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マッチングの手引き 
 

 

 このマッチングの手引きは新たな団体を立ち上げる場合やすでに事業に取り

組んでいる団体が事業改善に活用するための手引きです。全ての生活支援等サ

ービスで共通事項である１．ニーズに対する調整手順、２．活動をすすめるう

えで守っていただきたいこと、３．より良い活動をするために…、４．報告・

連絡、５．フォローアップ、６．緊急時の対応の順番にまとめています。 

 

１．ニーズに対する調整手順 

①受付 

受付の形態には基本的に４つのパターンがあります。 

（１）本人・家族・知人などが来所しての相談 

（２）本人・家族・知人などからの電話の相談 

（３）関係機関（市役所、ケースワーカー等）からの相談 

（４）ケアマネジャーからの相談 

どのパターンの受付もまず、次の基本的なことを聞く必要があります。 

 

★受付で基本的に聞いておく内容★ 

依頼者について 

1．氏   名 

2．続   柄（関係） 

3．所   属（関係機関の場合） 

4．連 絡 先 

対象者について 

 

1．氏   名 

2．住   所 

3．身 体 状 況 

4．連 絡 先 

5．家族の状況（別居の場合も） 

6．経済状況（聞ける範囲で） 

7．家族親族の援助状況 

8．関係機関とのかかわり 

 （制度・サービスの利用状況） 

9．地域とのかかわり 



依 頼 の 理 由 依頼に至るまでの経過 

依 頼 内 容 

1．援助内容 

2．頻度 

3．曜日・時間帯 

4．緊急度 

5．サービスへの条件（性別、年齢等） 

 

＜受付時における作業内容＞ 

・受付カード（受付で基本的に聞いておく内容）の作成 

・サービスで対応できるかどうかの判断 

・サービスで対応できないと判断した場合の制度紹介 

  

②訪問 

受付の段階でサービス対応できると判断を下したら次に家庭訪問を行い、対象

者・対象家庭の状況をより詳しく把握します。 

ただし、受付の段階で本人・家族・関係機関職員から十分に内容が把握できた

場合は、家庭訪問を省略する場合もあります。 

また、関係機関が関わっている場合は、事前に確認しておきましょう。 

 

＜訪問の手順＞ 

★訪問前 

 （１）訪問の意図を伝える 

   （２）日時を約束する 

（３）家の場所確認 

（４）用意するもの（受付カード、メモなど） 

（５）「訪問させていただく時に何かこちらが気をつけておいた方が良いことは 

   ありますか？」と確認する 

 

★訪問時 

（１）サービス内容の説明 

（２）本人から話を聞く（受付で聞き漏らしたことを聞く） 

（３）観察 

※対象者自身の様子（障害の程度、家族の状況など） 

  ※配慮を要する点、紹介するサービス提供者のタイプ、援助内容の優先 

順位を検討 



（４）調整 

     サービスを依頼するという意思を確認した上で、具体的な要望を聞く 

（希望する頻度、曜日、時間帯、サービス提供者の性別、年齢） 

 （５）今後の見通し 

    サービス提供までにどの程度時間がかかるかなどについて概略を説明 

しておくこと 

 

★訪問後 

   受付カードに具体的に記入しておきます。 

 

③依頼内容の点検・サービス提供者への引き継ぎ 

   受付・家庭訪問でも判断に変更がない場合は、次に活動依頼をサービス提供者に

つなげる段階に入ります。 

   この段階で、もう一度ケース全体が把握できているかを点検します。 

   依頼者の依頼内容や状態に応じてコーディネーターなどがサービスをマッチン 

  グするのですが、単に機械的に調整するのではなく、サービスの希望や双方の考え

方、生活経験などを考慮して継続的に活動が進めていけるよう考える必要があり

ます。 

 

★機能レベルの確認 

   年齢、性別、職業、地域性、希望する活動内容、活動可能日、体力技能、 

活動歴、性格など 

＜例＞小柄なサービス提供者が大柄な障害者の外出介助はできなかった   

＜例＞話し相手に年齢が離れ過ぎていて話があわなかった 

 

★共感レベルの確認 

   サービス提供者側に対象者に対する思いこみが強い場合（昔からの知り合い

等）は、その人が関わることによってかえって迷惑になる場合も考えられます。

その人の生き方自体をどこまで尊重できるかが大切。 

  

