
 

 

  平成２９年度 事業実施報告書 

 

Ⅰ 社会経済の動向と老人クラブをめぐる主な情勢 

○ 日本の総人口は、平成 28年 10 月 1 日現在 1 億 2,693万人（前年 1億 2,709万人）

で、65 歳以上の高齢者人口は、過去最高の 3,459 万人（前年 3,387 万人）、総人口

に占める割合（高齢化率）は 27.3％（前年 26.6％）となり、うち 75歳以上の人口

は 1,691万人（前年 1,632万人）、総人口に占める割合は 13.3％（前年 12.8％）と

なりました。 

一方、15歳未満の年少人口は、毎年減少し続けて 1,578 万人（前年 1,595万人）

となり、総人口に占める割合は 12.4％（前年 12.6％）となりました。 

「団塊の世代」（昭和 22年～24年に生まれた人）が 65歳を超え、高齢化率が 27.3％

と４人に１人以上が高齢者となり、８人に１人以上が 75歳以上という超高齢化社会

を迎えています。 

 

○ 国においては、団塊の世代が 75歳以上となる 2025年を目途に、誰もが住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・

生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を目指して、

総合的な改革が進められています。 

 

○ 地方においても、介護保険制度の見直しにより、要支援者に対する介護保険サー

ビスが、全国一律の保険給付から、市町村が地域の実情に応じて独自に取り組む

「新地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）」に移行が進められています。 

 

○ 全国の老人クラブ数及び会員数は、平成 11 年度から毎年減少を続け、平成 29年

3 月末時点で、101,110 クラブ、5,686,222人となっています。（厚生労働省調査） 

 

○ 三重県における 65 歳以上の高齢者人口は、最近５年間で６万人以上増加しており、

平成 28年 10 月 1 日現在、総人口は 1,807,611人、高齢者人口は 509,331 人で、高

齢化率は 28.2％となりました。 

一方、老人クラブ数及び会員数は、平成 13年度から毎年減少が続き、平成 29年

4 月 1 日現在、1,614クラブ、134,908 人で、加入率は 26.5％に低下しています。 

 

 



Ⅱ 平成２９年度事業の実施状況 

第１ 高齢者の健康保持、教養の向上等に向けた老人クラブ活動の推進 

一 高齢者の健康づくり・介護予防活動 

１．すこやかライフ三重のつどい 

（第５５回三重県老人クラブ大会・第５６回芸能大会） 

日時  平成２９年１０月６日（金） １０時３０分 開会 

場所  三重県総合文化センター 中ホール 

参加者  約 ９００名 

① 第５５回三重県老人クラブ大会 １０：３０ ～ 

・表彰 老人クラブ功労者      １４名 

優良老人クラブ        ８団体 

「100万人会員増強運動特別賞」 １団体 

② 第５６回芸能大会  １２：３０ ～ 

・芸能演目  ２１演目 

・出演老連  １８市町老連 

２．すこやかライフ三重「文化作品展」 

日程  平成２９年１０月４日（水）～ ９日（月） 

場所  三重県総合文化センター 第１ギャラリー 

来場者数  約１,５００人 

出展作品数   ５９８点（日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真） 

出展老連    ３２市町老連 

○ねんりんピック秋田２０１７「美術展」 

日程  平成２９年９月９日（土）～ １２日（火） 

場所  秋田県立美術館及び秋田県総合生活文化会館アトリオン（秋田県秋田市） 

＊ 前年度の文化作品展の最優秀作品１２点を出品し、「厚生労働大臣賞」１点、 

「秋田県知事賞」１点、及び「銅賞」１点を受賞しました。 

３．健康づくり大学校「シニアカレッジみえ」(桑名) 

