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ふれあい・いきいきサロン
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今回実施したアンケート内容です。

□地区社協　　□民生委員　　□地区ボランティア会　　□自主グループ
□その他（　　　　　　　　　　　）

開催場所＿＿＿＿＿＿＿＿＿　開催頻度＿＿＿＿＿回   参加者数＿＿＿＿人位

内容＿＿＿＿＿＿＿＿　特に参加者に人気の内容＿＿＿＿＿＿__＿＿________

1.サロンの運営主体・内容について。

5.通常のサロンが開催できない中で、今だからこそ出来ること、やってみたいことはありますか？
　また、近いうちに取り組む予定の内容がありましたら教えて下さい。

2.サロンの開催状況について。

□計画通り、サロンを開催している。　□新型コロナウイルスの影響を受けて自粛している
□その他（具体的に＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_____＿＿＿___＿＿＿＿＿__＿）

新型コロナウイルスの影響を受け自粛していると回答頂いた方にお聞きします。

いつから通常のサロンが開催できていませんか？　＿＿＿＿＿＿＿月頃から

サロンはいつ再開する予定ですか？______________________月頃から　or　未定

3.通常のサロンに代わって行った取り組みはありますか？
（例：参加者に電話で様子を聞いた。サロンの代わりにラジオ体操を実施しているなど）

□ある　　□ない
「ある」と回答された方は、具体的に取り組みの内容をお聞かせ下さい。

4.通常のサロンが開催できないことで、生じた困りごとはありますか？
　また、開催できないことで改めて感じたこと、参加者から寄せられた声などありましたらお聞かせ下さい。



ふれあい・いきいきサロン

アンケート結果&ヒント集
各地域で開催されている、ふれあい・いきいきサロンは、地域の様々な世代の居場

所ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、サロンを自粛せざるを得ない

状況にあります。そこで、通常の活動が行えない中でも人と人とのつながりが切れな

いようにするため、どのような方法があるのか地域の皆様にアンケート調査を実施さ

せて頂きました。

123団体にアンケートを送付させて頂き、121団体より回答を頂くことができました。ご

協力ありがとうございました。

今回のアンケート調査の結果と、今後の活動のヒントになる事例やポイントをまとめ

ましたので、ぜひご一読頂きましてご活用頂ければ幸いです。

◆サロンの運営主体について

豊科・三郷・明科は地区社協が主催のサロンが多いようです。一方、堀金・穂高

は自主グループによるサロンが多いようです。また、穂高は地区ボランティア会が

主催、地区ボランティア会と地区社協の共催が多いようです。

他団体と連携する
単独の団体や組織でサロンを運営するのも一つの方法です

が、同じ目的をもつ他の団体や組織と連携することで活動の

幅が広がったり、運営の役割分担もできます。役員の方の負

担感も少なくなり、継続的な活動にも繋がります。
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◆サロンの開催状況について

再開予定は、未定がもっと

も多く、次いで6月、7月と

いう結果でした。

やはり、開催を自粛して

いるという回答が一番多

い結果となりました。

新しくサロンの役員になったけど・・・新型コロナで自粛が続き

サロンを再開するにしても、なにから始めればよいのやら・・・

という声も寄せられています。

再開に際して・・・地区で会議をする、代替の活動を考えたいなど

社協にご相談ください！一緒に考えます！

安曇野市社協本所 0263-72-1871
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6月：
26%

7月：
23%

9月：6%
10月以降：

8%

未定：
44%

再開予定

6月

7月

9月

10月以降

未定

3月頃から開催を自粛しているところが多いようです。開催予定について、未定と

回答された理由としては、『緊急事態宣言や移動の自粛が解除されても集まること

に不安を感じる。』という意見が多く寄せられました。6・7月から開催予定のところ

は、屋外での開催や食事会の自粛など、対策を講じて開催されるようです。
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◆通常のサロンに代わって行った取り組み

32

79

あり

なし

「あり」と回答された方の取り組み

【手紙を送る】

・会員がそれぞれ絵てがみを描き近況を知らせる。

（絵手紙の会）

・葉書で様子伺い。

【電話をする】

・電話で健康状態の確認。元気な声がきけて

うれしかった。

・時々電話で様子を聞いている。■訪問する

・お便りと手作りのしおりをもって訪問した。

・民生委員と協力し、一人暮らしの方にマスクを

届けながら、様子を伺った。

ピンチはチャンス
こんな時だからこそ・・・人と人とのつながりや活動のあり方を見直

すチャンスかもしれません。サロンで集まる目的は何か？代替手段

はないか？

また、ふだんのサロンでマンネリ化に悩んでいた方も、今回をきっ

かけにみんなで「コロナが収束したらやりたいこと」を出し合うのもい

いかもしれませんね。

【配布する】

・サロン中止のお便りとともに、自宅で楽しんでもらえるよう、ナンプレ、クイズ、

塗り絵等を配付。

・フリーペーパー的情報誌の配布。

【その他】

・散歩途中の声かけ

・食事会ができないため、同じ弁当を配布して食べて繋がりを感じた。

また、電話で話を聞いて励まし合ったら、一人暮らしの方にとても喜ばれた。

・足が弱らないよう、スタッフと無理のない程度に近くの中学校の周りを

歩いている（週3、1周800ｍを5回）。

・外での活動（花壇整備など）。

・俳句教室は文書での添削指導。 あとで電話で感想を伝えあったり、

得意な事を活かしたり、みなさんとて

も工夫されていますね～！
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◆通常のサロンが開催できないことで生じた困りごと