④顔合わせ 

   活動先に、サービス提供者が勝手にいくのではなく、コーディネーターなどが

調整することにより、「双方」に安心感が与えられると共に活動の意味が確認で

きます。また、活動後のトラブルを少なくすることもできます。 



⑤調整事項 

 （１）スタート時点で一定の活動に限定していても活動中にだんだん拡大して

しまう場合があります。（「買物」だけだったはずが、「食事作り」「掃除」

へと拡大していく場合もある。」）何に困っているのかを限定して対応し、

それ以外の困りごとがある場合は再調整することをきっちりと確認す

る必要があります。 

（サービス提供者側もつい断りきれずに対応してしまう場合が多い。） 

（２）時間、頻度、期間 

 （３）交通費、昼食代 

 （４）連絡方法 

   できるだけ、窓口は一本化しておく方がスムーズに対応できるのでサービ

ス提供者と対象者で連絡方法を話し合ってもらうが、対象者の依存度が高

い場合等は、直接サービス提供者の電話番号や、住所は教えないようにし

てコーディネーターなどを通じての対応をしてもらう。 

   ※ただし、当時の朝、急に都合が悪くなる場合もあるので、当日サービス

提供者が電話してから活動に出向くなどの工夫も考えらます。 

 （５）緊急時について 

   別居している家族などの連絡先も聞ける範囲で確認する。 

 （６）援助方法 

   障害の程度や、状態によっては同じ援助方法では対処できないので本人や

家族からよく状況を聞くこと。地域包括支援センター・ケアマネジャー・ 

   ケースワーカー等も関わっている場合、必要に応じて確認をする。 

 

 

２．活動をすすめるうえで守っていただきたいこと 

①プライバシー保護と守秘義務 

活動の性質上、どうしても家庭の知られたくない部分にも接しながら 

活動を進めることがあります。 

 活動を通じて知った名前・家庭の内容などの情報は、たとえ自分の 

家族に対してであっても漏らしてはいけません。 

守秘義務はサービス終了後も継続して存在します。 

 

 



②宗教・政治活動の禁止 

宗教や政治信条について、それぞれの信じるところは全く自由である 

ことは言うまでもありません。しかし、自分の宗教や政治信条について 

相手側に信仰や思想を強要することや活動に関係のない行為は趣旨に 

反します。 

 

③自己決定権の尊重 

人間は主体性と自由意思をもった存在ですので、たとえ協力を受ける 

   立場であっても、自分の行動は自分で決めたいという意思があるのは 

当然であり、尊重しなければなりません。その訴えや願いごとには十分 

耳を傾けることが必要です。先入観、思い込み、活動の慣れなどから相手 

側の訴えを無視したり、あるがままの姿を否定したりせずに十分に聴く 

姿勢をもち丁寧に対応することが大切です。 

 

  ④非審判的態度 

相手側の生活や抱える問題に対して、何が良いとか悪いとか、誰が 

悪いとか、誰の責任であるかといった審判はしないで非審判的な態度を 

貫くことが大切です。 

 

⑤相手側を尊重しペースを合わせた態度 

☆相手にわかる言葉でゆっくり話をしましょう。 

☆相手の話は“もし、自分が相手の立場だったら”と思いながら聴き 

ましょう。 

☆話を聴くときには自分の考えをはさまないようにしましょう。 

☆話をするときは相手の目の高さに自分の目線を合わせましょう。 

☆活動時間を無駄にしないようにとせかせか行動し、相手のペースを 

 無視することのないように注意しましょう。 

 

⑥自立促進 

相手の自立を常に考えましょう。一見親切に見えても、必要以上の 

援助は自立を妨げ、できることまでできなくなってしまう。 



⑦意向確認 

   「してあげるのだから」と言う気持ちで活動するのではなく、謙虚さを 

忘れずに、相手の意向をその都度確認して活動しましょう。 

☆各家庭により家事の方法・好みは様々です。しっかり意向を確認しな 

 がら活動しましょう。 

☆冷蔵庫と押入れを開ける時は、たとえ依頼内容に含まれていてももう 

一度確認しましょう。 

☆明らかに不要な物と思っても、必ず確かめてから処分しましょう。 

☆活動の都合で動かした物は元の位置に戻しましょう。 

 

