
「笑いあい・ささえあい・学びあう」

制度を超えてあなたを支えるには

平成31年2月15日

社会福祉法人アルペン会

あしたねの森

大島 明子



富山市のアルペン会です
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富山ってどんなところ？
•幸せな県！？

幸福度ランキング 2018年度５位（2017年2位）

•安全安心！
・地震が全国で1番目に少ない！
・火事が全国で1番少ない！

•くらしが豊か
・持ち家率、持ち家の広さ全国1位！
・世帯実収入全国2位！
・生活保護受給者数、全国で最下位！

•勉強熱心
・国公立大進学率全国1位！←公立高校が上位

・小中学校の学力調査は数学・国語が5位以内！

食べ物も
うまい！！



北陸新幹線と立山連峰（富山駅）



海岸から3000m級まで



水がおいしいから…



自然を堪能できる！



市街地は平坦で交通網も発達



富山市は“コンパクトシティ”

＜実現のための3本柱＞

①公共交通の活性化

②公共交通沿線地区への居住促進

③中心市街地の活性化

抜粋：富山市長講演資料



世界一綺麗な…



多世代交流型施設「あしたねの森」

高齢者施設（特養・デイサービス）

児童施設（保育園・学童）

障害者施設（放課後等デイサービス）

が１つの敷地に！！



あしたねの森

自立と支え合いを
実践する場



●ガンバ村保育園（幼保連携型認定こども園／135名）

●特養（29床）・ショートステイ（10床）・デイサービス（50名）

●学童保育（60名）・放課後等デイサービス（10名）

（カッコ内は定員数）

子供とその親と高齢者の多世代がひとつの施設内で交わりあう場所「あしたねの森」

あしたねの森ー可能性のタネを育む場



•施設名 あしたねの森

•所在地 富山県富山市新庄町2-15-32

•開設者 社会福祉法人アルペン会

•施設長 室谷 民子（社会福祉法人アルペン会 理事長）

•開 設 平成26年4月

•敷地面積 5892.00㎡

•建築延面積 4178.22㎡

高齢者棟 2555.44㎡

保育棟 1148.77㎡

学童棟 474.01㎡

あしたねの森 概要



職員数（事務部門を除く）

保育士 21名

看護職員 1名

学童職員 3名

放デイ職員 7名

職員数 計 32名

平成28年9月現在

児童部門高齢者部門
＜特養・ショート＞

看護職員 3名

介護職員 21名

＜デイサービス＞

看護職員 1名

理学療法士 1名

介護職員 16名

職員数 計 42名



あしたねの森のコンセプト

笑いあい ・ 学びあい ・ 支えあう

Facebookページにて

あしたねの森の様子が

ご覧になれます



あしたねの森 平面図



井手先生のおかげで全国区に！？



あしたねの森の最大の特徴・・・

福祉の分野を超えた施設が一つの敷地内にあること

・介護（特別養護老人ホーム・ショートステイ

デイサービス）

・保育（幼保連携型認定こども園・学童保育）

・障害（児童発達支援・放課後等デイサービス）



高齢者棟中庭で２歳児と体操したり



小学生とラジオ体操したり



学童メンバー→フロア・ユニットで指導員



デイ利用者→体操カードにスタンプ押印



１歳児は一緒におさんぽへ

お散歩交流は

デイ利用者さんに喜ばれ
大勢の園児見守りにも



ラン伴での一コマ



子どもたちに
声をかけたい…

声をかけたくなり、応援したくなる



心が動けば、身体が動く！



心が動けば、身体が動く！



心が動けば、身体が動く！



心が動けば、身体が動く！



心が動けば、身体が動く！



季節行事にあわせたイベント

夏祭り
敬老の日

クリスマス会



神社お散歩→園児へ参拝作法の指導



似顔絵 描く楽しみと描かれる喜び



経験を活かす・伝える

学童の子どもたちに
戦争の悲惨さや

生活の変化を伝える



多世代交流による「自立支援」

アルペン会に共通する「自立支援」

・自立した大人になるためのサポート

保育園・学童・障がい児デイ

・自宅で元気に過ごすためのサポート

・特養で安心に生活するためのサポート

特養・ショートステイ・デイ

…多世代交流で支えあいの場を生み出そう



あしたねの森の最大の特徴は

多世代交流

でも、それは高齢者のためではなく

未来のこどもたちのため



親を、子どもを預けたい働き手

共働き

施設は入居待ち
要支援の行き場？

介護士も不足

【現役世代】

【親：高齢者】

【子：園児】

待機児童にあふれ
保育園が不足

保育士も不足



「介護＋保育」の時代は目の前に…

施設：不足
職員：不足

【メリット】

①不足職員の相互補完が可能に

②調理室などの設備が共用できる

③高齢者による「見守り」が期待できる

④多世代交流が促進される

でも、一緒に「お預かり」でいいの？

一つの施設で
一緒に預かろう



お母さん・お父さんは
働いて・介護して・子育ても・・・

現役世代は、余裕がない

↓

しわよせは子どもたちに

↓

先生とも、保護者とも違う大人に支えられながら

自分のすきなこと・得意なことを見つけてほしい

↓

強くて、やさしい、大人になってほしい



学童児の定例ボランティアで職業教育

デイ・特養

片付け&掃除
お手伝い



学童児がシルバーリハビリ体操を覚え実践



学童児による保育ボランティア



ショートステイ：計算まるつけ

元校長先生



地域を巻き込んで
子どもたちを支える



元高校サッカー監督がサッカー指導！



新川神社の禰宜さん：「古事記」紙芝居



サポートしたり…（落ち葉ひろい）



地域サークル主催：読み聞かせ



地域サークルの方：おわら披露～プチ指導



フラダンス教室 地域のサークルの方と

103歳

3歳

講師
84歳



障害がある・ない で

子どもたちが使える制度が違うって

あたりまえのことなのでしょうか？

どこに線がひかれているのでしょうか？

線がひかれたら、超えてはいけないのでしょうか？



健常児も障害児もいっしょに



自立のためのスキルは同じ



ＭＵＲＯＹＡでお手伝い



ささえたい子どもたちは

富山の子どもたちだけではありません



NPO法人キッズドアとの新たな取り組み

中央左：キッズドア 渡辺理事長
中央右：慶應義塾大学 野村さん



提 携
Coming
soon！

教育環境を求める母子家庭をサポート

貧困家庭の中高生の学力サポート

母子・父子家庭サポート

地方 都会

地方の良さは

「生きていくことにシンプル！」

・家…家賃が安い、一軒家

・社会…地域とのつながり

・食物…地元産

・衣類…気を使わない



あしたねの森 ℡076-442-9001

御清聴ありがとうございました。
日常の様子はFacebook「あしたねの森」ページで！

アルペン会総合ページ http://www.alpen-toyama.jp/

あしたねの森ページ http://www.ashitanenomori.jp/


