
みやっこサポート

ご支援・ご援助のお願い

NPO法人

みんなでつくる。みんなでわらう。
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本日は貴重なお時間を頂戴し、
話をお聞きいただき、

誠にありがとうございます。

すべての人が安心して暮らせる西宮のまちにするために
行政と民間サービスの狭間をサポートし、
リアルとバーチャルの両面で活動する
NPO法人

支援に関わる方々と、必要とされる情報を繋ぎ、
人の未来を明るくする
地域情報サイト
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1995年 （平成7年）※1 2015年 （平成27年）※1 2035年 （平成47年）※2

稼ぐ世代（20〜64歳） 7860万人 7002万人 5834万人

前期高齢者（65〜74歳） 1109万人 1725万人 1509万人

後期高齢者（75歳以上） 716万人 1616万人 2248万人

高齢者1人を支える
稼ぐ世代の人数 4.30人 2.09人 1.55人

日本の社会問題

日本の年齢別人口推移予測

これからの日本はどうなるの？
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第二次ベビーブーム

第二次ベビーブームの子
第二次ベビーブームの孫

我が国では、『団塊の世代』が 75 歳以上となる 2025
年には、3 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者になると予
測されています。
核家族化から更に単身化へ、少子化は想像以上に進ん
でおり、稼ぐ人が少ない時代に高齢者が急増していく
という、これまでに日本が経験したことのないような
時代が来ます。

国は、要介護度の低い人へのサービスを、介護保険か
ら地方自治体のサービスに移行させ、地方自治体に、
高齢者の在宅での生活を支える政策として、H27 年か
ら H29 年度までに『地域包括ケアシステム』を策定・
実施することを義務付けました。

今後、高齢者の在宅生活支援は、各市町村を中心に、
市民のマンパワー（NPO 法人やボランティアなど）
を活用し実施することになります。
⇒ 地方自治体の手腕により市民の生活が変わる。

※1：国勢調査結果（総務省統計局）（http://www.stat.go.jp/data/guide/download/index.htm）を加工して作成　※2：国立社会保障・人口問題研究所 HPより
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西宮の地域社会の現状と課題

※1 老年化指数=老年人口（65歳以上）÷
     年少人口（0〜14歳）×100
※2 従属人口指数=（年少人口+老年人口）÷
     生産年齢人口（15〜64歳）×100
※3 老年人口指数=老人人口（65歳以上）÷
     生産年齢人口（15〜64歳）×100
※4 年少人口指数=年少人口（0〜14歳）÷
     生産年齢人口（15〜64歳）×100

人 口 割 合

人 口 指 数

〜私たち、NPO 法人みやっこサポートの問題意識〜

西宮市高齢者福祉計画・西宮市介護 保険事業計画（平成27〜29年度）より

● 一人暮らし世帯化が進んでいて、家族の協力が得られず、
　在宅で生活していくために何らかの支援が必要な人が、増加している。
● 在宅での生活に必要としているのは、生命・身体を守る医療・介護に並び、
　どんな相談でも聞いてもらえる場所や体制の必要性と感じている人が多い。
● 将来介護を受けたい場所は在宅が最も多く、それ以外では子どもや親類宅より、
　施設を希望している人が多い。

● 介護保険で補えない支援やサービスの必要性を感じている人が多い。
● 西宮市で不足している支援として「認知症高齢者への支援体制」が79.7％で最も

多く、「地域のつながり・支え合い・見守り」「高齢者支援の担い手の育成・支援」、
「ひとり暮らし高齢者への支援」等、ほとんどの支援が不足していると感じている
専門職が多い。

● 今後、要支援の人に必要と考えているのは、「相談・話し相手の訪問サービス」が最も多い。
●支援に必要なサービスや情報が不足している中で、 ケアマネのほとんどが、
　大きなジレンマを抱えながら高齢者支援を行っている。

●困った人が、どうしたら良いかがわかり、自分が欲しい情報を探せる。
●ケアマネなどの専門職が、必要な情報を探しやすくなることにより、よりその
　人にあった支援を見つけやすくなり、情報を探す時間を相談を聞く時間に使
　うことができる。
●各事業所が、必要なサービスを学べることができ、サービスの質の向上に繋
　げることができる。
●情報が一つになることで、不足しているサービスが明確化される。