⑧信頼関係 

   人に関わり、人を支えるポイントは何といっても信頼関係です。相手側 

  との会話などコミュニケーションを大切にして、まず、その信頼を得て 

から活動を進めることが重要です。相手側家族とのコミュニケーション・ 

信頼関係の確立も同様に大切です。 

 

⑨約束厳守 

   約束をした時間は必ず守りましょう。何らかの事情で遅れる場合には 

必ず連絡してください。自分の都合で活動日時を勝手に変えないでくだ 

さい。約束したことは必ず守りましょう。 

 

⑩健康管理 

   ゆとりある態度で、自分自身の健康管理にも十分注意し、明るく笑顔で 

  活動しましょう。 

 

⑪ふりかえり 

   活動や相手側との関係に慣れてくると、「してあげている」という気持 

ちから、指示的・独断的な対応になりがちです。相手側の声に絶えず 

耳を傾け、訴えを正しく受け止める努力は大切なことです。時折、活動 

経過や自らの態度についてふりかえってみることも必要です。 

 



３．より良い活動をするために… 

①家を出る前に… 

☆身だしなみを整えましょう。頭髪や爪は衛生的であるようにしましょ 

う。また、においの強い香水などには活動の際は避けましょう。 

   ☆動きやすく活動に適した服装で訪問しましょう。 

   ☆指輪・アクセサリー等で華美にならないようにしましょう。 

   ☆持ち物の点検をしましょう。筆記用具・エプロン・身分証明書など 

必要物品を忘れないようしましょう。 

   

②訪問時に… 

☆挨拶をしましょう。到着時、帰る時は相手の目を合わせて挨拶をしま 

しょう。また、帰る時は次回の訪問日時を確認しましょう。 

☆相手側の名前をきちんと呼びましょう。高齢者の誰もが「おじいちゃ 

ん」「おばあちゃん」という呼び方を喜ぶとは限りません。 

   ☆相手側の家庭にはそれぞれの営みや歴史があり、習慣があります。相 

手側の生活習慣、生活スタイルなどを知り、それに合わせて対応する 

ことが大切です。 

 

③食中毒の予防 

☆手洗いをきちんとしましょう 

   ☆冷蔵庫にある食品を使うときは鮮度に気を配る。（明らかに古い物は 

    断ってから捨てましょう。） 

 

４．報告・連絡 

   ☆活動日・開始時間の変更、相手側・所属先に相談して、事前に了解を      

得ましょう。また、活動時間を延長する場合も事前に了解を得ましょ

う。 

５．フォローアップ 

     活動が始まるとどうしても個人的な関係に陥りやすいので、勉強会 

（接遇、事故やひやりはっとなどのふりかえりなど）を定期的にもって 



集団的に対応について検討することが地域全体の福祉力を高めるためにも 

大変重要になります。 

    また、困ったときはすぐ相談できる体制を作ることが大きなトラブルを 

防ぐ鍵を考えられます。 

 

６．緊急時の対応 

  【活動中の事故】 

    相手側の体調が悪くなった場合は状況に応じて救急車の手配、事前に

聞いておいたかかりつけ医の往診を依頼します。所属先にもすぐに連

絡をして、指示を仰ぎましょう。 

 

  【物損事故等の場合】 

    すぐに所属先に連絡し、指示を仰ぎましょう。こちら側の落ち度で 

破損してしまった場合、丁寧にお詫びしましょう。損害賠償をする 

ために現状の写真が必要なので、壊れた器物をそのまま保管するよう 

相手側に依頼しましょう。 

  【訪問・帰宅途中の事故】 

    訪問・帰宅途中の事故で負傷し、受診した場合は所属先に連絡して 

ください。相手側へ向かう途中で事故にあい、訪問できなくなった 

場合は相手側・所属先にすぐに連絡しましょう。 



生活支援サービス（食事サービス）  

１． サービス立ち上げのながれ 

食事サービスを始めたい！と思ったら、やるべきことをサービス開始 

までの過程に沿って考えましょう（図表１）サービスを始める地域の 

資源を調べ、地域のニーズが把握できると、やろうとすることの形が 

見えてきます。事業の大きな骨格が決まったら、組織体制づくり、施設 

や設備の調達、財政計画と具体的に準備を進めます。利用者募集や献立 

調理・配達など運営面の整備を経てサービスがスタートします。 

 

（図表１）●サービス開始までのながれ 

   下地づくり  １．今ある資源を見直そう 

  ↓        
                2．地域のニーズをつかもう 

      

