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1 ．地域福祉活動計画策定委員会設置要綱

（目的及び設置）
第 1条　社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、第 3次武蔵野市地
域福祉活動計画（以下「計画」という。）を策定するため、第 3次武蔵野市地域福祉活動計画
策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第 2条　委員会は次に掲げる事務を所掌する。
　（ 1）計画策定に関すること
　（ 2）その他、計画策定に必要な事項に関すること
（組　織）
第 3条　委員会は、別表に掲げる委員で組織し、本会会長が委嘱する。
（任　期）
第 4条　委員の任期は、平成23年 9 月27日より平成25年 3 月31日までとする。
2　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（委員長及び副委員長）
第 5条　委員会には、委員長 1名及び副委員長 1名を置く。
2　委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。
3　委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職
務を代行する。

（会　議）
第 6条　会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2　会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4　委員会が、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
（作業部会の設置）
第 7条　委員長が必要と認めた場合には、作業部会を設置することができる。
（事務局）
第 8条　委員会の事務局は、武蔵野市民社会福祉協議会内に置く。
（その他）
第 9条　この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
　　付　則
　この要綱は、平成23年　 9月　 1日から施行する。
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2 ．地域福祉活動計画策定委員会委員名簿

別表（第 3条関係）
 （50音順/敬称略）

氏　　名 現　　職　　等（就任時）

秋
あきやま

山　優
ゆう こ

子 特定非営利活動法人　保育サービス　ひまわりママ　理事長

石
いしかわ

川　満
みつ え

江 武蔵野市赤十字奉仕団副委員長

井
い べ

部　文
ふみや

哉 武蔵野市老人クラブ連合会副会長

尾
おざき

﨑　百
ゆ り

合香
か 社会福祉法人　東京都社会福祉協議会　地域福祉部　地域福祉担当　

統括主任

小
お み の

美濃　純
じゅんじ

彌
※平成24年 5 月まで

武蔵野市民生児童委員協議会代表会長

◎熊
くまだ

田　博
ひろき

喜 武蔵野大学人間関係学部社会福祉学科准教授

郡
ぐんじ

司　　駿
しゅん

　 市民公募委員

塩
しおた

田　幸
さちこ

子 地域福祉活動推進協議会代表者連絡会会長

首
しゅとう

藤　奈
な ほ

保 市民公募委員

栖
すくも

雲　勍
けいこ

子 武蔵野市赤十字奉仕団委員長

○千
ち

種
ぐさ

　　豊
ゆたか

　 ボランティアセンター武蔵野運営委員長

照
てるぬま

沼　潤
じゅんじ

二 社会福祉法人　武蔵野千川福祉会　常任理事

栃
とち

折
おり

　暢
のぶ こ

子 武蔵野市民生児童委員協議会主任児童委員

橋
はしもと

本　裕
ゆう こ

子 社会福祉法人　とらいふ　統括施設長

原
はら

　　利
としこ

子 吉祥寺東部地域福祉活動推進協議会会長

堀
ほり

　　一
かずみ

美 ボランティアセンター武蔵野運営委員

本
ほんだ

多　　勇
いさむ

　 武蔵野大学通信教育部人間関係学部人間関係学科准教授

本
ほんだ

多　美
み よ こ

代子
※平成24年 5 月より

武蔵野市民生児童委員協議会第三地区会長

三
みさわ

澤　和
かずひろ

宏 武蔵野市健康福祉部長

若
わかばやし

林　喜
き く お

久男 武蔵野市コミュニティ研究連絡会副会長

和
わ く た

久田　純
すみこ

子 中央地域福祉活動推進協議会会長

（＊◎：委員長　○：副委員長）
※ 小美濃純彌委員は市民社協会長に就任したため平成24年 5 月より民生児童委員協議会から本多
美代子委員を選出。
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委員よりひとこと ～地域福祉活動計画を策定して～

秋山　優子　委員

熊田　博喜　委員長

石川　満江　委員

千種  豊　副委員長

子育て中の親と接する度に、子育てを孤
4

育てにしない取り組みが必
要と感じています。市民社協・地域社協を中心にした世代間を超え
た人とのつながり、地域のつながりに期待します。

策定委員会、地域社協、事務局、そして多くの市民の皆様からのお力
添えをいただき、計画が完成いたしました。計画には皆様の想いが込
められています。それを「想い」だけではなく、「かたち」にしてい
くことが、次の目標です。引き続きのお力添えをお願い申し上げます。

