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２０１９年度 

一般財団法人 山口県老人クラブ連合会 事業計画 

 

 

Ⅰ 事業方針  

「会員増強運動」の推進と老人クラブ活動の活性化促進 

  

  山口県調査によると、本県の高齢化率は全国平均を大きく上回り、３人に１人以上が

高齢者という状況となりました。 

さらに、団塊の世代が75歳以上となる2025年以降は、人口減少や少子高齢化も相まっ

て、今後ますます高齢者が高齢者を支える地域（まち）づくりが必要な状況が予測され、

その中核として老人クラブ活動は期待されています。 

 

  国は、2025年を目途に、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される

「地域包括ケアシステム」の構築をめざしています。 

  この政策と、全市町で実施されている介護予防・日常生活支援総合事業に共通してい

るのは「顔の見える身近な地域で支え合いの仕組みを創ること」「住民、地域を基盤と

した組織の積極的な参加」を求めていることです。 

 

  老人クラブは、これまで健康づくりや友愛活動を通じて、介護予防や支援を必要とす

る高齢者の見守り等に取り組んできました。また、地域の安全・安心、子供の健全育成、

文化伝承、世代間交流等、多様な活動により地域に貢献しています。 

  こうした活動経験を生かして、老人クラブは、地域に根差した組織として、地域や制

度・施策の変化を意識して取組を進めることが必要です。 

 

  一方、2014年度から2018年度までの５か年計画で、全国の老人クラブが総力を結集し

て取り組んだ「全国100万人会員増強運動」において、本会では「山口県１万人会員増

強運動」を推進してきました。 

その結果、県全体としては、会員減少に歯止めがかかっていない状況ですが、会員増

を果たした市町老連も徐々に増えています。 

   

  こうした老人クラブをめぐる状況を踏まえ、会員増強運動に引き続き取り組むととも

に、山口県老人クラブ連合会若手委員会の設置、地域支援担い手育成加速化事業の実施

及び新地域支援事業への参画推進、シニア社会貢献活動推進事業の推進、全ての単位ク

ラブを掲載したホームページの作成を重点に、次の事業を実施します。 
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Ⅱ 重点事業  

１ 「会員増強運動」の推進と老人クラブ活動の活性化促進 

山口県全体で会員増強運動を推進するため、５か年計画「山口県１万人会員増強

運動」について検証し、県老連・市町老連・地区老連・会員一人一人がそれぞれの

立場で積極的に取り組む。 
 
 （１）各市町老連内における支部・地区・単位クラブ等の連携の強化支援 

 （２）未結成地域への新規クラブ創設、休会クラブの復活（再開）への取組支援 

 （３）新規会員加入に向けた会員全体での声かけ運動の推進 

 

○新２ 山口県老人クラブ連合会若手委員会の設置 

これからの老人クラブ活動を担う若手リーダーを発掘、養成するとともに、若手

ならではの活動を検討し、老人クラブ活動のより一層の魅力アップと発信を図る 

ため、県老連若手委員会を設置する。 
 
 （１）県老連若手委員会の開催 ２回 

     2019年6月19日（水）、2019年11月20日（水） 

 （２）市町老連の若手委員会設置への支援 

 

○新３ 地域支援担い手育成加速化事業の実施【県委託事業】及び 

新地域支援事業への参画推進 
 

これまで老人クラブが取り組んできた友愛活動や健康づくりの実践力を生かして

新地域支援事業に参画できるよう、各市町老人クラブ連合会と行政・関係機関との

連携促進や多様な担い手確保を図る。 
 
（１）地域支援事業専門推進員〔県老連〕の配置 

（２）各市町老連の新地域支援事業への参画支援 

  ア 合同会議の開催 

（３）活動推進リーダー等のレベルアップ（県下３箇所） 

 （４）活動の手引書の作成 

  ア 手引き作成委員会の開催 

 

４ 地域で活躍！シニア社会貢献活動推進事業の実施【県補助事業】 
 

コミュニティ・スクールが総合支援学校や高等学校に拡大されるのに合わせるた

め、本事業の対象の学校も拡大し、高齢者の地域貢献と世代間交流を促進する。 
 
 
 
 

 （１） 総合支援学校、高等学校での実践モデルクラブ（３地区）の指定 
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    ア コミュニティ・スクールとの連携 

    イ 地域の文化伝承活動 

    ウ 地域の環境美化・保全 

    エ 放課後の学習支援、子供の居場所づくり等 

 （２） 活動事例集の配布 

 

