
平成24年度介護予防推進交付金（2次募集分）事業一覧

事業名 事業実施団体 地域 事業の概要

比江いきいき百歳体操サロン
比江自治会 いきいき百歳体
操サロン

野洲市 いきいき百歳体操を実施。

つどいあいネットワーク事業 特定非営利活動法人 集 長浜市
長浜市、米原市の高齢者を対象に、ミニジムの運営、フット
ケア・足浴の提供、健康、運動、生きがいなどの講演会、子
どもたちと伝統の技を楽しむ場づくり等を実施。

健康づくり ストレッチ体操 パワーアップ教室かがやき 高島市 講師が考えたメニューを取り入れたストレッチ体操を実施。

近江八幡市介護予防拠点事業
介護予防支援センターいきいきサロン
ヴォーリズ

公益財団法人 近江兄弟社 近江八幡市 介護予防教室、歌声サロン、ゴムバンド体操教室を実施。

川道町転倒予防教室 いきいき
体操

川道町いきいき体操 長浜市
町内の60歳以上を対象に、講師の指導で転倒予防体操を
実施。

介護予防事業 いきいき体操 さわやかクラブ 彦根市 クラブのメンバーで、体操や学習、ウォーキング等を実施。

・ふれあい会会食
・学区内に花を咲かそう

長等学区社会福祉協議会 大津市

・65歳以上の一人暮らしの方のために、ボランティアによる会
食会を実施。
・学区内シニアの居住する家庭の庭に、鉢植え菊を植える活
動を通して、認知症予防などに努める。

いつまでも元気で自立を目指す事
業

自彊術体操趣味の会 大津市 会員が体操と趣味の活動を実施。

ニコニコクラブ ニコニコクラブ 竜王町 クラブのメンバーでカラオケ等を楽しみ、交流を図る。

外出支援ボランティア事業
特定非営利活動法人
外出支援ボランティアスマイル

竜王町
ボランティアによる送迎を実施し外出支援を行い、高齢者や
障害者の介護予防を支援。

いきいき百歳体操 RIKIK26 栗東市 メンバーでいきいき百歳体操を実施。

安心を皆を育むまちづくり事業
－輝く認知症サポーター－

ほっとケアまほろば 草津市
認知症サポーターによる組織を発足し、サポーターを育成す
る。

ぬくもりの家 NPO法人康三会 ぬくもりの家 彦根市
市内の高齢者を対象に、体操、歌、ゲームなどのイベントな
どを実施。

「あなたも私も生涯いきいき暮らそ
う」

NPO法人アンダンテ参画２１ 彦根市
①いきいき暮らすための市民活動研究会、②みんなで語り
合おう会、③自力整体教室、④脳活リハビリ「にこにこサロ
ン」、⑤みんなで元気に歌おう会 を実施。

岡いきいき100歳体操 岡老人クラブ（天寿会） 栗東市 会員で集まり、体操を実施。

配食サービス事業 なごみ会 野洲市
一人暮らし高齢者宅に手作りお弁当を配達する活動を通し
て、高齢スタッフの介護予防、認知症予防を図る。

いきいき健康体操事業 いきいき健康体操クラブ 野洲市
全身を使ったストレッチ体操を中心に手足と指先を動かして
行う高齢者向けの体操教室を実施。

介護予防体操の映像機器の購入 ひだまりの会 近江八幡市
介護予防体操によって、参加者（中高年者）の体力増進を
図り健康を維持し、介護予防推進に貢献する。

「いきいき百歳体操」に取り組みま
しょう事業

木の座会 野洲市
会員がいきいき百歳体操を実施。また、講師を迎えていきい
き百歳体操（中高年向き）を実施。

「住民交流による生きがいづくり・町
づくり事業」

特定非営利活動法人
比叡平・陽だまりの会

大津市
喫茶陽だまり（パソコン喫茶、うたごえ喫茶、詩吟の会など）、
講演会「からだとこころの健康シリーズ」等を実施。

いきいき百歳体操 健笑の会 近江八幡市 いきいき百歳体操体操を実施。

ゴムバンド体操・いきいき100歳体操 お楽しみ会・ピチピチサロン 近江八幡市 ゴムバンド体操といきいき100歳体操を実施。

川辺住宅いきいき百歳体操 川辺住宅いきいき百歳体操 栗東市 体力チェックおよび百歳体操を実施。

いきいき百歳体操事業 いきいき百歳体操（加賀自治会） 近江八幡市 かみかみ百歳体操といきいき百歳体操を実施。

ソバ打ち体験等 やんちゃおやじの会 高島市
ソバ打ちや菓子作りを通して他者との交流を深めると共に、
役割を自覚し、認知症予防につなげる。

和やかに楽しく料理を作りましょう事業 男性料理教室 和楽会 高島市 男性の料理教室を実施。

イキイキ・モリモリ・ハツラツ事業 イキイキ館 甲賀市
健康器具（家庭用）を利用した体力づくり、ウォーキング・ジョ
ギング等の実施
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全天候型ニュースポーツによる
介護予防

