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平成２９年 ５月１９日 

株式会社  堀内組 

見守りネットワーク     
きずな事務局 

地域の見守りネットワーク（商業・福祉・住環境連携） 

に向けての取り組みについて 

見守りネットワークきずな事務局が目指す 
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1. 相浦地域の成り立ちと、地域の特性 

2．各グループ会社沿革 

3．きずな事務局誕生までの経緯 

4．きずな事務局の取り組みと成果 

5．取り組みの評価の実施 

6．きずな事務局の課題と今後 

≪ 演 題 ≫ 
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１．相浦地域の成り立ちと、地域の特性 
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年齢別人口構成 

0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上

0歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上
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株式会社 堀内組 

昭和25年 設立 

平成13年 ＩＳＯ9001取得 

平成15年 ＩＳＯ14001取得 

平成17年 住宅リフォーム部門 

 「ライファ佐世保北」 開設 

⇒ 平成24年 「ここハウス ほりうち」  

総合建設業 

 

 

 

舗装工事  

一般国道206号橋梁整備工事  

某銀行某支店新築工事  

ここハウス ほりうち 
（株）堀内組 本社  

従業員数：125名（H27.9現在） 

２、各グループ会社沿革 
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堀内商事株式会社 

昭和53年 ガソリンスタンド営業開始 

平成13年 工事資材販売営業 

平成14年 建設廃材リサイクル事業開始 

平成20年 アグリ事業部開始 ＥＮＥＯＳ真申ステーション 

堀内商事（株） リサイクルセンター 

・ブルーベリー商品の販売 
（生果、ブルーベリーリキュール、梅酒、 
 ジャム、ソース、菓子他） 

・マンゴー商品の販売（生果、ジャム）   
・ギフト販売（お中元、お歳暮）  
               etc… 

従業員数：19名（H27.9現在） 
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重機建設工業株式会社 

昭和59年 設立 

平成14年 佐々支店設置 

従業員数：20名（H27.9現在） 

10ｔダンプトラック 

CAT305SR 
(バックホウ0.2m3)  

CAT320CU 
(バックホウ0.8m3)  

散水車8ｔ  

ショベルローダー(1.3m3)  
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農業生産法人 有限会社 

フロンティア アグリカルチャー ながさき 

平成17年 設立 

平成18年 農海産物直売所 

    「食彩の里 よかばい相浦」 運営開始 

平成19年 ブルーベリー栽培開始 

平成20年 マンゴー栽培開始 

平成20年 オリーブ事業着手 

堀内組農業経営参入計画の一環として 

 ブルーベリーの村  よかばい柚木農園 

よかばい真申農園（マンゴーハウス） 黒島地区 
オリーブ実証農園 

農海産物直売所 
「食彩の里 よかばい相浦」 

従業員数：5名、パート：15名（H27.9現在） 
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社会福祉法人 佐々川福祉会 

「特別養護老人ホーム 虹の里」 

「住宅型有料老人ホーム ケアインファースト栄」 

「特別養護老人ホーム あやめの里」 
平成10年 社会福祉法人設立 佐々川福祉会 

平成11年 「特別養護老人ホーム 虹の里」開設 

平成26年 「住宅型有料老人ホーム ケアインファースト栄」開設 

平成27年 「特別養護老人ホーム あやめの里」開設 

虹の里 ケアインファースト栄 

特別養護老人ホーム、 
デイサービス、ショートステイ、
居宅介護支援 

住宅型有料老人ホーム、 
デイサービス、ショートステイ、 
居宅介護支援、訪問介護 

あやめの里 

特別養護老人ホーム、
ショートステイ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=134nhh8bb/EXP=1284437475;_ylt=A3JvcpVjpI1M1SQALy.U3uV7/*-http%3A//image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E8%BB%8A%E6%A4%85%E5%AD%90&rkf=1&ib=-1
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13f64tsf0/EXP=1284437960;_ylt=A3JvcoxIpo1MwFwBZ7qU3uV7/*-http%3A//image-search.yahoo.co.jp/detail?p=%E7%A6%8F%E7%A5%89%20%E7%94%A8%E5%85%B7&rkf=1&ib=4
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建築業界の現状 

 建設投資の急速な減少 

 公共事業費の削減→長崎県公共事業費10年前の 約50％ 

 業況判断ＢＳＩ 建設分野→悪化 

 公共工事の減少・受注競争による工事単価の下落・建設技術者及び技能者（鉄筋、型枠等）不足 

 資材価格の上昇、専門工事労務費の上昇、先行きの見通しが立てられない。 

＊ＢＳＩ‥回答企業の「好転・
増加・上昇」とする企業から
「悪化・減少・下落」とする企
業割合を差し引いた指標 

（プラスは好転、 

マイナスは悪化と見られる） 

堀内組の分野別完成工事高及び雇用人数 

環境分野 

リフォーム分野 

農商工連携分野 

福祉・医療分野 

既存分野 

従業員数 
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平成10年 ～社会福祉法人 佐々川福祉会 設立～ 