骨格づくり  3．地域に合うサービスを考えよう 

   ↓  

 

活動準備   4．事業計画をつくろう 

 

 

 

 

 

 

 

既存のサービス／拠点／人的ネットワーク 

地域活動を支援する制度 

自治体や既存の団体や地域のキーマンから 

話を聞こう 

・地域の特性 

・既存のサービス、制度の隙間 

・資金／拠点／人などの条件 

 

  ・理念 ・サービスの内容 

  ・組織体制 ・会員 ・収支予算 

         ↓ 

  ・人に関すること（担い手と役割分担） 

  ・拠点に関すること（活動拠点と設備） 

  ・お金に関すること 

（利用料金・利用会費／賛助会費など） 

 

 

 

 

 



２．今ある資源を見直そう 

 活動のフィールドとなる地域はどんな地域でしょうか？地域包括 

支援センター、高齢者や障害者のための施設とサービス、公民館や学校・ 

保育園、町会・自治会やボランティアの活動、商店街、空き家や空き 

店舗など地域にはさまざまな資源があります。関係のありそうな活動 

にはぜひ足を運び、取り組みの様子を教えてもらいましょう。人的 

ネットワークづくりを兼ねて、今地域にある資源を見直してみましょう。 

 ＰＴＡや公民館活動の仲間、町会・自治会のつながり、生協活動、 

施設のボランティアグループなどの既存の活動・組織や人のつながりは 

活動立ち上げの核になることができます。さらに、厨房のある高齢者 

施設や手作りの仕出し弁当を作るグループとの協働、デイサービスや 

ホームヘルプサービスなどの在宅福祉サービスとの複合化もあり得 

ます。 

  〈既存の地域資源との連携の例〉 

① 老人ホームのスペースを借りて会食会 

② 高齢者施設や仕出しをしている生協などから弁当を仕入 

れる 

③ 食生活改善グループとの協働 

④ 統廃合で使わなくなった学校の厨房を借りる 

⑤ 町会・自治会の見守り活動との協働 

 

３．地域のニーズをつかもう ～ニーズの調べ方～ 

行政や社会福祉協議会の窓口で把握されていたり、民生委員・児童 

委員や町会・自治会等の自縁型組織、支え合い活動のボランティア 

グループやＮＰＯが把握している困りごとを調べてみましょう。地域 

包括支援センターや居宅介護支援事業（ケアマネジャー）にも聞いて 

みましょう。特に行政は統計等のデータを作成していることも多い為、 

必要とされているサービスを定量的に優先順位をつけ把握することが 

できます。 

 一方、まだ行政等が把握していない見えにくいニーズに地域の人間 

関係やほかのサービスを提供している団体が気づくことがあります。 

事情があり必要なサービスが入っていないとか、高齢者が出かけて 

いくところがないなど、制度の隙間に落ちているニーズもあります。 

関係機関や地域の人々の声を聞くことが提供するサービスの質に大き 



く関係してきます。 

 

●食事サービスへの要望（例） 

 〇食べ続けられる飽きない食事 

   …安全でおいしい家庭料理、豊富な食材、栄養バランス、 

続けられる 

 〇介護食として 

   …お粥、刻み食、ペースト食、低カロリー食、減塩食など 

 〇介護サービスとの連携 

   …ヘルパーがいる時間に届けて欲しいなど 

 〇プラスアルファのサービス 

   …ベッドサイドまで運んで欲しい、テーブルセッティング 

    して欲しい、服薬の声かけをして欲しい、食べ始めるのを 

    確認して欲しい、温めて欲しい 

   …認知症高齢者等への個別の見守り、地域包括支援センターや 

    家族への状況報告など 

 

４．地域に合うサービスを考えよう 

地域の状況により必要なサービスは変わってきます。公的な食事 

     サービスの有無、民間サービスの有無をはじめ、既存サービスの利 

     用基準や提供回数、時間、曜日を把握して、足りないサービスは何 

     かを考えましょう。さらに、買い物困難地域など食品の確保が難し 

     い地域では買い物支援が望まれることもあります。 

        

    ●さまざまな地域の状況（例） 

     〇高齢化率、独居高齢者の割合 

     〇高齢者の交通の手段がない／ある 

     〇住宅が密着している／住宅が点在している／団地 

     〇徒歩で行ける食料品の店がない／商店街がある 

     〇高齢者が集まる場所がない／ある 

     〇階段や坂道が多い 

      