●相談できる場所が増え、話し相手ができる。

老年人口割合 
（65歳以上）

年少人口割合 
（0〜14歳）

生産年齢人口割合 
（15〜64歳）

1980年 2010年 2040年 推計

後期老年人口割合（75歳以上）

年少人口指数※4

従属人口指数※2

老年化指数※1

老年人口指数※3

1980年 2010年 2040年 推計

298.9％

128.6％

33.3％

79.5％

52.5％45.0％
59.5％

29.5％

11.2％ 19.9％
22.9％

37.7％

高齢者の状況

専門職（ケアマネージャー）の状況

高齢者支援に関わる情報を一元化し、発信することにより

地域の居場所提供を、並行して設置することで

アンケート結果より
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人は、ひとりでは生きられません。
高齢化・少子化が進み、地域社会の繋がりが今後さらに課題になる中で、
行政サービスの配慮の届かないところ、民間サービスでビジネスとして成り立たないことのはざまで、
困っている方々をサポートしていく手段が求められています。

”みやっこサポート”は、西宮市民の生活をサポートして地域福祉に貢献するNPOで、
「みやっこ」が力を合わせ、支え合い、共に健やかに生きていこうとする集まりです。
（西宮に住んでいる人も住んでいない人も、西宮を好きな人はみんな「みやっこ」です）
たくさんの人の力を一つにして、支えあえる街になればと思っています。

具体的には、生活・福祉に関わる情報と困っている人を繋げたり、イベントや教室を開いて交流の機会をつくり、
地域の方が集える場をつくるなどの活動や、直接支援も行っていきます。
そして将来的には、西宮での取り組みがケーススタディとなって他の地域でもお役に立てればと思っています。

●すべての人が暮らしやすい街をつくる
●すべての人が良き個性をのばし、より良き人生になるよう支援する

NPO法人みやっこサポートとは？

理念

支援についての
考え方

支援する
対象者

支援する
内容過去を支えてきた

”高齢者”の方々

”必要とする本人”
に対する支援

未来を支えていく
”子ども達”

”支援に関わる人”
に対する支援

現在を支えている
今頑張っている
”現役”の方々

”地域”
に対する支援

人のちからを一つに！
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NPO法人みやっこサポートの活動フィールド

支援を必要とする人々と、
支援する家族や専門職の方々を、

情報面でサポート

仲間づくり、生きがいづくり、
地域の情報交換・情報発信のための

リアルな場を提供

支援が必要な方々の様々なご要望を受け、
実際に介護支援・生活支援を提供し、
実際の現場で必要なサポート対策を

市民サポーターの募集と育成、
手助けが必要な人のための生活サポート

ケアマネージャー、
ホームヘルパーなどの事業、他

情報支援 交流支援 直接支援

市民交流イベント
の協賛・参加

生活サポート事業
（介護保険適用外）

介護保険事業

西宮の子ども・子育て支援サイト

西宮の高齢者福祉・介護関連サイト

西宮の障がい者支援サイト

西宮の生活支援サイト

地域の情報収集・情報発信基地

つどッテの運営みやさぽ

ともにいきるネット

ともにはぐくむネット

ともにあゆむネット

ともにほほえむネット

みやさぽみやさぽみやさぽ

体験教室・勉強会・講習会

こぞッテの運営みやさぽ

介護してる人・支援している人等

講演会・研修会

らぼッテの運営みやさぽ

ささえてネット
みやさぽ



-  6 -

今後の活動展開の予定

・地域連携支援事業（随時）　・市民サポート事業（計画中）　・介護保険事業（計画中）　

ささえてネット
みやさぽ

（総合情報サイト）

（体験教室・勉強会・講習会）こぞッテみやさぽ

（介護者支援者・専門職のための講演会・研修会）らぼッテみやさぽ

つどッテ（地域の居場所づくり）みやさぽ
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対象者別に、4つにセグメントされたメイン情報サイト 

情報の網羅性、項目内容の充実、検索性、信頼性

各分野の専門家も活用し、質の向上に必要不可欠なツール

市民に活用され、社会的貢献性の高いサイト

地域社会の支援づくりのこうありたいを、全国的な普及に

わかりやすい内容、選び方のアドバイス、見やすいデザイン

NPO法人みやっこサポートの公式サイト

Mission

Vision

Value

高齢者の割合が毎年増えている状況につれ、支援を必要とする高齢者に必要な公
的支援や民間サービスなどとつなぐ必要性もすでに緊急の課題です。
また、出生数の減少に歯止めをかけるためにも、地域コミュニティでの子育て支
援の情報ネットワークと支え合いが、さらに求められています。そして西宮では、
阪神淡路大震災以降、住民の転出や市外からの転入など流動化し、地域住民のコ
ミュニティ形成の希薄化が進み、障がい者や様々な問題を抱えた住民が、苦しい
時も頼ることができないまま生活している現状があります。
行政サービスと民間サービスの隙間を丁寧に埋めていき、さらに質の高いサービ
ス提供のための、市民の情報ツールとして、人を繋ぐメディアとして、このWEB
サイトは生活に必要な絆を作ります。