平成11年 ～「特別養護老人ホーム 虹の里」～ 

平成26年 ～「住宅型有料老人ホーム ケアインファースト栄」～ 

平成27年 ～「特別養護老人ホーム あやめの里」～ 

◎高齢化社会を見据えて 

◎地域貢献 

◎福祉施設建設工事の 
  受注 

◎地域に根ざした 

  福祉の拠点として 

【日本の人口推計と高齢化率の推移】 

（出典）2010年までは総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果 

<予期せぬ効果有> 
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これまで多くの建物を 
建設してきた。続く時代は‥ 

株式会社 堀内組 

メンテナンス 
リフォーム 

平成17年    ～ライファ佐世保北開設～ 

平成24年7月 ～㈱LIXIL脱退→“ここハウス ほりうち”へ改名～ 

既存する建物を改善し、 
大切にしていく時代と捉えた。 

◎ 法人向事業より、新たに 
  個人に向けの事業展開 
⇒ 一般顧客との身近な距離 

イベントの開催 

リフォーム工事の相
談なども気軽に受
けることができる。 

ここハウス ほりうち 
店舗内 

★ 平成23年12月1日より、介護保険制度を利用した 
  福祉用具の販売・レンタルサービスを開始!! 

福祉の観点から、より安心感の持てる 
生活環境づくりをサポートする為に‥ 

★ (一社)ベターライフリフォーム協会/リフォーム業務品質審査登録申請中 
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平成23年11月1日 

～「見守りネットワークきずな事務局」 高齢者支援サービス開始～ 

平成24年10月1日 

～「見守りネットワークきずな」 居宅介護支援事業開始～ 

◎ 買い物代行・宅配 

◎ 生活支援 

買い物代行‥利用者
の希望する店で、希望
する物品を購入し、家
まで宅配する。 

生活支援‥庭の草むしり
や部屋の模様替えなど 

◎ 福祉相談 

◎ 居宅介護支援 
 （ケアプラン作成） 

株式会社 堀内組 

介護保険を使ったサー
ビスを利用するために
は、ケアプランを作成
する必要があります。 

《実績》 
Ｈ26年度 利用件数 2558件、月平均 214件、1日平均 9件   
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３、きずな事務局誕生までの経緯 

設立の背景 

 

①アンケート実施 

 

②県事業採択（買い物弱者支援構築モデル事業） 

 

③運営開始（平成23年度） 
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部屋の模様替えを 

したいけど、 

頼む所がない。 

４、取り組みと成果 
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現在の具体的なサービス内容 

①買い物代行・商品配達 

  （相浦・佐々地域３００円、その他の地域５００円） 

②生活支援（便利屋）サービス 

   ３０分スタッフ１名につき５００円 

③灯油配達 

 

④お元気確認訪問 
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①買い物代行・商品配達 

相浦・佐々地域・・・３００円 

その他の地域・・・５００円 

※協力店利用の場合は配達料は無料 
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②生活支援（便利屋サービス） 

３０分スタッフ１名につき５００円 
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③灯油配達 
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④お元気確認訪問 
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お元気確認訪問の意義 

・訪問により、孤立しやすい利用者であっても、見守りの目が 

あることにより、不審者や悪徳業者などとの関わりを関係へ報
告愛告し、利用者にとって不利益な事態に陥ることを早期 

防ぐことが出来る。 

 

・訪問により、利用者から日常生活の些細な困り事を相談しや
すい関係を早期に防ぐことができる。 

 

・利用者の身体的・精神的変化、生活状況の変化を利用者本
人から聞き取ったり、観察・確認することにより、状況に応じ
た対応をスムーズに行い、利用者の住み慣れた地域で自分
らしく生活するためのサポートを行う。 
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サービス提供時に心掛けていること 

• ただ、「商品を配達する」「支援を行う」 

だけではなく、利用者との対話を重視している。 
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事例紹介 

・終末期の利用者とそのご家族に関わった事例 

 

（対象者）80歳代女性・要介護１・認知症（初期） 

（家族）一人暮らし 子供（2名）は関東地方に家庭を
持っている。 

（きずな事務局との関わり）平成24年度より週3回、通院
時の付添いや買い物、家事や話し相手の支援を行う。 

他県に住む息子には週1回報告メールや、適宜の連絡を行
い、コミュニケーションを密に取り、信頼関係は良好で
あった。 

（その他）週1回訪問介護、週2回通所介護利用 
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平成 

24年度 
８８ ５０２ ２２３ 15 130 134 

平成 

25年度 
１２４ １１６９ ３６９ 428 140 232 

平成 

26年度 
１６４ ２１１３ ５５８ 881 440 234 

平成 

27年度 
２３４ ２５１５ ７３１ 1115 460 209 

平成 

28年度 
２８０ ２４４０ 808 924 469 239 

８７３９ 2689 3363 1639 1048 

利用状況 
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その他の取り組み 

⑤ 協力店会議の開催 

 