自分が困った時、自ら何処かへ相談に行けるでしょうか。活動計画
が実践されるためには、しかけをつくり問題を引き出す事、これは
地域の協力以外はないことを改めて実感しました。

人と人が支えあう楽しく生きていける街とは、自分たちが地域でで
きることは何か、活動計画を策定する中で、あらためて地域を知る機
会となりました。次の世代につないでいけるよう努力していきます。
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井部　文哉　委員
武蔵野市老人クラブ連合会から参加。介護施策や福祉施策の周辺に
いる元気高齢者や老人クラブ活動の中での介護予防活動が、本活動
計画に生かせるかを考えながら参加した。

郡司　　駿　委員
学生の立場から武蔵野市の福祉に貢献できる事は何かを考えて、積
極的に発言する様に心がけました。今回の計画で、福祉に貢献する
学生がもっと増える事を期待しております。

首藤　奈保　委員
日々の仕事の中で、地域福祉の重要性を痛感していました。今回メ
ンバーに加えていただき真摯に取り組んでいらっしゃる皆さんの姿
を拝見し本当に勉強になりました。

照沼　潤二　委員
地域福祉コーディネーターの設置など、今回の第 3次地域福祉活動
計画が、障がいのある方々が「あるがままに、あたりまえに」地域
で生活を送るための一助となることを願います。

尾﨑　百合香　委員
様々な場面で、地域を思う住民の熱意に触れることができ感激しま
した。地域社協の活動計画策定は都内では初です！　今後は地域社
協＆住民＆地域福祉コーディネーターのコラボに期待します。

塩田　幸子　委員
地域懇談会から始まり、問題点に対しての意見交換会を重ね、顔の
見える地域のつながり、居場所等々、地域に対しての課題も多く、
新しい担い手の発掘も地域にとっては課題となります。

栖雲　勍子　委員
より多くの地域住民に「地域福祉活動計画」を理解してもらい、こ
の計画がそれぞれの地域の実態にあった活動に反映された形で実
行・実現されることを推進していきたい。

栃折　暢子　委員
人が人の間で生きてこそ、よろこびを数倍に、悲しみを数分の一に
できると信じて、より心地よく生きられる街になるために、この計
画が活きることを願っています。
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橋本　裕子　委員
計画づくりに参加させていただき、地域福祉の役割、必要性を痛感
しました。一人の力は小さいですが、武蔵野市の地域力を育んでい
けたらと思います。

堀　　一美　委員
策定委員として「住民として何ができるのか」を考え目指す答えを
探求した 1年 7か月でした。今後計画の中の重点 5項目を実現化す
るために住民として協力していきたいと思います。

本多　美代子　委員
産みの苦しみ、育つ期待、諸々の立場の方が意見を出し合い土台を
つくり、進路をつくりあげました。 1人でも多くの方が気づき、さ
さえあう穏やかな武蔵野の発展に期待します。

若林　喜久男　委員
本計画作成に参加できたことは、この上もない喜びを感じておりま
す。このシステムが軌道に乗れば、住みたいまち吉祥寺が、住んで
よかった武蔵野市になることでしょう。

原　　利子　委員
この計画は市民社協の活動計画であると同時に、最も地域に密着し
た支える側・支えられる側の当事者にとっても基本指針なので、理
想だけではすまされない緊張感がありました。

本多　　勇　委員
地域福祉活動計画は、地域に住む一人ひとりが、周りの人々や環境
に目を向け、一言声をかけ、一歩前に歩みだすことで、進んでいく
ものです。主役は市民一人ひとりです！

三澤　和宏　委員
  策定委員会を通して多くの市民の皆さんと意見交換ができました。
その思いが詰まった計画を実行するのも皆さんの協力なくしてでき
ません。これからも地域の力に期待します。

和久田　純子　委員
策定委員として関わり、改めて福祉を深く知り、充実した時を過ご
すことができました。この計画を基に福祉の街武蔵野市が、益々、
安全で安心に過ごせる街になると素晴らしいですね。
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3 ．地域福祉活動計画策定委員会検討経過