 協力する仲間や活用できる拠点・資金などの資源を前提として、 

どんなサービスが実現可能かを検討しましょう。一方、食事サービス 

は一定以上の規模でないと採算をとるのが難しい事業です。介護保険 



事業等のほかの在宅福祉サービスとの組み合わせや、行政からの補助 

や助成金なども重要な検討事項です。 

 

●事業の骨格づくりのための検討事項 

 【サ―ビスの内容について】 

   〇食事サービスの形態（会食／配食） 

   〇利用対象者 

   〇配達地域 

   〇実施曜日・時間帯 

   〇提供食数（１回あたり／年間あたり） 

   〇利用料金（収納方法・キャンセルのルール） 

 

 【提供体制について】 

   〇サービス提供拠点・事務所の確保 

   〇調理・配達・事務局の担い手 

   〇団体規約やサービス規約 

   〇会員や会費（利用会員・担い手・賛助会費） 

   〇自治体との関係 

 

 

５．事業計画をつくろう 

地域の資源とニーズを調べ、どんなサービスをするのか大まかな

骨格が決まってきたら、具体的な事業計画をつくりましょう。何を

どんなふうに、誰が提供するのか？収支の見通しは？大まかなイメ

ージから実現可能な具体的な計画を立てていきます。 

団体規約（定款・会則）やサービス規約（サービス手引き）の 

     作成も行います。 

 

●事業計画に含まれる主な項目と内容（例） 

   ①理念 

（何のために、どのような活動をするのか簡潔に表現したもの） 

   ②計画期間と目標 

（当面、いつまでにどのような状態になることを目指すのか 

具体的に記述したもの） 

 ③サービス内容と提供の仕組み 



 （献立や料金等サービス内容と調理・配達、利用料の回収、 

  提供方法、行政等の関係機関との連携） 

 ④組織と事務局の体制 

      （サービスを提供するための組織と事務局の役割分担と体制図） 

⑤利用会員 

(会員数、広報、研修） 

⑥収支の見通し 

(活動開始までの施設整備から、計画期間の毎年の収支計算書 

       〈見通し〉と当初運転資金の確保等） 

        ⑦計画の見直し方 

       （計画を見直す時期、見直しの方法、見直すために）必要な 

情報などをまとめたもの） 

 

６．担い手と役割分担 

食事サービスを実施するにはどのような組織と担い手が必要 

なのでしょうか。食事サービスには「調理・配達などの直接サー 

ビス提供に関わる部門」（サービス部門・活動スタッフ）と「スタ 

ッフの管理、利用者のサービス受付等間接的にサービス提供を支 

援する部門」（管理部門・事務局）の大きく二つの部門があり、質 

の高いサービスのためにはこの二つがバランスよく機能しなけれ 

ばなりません。 

 なお、サービス部門と管理部門の仕事は最初から明確に切り分 

けされているものではありません。立ち上げ当初は人数も少ない 

ことが多いですから、全員が調理もすれば配達もする、機関紙も 

書くといった状況で活動をやりくりすることになります。サービ 

スが継続し、担い手の人数が増えるに従い、組織として円滑に活 

動するために役割分担が行われるようになってきます。 

 

●サービススタッフの仕事と求められる力（例） 

   ①調理スタッフ 

  （仕事：献立の作成、調理リーダー、調理補助） 

  （求められる力：栄養の知識、料理の経験や関心、 

食材の手配） 

 

 



②会食スタッフ 

   （仕事：会場の設営、レクリエーションや地域福祉の情報 

       提供） 

  （求められる力：細やかな気づかい、利用者とのコミュ二 

          ケーション能力） 

③配達スタッフ 

   （仕事：食事の配達、安否の確認） 

   （求められる力：車両の運転運行能力、利用者とのコミュ 

          二ケーション能力、配達時の緊急対応） 

 