問題を抱えた人がそれぞれの必要な社会資源と繋がり、
地域での様々な生活支援サービスを活用し、
また住民同士の助け合い・相互扶助ができるコミュニティづくりのために。
さらに、支援に携わる人々が常に活用することによって、
支援の幅やサービスの質を向上させるために。西宮市民による西宮市民のための

Promoted by  特定非営利活動法人・みやっこサポート

〜困っている人と、必要な情報・支援を繋げます〜

ターゲット

地域コミュニティで今後、より支援が必要となる対象者とした情報カテゴリー
①高齢者支援　②子ども・子育て支援　③障がい者支援　④一般市民の生活支援

1

コンテンツ

必要な情報がこれまでになく網羅されていて、内容が充実して、信頼性も高く、活用しやすい

2

充実した情報でケアプランの幅が広がる等、常に最新情報でかつ改善要望にも対応した必需ツール

専門家御用達4

西宮市民49万人に密着し、より暮らしやすく人々が支え合う豊かな地域社会づくりへの貢献

CSR評価5

各自治体の問題解決の糸口として、みやサポのWEBと場の仕組みを各地への普及に協力していく

モデルケース6

初めてでどうしていいかわからない方から専門職まで、わかりやすくナビゲーション

3 インターフェイス

ささえてネット
みやさぽ
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西宮市民の高齢者に関する問題 情報サイトがあることによって ...

● ひとりでの暮らしが不安になったとき、どうしたらよいかわからない。
●サービスを受けているけど、ここがよいのかわからない。
●サービスを受けている今の事業所や担当者に不満がある。

● 先ず、どこに相談したらよいのかがわかる。
● 情報を見て、必要な支援やサービス事業者の選び方がわかる。
　（比べて評価ができる）

● 親の面倒を見ないといけなくなったけど、誰に相談してよいかわからない。 
● 介護していて辛くなったとき、相談できる人がいない。  
● 思っているようなサービス事業所があるかわからない。

● 時間をかけずに、この情報を元に必要なサービス事業者を
　絞り込むことができる。（事業所を比較できる）

● 利用者さんに合うサービスを探したいけど、探す時間がない。  
● 事業所の詳しい情報がわからない。 
● どの事業所がよいのか、判断できない。

● 他の事業所の情報を見ることで、どのようなサービスが必要かを
　知ることができる。（サービスのレベルアップに繋がる）
●問い合わせに時間を取られない。

介護保険のことを聞いても
よくわからない

（介護申請をしたいFさん・48）

介護施設の比較検討が大変
 （母の介護施設を探すGさん・55）

介護申請の流れがわかりやすい！ 
（介護申請をしたいFさん・48）

場所やサービスで全施設の
比較検索が簡単！

（母の介護施設を探すGさん・55）

本人
本人や家族

周囲の人たち

家族 専門職の方

ケアマネなど
の専門職

事業所の
人たち

父が急に要介護に！
何から手をつけたらいいの？
（父親が倒れたB子さん・38）

急な介護だったけど、必要な情報が
すぐに見つかり助かった！
（父親が倒れたB子さん・38）

介護を必要とされる方のご要望に、
情報不足で適切な施設を繋げにくい！

（ケアマネージャーAさん・22）

介護に役立つ情報が
網羅されていて助かった！

（ケアマネージャーAさん・22）

同じ症状の人と悩みを
話し合いたい！

（リウマチのE子さん・88）

同病の友人との交流で
悩み相談！

（リウマチのE子さん・88）

皆様の困ったを、みやサポ  ささえてネットが解決します！（例えば高齢者支援では…）
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パンくずリスト

グローバルナビゲーション

カレンダー

活動フィールドの紹介と誘導

各種イベントの紹介

お知らせ

パンくずリストとは、ユーザーが今WEBサイト内のどの位置
にいるのかを視覚的に分かりやすくするためのものです。
ホームページに不慣れな方でも使いやすいよう、一般的なもの
に比べて大きく面積をとり、押しやすくします。

サイト内の全てのページに設置される大項目へのリンクです。

みやっこサポートの活動に関するスケジュールを掲載します。

みやっこサポートの活動フィールドである「情報支援」「交流
支援」「直接支援」の3つのカテゴリーを紹介し、各詳細情報
へ誘導するエリアです。
上部タブを押すことでカテゴリーが切り替わります。