①策定委員会

回 日　時 場　所 内　　　　　容

第 1回 H23.9.27（火）
18：00～20：00

市民社協
A・B会議室

●委嘱状の交付　●会長挨拶　●委員紹介　
●事務局紹介　●正副委員長の選出
●議事（武蔵野市地域福祉活動計画について、
第 3次地域福祉活動計画の策定について）

●今後の進め方について

第 2回 H23.11.8（火）
18：30～20：35

市役所西棟 8階
811会議室

●議事（委員長挨拶、第 1回会議要録について、
地域懇談会について、会員アンケートについ
て、中期計画の進捗状況について、全体の質
疑応答）

第 3回 H24.1.24（火）
18：30～20：30

スイング10階・
スカイルーム

●議事（委員長挨拶、第 2回会議要録について、
地域懇談会の実施状況について、会員アン
ケートの実施状況について、中期計画の進捗
状況）

第 4回 H24.3.21（水）
18：30～20：30

市役所東棟 8階
802会議室

●議事（第 3回会議要録について、アンケート
集計結果概要、第 3次地域福祉活動計画策定
にともなう地域懇談会実施報告書、「健康福祉
総合計画」の概要と連携、24年度のスケ
ジュール）

第 5回 H24.4.24（火）
18：45～20：45

市役所西棟 4階
412会議室

●議事（第 4回会議要録について、地域別懇談
会振り返り）

第 6回 H24.5.22（火）
18：45～20：45

スイング10階・
スカイルーム

●議事（第 5回会議要録について、会員アン
ケート調査分析）

第 7回 H24.6.26（火）
18：45～20：55

市役所東棟 8階
802会議室

●議事（第 6回会議要録について、会員以外の
アンケート調査の分析、会員アンケート調査
の振り返りに伴う各班の意見集約、地域懇談
会における意見及び会員アンケート調査にお
ける意見の整理、地域社協別地域福祉活動計
画の策定について、地域福祉コーディネー
ター検討小委員会立ち上げの方向性）

第 8回 H24.7.24（火）
18：45～21：00

市役所西棟 8階
811会議室

●議事（第 6回・第 7回会議要録について、小
委員会の立上げ、地域社協別地域福祉活動計
画、重点課題の検討）

第 9回 H24.9.25（火）
18：30～20：40

市役所西棟 8階
811会議室

●議事（第 8回会議要録について、地域懇談会・
会員アンケート・若年層アンケート、第 1回
小委員会の報告、計画の全体像とテーマ別議
論の取り扱い、体系図、取組目標について）

第10回 H24.10.23（火）
18：30～20：40

スイング11階・レ
インボーサロン

●議事（施策の体系図（案）、小委員会報告、重
点課題の検討）

第11回 H24.11.27（火）
18：30～20：40

市役所東棟 8階
802会議室

●議事（第 9回・10回会議要録について、施策
の体系図（具体的な取り組み）、中間報告）
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回 日　時 場　所 内　　　　　容

第12回 H25.1.22（火）
18：30～21：00

スイング10階・
スカイルーム

●議事（第11回会議要録について、パブリック
コメントの取り扱い、各種団体および策定委
員選出母体からの中間報告書に対する意見、
市民意見交換会、地域社協別地域福祉活動計
画、中間報告書全般について）

第13回 H25.2.26（火）
18：30～20：40

スイング10階・
スカイルーム

●議事（第12回会議要録について、市民意見交
換会・パブリックコメント、計画書本書につ
いて）

第14回 H25.3.26（火）
18：30～20：30

市役所西棟 8階
811会議室

●議事（第13回会議要録について、地域社協別
計画書報告、計画書本書完成・報告）

②地域福祉コーディネーター検討小委員会
●小委員会委員名簿

氏　　名 現　　　職　（就任時）

◎熊田　博喜 武蔵野大学人間関係学部社会福祉学科准教授

○千種　豊 ボランティアセンター武蔵野運営委員長

　尾崎　百合香 東京都社会福祉協議会地域福祉担当統括主任

　栖雲　勍子 武蔵野市赤十字奉仕団委員長

　栃折　暢子 武蔵野市民生児童委員協議会主任児童委員

　原　　利子 吉祥寺東部地域福祉活動推進協議会会長

　本多　勇 武蔵野大学通信教育部人間関係学科准教授

（＊◎：委員長　○：副委員長）

●小委員会検討経過

回 日　時 場　所 内　　　　　容

第 1回 H24.8.29（水）
18：30～20：45

市民社協
A・B会議室

●議事（地域福祉コーディネーター像について、東社
協「地域福祉コーディネーターの必要性と養成に関
する報告書」について、既に立ち上がっている地域
福祉コーディネーター設置地区の概要について、地
域福祉懇談会よりの要望書について）