老人クラブの次代を担う若手リーダーの養成と、その学習内容の地域活動への還元を

目的として、平成２９年度は桑名市で開校しました。 

 日程  平成２９年６月２７日（火）から１１月２９日（水）までの８日 

 場所  桑名市総合福祉会館 

 受講生  ４７名 ・修了証（３/４以上履修） ４０名（85.1％） 

・皆勤賞（全講座履修）  １８名（38.3％） 



二 高齢者相互支援・地域支え合い活動、暮らしの安心・安全の推進 

１．「新地域支援事業」に向けての取り組み 

介護保険制度の改正により、各市町が「新地域支援事業」（介護予防・日常生活支援

総合事業）の取り組みを始めていることから、老人クラブのリーダー等を対象に、県内

２箇所で研修会を実施し、「新地域支援事業」（介護予防・日常生活支援総合事業）の制

度概要及び県内市町の取り組み状況等に関する研修を行い、老人クラブによる取り組み

を支援しました。 

○「新地域支援事業」（介護予防・日常生活支援総合事業）研修会 

① 四日市会場（北地域） 

日時  平成２９年１０月２５日（水）１３：００ ～ 

場所  四日市市勤労者・市民交流センター ホール 

参加者  約１５０名 

・講師   高田短期大学 非常勤講師 蒔田 勝義 氏 

② 松阪会場（中・南地域） 

日時  平成２９年１１月１日（水）１３：００ ～ 

場所  農業屋コミュニティ文化センター ホール 

参加者  約２００名 

・講師   高田短期大学 非常勤講師 蒔田 勝義 氏 

２．高齢者相互支援推進・啓発活動研修会 

友愛活動や地域支え合い活動等の高齢者相互支援事業について啓発普及を行い、老人

福祉の向上に資することを目的として、事例発表と意見交換を行ないました。 

（老人クラブリーダー中央研修会と併催） 

日時  平成２９年７月１２日（水）１０：３０ ～ １２：００ 

場所  三重県総合文化センター 

 三重県男女共同参画センター  多目的ホール 

参加者  約３６０名 

モデル老連  津市津老連、多気町老連 

３．全老連「在宅福祉を支える友愛活動セミナー」への参加 

地域の支え合いの中で、老人クラブの友愛活動や「新地域支援事業」への取り組みを

推進する市町老連リーダーの育成セミナーへの参加希望者を募集し、応募者が参加しま

した。 

日程  平成３０年１月３１日（水）～ ２月１日（木） 

場所  全国社会福祉協議会 会議室（東京都） 

参加者  １名 

・基調報告、行政報告、活動報告、講演、分散会、全体会 



４．老人クラブ「社会奉仕の日」活動 

全国一斉「社会奉仕の日」（９月２０日）を中心に、県内各地で奉仕・ボランティア

活動や環境にやさしい活動に取り組みました。 

・道路、公園、集会所等の清掃 

・ゴミ拾い、花壇の整備等による環境美化 

・子どもの登下校等の見守り活動 

・小中学校、幼稚園の子ども達との交流活動 など 

５．老人クラブ高齢消費者被害防止キャンペーンの推進 

高齢者の消費者被害が続いていることから、詐欺被害防止に向けた啓発記事を機関紙

に掲載し、被害防止や見守り活動の強化等を呼びかけました。 

６．老人クラブの活動実態調査への協力 

皇學館大学が単位老人クラブを対象に実施した「老人クラブの活動実態に関するアン

ケート」について、市町老人クラブ連合会の協力を得て、アンケート調査票の配布及び

回収業務等を受託し、老人クラブの活動実態調査に協力しました。 

このアンケート調査は、老人クラブの組織や活動内容、新地域支援事業（総合事業）

への取り組み状況などを調査し、高齢者の地域支え合い活動の促進、老人クラブ活動の

地域連携モデルの構築等に向けた基礎資料として活用されます。 

・アンケート調査票  配布数 １，５９９クラブ 

回収数 １，０８０クラブ（回収率 67.5％） 

三 老人クラブリーダーの育成・指導 

１．会員増強運動の推進 

単位老人クラブ当たり「純増数 年３名」を目標に、会員増強運動に取り組みました。 

単位クラブの解散、休会、脱退等により、全体としては 5,408人の減少（29年 4月）

という結果になりましたが、新規会員の勧誘活動等により、会員が増加した単位クラブ

も 451クラブ（全体の 27.9％）ありました。 

２．老人クラブリーダー中央研修会 

老人クラブ活動の活性化や高齢者の生きがいづくり、健康づくりを推進し、明るい長

寿社会の実現と保健福祉の向上を担う指導者の育成を目的として実施しました。 

（高齢者相互支援推進・啓発活動研修会と併催） 