「交流支援」カテゴリーは「つどッテ」「こぞッテ」「らぼッテ」
の 3つにグループ分けされており、それぞれのグループ内で
内容の異なるイベントが存在します。

運営サイトの更新情報や、活動に関連するニュース、西宮市・
兵庫県・関連団体からのお知らせ等を掲載します。

ブログ
理事長・中島のブログへ遷移します。

運動動画
ラジオ体操等の体を動かす動画を掲載します。

医療機関情報
医療機関に関する情報を掲載します。

教室・講演情報
教室・講演に関する情報を掲載します。

企業様・個人様
ご賛同いただいている企業様・個人様の情報を掲載します。

ささえてネットに掲載している事業所の求人一覧です。
ささえてネットで求人がある施設一覧ページへのリンクです。

過去の活動実績
過去に行った活動実績を掲載します。

ダウンロード
企画書・パンフレット等のダウンロードをするページです。

SNS へのリンク
公式 Facebook と twitter へ遷移します。

リンク集
みやっこサポートに関係するサイト及び、他のサイトのリンク集です。

みやっこサポート・トップページの主な構成
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西宮の高齢者福祉・介護関連ガイド（トップページ）

入居サービスを探す

在宅サービスを探す

グローバルナビゲーション

サイト内検索

使い方ガイド

リンク集

介護保険サービスや公的・民間の入居サービスを紹介します。

在宅で利用できるサービスを紹介します。

サイト内の全てのページに設置される大項目へのリンクです。

サイト内の情報を任意の文字列で検索できる機能です。

ともにいきるネットの使い方ガイドです。

介護サービスや公的施設に関するリンク集です。

知りたい情報を探す
介護や福祉のことでわからないことや困ったことを、その内
容から探すことができます。

お知らせ
介護サービスや公的施設の更新情報や、活動に関連するお知
らせ等を掲載します。

ささえてネットに掲載している事業所の求人一覧です。
ささえてネットで求人がある施設一覧ページへのリンクです。
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西宮の高齢者福祉・介護関連ガイド（特別養護老人ホーム一覧ページ）

施設の分類の説明

MEMO

施設一覧

施設に関する簡単な説明文章を掲載します。

この分類の施設の特徴等をみやサポの視点で掲載します。

施設の一覧を表示します。
表示形式は、リスト表示と地図表示の2種類から選択でき
ます。

施設の簡易的な概要を表示します。
詳細ボタンを押すと、詳細ページへ遷移します。

施設に訪問したら付けるアイコンです。
詳細でコメントを記載します。
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西宮の高齢者福祉・介護関連ガイド（特別養護老人ホーム詳細ページ）

施設詳細情報

戻るボタン

施設の特徴です。

施設の詳細情報です。
上部のタブで、「基本情報」「料金」「地図」に切り替えら
れます。

一覧ページへ戻ります。

施設の写真は最大 6 つまで掲載可能です。
下のサムネイル画像にカーソルを合わせると上部写真が切
り替わります。

施設に訪問した時の
コメントを記載します。
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NPO法人・みやっこサポートに是非ご支援ください！

NPO法人・みやっこサポートは、すべての人が暮らしやすい街をつくることを理念に、
高齢者の方々や支えるご家族、小さなお子さまや子育て中のママ・パパ、障がい者の方々、
そして一般市民の方々の、より良き人生のための様々な支援活動を行っています。

精力的な情報収集と緻密な情報サイト構築、
そしてリアルな場の提供による仲間づくりや生きがい発見と地域コミュニティづくりなど、
未来を明るくしていく活動に全力で取り組んでいます。
まだ発足したばかりの私たちですが、その使命感は誰にも負けません。

そして、これらの活動は、皆さまからのご支援なしでは活動を続けることができません。
私たちの活動をぜひとも応援してください。

いただいたご寄付は、当法人で実施する様々な活動・事業に使わせていただきます。
活動のご報告は、ホームページ並びに定期的な報告書として皆さまにお伝えしてまいります。

皆さまからのご支援が、活動の拡大、事業の充実へとつながります。
温かいご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ご寄付は、いずれかの方法でお手続きいただけます。

ご寄付のお願い

郵便振込銀行振込

銀行 三井住友銀行
支店 西宮支店
口座番号 普通預金 8719542
名義 NPO法人みやっこサポート　理事長 中島恵美

エヌピーオーホウジンミヤッコサポート　リジチョウナカシマエミ

記号・番号 14330 ・ 89140031
加入者名 NPO法人みやっこサポート（エヌピーオーホウジンミヤッコサポート）

店名 四三八（ヨンサンハチ）
店番・口座番号 438 ・ 普通預金 8914003

※振込用紙には、必ずご本人氏名（法人団体様の場合は法人・団体名および代表者名）・住所・電話番号をご記入ください。

■ 他銀行よりお振込みの場合
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賛助会員（個人・法人）のお願い

