福井県社会貢献活動支援ネット」にて会員登
録（活動分野の項目では、「環境の保全」を選
択してください。）をしていただいた方に、活
動日時等をご連絡します。
詳細は、ホームページまたはお電話で
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/
index.html
☆問合せ先
福井県安全環境部 循環社会推進課
TEL：０７７６−２０−０３１７

スポーツ・レクリエーション！
障害のある人とない人が出会い、スポーツレクリ
エーションを共に楽しみ、喜びを分かち合う。あな
たも一緒にこのイベントに参加しましょう！
○卓球バレーを楽しもう
11月28日
（木）13：00〜15：00 春江中公民館
○エアボールを楽しもう
12月19日
（木）13：00〜15：00 春江中公民館
詳細は、ホームページまたはお電話で
http://fukuirec.net/
☆申込み・問合せ先
福井県レクリエーション協会
TEL：０７７６−３５−５５０９

☆ＮＰＯ関連情報☆
ＮＰＯ法人の会計税務相談

事業報告書の提出はお済みですか？

開催日：11月６日
（水）、12月４日
（水）
時 間：13：30〜16：30の間、完全予約制
１法人当たりの相談時間は45分程度
参加費：無料
場 所：ふくい県民活動・ボランティアセンター
申込み：申込みは各相談日の前週の金曜日まで
先着順
詳細は、ホームページまたは電話で
http://info.pref.fukui.jp/danken/npo/040̲
info̲center/centernews.php
☆申込み・問合せ先
ふくい県民活動・ボランティアセンター
TEL：０７７６−２９−２５２２
E-mail ： f-npo-c@ceres.ocn.ne.jp

ＮＰＯ法人は、法律により毎事業年度終了後３か
月以内に事業報告書を県に提出しなければなりませ
ん。まだ事業報告書を提出していない法人は、速や
かに提出してください。
☆問合せ先
ふくい県民活動・ボランティアセンター
TEL：０７７６−２９−２５２２
E-mail ： f-npo-c@ceres.ocn.ne.jp
なお、
ＮＰＯ法人の事業報告書は、
ふくい県民活動・
ボランティアセンターで閲覧することができます。
また、内閣府のＨＰでも閲覧することができます。
https://www.npo-homepage.go.jp/
portalsite/index.html

《発行者》 ふくい県民活動・ボランティアセンター
（福井県総務部男女参画・県民活動課）
〒910−0858 福井県福井市手寄１丁目４−１ アオッサ７階
TEL：0776−29−2522
FAX：0776−29−2523
E-mail：f-npo-c@ceres.ocn.ne.jp
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