第 2回 H24.10.2（火）
18：30～20：45

市民社協
A・B会議室

●議事（地域福祉コーディネーター 3区市の比較、第
1回目の意見の検証、市と市民社協の考え方）

第 3回 H24.11.8（木）
19：00～21：15

市民社協
A・B会議室

●議事（武蔵野版地域福祉コーディネーターについて）

第 4回 H24.11.19（月）
19：00～21：10

市民社協
A・B会議室

●議事（武蔵野版地域福祉コーディネーターについて）
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4 ．第 3次武蔵野市地域福祉活動計画中間報告書に対する
パブリックコメント※概要報告

目　　的： 第 3 次武蔵野市地域福祉活動計画中間報告書に対し、市民の意見を幅広く募集し、できる
限り施策に反映させる。

募集期間：平成25年 1 月 6 日（日）～ 1月28日（月）【23日間】
募集方法：広報紙「市民社協だよりふれあい」 1月号に掲載。電話、FAX、メール等により募集。
意 見 数：12件
※意見書全文のうち、特に重要であり、かつ本計画書に直接関連する部分のみ要約し掲載。
　 また、一つの文章中でも複数の事柄に対する意見が述べられている場合は、それぞれの項目に大別
して記載している。

※計画や規則等を制定する時に、広く市民に意見・情報・改善案等を求めることを示します。

タイトル 関連する
ページ 意　見　要　旨 策定委員会の方針

（ 1）第 3次武蔵野市地域福祉活動計画　全体に関係すること

計画全体 －

第 2次（地域福祉活動計画）に比べ、
第 3次（地域福祉活動計画）はぐっと
踏み込んで具体的に書かれている。し
かし、あまりにも期待が大きく、第 2
次での問題点がどれだけ解決されたの
か、具体的な評価が欲しかった。

市民社協が策定する「社協
発展強化計画（仮称）」にお
いて、引き続き第 2次や中
期計画の振り返り、評価を
進める予定です。

地域福祉コーディネーターに特化した
記述に見える。「居場所」「地域社協の
今後」等、他にも課題があるが、記述
が足りない。

本計画書で挙げられた様々
な課題に対し、共通して有
効な取り組みと考えられる
ことから、「地域福祉コー
ディネーター」の記述が多
くなっています。その他の
重要な課題についても、市
民社協を中心に継続して検
討を進めます。

文中の主語がまちまちである。市民と
ともに作る計画であることは間違いな
いが、実行する/責任を持つのは市民
社協ではないか。

地域福祉活動計画は、社協
が中心となって作成する市
民や民間団体による計画で
す。よって、取り組む内容
によって、主語（取り組む
団体）が変わることも、や
むを得ないものと考えます。

第 3次武蔵野市地域福祉活動計画と、
地域リハビリテーションとの関連性が
分からない。

第 3次地域福祉活動計画
は、地域リハビリテーショ
ンに関する記載のある「武
蔵野市健康福祉総合計画
2012」との十分な連携を考
慮して策定されました。今
後も市内の様々な分野、関
係機関が連携して課題の解
決に努める必要があります。
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タイトル 関連する
ページ 意　見　要　旨 策定委員会の方針

周知方法
について －

地域福祉は国の福祉施策としても重要
視されている。武蔵野市では、市民社
協がその仕掛けづくりの中心的な役割
を担い、この計画は今後の武蔵野市の
地域福祉の方向を位置づけるものと解
釈している。市民生活に大変重要な計
画を、もっと広く告知してほしい。

市内関係機関をはじめ、市
民の目に触れやすい場所で
計画書を配布します。ま
た、市民社協により計画の
説明の場を設け、周知に努
めます。

（ 2）取り組み目標について

地域の福祉情
報を分かりや
すく発信する

P.33

市内で誰（施設・団体・個人）が、ど
んな取り組みをしているかが簡単に検
索できるデータベースをつくり、閲覧
できるようにしてほしい。このような
基本情報をデータベース化すれば、
ニーズと居場所のマッチングも楽にな
り、連携も取りやすくなる。総合相談
の機能強化にもつながる。

地域の福祉活動を進めるた
めには、希望する市民が、
活動を探しやすい環境を整
えることが必要です。情報
の蓄積と検索等、分かりや
すい情報発信のあり方につ
いて、さらなる検討が求め
られます。

「顔の見える
関係」をつくる P.35

「見守り」と「監視」は紙一重である。
町内会のほとんどない（＝住民同士の
監視を嫌う）武蔵野市において、見守
りを監視にしないことは「武蔵野らし
さ」の現れであり、誇りではないか。
理想の地域福祉のあり方として多様な
価値観を認め合い、人間の尊厳を尊重
する姿勢を明示してほしい。