ご登録について

賛助会費について

賛助会員には、個人会員と法人（団体）会員の
2種類がございます。
ご登録にあたっては、登録申請用紙（※）に
必要事項をご記入いただき、
メールおよびFAXにて下記までお送りください。 
折り返し、ご登録の御礼とご連絡を差し上げます。
■E-mail:member@miyasapo.net　
■FAX:0798-81-5302

●賛助会員（個人） 3,000円（一口）　
●賛助会員（法人・団体）年会費 10,000円（一口）

NPO法人・みやっこサポートをご一緒にサポートしてください！

行政サービスと民間サービスのすき間を丁寧に埋めていく、
NPO（特定非営利活動法人）として、社会的貢献性をさらに高め、
より多くの賛同していただく方を集めていくことで 
さらに活動の幅が広がって、たくさんの方々を
サポートしていけると考えています。
まだ発足したばかりの私たちですが、その使命感は誰にも負けません。

私たちの活動にぜひともご賛同いただき、
賛助会員としてご支援・ご協力ください。

いただいたご会費は、当法人で実施する様々な
活動・事業に使わせていただきます。
活動のご報告は、ホームページ並びに
みやサポ通信として皆さまにお伝えしてまいります。

皆さまのご賛同が、活動の拡大、事業の充実へとつながります。
賛助会員のご登録をよろしくお願い申し上げます。

年会費は、いずれかの方法でお手続きいただけます。

郵便振込銀行振込

銀行 三井住友銀行
支店 西宮支店
口座番号 普通預金 8719542
名義 NPO法人みやっこサポート　理事長 中島恵美

エヌピーオーホウジンミヤッコサポート　リジチョウナカシマエミ

記号・番号 14330 ・ 89140031
加入者名 NPO法人みやっこサポート（エヌピーオーホウジンミヤッコサポート）

店名 四三八（ヨンサンハチ）
店番・口座番号 438 ・ 普通預金 8914003

※振込用紙には、必ずご本人氏名（法人団体様の場合は法人・団体名および代表者名）・住所・電話番号をご記入ください。

■ 他銀行よりお振込みの場合
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名　称 NPO法人　みやっこサポート

設　立 認証申請：平成27年9月30日　登記：平成28年1月4日

代表者 理事長　中島恵美（なかしま えみ）

理　事 副理事長　中村善三
理事　祝井正人
理事　長尾　孝
理事　蛯名　彩

副理事長　井上眞一郎
理事　四宮敬仁
理事　大森早苗
監事　永田三恵子

正会員 20名（平成28年7月現在）

賛助会員 12名（平成28年7月現在）

所在地 本部：〒662-0032　兵庫県西宮市桜谷町10番6号
事務所（活動拠点）＆地域交流の場：〒662-0034　兵庫県西宮市西田町6番4号

連絡先 TEL：0798-81-5301　FAX：0798-81-5302　E-mail：kuma-miyasapo,net.

定款に記載された目的 高齢者や障がい者、子ども、地域住民に対して、社会福祉および福祉のまちづくりの推進に関する事業等を行うことにより、
すべての人が安心して暮らせる西宮のまちにすることを目的とする。

主な活動内容 ・支援を必要とする方と支援する方をサポートする地域情報サイトの運営
・地域活性のベースとなる場の提供と、コミュニティづくり支援
・イベント・講座・勉強会・研修会などの主催・企画・運営

・各種交流会の企画・運営
・地域サポートのための運営

URL http://www.miyasapo.net

推進にあたって 　理事長の中島は、これまで福祉の現場で様々に実感してきた経験と幅広いネットワークを活かし、また中核の理事やスタッフには、
介護に携わってきた経験を持つ者や、障害者対応を実感してきた者、西宮の地域活性の活動をしている者、子育て支援に携わっている者、
情報に関わる仕事をしてきた者などが、それぞれの経験と実感を活かして、みやっこサポートの活動を推進しています。
　そして、活動の趣旨や意義に賛同しご寄付やご支援をいただける方 ・々企業さま・団体さまの輪を拡げていくこと、
たくさんの地域の方々の賛同を集めて賛助会員やボランティア等のサポーターの活動の輪を拡げること、社会福祉や子育て支援の現場で
まさに活動されている専門家の方々の賛同と参加を仰いでいくことで、さらに充実したサポートが継続的に提供できるよう努力してまいります。

NPO法人みやっこサポートの概要