日時  平成２９年７月１２日（水）１３：００ ～ 

場所  三重県総合文化センター 

三重県男女共同参画センター 多目的ホール 

参加者  約３６０名 

・講演  「超高齢社会の地域における老人クラブ活動に期待される役割」 

四日市大学 学長・総合政策学部教授 岩崎 恭典 氏 



３．全老連、東海・北陸ブロック事業への参加 

（１）全老連 

① 第４６回全国老人クラブ大会 

日程  平成２９年１０月１８日（水）～ １９日（木） 

場所  ロームシアター京都 他（京都市） 

参加者  １７名（うち被表彰者 ６名） 

・ 講演、式典、表彰 

・ 活動交流部会 ３部会 

② 老人クラブリーダー中央セミナー 

県老連における中心的リーダー、若手リーダーの育成セミナー 

日程  平成２９年８月８日（火）～ ９日（水） 

場所  全国社会福祉協議会 会議室（東京都） 

参加者  役員１名 

・基調報告、活動報告、講演、行政報告、分散会、全体会 

③ 女性リーダーセミナー 

県老連における女性リーダーの育成セミナー 

日程  平成２９年１１月１６日（木）～ １７日（金） 

場所  全国社会福祉協議会 会議室（東京都） 

参加者  女性委員２名 

・基調報告、事例発表、ワークショップ、全体会 

④ 健康づくり中央セミナー 

市町老連が進める健康づくりの事業や活動に協力・支援する「健康づくり推進員」

の育成セミナーへの参加希望者を募集し、応募者が参加しました。 

日程  平成３０年２月２１日（水）～ ２３日（金） 

場所  中央福祉学院「ロフォス湘南」（神奈川県葉山町） 

参加者  １名 

・基礎講座、専門講座（運動､栄養､医療､歯･口腔､薬､事故防止）、グループ学習 

（２）東海・北陸ブロック 

① 東海･北陸ブロック老人クラブリーダー研修会 

日程  平成２９年７月６日（木）～ ７日（金） 

場所  「高山グリーンホテル」（岐阜県高山市） 

参加者  ２７名 

・基調報告 「老人クラブ組織の発展に向けて」（全老連） 

・事例発表 「『健康づくりリーダー養成講座』で活性化推進」(朝日町老連) 他 

・講 演  「大楽に生きるワザ」 

飛騨千光寺 住職 大下 大圓 師 



四 広報活動 

１．機関紙「すこやかライフ三重」の発行 

県老連の事業計画や各種事業の実施状況及び各地の老人クラブ活動便り等を掲載し、

市町老連を通じて、各単位クラブ等に配布しました。 

・発行部数  ５,０００部 

・発行日   平成２９年６月７日 

２．交通安全啓発の推進 

年間を通じて行われる交通安全運動について、機関紙や県老連主催事業の印刷物等に

啓発記事を掲載して配布し、交通安全への注意を喚起しました。 

 

第２ その他の主要な事業 

１．芸能交歓会等旅行事業 

（１）第４７回芸能交歓会 

・役員等による調査会 

日程  平成２９年８月３０日（水）～ ３１日（木） 

参加者 郡市老連会長、事務局職員、女性委員ブロック代表 

＊ 会場及び見学施設等の下見及び芸能ショーの座席順番の抽選 

・会員による芸能交歓会 

日程  平成２９年１２月６日（水） 

場所  磐田市民文化会館（静岡県磐田市） 

＊ 瀬川瑛子ショー 

＊ 午後 １回公演             参加者  ８２９名 

（２）国内旅行、海外旅行 

・交 歓 会    四国（四万十川、道後・足摺温泉等）   ９２名 

・国内空の旅   北海道(屈斜路・根室・知床等)     ２８５名 

・海外研修旅行  カンボジア(アンコールワット等)    １０２名 

２．物故会員合祀供養 

「第２４回物故会員慰霊塔合祀供養」 

・会員による合祀供養 

善光寺 慰霊塔「三重の塔」（長野市）    参加者  ６１９名 

３．老人クラブ会員章・会員手帳の普及 

老人クラブの会員章及び会員手帳を原価で販売し、普及を図りました。 

・会員章    ６２個 

・会員手帳  ２６１冊 



４．活動日誌・会計簿の普及 

老人クラブの活動日誌及び会計簿を原価で販売し、普及を図りました。 

・活動日誌  ４００冊 

・会計簿   ５６３冊 

５．老人クラブ傷害保険・賠償責任保険の加入促進 

機関紙や大会冊子等に「老人クラブ傷害保険」及び「賠償責任保険」の広告を掲載し、

老人クラブ保険事業の周知を図りました。 

６．老人クラブ名簿の作成 

各単位老人クラブの名称や会員数を掲載した「平成２９年度老人クラブ名簿」を作成

し、各市町老連へ配布しました。 

 