【参加者に関すること】

・サロン再開時、今まで出席していた方がまた出席してもらえるか心配。

・一人暮らしで話相手がおらず、誰にも会えず寂しい。サロン以外出掛けると

ころがなくて困る。運動不足になっている。

・生活のリズムが崩れてしまった（生活の一部となっていたので） 「美味しいも

のを作っていく」という気力がなくなった。

【地域のつながりに関すること】

・地区の情報が一切入らないので困る。サロンを開催することによって年齢差も

なくみんなで和気あいあいとできて楽しく「参加してよかった」と思って帰るので、

開催できないとおつきあいの程度が薄くならないか心配。

・参加者から、再開を待ち望む声や、今のうちに体を休めてと励ましの声をもらう。

・参加者がひきこもりになり元気がなくなるのではないかと心配。

・健康・友愛が保持できない

休止中も参加者とのコミュニケーションを取ることが大切
サロンに代わって行う取り組みは、参加者の介護予防やつながりの維

持にもなります。また、サロンが再開してから参加してもらいやすくするた

めにも、電話や情報誌などのツールを活用して、参加者とのコミュニケー

ションを図ってみてはいかがでしょうか？

運営スタッフのみなさんによる電話の他に・・・

参加者同士やスタッフ同士で近況報告！

・おつきあいの程度が薄

くならないか心配

地区の情報を載せた

みんなの交換日記

・元気？・
電話ありがとう

これをきっかけに

連絡網を作って見守り

活動につなげては？
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◆通常のサロンが開催できないことで生じた困りごと

【開催内容・方法に関すること】

・サロンを始めても今までのように人が集まるのか不安である。また、3密を

回避するために1～2ｍ、人との間をあけては話が通じないと思う。

・今回のコロナウイルスは一定の間隔をあけなければならないため、将棋

囲碁等の開催はワクチンが出来るまで、できないだろうと思う。

・3密にならないようにと考えると、参加者の満足が得られない。

参加者はおしゃべりしながら、飲食したり歌ったりしたい。

感染症対策を講じて、できることから取り組みませんか？
開催について様々な不安やご意見が寄せられました。厚生労働省から「通

いの場（サロン等）を開催するための留意点」というガイドラインが配信されま

した。そちらを参考にしながら、みんなで開催方法を考えてみませんか？

◆『通いの場に参加するための留意点』

運営者・リーダー向けと参加者向けに留意点をまとめたチラシ

◆『通いの場×新型コロナウイルス対策ガイド』

通いの場を再開するにあたっての手引きとなる冊子

開催にあたってのチェックリストも掲載。

（本紙P.9～P.12に掲載しておりますので、ご覧ください）

公民館が狭くて

3密になってしまう・・・

地区のお寺やお宮など
広い場所に変更

時間をかえたり、グループを分けて

分散開催

午前サロン

Aグループ

午後サロン

Bグループ

テントをかりて・・・熱中症対策も！

青空サロン＆ラジオ体操

うちのサロンは

人数が多くて
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◆開催できないことで改めて感じたこと、参加者から寄せられた声

【参加者の声】

「早くやってほしい・・。コロナ、コロナで毎日が大変。いつやれるか」

「皆さん早くお会いしたい。歌を大声で歌いたい。」

「お昼の手作り食事を早く食べたいね。]

「いつも会っていたことが懐かしい」

「早く開催してほしい」

「外でもいいからみんなと会いたい」

「いつも通り仲間とゆっくり話したい」

「気持ちが沈むことが多いサロンを長期に休んでしまう事が心配、

予防をしながら歩いてみたらどうか」

「寂しいね。でもコロナのために仕方ないね。今は我慢だね」

【感じたこと】

・顔を合わせる事で安心が生まれていたように思う。

・再開がいつ頃なのかと待って下さるメンバーが多く、改めてやりがいを感じた。

みんなが安心して参加できるサロンを考えてみよう！
参加者の声に耳を傾けることはとても大切なことです。でも、急いで再開

する前に、参加されるみなさんが安心して参加できるサロンを考えること

も重要です。中には、再開に不安を感じている人もいます。感染症対策に

ついてみんなで話し合ったり、最低限のルールを設けたり、分かりやすく

周知していくことで安心して参加できることに繋がります。

サ ロ ン の 効 果

つながりづくり
顔の見えるご近所さんが増える

情報の共有
地域の知りたい情報がわかる

介護予防・認知症予防
仲間と一緒に続ける

見守り・支え合い
お互い様の関係ができる
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◆通常のサロンが開催できない中で、今だからできること