住民の方々には、近隣との
つながりを快く思わない方
もいらっしゃいます。各地
域の状況に応じた、適切な
見守りのあり方を検討する
必要があります。

地域での
孤立を防ぐ

P.36
P.37

共同住宅居住者が 7割を占める今日、
居住者の安全・安心が気になる。特に
一人暮らしの高齢者の場合は、管理人
や両隣の居住者をはじめ、民間業者に
よる日常的な見守りシステムを構築す
る必要がある。

災害時要援護者対策事業等
を通じ、共同住宅における
見守りの取り組みが少しず
つ広がっています。
今後も継続して共同住宅に
おける見守りのあり方を検
討する必要があります。

「マンション管理組合代表者懇談会」を
設置し、マンション管理運営に関する
情報交換、居住者の安全・安心対策の
検討実施について、市民社協、市、他
行政機関と協力し、マンション居住者
以外の市民も含め、孤独死ゼロのシス
テムを作ってほしい。

（ 3）重点的な取り組みについて

地域福祉
コーディネーター

P.41

～

P.49

地域福祉コーディネーターが、現在の
市民社協（の機能）とは別物という印
象を受ける記載がある。地域福祉コー
ディネーターは市民社協の機能そのも
のであり、実際に業務を担う職自体を
地域福祉コーディネーターと呼ぶので
は。

「様々な地域資源のネット
ワークを築くこと」は、市
民社協と地域福祉コーディ
ネーターの共通する役割で
す。本計画書では、その中
でも特に個別支援や、支援
のしくみづくりに重点をお
いて課題解決に取り組む職
員を「地域福祉コーディ
ネーター」と呼んでいます。
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タイトル 関連する
ページ 意　見　要　旨 策定委員会の方針

地域福祉
コーディネーター

P.41

～

P.49

「地域福祉コーディネートシステム」と
は何か。

地域福祉コーディネーター
だけでなく、既存の地域資
源（地域社協、在宅介護支
援センター、民生児童委
員、行政等）が一体となっ
て地域の課題解決に取り組
むこと全体のシステムを示
します。

地域福祉コーディネーターの身分と役
割が、イメージできない。

地域福祉コーディネーター
について、小委員会を中心
とした議論を行いました
が、具体的な役割や配置体
制等に関する検討は十分で
はありません。
今後、関係機関（在宅介護
支援センター等）の方々に
もご協力をお願いし、市民
社協を中心とした「地域福
祉コーディネーター設置プ
ロジェクト（仮称）」を設置
し、実務者による協議を行
います。

全市的な地域支援ネットワークを活用
し、包括的な支援に取り組む「地域包
括支援センター」と、在宅支援ネット
ワークの拠点として各地域で住民や専
門職相互の協働により包括的な支援を
行う「在宅介護支援センター」がある。
これらの中間的な位置に「地域福祉
コーディネーター」が設置され、機能
していくのかどうか、イメージしにく
い。

地域リハビリテーション推進協議会・
分野別会議（在宅支援連絡会他）と、
在宅介護支援センターの圏域における
在宅支援ネットワーク構築の役割分担
と連動性も明確になっていないため、
「地域福祉コーディネーターの役割（段
階別役割）」のようには整理できないと
ころもあるのでは。

人材確保の難しさ等により「地域福祉
コーディネーター」を 3人（圏域）に
設置するのなら、平成18年度～23年度
に行っていた 3つの日常生活圏域にお
ける地域包括支援センター 3か所（現
在の在宅介護支援センター）に置くこ
とが、より効果的な動きと機能を発揮
することになると思われる。現状で
も、すでに在宅介護支援センターが地
域福祉コーディネーターの役割（つく
る・把握する・つなげる・知らせる）
を担っている部分もある。
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タイトル 関連する
ページ 意　見　要　旨 策定委員会の方針

居場所づくり
の展開

P.51
～

P.52

現在、居場所の活動に取り組んでい
る。家賃や光熱費等に対する助成制度
の検討をお願いしたい。

現在実施されている居場所
における課題等を集約し、
効果的な助成や居場所のあ
り方を、市民社協を中心
に、市民の皆さんと一緒に
検討します。

テンミリオンハウスでは、利用者は利
用者、講座の参加者は参加者、スタッ
フはスタッフと区別されているように
感じたが、ある居場所は誰でも受け入
れる場所であり、ゆったりと過ごすこ
とができた。もっと身近に居場所があ
ると良いと思う。

