住民主体の移送サービス
「きくさわスマイル号」
の運行
スマイルきくさわ（第2層協議体）

せざるを得ない場合もあり、急な変更にも対応出来る
体制を取っています。

住民主体の移送サービス
「きくさわスマイル号」

さらに、
ドライバーは毎日運転記録を付けており、事
務局は、
その日にあった事や課題をLINEで共有し、改

◆場

善に努めています。会議や書面では対応が、1週間後
や1か月後になってしまいます。改善が遅れると、士気

所

◆実施日

が下がってしまいますが、
その日の内に共有し、PDCA
サイクルをしっかり回していることもポイントです。
地域の方も協力的で、
自動車整備士さんが車の故障

用

利用登録料 年会費２，
０００円※保険料含む
利用料金
1人１回200円(往復)
※目的地まで３０分以上掛かる場合は＋１００円
目的地の追加は＋１００円
［令和4年3月現在］

◆対

象

菊沢地区在住の概ね75歳以上の高齢者の
方で介護、付添の必要がなく、公共交通機関
等を使って移動、外出が困難な方

きをしてくれたり、本当に色んな方が協力して下さり助
かっています。そして、何より利用者さんがすごく喜ん
これからの活動について
私達は、
規模を拡大する事は全く考えていません。
本
3

月～金曜日 9：00～16：00
（土日祝、年末年始を除く）

◆費

を無償で直してくれたり、
ガソリンスタンド店では値引

でくれるので、
楽しく活動出来ています。

菊沢コミュニティーセンターを中心に
半径約5㎞以内の病院やスーパーまで運行

当に手伝わなくてはいけない方やこのサービスを必要

4

としている方へきちんと浸透させることを目指していま
す。
きくさわスマイル号の活動を長く続けるために新し

ᴾ
ᴾ

ᴾ

ᴾ
ᴾ



ᴾ




い仲間も増やしていきたいです。






また、
スマイルきくさわが目的とする
「地域住民が主



体となって話し合い、協力し合い、あらゆる世代が集

ᴾ

ᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ

い、誰もがつながり支え合う地域」
を目指し、移送サー
ビスに留まらず、
利用者や地域住民の声を聴きながら、
誰もが何歳になっても、地域で安心して暮らせる地域

取組をはじめたきっかけは何ですか？
菊沢地区の『支え合いの地域づくり』を推進するた
めに
「地域住民が主体となって話し合い、協力し合い、
あらゆる世代が集い、誰もがつながり支え合う地域を
目指すこと」
を目的に、
「スマイルきくさわ（第２層協議
体）」
を発足しました。高齢者の困りごと調査では、
「買
い物・送迎」
など、移動や外出に困っている高齢者がた
くさんおり、高齢者が、慣れ親しんだ地域で生活してい
くにはどうしたら良いのかを考え、外出が困難な高齢
者のための移動・外出支援を目的に、令和2年1月から
「きくさわスマイル号」
の運行を開始しました。
どんな取組を行っていますか？
住民による助け合いで運行しているため、利用登録
料として年会費2,000円(利用者の保険等の費用)、
利用
料金は１人１回200円を基本
（令和4年３月現在）
とし、
ガ
ソリン代等の実費程度としています。低料金であるた
め、利用者は移動・外出が困難な菊沢地区在住の概ね
75歳以上の高齢者に限定し、更に、高齢者の個別実態
を把握している民生委員・児童委員が利用申し込みを
受け付けることで、
身体的、
経済的にサービスが本当に
必要な人へのアプローチを行う仕組みを構築しています。
「スマイルきくさわ（第2層協議体）」は、事業の検討

段階から、自治会協議会、民生委員児童委員協議会、

移送サービスの様子

づくりに取り組んでいきたいです。

老人クラブ連絡協議会、
地区内の社会福祉法人等や社

『住民主体の移送サービス』
を始めて２年。
住みよい菊沢地区を目指し、力を合わせ取り組みたいと思っております。

会福祉協議会と多方面の地域住民が参画しています。
また、住民主体の運営を持続していくために、実働
部隊として、
『きくさわスマイル号実行委員会』を組織
し、実行委員と多くのボランティア（17名/令和４年３月

『住民主体の移送サービス』
を始めて２年。免許を返納して車に乗れない、

現在）
が地区内から参画して事業を実施しています。車

買い物の荷物が重くて歩けない等の切実な悩みを抱えていた利用者には、

両を地区内に事業所を置くＮＰＯ団体からご提供いた

大変助かると好評です。
ボランティアからも地域のお手伝いが出来ると喜び

だき、地区内の個人タクシー事業者や自動車教習所に

の声をいただいています。
『支え合いの地域づくり』には、
まだまだ、たくさん

協力を得て
「安全移送講習会」や「安全運転講習会」
を

のテーマがあります。住みよい菊沢地区を目指し、力を合わせ取り組みたい

開催するなど、事業者との連携も図れています。

と思っております。

取組を行う際のポイント
民生委員・児童委員が加わり、住民が主体で動き、行
政が包括的にバックアップするという体制がうまくいっ
たポイントだと思います。
また、
住民主体の移送サービスはドライバーを集める
のが難しい場合も多いと思いますが、
菊沢地区では、
あ

スマイルきくさわ（第２層協議体）代表

紺野

勝寛

団体概要
団体名 | スマイルきくさわ（第２層協議体）
所在地 ｜ 鹿沼市御成橋町２丁目２１９７－１
代 表 ｜ 紺野 勝寛

事業内容 ｜ 支え合いの地域づくり事業

りがたいことに無償ボランティアの方が多く集まってく
れました。
そこには
「いずれは自分もお世話になるから、
この仕組みがあったら助かる」
という思いがあります。
み
んなが
「自分事」
として捉えてこの活動を続けています。
配車係の力も大事です。基本的には予約制ですが、
天候やコロナ対策、利用者さんの勘違い等で当日変更

現在、高齢化の進行により交通機関の課題が生じている中、自治会や民生委員、地域のボランティアなど様々
な関係者が連携・協働しながら取り組まれている点が、最も高く評価されました。
また、今後も高齢化が進む中において、
こうした取組は、高齢者など交通機関の利用が困難な方をはじめ、地
域住民の安心した暮らしにつながるものと考えます。
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