八日市地区シニアクラブ連合会 東近江市 パットゲームスターを用いてゲームを行い、介護予防を図る。

西上田 いきいき百歳体操教室 西上田自治会 近江八幡市
いきいき百歳体操を実施し、実施後茶話会にて交流を図
る。

いきいき百歳体操 赤坂ミニサロン会 栗東市 百歳体操を行う。

ゆいの里介護予防教室
（社）慈恵会
特別養護老人ホームゆいの里

守山市
月1回、介護予防教室を実施。
（送迎あり）

レクレーション体操クラブ レクレーション体操クラブ 彦根市 月2回、介護予防体操とレクレーションダンスを行う。

助け合い支え合い活動活性化事業
特定非営利活動法人
鳩の街

湖南市
福祉有償運転サービス、絵本の読み聞かせ、地域の見守り
活動を行う。

「私と家族のあんしん手帳」を活用
した身仕舞い支度事業

シニアあんしん倶楽部 大津市
倶楽部内メンバーが作成した「私と家族のあんしん手帳」を
活用した勉強会の実施。

おしゃべり広場 おしゃべり広場の会 甲賀市
おしゃべりの会を開催。
（おしゃべり体操、昼食会、お出かけ等）

楽しく元気に自立をしよう！！ すわい と いしんの会 近江八幡市
いきいき百歳体操を実施するとともに、ふれあいサロンを実
施。

近江の里山歩きで健康と仲間
づくり事業

NPO法人近江八幡中間支援
センター

近江八幡市 近江の里山歩きを実施。

糖尿病患者の要介護状態予防と
日常管理に関する滋賀県下全域
での啓発活動

NPO法人びわ湖健康・福祉コン
ソーシアム

大津市
滋賀医大に通院中の糖尿病患者に対し、MMSEを用いた
認知症機能の評価および重心動揺計による身体バランス機
能の評価等を行い、分析結果を用いて啓発を行実施。