路地ごとに居場所ができ、これが当た
り前になって、特定の居場所がなくて
も、地域中が助け合い支え合いの日常
をおくれるようになることを夢見てい
る。

地域社協に
おける課題

P.53

～

P.54

地域社協における課題として、近隣と
のつながりの希薄さ、防災、福祉の担
い手不足、拠点確保等が挙げられてい
る。これらの課題は地域住民だけで克
服することはできない。第 4次（地域
福祉活動計画）をつくるまでに、少し
でも前進した評価が得られるよう、行
政、市民社協、地域社協が一体となり、
具体的な案と行動を示さなくてはなら
ない大きな問題である。

地域社協に関する様々な課
題やご意見をいただき、議
論を行いました。今後も53
～54ページの取り組みをは
じめ、行政、市民社協、地
域社協が一体となった課題
の解決が求められます。

地域の世帯数に関係なく、全地域社協
で一律の活動費交付となっているが、
かかる費用は世帯数に応じて異なるの
ではないか。交付費用の半分は一律で
もやむをえないが、残り半分は世帯数
に応じた比率等での交付をお願いした
い。

実態に応じた活動費の助成
を目指し、市民社協と地域
社協の方々との、協議の場
が求められます。
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タイトル 関連する
ページ 意　見　要　旨 策定委員会の方針

地域社協に
おける課題

P.53

～

P.54

これまでの地域社協の実績と貴重な体
験を生かし、住民、市民社協、行政、
地域福祉コーディネーター、必要な専
門家等を構成員とし、地域福祉の推進
（相談・実践・検証・繁栄の場）を目的
とした「支えあいのまちづくり懇談会
（仮称）」を各地域に設置するべきでは
ないか。

地域の福祉を推進するため
には、市民や行政、関係機
関等による密接な連携や協
働が欠かせません。
他の様々な課題と共に、そ
のあり方や具体的な取り組
みに関する、さらなる協議
の場が必要です。

住民を中心に関係者が揃って、情報の
共有を図りながら自由な議論を繰り返
し、具体的に「どういうまちを」「どう
やって創るのか」「どうすれば協力者が
増やせるか」等、話し合いから実行へ
移す。そのような「協働」の中でこそ、
福祉のまちづくりを具体的に進めるこ
とができる。

P.53の①～③は非常に大事。特に①の
活動ポイント制は、第 2次（地域福祉
活動計画）の中にも「地域通貨」とい
う言葉で記載されている。このような
取り組みは各地域社協で勝手に行って
も長続きしない。検討会をつくり、時
間をかけて議論すべきである。

地域社協と
コミュニティ
協議会との
連携

P.53

～

P.54

両団体ともに「地域の課題を解決する」
という課題を共有している。私の地域
では、この点について、両団体で協議
のうえ協力を約束しており、最重要と
考えている。
第 2次地域福祉活動計画では重点課題
として「コミセンとの協働」があげら
れているが、第 3次の中間報告書で
は、この点に関する記述が少ないと思
われる。どのように変わったのか。ま
た、施策の体系図には含まれるのかど
うか。

地域社協とコミュニティ協
議会との協働は、本計画で
も重要な課題ととらえてい
ます。市民社協を中心に、
地域の状況に応じた両団体
の相互理解、連携強化を目
的とした、話し合いの場を
設ける等の取り組みが求め
られます。

（ 4）その他

災害時要援護者
対策事業 －

同事業に関する記述が少なく、施策の
体系図にも入っていない。第 3次地域
福祉活動計画の中で、どのような位置
づけか。今後、要援護者数の増加は必
至であり、各地域社協の負担がさらに
増えることについて、どのように考え
るか。

災害時要援護者対策事業は
市の事業として行われてい
ますが、地域の福祉にとっ
て非常に重要となる取り組
みです。地域社協の方々の
過度な負担にならないよ
う、行政や市民社協等によ
る継続的な支援が求められ
ます。
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5 ．第 3次武蔵野市地域福祉活動計画中間報告書に対する市民意見交換会
（主な意見と策定委員会の方針）

開催日時：平成25年 2 月 3 日（日）13時30分～15時30分
開催場所：武蔵野市役所西棟811会議室
参 加 者：市民35名　策定委員14名
目　　的： 市民および策定委員により、第 3次武蔵野市地域福祉活動計画中間報告書に対する自由な