アンケートの回答を見ていると、みなさんサロンの効果が出てい

ますね。【顔の見える関係】が出来ているから、相手が気になる。

気になるから【見守り】をする。まさに支え合いですね！

社協ボランティア情報誌号外にも掲載！

日本全国のおいしいものを食べた気分で

たのしくウォーキング

歩いてあるいて

日本一周！にチャレンジ

社協ボランティア情報誌号外にも掲載！

新型コロナ感染予防川柳を

地域で募集してみる

【サロンの代わりに今、出来ること】

・家でできること、豆知識や簡単な運動などお知らせできることを記載した地区社

協新聞などの回覧、または配布。困った時の相談窓口の電話番号を載せても良

いと思う。

・家庭でも自分で出来る筋トレ、脳トレ、ながら運動など、回数を多くして行いたい。

茶話会なしで、ペットボトル、袋入りお菓子を準備。七夕まんじゅうを作り、テイク

アウトを検討。

・お元気伺いという内容で役員が茶菓子を持参し、家庭訪問する計画。役員8名が

2名ずつ、4班が40～45名のお宅を訪問する。 区の総代からもやるならば一緒に

行動したいとの意見もあり、実現したいと思っています。その他、七夕まんじゅう

作りを状況みながら計画したいと思っています。第2次感染など発生した場合、

専門店のものを届けたい。

・団地内を時間を決めて1～2人間隔を空けてウォーキングする。家々の花木など

見ながら、あまり歩けない人も庭に出て太陽を浴びながら声を掛け合う(遠くから)。

この用紙は社協で配布しています！
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◆やってみたいこと、近いうちに取り組む予定の内容

つながりが切れてしまわないことが大切
新型コロナウイルスの影響で、高齢者や子育て世帯の孤立化が浮き彫りとな

りました。どのような活動でも、地域とのつながりが切れてしまわないことが大

切です。みなさんも、自粛中に人と人とのつながりが途切れてしまうことに不安

を感じたり、誰かから電話が来て嬉しかったことはありませんでしたか？

「あの人どうしてるかな？」「電話してみようかな」と気になったことを実行してみ

ましょう！

いろんなご意見頂きました！

参加者の「やってみたいこと」も

募集してみてはいかかでしょう

か？電話をした時に聞いてみる

といいですね！

実際に地域を歩いていて、

お花をきれいに植えている

方とお話をして、自由に見

学をさせて頂ける場所を知

ることもできたそうです。

地域の魅力発見ですね！

【こんなことやってみたい！】

・7月に毎年温泉へ行っていたが、できそうもないのでお弁当でも買ってきて食べ

たいと思う。それぞれで食べて繋がりたい。

・男の料理教室の一環として、緊急時の避難所としての食事づくりを行ってみたい。

・昔作った家庭料理など、小グループで講習したり、子どもの頃のお話しを聞きた

いし、遊びも再現できたら楽しいので、是非計画を立て、実現したい。

・高齢者のお宅へ、メッセージ訪問を計画中。 健康ウォーキング、マレットゴルフ

大会等の事業について、3密にならないようオリエンテーリング方式とするなど、

参加機会の確保を優先した内容に変更の方向で開催を目指す。サロンは、共同

制作の内容を変更して、ニュースポーツなどを活用した個別ゲームの交流機会を

計画していきたい。

・自宅でできるぬりえ等を区内全戸へ、 希望者には、市歌体操の音源を配布予定。

・国営公園が開園したら、ウォーキングを始める予定。

・7月予定の子ども会との合同七夕祭りが中止のため、七夕飾りと竹笹を小学生宅

31軒に役員が配布予定。

・サロンのスタッフで地域を歩くことで（話をしながら）地域の方とふれあい、地域の

方が何を考え、何に困っているのかなど知ることができる。

アンケートの集計結果は以上になります。次ページからは感染症対策について掲載しています。
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出典：厚生労働省ＨＰ
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出典：厚生労働省ＨＰ
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出典：厚生労働省ＨＰ

出典：厚生労働省ＨＰ
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出典：厚生労働省ＨＰ

出典：厚生労働省ＨＰ
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出典：厚生労働省ＨＰ12
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お問い合わせ先：社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会本所・各支所

本 所：安曇野市豊科4160-1 TEL 0263-72-1871

豊科支所：安曇野市豊科4027-3 TEL 0263-73-7143

穂高支所：安曇野市穂高5808-1 TEL 0263-82-2940

三郷支所：安曇野市三郷明盛2198-1 TEL 0263-77-8080

堀金支所：安曇野市堀金烏川2132-6 TEL 0263-73-5288

明科支所：安曇野市明科東川手606-2 TEL 0263-62-2429

※本アンケート調査は、令和2年5月末から6月12日までに実施させて頂いたものです。

発行元：社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会
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