介護予防教室クローバー
特定非営利活動法人
ケアサポート滋賀

湖南市
医師・歯科医師・看護師・薬剤師・歯科衛生士等の講師を
招き、生活習慣病予防等に係る介護予防教室を地域で展
開。

「元気・生き生き」サポート継続事
業

NPO法人ベターライフ・トータルサ
ポートさざなみ

大津市
グラウンドゴルフ体験指導、３B健康体操の体験・サークル作
り支援等を実施。

元気いっぱいサロン
特定非営利活動法人
ほっとはうす

近江八幡市
健康づくり教室（各種体操）、手作り教室、子どもたちとの交
流事業等のサロンを展開。

ふれあい、つながる、寺久保健康づ
くり事業

寺久保なかよしさんグループ 高島市
女性グループでヘルシーおやつ作り、体操、ポールウォーキン
グ、音楽療法等を行い閉じこもり防止を図る。

円山ふれあい体操事業 円山町老人クラブ 近江八幡市 ボランティア活動、体操等を実施。

ゴムバンド体操
日吉野町東自治会ゴムバンド
体操サークル

近江八幡市 ゴムバンド体操、いきいき百歳体操を実施。

元気づくり野外拠点「草の根広
場」の環境整備（健康寿命を伸ば
して元気で長生きしよう！）

七条町長寿会 長浜市 会員が野外に出たり、体を動かしたりしてふれあう場を提供。

レクレーションダンスで介護予防に
役立てよう事業

みなくち爽やかレクダンスの会 甲賀市 レクレーションダンスを学習し、体力の維持向上に努める。

あくてぃふ紫香楽 あくてぃふ紫香楽 甲賀市 高齢者に対し、リハビリを兼ね話合う機会を提供。

中五ゆうゆう会「元気で長寿」 中五ゆうゆう会 草津市
健康麻雀、茶話会、講演会等を実施し、社会参加促進と
介護予防に努める。

雪どけ・草刈まかせとけ事業
サンダーバード（地域自主防災
隊）

米原市
雪どけ、草刈等を通して地域に安全と安心を与えられるよ
う、自主防災活動を行うとともに介護予防に取り組む。

健康ふれあいサロン 西沼波町ボランティアサークル 彦根市 歌サロン、健康サロン（健康について学ぶ）等を実施。

脱水を予防して元気活き活き生
活事業

滋賀県立大学 生活栄養学科
運動生理学・スポーツ栄養学研
究室

彦根市
一般高齢者と要支援・要介護者の生活状況や環境条件を
考慮した脱水予防指針を作成し、介護施設等へ発信。

大畑サロン 大畑サロン 野洲市 いきいき百歳体操を実施。
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げんきつなげて「パソコン教室」
特定非営利活動法人
かじやの里

東近江市
高齢者がパソコンに親しみ、インターネットを楽しみ、元気でい
きいき暮らす生活を応援する。

老後もキラリ”元気村”
NPO法人サポートハウスほほえ
み

甲賀市 生きがいづくりのための活動場所を提供。

元気で楽しく曳山継承事業 ひるた曳山保存会 野洲市
曳山の継承作業を通じて、地域参加の場を増やし、介護予
防の一環として活動。

比留田いきいき絆づくり事業 比留田ボランテイァきずなの会 野洲市
ボランテイァ活動を通して、地域参加の場を増やし、介護予
防の一環としていきいき百歳体操等を実施。

川辺百歳体操 川辺百歳体操 栗東市 いきいき百歳体操を実施。

元気発信！”ふれあいサロン” シニアコミュニティクラブ 大津市 ふれあいサロンオープンカフェ等を実施。

ふれあいサロン日吉台 ふれあいサロン日吉台 大津市
ボランティアが、サロンを開設し、喫茶店で料理を提供したり、
ニュースポーツや頭の体操等を実施。

いきいき百歳体操 いきいき百歳体操旭町 栗東市 いきいき百歳体操を実施。

シニア健康増進コース
～食べて、歩いて、元気に地域貢
献～

大津市NPOセクター会議 大津市
①「食べる」は元気の源、②「歩く」は元気の源、③「社会（ま
ち）のため、人のため」こそ元気の源 をテーマに、講演会や体
験学習を進める。

いきいきあったかサロン事業 いきいきあったかサロン 東近江市
歌の合唱やストレッチ体操、ゲーム遊び、その他イベント等を
実施。

あいうえおくらぶ ホップ、ステップ、
ジャンプ

あいうえおくらぶ 高島市
「あしたの体操」を行うほか、交流を通じて閉じこもり防止を図
る。

創年のたまり場
NPO法人湖西生涯学習まちづ
くり研究会どろんこ

高島市
外部講師および内部講師による健康づくり教室を開催する
ほか、健康相談やおしゃべり会等を開催。

高島あしたの体操交流事業 井ノ口健康推進委員会 高島市 あしたの体操を実施。

ひまわりサークル事業 ひまわりサークル 高島市 運動および調理実習を実施。

のどかくらぶのいきいき百歳体操 NPO法人のどかの家高木 野洲市 いきいき百歳体操を実施。

地域で役割隊
～誰もが元気で安心して住める街
づくりをめざして～

企業組合労協センター事業団
草津地域福祉事業所みんなの
家

草津市
介護予防健康体操（健康な体作り）を実施するほか、地域
の高齢者が子育てサロンにボランティアスタッフとして参加する
場づくり等を行う。

豊郷しあわせ会デイルーム設備整
備事業

NPO法人豊郷しあわせ会 豊郷町 健康体操教室を開催。

介護予防教室「かえるクラブ」 かえるクラブ 高島市 保健センターに集まり、軽体操を実施。

認知症キャラバンメイトの絵本教室
における効果測定と改善に向けた
取組の共同事業

長浜市認知症キャラバンメイト
連絡協議会

長浜市
東京都健康長寿医療センター研究所と共同で、絵本教室
の認知症予防への効果について調査を行い、教材開発等を
実施。

心と体をリフレッシュ！楽しむ心を育
もう！

NPO法人 未来への架け橋 大津市 ノルディックウォーキング、健康ヨーガ等を実施。

「高齢者の健康ウォーキング教室
講座」事業

NPO法人近江八幡中間支援
センター

近江八幡市 参加者を募ってウォーキング教室を開催。
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