意見交換を行う。
募　　集： 広報紙「市民社協だよりふれあい」への掲載。コミュニティセンター、市内関係機関、テ

ンミリオンハウス等へのチラシ配布および、ポスターの掲示
形　　式： 策定委員と参加者が 5つの班に分かれ、各班で自由に意見交換。また、参加者には「意見

提出シート」を配布し、意見交換会終了後に提出を依頼。

1 .取り組み目標に関すること
【多くの人が地域の福祉に関心を持つ】
○若い世代にも地域に興味を持ってほしいが、子育て世代と地域とのつながりは、学
校を通じたものがほとんどではないか。自分の時間を見つけて地域に入るのは難し
い。
○ボランティアという立場を見直し、一定の報酬を出す等の工夫も必要なのでは。
○地域には多くの団体があるが、出てくる人は同じ顔ぶればかり。活動している人の
負担が大きい。

策定委員会の方針
　世代や環境を問わず、市民の誰もが地域の福祉に関心を持つことが大切です。地域通貨等の
具体的な手段と共に、市民社協で実施している小中学生への福祉学習等の実施により「福祉に
関わりたい」と思える心を育て、内外ともに地域の福祉を推進できるような環境づくりが求め
られます。

【地域の福祉情報を分かりやすく発信する】
○「市民社協だよりふれあい」を市報と一緒に配布できないか。費用の問題もあるが、
多くの人の目に触れるような工夫が必要。

策定委員会の方針
　「市民社協だよりふれあい」の全戸配布を含め、SNS（ソーシャルネットワークサービス）の
活用等、様々な媒体による情報発信のあり方について、市民社協を中心として、さらなる検討
が求められます。

【「顔の見える関係」をつくる】
○近隣の数軒に呼びかけを行い、ミニ集会を開く取り組みがある。このような単位が
「顔の見える関係」の基礎になると思う。
○例えば「資源ゴミの集団回収」のように、顔も分からない人々が自然と顔見知りに
なれるような機会が必要。

関連するページ：P.32～33

関連するページ：P.33～34

関連するページ：P.35
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○マンションの中にも自主防災組織を作れると良い。
○「近隣だからこそ、つながりたくない」という住民もいる。兼ね合いが難しい。

策定委員会の方針
　人と人とのつながりを広げるためには、「顔の見える範囲内」での活動が特に重要であり、マ
ンション内の組織づくりや、ご近所による集いの実施等、そのための取り組みが広がりつつあ
ります。
　また、地域には様々な視点を持つ方がいるため、それぞれの環境に合わせた「つながり」の
あり方の検討を進めます。

【地域での孤立を防ぐ】
○ちょっとした家事等に困っている人への関わりは、地域住民による見守りやささえ
あいを充実させることが大切だが、担い手が限定され、高齢化している状況が不安
である。

策定委員会の方針
　既存の制度だけでは十分な支援が行き届かない課題に対して、住民によるささえあいは有効
な活動であり、この活動をささえる役割として、地域福祉コーディネーターの設置が期待され
ます。また、担い手不足の課題に対する具体的な対策を検討し、支援できる体制づくりが必要
です。

2 .重点的な取り組みに関すること
【地域福祉コーディネーター】
○在宅介護支援センターと地域福祉コーディネーターの違いを明確にしないと市民に
は分かりにくい。
○ 3圏域に 1名ずつ配置となっているが、負担が大きすぎるのでは。機能するか不安。
○市民社協の職員は、たくさんの仕事を掛け持ちしている。地域福祉コーディネー
ターまでは、とてもできないのではないか。
○地域福祉コーディネーターをみんなで育てていくことが必要。最初から役割を細か
く決めるのではなく、やりながら決めていく。
○支援が必要な人にとっては、伴走者のような人が必要。市民一人一人が地域福祉
コーディネーターになれるように努力すべきである。
○地域福祉コーディネーターの概念が分からない。説明をもっと丁寧にすべき。

策定委員会の方針
　地域福祉コーディネーターについて、小委員会を中心とした議論を行いましたが、具体的な
役割や配置体制等に関する検討は十分ではありません。関係機関（在宅介護支援センター等）
の方々にもご協力をお願いし、市民社協を中心に「地域福祉コーディネーター設置プロジェク
ト（仮称）」が設置され、実務者による協議が行われる予定です。また、具体的な事例の紹介等
による、役割の分かりやすい説明が求められます。