第３ 法人の運営 

 １．役員会 

（１）評議員会 

  ①定時評議員会 

期日 平成２９年６月７日（水） 

   場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 

   （主な議事） 

    ・平成２８年度事業実施報告書・財務諸表（決算） 

・理事、監事の選任 

・評議員の選任 

  ②臨時評議員会 

   期日 平成３０年３月１３日（火） 

   場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 

   （主な議事） 

    ・平成３０年度事業計画及び収支（損益）予算 

（２）理事会 

  ①第１回理事会 

   期日 平成２９年５月２３日（火） 

   場所 三重県社会福祉会館３階 研修室２ 

   （主な議事） 

    ・平成２８年度事業実施報告書・財務諸表（決算） 

    ・平成２９年度主要事業の開催要綱等 

    ・定時評議員会の開催決定 



  ②第１回臨時理事会 

   期日 平成２９年６月７日（水） 

   場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 

   （主な議事） 

・会長の選定 

・副会長、会長代行の選定 

・常務理事の選定 

③第２回理事会 

期日 平成２９年１２月１９日（火） 

   場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 

   （主な議事） 

・事業運営等の見直し 

    ・平成３０年度事業計画及び各種助成 

    ・臨時評議員会の開催決定 

③第３回理事会 

期日 平成３０年３月１３日（火） 

    場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 

    （主な議事） 

    ・平成３０年度事業計画及び収支（損益）予算 

    ・平成３０年度役員組織体制（理事・評議員・女性委員等） 

・平成３０年度県老連主催旅行事業計画 

（３）正副会長会議 

  ①第１回正副会長会議 

期日 平成２９年５月１６日（火） 

場所 三重県社会福祉会館４階 県老連事務所 

（主な議題） 

 ・第１回理事会及び定時評議員会の提出議案 

 ・「厚生労働大臣表彰」の候補者選考 

・全老連「会長表彰」の候補者選考 

②第１回臨時正副会長会議 

期日 平成２９年６月２３日（金） 

場所 三重県社会福祉会館４階 県老連事務所 

（主な協議事項） 

 ・「厚生労働大臣表彰」の推薦候補者 

・全老連「会長表彰」の推薦候補者 

・全老連「活動賞」「１００万人会員増強運動特別賞」の推薦候補者 

・県老連「会長表彰」の被表彰者選考 



  ③第２回正副会長会議 

期日 平成２９年１２月１２日（火） 

場所 三重県社会福祉会館４階 県老連事務所 

（主な議題） 

 ・郡市老連会長会議及び第２回理事会の提出議案 

④第３回正副会長会議 

期日 平成３０年３月６日（火） 

場所 三重県社会福祉会館４階 県老連事務所 

（主な議題） 

 ・第３回理事会及び臨時評議員会の提出議案 

（４）事業及び会計監査（監事会） 

期日 平成２９年４月１７日（月） 

場所 三重県社会福祉会館４階 県老連事務所 

（主な事項） 

    ・事業報告（平成２８年度事業実施報告書）等の事業監査 

・計算書類（平成２８年度財務諸表等の決算書）等の会計監査 

（５）人権問題研修会 

期日 平成３０年２月１４日（水） 

    場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 

対象者 県老連女性委員（第３回女性委員会と同日開催） 

・演題 「これって人権！？～身近なことから考えよう～」 

・講師  公益財団法人 反差別・人権研究所みえ 

研究員  吉 原 隆 行  氏 

２．郡市老連会長会議 

（１）地域会議 

  ①北地域会議 

期日 平成２９年５月１０日（水） 

場所 四日市市中央老人福祉センター 

   ②中地域会議 

   期日 平成２９年５月８日（月） 

場所 三重県社会福祉会館４階 県老連事務所 

   ③南地域会議 

期日 平成２９年５月１０日（水） 

場所 三重県社会福祉会館４階 県老連事務所 

＊(各地域会議の主な事項） 

・県老連役員（理事・評議員）の候補者選任の事前調整 



（２）郡市老連会長会議 

期日 平成２９年１２月１９日（火） 

場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 

（主な事項） 

・事業運営等の見直し 

・平成３０年度事業計画及び各種助成 