⑥「きずなの会」の開催 

 

⑦地域行事への参加・地域住民との関わり 

 

⑧きずな通信の発行 
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⑤協力店会議の開催 

（参加協力店） 

 

呉服店・しょうゆ店・ガソリンスタンド・建築、  
リフォーム関連会社・産地直売所・染物店・ 

酒店・弁当屋・質店・蒲鉾店・電気設備会社・ 

造園業               

                     （順不同） 
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⑥きずなの会の実施 
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「きずなの会」参加組織 

・相浦支所             ・相浦地域包括支援センター 

・相浦商工振興会         ・長崎県警相浦警察署 

・相浦地区推進協議会      ・新田町民生委員 

・相浦地区生涯学習協議会 

・相浦地区福祉推進協議会 

・生涯学習振興会 

・相浦地区公民館 

・相浦新町町内会 

・佐世保商工会議所 
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⑦地域行事への参加・住民との関わり 

（1月）  飯森神社節分祭りの豆つめ準備 

（2月）  愛宕祭り参加・・・会場ゴミ拾い、事務局PR活動 

（６月）  グラウンドゴルフ大会 

（７月）  海の日、稚魚放流、子供みこし手伝い 

（8月）  千日祭設営、新田町公民館にて寸劇披露 

（10月） 相浦おくんち参加、グラウンドゴルフ大会参加 

（11月） 公民館祭り参加、棚方町緑町公民館にて寸劇披露 

（12月） もちつき大会参加、大潟町公民館にて寸劇披露  



31 
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⑧きずな通信の発行 
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５、取り組みの評価の実施 

評価の具体的な方法 

 

①きずなの会や協力店会議での意見交換 

②研修への参加 

③利用者・事業所へのアンケート実施 
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取り組みの成果 

①利用者のニーズに柔軟に対応することにより、利用者の日常
の些細な困りごとの解決につながり、利用者の在宅生活の意
義、生活の質の向上が見受けられる。 

 

②地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所等と連携を
図ることにより、利用者本人のニーズに応じた、フォーマル・
インフォーマルなサービスへの検討や、円滑な移行をおこな
うことができ、生活状況や身体状況の悪化を防止すること
ができている。 
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③ケアマネージャーからは、介護保険では補えない部分のサー
ビスの選択肢の一つとして周知されつつある。 

 

④きずな事務局の活動が警察署に認められ、長崎県警相浦警
察署より、「高齢者防犯交通アドバイザー」を委嘱される。 

                             （平成27年6月） 
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⑤相浦地域包括支援センターの推薦により、「第4回 健康寿
命を伸ばそう！アワード」に応募。 

 結果、きずな事務局の取り組みが「介護予防・高齢者生活支
援分野」において、「厚生労働大臣最優秀賞」をいただく。                       
（平成27年11月） 
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④ 福祉相談、(指定)居宅介護支援事業 

※ 地域包括支援センターからの委託に 
  より、“予防”介護支援も可能 

居宅介護支援事業所 
見守りネットワークきずな 

③ 買い物代行・生活支援 
 ・お元気確認訪問など 

見守りネットワーク 
きずな事務局 

① リフォーム事業 
② (指定)福祉用具販売貸与事業 

ここハウス 
ほりうち 

＜堀内組の3部門を連携させた住環境福祉部門＞ 

 ビジネスモデルを確立させること 

６、きずな事務局の課題と今後 
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悩みごと 
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スタッフ 

雇用 

地域貢献◎ 

 

ビジネスに重きをおく
と、 

生活困窮者は？ 

 

ヘルスケア産業としての 

位置づけは？ 

運営費 

どうする？ 

 

お元気確認訪問
の有料化 

 

仕組み作り 

 
収支ゼロ 
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最 後 に 

≪本事業に関する問い合せ≫ 

株式会社 堀内組   （担当：天島/ﾃｼﾏ） 

〒858-0908 長崎県佐世保市光町109番地 

ＴＥＬ 0956-47-2127  ＦＡＸ 0956-48-5069 

ＵＲＬ： http://www.horiuchi-g.co.jp/ E-mail：info@horiuchi-g.co.jp 

堀内グループのメイン事業である総合建設業を

軸に地域の活性化のため、ただ企業が自己満足

する事業を展開するのではなく、地域に評価さ

れ、必要とされる事業展開を目指している。 