７．活動拠点と設備 

食事サービスを始めるには厨房設備と会食や事務のスペース、 

駐車場が必須です。活動拠点の確保はサービスの安定的な提供に 

おいて非常に重要な問題です。①自団体の既存施設の活用や新規 

拠点の確保②一般物件の賃借（住宅施設や店舗用物件）③公共施 

設の利用などが考えられるでしょう。 

 立ち上げ時から団体で専用施設が確保できる団体は少数で、一 

般の賃貸物件も経費負担が大きく、できるだけ経費のかからない 

物件を多方面に声をかけて探しましょう。地域の福祉活動に理解 

がある持ち主が空き家や空き店舗を貸し出す例も多くあります。 

また積極的に行政や社協など関係機関に相談して、公的施設を優 

先的に利用する方法や地域内の高齢者施設、商店街の空きスペー 

スの紹介、賃借料の補助について尋ねてみましょう。 

 サービスの内容によっては食品衛生法規にのっとった厨房施設 

が必要になります。なるべく早期に保健所と相談することが欠か 

せません。 

 

  

食事サービスを始めるための厨房設備について考えてみましょ 

う。食品衛生の観点では食中毒の原因微生物を調理済み食品に付 

着させない「下処理」「調理」「仕上げ」の３工程が区画分けされ 

た厨房が望ましいとされていて、大規模な厨房設備では３つの工 

程は明確に区分けされています。しかし使用される厨房は規模が 

小さいことが多く、こうした設備上の区分けができないことが 

ほとんどです。そのため作業工程ごとに掃除や手指・器具の洗浄 



を行うことにより食中毒を防止します。食事サービスのための 

      厨房は少なくともこうした食品衛生の取り組みが可能な設備で 

      あるべきです。 

 サービス立ち上げ当初は公共施設の資源を上手に活用し、継続 

できる手ごたえを得てから独自拠点の整備を検討するプロセスが 

現実的です。専用厨房をすることになったら設計段階から保健所 

に相談し助言を仰ぎます。 

 

●食事サービス拠点整備（必要な厨房設備の例） 

  □手洗い設備（鏡、手指消毒装置） 

  □下処理用シンク 

  □二層式シンク 

  □ガスオーブン付レンジ（レンジ部は火口３個以上） 

  □調理台 

  □配膳台 

  □調味料棚 

  □食器保管庫（扉付き） 

  □包丁・まな板保管庫 

  □湯沸かし器 

  □業務用冷凍冷蔵庫 

  □検食用冷凍庫 

  □エアコン 

  ※「スチームコンベクションオーブン」「ブラストチラー」を 

    備える団体もあります。 



生活支援サービス（訪問型サービス） 

１．サービス立ち上げのながれ 

①必要な手順に沿って立ち上げ準備をしよう 

 

訪問型サービスの内容は、主に自宅に訪問して行う、掃除や片づけ、 

     洗濯、食事づくりなどのお手伝い、介護、話し相手や見守り、外出 

     の付添いや買い物の支援などです。 

サービスの立ち上げでは、提供する訪問型サービス内容の決定、 

     事業の骨格づくり、財政計画、スタッフ集め、施設・設備の調達 

     という項目ごとに考えるとスムーズに企画が進み、漏れなく準備を 

     進めることができます。サービス立ち上げまでの期間は半年から 

長いところで２年といったところが多く、団体１年で立ち上がって 

います。期間を半年としたときの発足までの大まかなスケジュール 

の目安は（図表１）のとおりです。 

 

（図表１）●訪問型サービスの団体を立ち上げる流れのめやす 
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 準備が終わり、いざ立ち上げというときには、地域に向けて、 

団体の理念や活動内容についての情報発信をしましょう。方法と 

しては自治体の広報紙や新聞への掲載、説明会の開催などがあり 

ます。 

 

②立ち上げの第一歩はニーズの把握とスタッフの募集から 

  何らかの困りごとを解決して欲しいという地域住民の願いを 

「ニーズ」と呼びます。そもそも、皆さんが「地域の課題を自分 

たちで何とかしたい」という思いをもった背景には「なんとなく 

地域にはこんな助け合いが必要そうだ」という理由もあるでしょ 

うが、誰か特定の人を思い浮かべて「あの人がこんなことで困って 

いた。どうにかならないか」という強い動機があるのではないでし 

ょうか。 

 誰か一人のニーズは、地域の他の人にとってのニーズであること 

も多くあります。「地域の課題を何とかしたい」と思っている人を 

何人か集め、それぞれが知っているニーズを出し合えば地域全体で 

ニーズがどれくらいあるのかということがぼんやりと見えてくるで 

しょう。 

 具体的なニーズが見えてくればそれに賛同するスタッフが集まり、 

そのメンバーの知見からまた別のニーズを発見するというように、 

ニーズの把握とスタッフ集めは並行して行っていくことになります。 

 