○新５ 全ての単位クラブを掲載したホームページの作成【共同募金事業】 
 

老人クラブの活動が地域住民に見えやすくなり、認知度の向上や加入促進、住民

による支え合いの仕組みづくりを図るため、山口県内の全ての老人クラブの実態調

査を実施し、その結果を基にした、老人クラブの情報を集約したホームページを作

成する。 
 
（１）単位老人クラブ及び地区老連の実態調査の実施 

 （２）ホームページ周知用チラシの配布 

 （３）全単位クラブを掲載したホームページの作成 

 

Ⅲ 事業計画  

１ 老人クラブ組織間の連携強化に関する事業 

（１）市町老人クラブ連合会運営研究協議会の開催 

    2019年9月11日（水） 山口市：山口県社会福祉会館 

（２）市町老人クラブ連合会会長・女性代表・事務局長連絡会議の開催 

    2020年3月13日（金） 山口市：山口県社会福祉会館 

  (３）市町老人クラブ連合会巡回訪問の実施 

    県老連執行部、事務局が市町老連を巡回訪問し、老人クラブ活動をめぐる諸課題

について意見交換を行う。 

（４）市町老人クラブ大会、総会等への県老連役員の出席 

    市町老連が実施する大会や総会に出席し、各地の老人クラブ活動について情報 

収集を行う。 

（５）山口県総合社会福祉大会部会報告における実践申合せ事項の推進 

（６）中国・四国ブロックリーダーセミナーへの参加促進 

    2019年7月4日（木）～5日（金） 高知県高知市 

 

（７）活動推進員等職員セミナー〔全老連〕への派遣 

    2019年8月27日（火） 東京都：全社協会議室 

（８）第48回全国老人クラブ大会への参加促進 

     2019年11月26日（火）～27日（水） 埼玉県 
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２ 健康づくり・介護予防活動の推進に関する事業 

（１）いきいきクラブ体操、高齢者向け体力測定、健康ウォーキングの普及啓発 

（２）健康づくり・生活支援セミナー〔全老連〕への派遣 

    2019年12月12日（木）～13日（金） 東京都：全社協灘尾ホール 

 

３ 地域貢献、安心・安全な地域づくりの推進に関する事業 

（１）全国一斉「社会奉仕の日(9月20日)」の実践 

   ア 実施計画及び実施報告の取りまとめ 

（２）災害ボランティアセンターが実施する保健福祉専門職による被災者に対する聞き

取り調査への協力促進 

   ア 行政の保健師や社協職員等が被災者の健康状況の把握や困りごとを把握する 

ために実施する聞き取り調査において、地元老人クラブが被災者宅までの道案内

や被災者との顔つなぎを行うことについて普及啓発資料による理解促進 

（３）山口県地域福祉推進セミナー〔県社協主催〕への参加促進 

（４）高齢者の交通事故防止の取組 

   ア 春の全国交通安全運動、夏の交通安全県民運動、秋の全国交通安全運動、年末

年始の交通安全県民運動、高齢者の交通事故防止県民運動への協力 

   イ 毎月１日（４月・１月は８日）の県民交通安全の日、毎月１５日の高齢者の 

交通安全日の啓発促進 

   ウ 山口県交通安全学習館の啓発促進 

（５）高齢者の消費者被害（うそ電話詐欺等）防止の取組 

   ア 老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーン事業の推進 

（６）高齢者の住宅防火対策（住宅用火災警報器設置）の普及啓発 

 

４ 生きがいづくり、世代間交流の推進に関する事業 

○新（１）生きがいづくりコーディネーターによる啓発活動 
ア 行政や企業等の行う退職前説明会等の機会を活用した啓発活動の実施 

 

５ 調査研究、広報、普及啓発に関する事業 

（１）女性委員会の運営 

2019年6月21日（金）、12月頃 

ア マスコットレシピ集の作成 

（２）市町老連活動実態調査 

  ア 会員増強運動に関する調査 

  イ 活動事例調査 

  ウ 便覧作成に係る調査 

  エ 単位老人クラブ活動の分析 

  オ その他、老人クラブ活動上の課題に関する調査 
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（３）広報誌の発行等 

   ア 「きららシニア山口」（年2回、3,000部）の発行【共同募金事業】 

   イ 今後の広報誌の在り方の検討 

   ウ 広告掲載企業・団体の獲得推進 

   エ 市町（支部）老連の会報・広報誌の共有 

（４）老人クラブ活動を支える図書、保険、会員章の普及拡大 

  ア 老人クラブ傷害保険（総合型、活動型）、老人クラブ賠償責任保険の加入促進 

  イ 老人クラブ学習・活動教材（老人ｸﾗﾌﾞ活動日誌、老人ｸﾗﾌﾞ会計簿、老人ｸﾗﾌﾞ手

帳、老人ｸﾗﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ必携、いきいきｸﾗﾌﾞ体操CD・DVD等）の紹介、斡旋の強化 