・「会員増強運動」及び「新地域支援事業」の推進 

３．女性委員会 

  ①第１回女性委員会 

期日 平成２９年４月１９日（水） 

   場所 三重県社会福祉会館３階 研修室２ 

   （主な事項） 

・委員長、副委員長、ブロック代表の選任 

・平成２９年度事業活動取り組みテーマ 

・平成２９年度各種事業の協力 

  ②第２回女性委員会・交流会 

期日 平成２９年９月６日（水） 

   場所 多気町民文化会館 

   ○女性委員会 

   （主な事項） 

・平成２９年度事業活動の取り組み状況（情報交換） 

   ○交流会 

   （主な事項） 

・多気町老連女性部の活動事例発表、ファッションショー及び意見交換 

  ③第３回女性委員会 

期日 平成３０年２月１４日（水） 

   場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 

   （主な事項） 

・平成２９年度事業活動の実施報告 

・平成３０年度「交流会」及び「いきいきクラブ体操」の担当老連 

４．事務連絡会議 

（１）三重県老連 

①郡市老連新任会長・事務局長・事務担当者合同会議 

期日 平成２９年６月１５日（木） 

   場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 



（主な事項） 

・三重県老人クラブ連合会の概要 

・平成２９年度実施予定事業及び各種助成 

・「会員増強運動」の推進 

・「新地域支援事業」に向けての取り組み 

・老人クラブ保険の沿革及び制度概要 

  ②郡市老連事務局長・事務担当者会議 

期日 平成３０年１月１６日（火） 

   場所 三重県社会福祉会館２階 大会議室 

（主な事項） 

・事業運営等の見直し 

    ・平成３０年度事業計画及び各種助成 

    ・「会員増強運動」の推進 

・「新地域支援事業」への取り組み 

（２）全老連 

①女性代表者会議 

期日 平成２９年５月２６日（金） 

   場所 全国社会福祉協議会 会議室（東京都） 

   （主な事項） 

・「１００万人会員増強運動」の推進 

・「高齢消費者被害防止キャンペーン」の取り組み 

・「新地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）」への参画 

②第１回事務局長会議 

期日 平成２９年６月１２日（月）～ １３日（火） 

場所 全国社会福祉協議会 会議室（東京都） 

（主な事項） 

     ・「１００万人会員増強運動」の推進 

    ・「新地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）」の推進 

    ・老人クラブ関係補助金の活用 

③第１回評議員会 

期日 平成２９年６月１９日（月） 

場所 全国社会福祉協議会 会議室（東京都） 

   （主な議事） 

    ・平成２８年度事業報告及び決算 

・評議員の選任 

    ・理事の補充選任 



  ④会長会議 

期日 平成２９年１２月４日（月）～ ５日（火）  

    場所 全国社会福祉協議会 会議室（東京都） 

    （主な事項） 

    ・「１００万人会員増強運動」の取り組み 

    ・「新地域支援事業」への取り組み 

    ・講演「地域でクラブを活かすチャンス」 

⑤第２回事務局長会議 

期日 平成３０年２月７日（水） 

    場所 全国社会福祉協議会 会議室（東京都） 

    （主な事項） 

    ・平成３０年度事業計画・概算予算案 

⑥第２回評議員会 

期日 平成３０年３月１５日（木） 

    場所 全国社会福祉協議会 会議室（東京都） 

    （主な議事） 

     ・平成３０年度事業計画及び収支予算 

・評議員の補充選任 

（３）東海・北陸ブロック 

  ①東海・北陸ブロック 事務局長会議 

期日 平成２９年６月２０日（火）～ ２１日（水） 

   場所 「ＫＫＲホテル名古屋」（名古屋市） 

   （主な事項） 

    ・行政説明「名古屋市の高齢者福祉施策」 

    ・各県･指定都市提出議題に関する協議 

    ・平成２９年度事業計画及び収支予算 

② 東海･北陸ブロック 会長・女性代表者会議（三重県当番） 

日程  平成３０年１月２４日（水）～ ２５日（木） 

場所  「プラザ洞津」（津市） 

参加者 全老連、東海北陸６県１指定都市の会長・女性代表・事務局長 

（主な事項） 

・全老連説明 「全国運動の推進」等 

・合同座談会 「１００万人会員増強運動の現況と課題」 

        「新地域支援事業（総合事業）への取り組み」 

・意見交換  「各県・指定都市老連提出課題」 

 