 

２．立ち上げるサービスの決定 

①地域の声を聞こう 

 一人暮らしの高齢者、高齢者夫婦だけの家庭、障害がある子ども 

とその高齢者の親が暮らす家庭、また要介護者を抱えている家族の 

人等から、どのようなことに困っているか、将来どのような不安が 

あるのか等を聞くことによって、地域に今何が必要なのか（ニーズ） 

を把握します。地域の特性によってニーズは異なりますから、そこ 

に暮らす人々の声を聞くのが一番です。 

 同時に地域にはどのような能力・経験等をもった人がどれくらい 

いるのかについても把握しておけば、サービスを広げたい時にも 

役立つ情報となるでしょう。 



 

 たとえばこれまでの生活のなかでつながりをもっていたネット 

ワーク（たとえば自治会・町内会、ＰＴＡ、ボランティアグループ 

等）や、自治会が主催するイベント等で知り合った仲間のネットワ 

ークを活用し、話を聞くべき人の紹介を受けることも有効です。 

自分なりに工夫して探してみましょう。 

 

３．事業計画をつくろう 

事業計画というと難しく聞こえるかもしれませんが団体の活動を 

どのような方向に向かって、どのような道をどのようにすすめて 

     いこうとするかを示す「地図」ですので、必ず作成するようにしま 

しょう。 

団体規約（定款・会則）やサービス規約（サービス手引き）の 

     作成も行います。 

 

●事業計画に含まれる主な項目と内容（例） 

   ①理念 

（何のために、どのような活動をするのか簡潔に表現したもの） 

   ②計画期間と目標 

（当面、いつまでにどのような状態になることを目指すのか 

具体的に記述したもの） 

 ③サービス内容と提供の仕組み 

 （サービス内容と提供の仕組み） 

 ④組織と事務局の体制 

      （サービスを提供するための組織と事務局の役割分担と体制図） 

⑤利用会員 

(会員数、広報、研修） 

⑥収支の見通し 

(活動開始までの施設整備から、計画期間の毎年の収支計算書 

       〈見通し〉と当初運転資金の確保等） 

        ⑦計画の見直し方 

       （計画を見直す時期、見直しの方法、見直すために）必要な 

情報などをまとめたもの） 

 

 



 

４．立ち上げに必要な資金 

訪問型サービスは、利用会員の家にスタッフが赴いてサー 

ビスを提供するものですから、事務所もさほど大きな設備が 

必要なく、立ち上げ資金がいくらなければ立ち上げられないと 

いうことはありません。 

 立ち上げ時に必要な資金には（図表２）のようなものがあり 

ますが、事務所を設けるか、専従の職員を置くか等、事務局の 

体制によっても大きく異なります。まずは事業計画の作成を 

通して見えてくる「自分が実現したいこと」の具体的な姿を 

踏まえて必要な経費をすべて洗い出し、そのうえで必要性の 

低いものや代替できるものを削っていくと良いでしょう。 

 

（図表２）●立ち上げに必要な資金の例 

費 用 用   途 

事務所費 事務所の賃借料・保証金、不動産手数料など 

備品費 椅子、机、パソコン、電話・ファクスなど 

印刷費 団体パンフレット、会員募集チラシなど 

事務用品費 事務用品、印鑑、名刺、領収書など 

会場費・会議費 総会や説明会等を開催ための会場費など 

人件費 専従職員の給与・手当など 

当初の運営費 交通費、消耗品費、保険など 

 

 

 

 

 



５．施設・備品の確保 

①事務所を準備しよう 

 コーディネーターが在席し、事務関係業務を担うことは最低限 

必要となります。さらに相談するスペース、サービスに必要な 

備品の置き場所、スタッフが事務を行うスペースが必要となるで 

しょう。公共施設のデスクを借りるという考え方もありますが、 

実際にはなかなか難しいところです。最初は自宅でスタートして 

も、近いうちに独立した事務所が必要となるでしょう。 

 

②そろえるべき備品 

 まず、どうしても必要なのは電話です。それ以外には事務帳票、 

机、椅子、応接セット、事務用品、金庫のようなものが必要です。 

 さらに団体の活動が活発になってくると、次のようなものが 

必要になってきます。 

●（必要な備品例） 

  □ファクス 

  □コピー機 

  □パソコン 

  □携帯電話 など 
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