  ウ 老人クラブ会員章の紹介、頒布の強化 

（５）ホームページの管理運営 

   ア 各地の老人クラブ活動事例の紹介 

   イ バナー広告掲載企業・団体の獲得推進 

（６）「憩いの家」指定施設の普及拡大 

（７）｢老人の日(9月15日)・老人週間(9月15日～21日)」の普及啓発 

（８）｢健康福祉月間(10月)」「生涯現役社会づくり推進月間(10月)」の普及啓発 

 

６ 表彰弔慰に関する事業 

（１）山口県老人クラブ連合会表彰（特別功労者、一般功労者、優良老人クラブ、協助者、

新「村おこし町おこし運動」推進模範会員、「１万人会員増強運動」模範活動） 

（２）全国老人クラブ連合会表彰（育成功労役員、優良老人クラブ、優良郡市区町村 

老人クラブ連合会、永年勤続職員）の推薦 

（３）全国老人クラブ連合会「活動賞」（健康づくり活動、ボランティア活動、その他

の活動）の推薦 

（４）全国老人クラブ連合会「100万人会員増強運動特別賞」の推薦 

（５）山口県老人クラブ連合会弔慰規程に基づく弔慰（弔辞及び香華料） 

 

７ 政策提言・要望活動に関する事業 

（１）第69回山口県総合社会福祉大会部会報告 

2019年10月24日（木） 光市：光市民ホール 

（２）自由民主党山口県支部連合会政策聴聞会 

   2019年10月 山口市内 

（３）山口県知事要望 

2019年12月 山口市：山口県庁知事応接室 

（４）山口県市長会・町村会要望 

    2019年11月 山口市内 

（５）その他、必要に応じた緊急要望等の実施 
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８ 関係機関・団体との連携に関する事業 

（１）県行政機関等、関係機関・団体との連携 

※ 別添「関係機関・団体 委員等就任状況一覧表」 

（２）ねんりんピック山口2019（山口県健康福祉祭）スポーツ文化交流大会（種目別大

会）の主催 

    ※ 開催日・開催地は各種目の競技団体による。 

（３）ねんりんピック山口2019（山口県健康福祉祭）美術展の主催 

    2019年7月6日（土）～8日（月）防府市：アスピラート（防府市地域交流センター） 

（４）第69回山口県総合社会福祉大会の主催 

2019年10月24日（木） 光市：光市民ホール 

 

９ 組織運営・管理に関する事業 

（１）法人の運営 

   ア 理事会           ２回 

2019年5月28日（火）、2020年3月17日（火） 

イ 評議員会                    ２回 

2019年6月14日（金）、2020年3月25日（水） 

ウ 監査            １回 

2019年5月22日（水） 

エ 運営委員会         ３回 

2019年5月22日（水）、8月28日（水）、2020年3月4日（水） 

オ シルバー基金管理運営委員会 １回 

2020年3月4日（水） 

（２）法人事務の遂行 

   ア 法人運営事務の遂行 

   イ 財務の管理、経理事務の遂行 

（３）全国老人クラブ連合会会議、セミナー、大会への出席 

ア 全国老人クラブ連合会理事会 

  2019年5月31日（金）、2020年3月11日（水） 東京都：全社協会議室 

  イ 都道府県・指定都市老連事務局長会議 

    2019年7月31日（水） 東京都：全社協会議室 

  ウ 活動推進員等職員セミナー 

    2019年8月27日（火） 東京都：全社協会議室 

エ 第48回全国老人クラブ大会〔再掲〕 

  2019年11月26日（火）～27日（水） 埼玉県 

   オ 都道府県・指定都市老連代表者会議 

     2020年1月29日（水）～30日（木） 東京都：全社協灘尾ホール 

  カ 高齢者の健康づくり・生活支援セミナー 

2019年12月12日（木）～13日（金） 東京都：全社協灘尾ホール 
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（４）中国・四国ブロック老人クラブ会議、セミナーへの出席 

   ア 中国ブロック県・指定都市老人クラブ連合会連絡協議会 

2019年4月25日（木） 岡山県：サン・ピーチOKAYAMA 

イ 中国・四国ブロックリーダーセミナーへの出席〔再掲〕 

     2019年7月4日（木）～5日（金） 高知県高知市：山翠園 