関連するページ：P.36～37

関連するページ：P.41～49
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【総合相談の場と機能】
○相談を受け適切な制度につなぐことができるならば、市民の誰もが「相談窓口」の
役割を担っていると考えることもできる。「総合相談」に関する事例も加え、市民へ
の分かりやすい説明が必要。
○どこに相談したら良いか分からない。そもそも、抱えている問題が相談できること
なのかも分からない人がいるのではないか。

策定委員会の方針
　本計画の策定過程において、「総合相談」とは、必ずしも建物の中に窓口があり、常に相談で
きる人がいるという場だけを指すものではなく、住民同士の普段からの信頼関係を通して、自
然と交わされる会話から解決につながることも「総合相談の機能」ではないかという意見をい
ただきました。武蔵野市らしい「場」と「機能」について検討を重ねます。

【居場所づくりの展開】
○コミセンを活用して居場所を展開したい。気軽にコーヒーを飲めるような居場所づ
くりを行うコミセンもあるので、期待したい。
○居場所をサポートするチームがないと機能しない。
○居場所は色々な形態があるため、具体的なイメージがしづらい。
○自宅を開放して居場所を実施している。お正月には「10年間、お雑煮を食べていな
い」という一人暮らし女性の参加もあり、皆でお雑煮を食べることができた。とて
も嬉しい出来事だった。

策定委員会の方針
　民家や空き店舗等、これまで十分に生かされていなかった場所を活用した「居場所づくり」
の取り組みが広がりつつあります。ご近所の誰もが気軽に集い、顔見知りになることのできる
居場所は、地域のつながりづくりにおいて、極めて有効な方法の 1つです。市民社協を中心と
した、現状の効果や課題等を踏まえた支援体制の検討が求められます。

【地域社協の発展に向けて】
○物品や書類の管理、連絡先にもなるような地域社協の拠点が必要。例えば「コミセ
ンの一部屋を地域社協に提供してもらえる」くらいのことがなければ地域社協は立
ちゆかなくなってしまう。
○コミュニティ協議会は、防災や福祉の組織との連携をどのように考えているのか。
自主三原則の見直しも含め、発想の転換をする必要があるのでは。
○地域社協とコミセンは地域活動の両輪だが、活動計画にはコミセンに関する記述が
少ない。コミセンの計画と一緒に策定すべきだったのでは。
○地域社協とコミュニティ協議会の協議の場が必要。市民社協が中心となり、機会を
設けてほしい。
○福祉や災害に関する活動は、趣味の活動とは主旨が異なる。優先的にコミセンを使

関連するページ：P.49～51

関連するページ：P.51～52

関連するページ：P.53～54
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用できるようになると良い。
○役員の高齢化や人材不足は各地域の共通課題。若い世代に対する具体的な仕掛けが
ほしい。
○ボランティアセンターに来た人を地域社協につなぐパイプをつくってほしい。
○他地域の活動に過度に影響を受けることなく、自分の地域に必要なことに絞って活
動することに意味があると思う。
○地域社協は、今は災害時要援護者対策事業だけで手一杯の感がある。

策定委員会の方針
　地域社協、コミュニティ協議会ともに「地域のネットワークづくり」という共通の目的に沿っ
た活動を展開しており、相互の連携は欠かせないものです。しかし、現状では連携が十分でな
い地域もあります。市民社協が中心となり、地域の状況に応じた両団体の協議の場を設ける等
の取り組みにより、連携を促進できる環境の整備が求められます。

【市民社協のあり方について】
○民間団体であることを生かして、必要だが取り組まれにくい課題（若者の引きこも
り、不登校等）にも取り組んでほしい。
○若者に社協に関心を持ってもらうことが必要。
○「地域のボランティアを支えます」という姿勢を前面に出した方がよい。
○社屋について、もう少し真剣に考えてほしい。もっと設備が整い、市民が足を運び
たくなるような出入りしやすい場所であるべき。

策定委員会の方針
　市民社協には、行政等による既存の制度だけでは対策が十分ではないものの、必要とされる
ニーズや課題を把握し、それらを解決するための活動を支援する大きな役割があります。これ
らの役割を十分に担えるよう、「社協発展強化計画（仮称）」の策定により財源、会員、PR、社
屋等の様々な課題について、十分な検討を行うことが求められます。

関連するページ：P.54～55
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3 .その他
○活動計画書を広く市民に知らせることが大事。周知方法をしっかりしてほしい。
○地域懇談会の参加者は少なかったが、この経験を土台に各地域で活動に取り組むこ
とに意味がある。
○中間報告書に書かれていることは夢物語の気がする。一つでも実現できれば良いが。
○権利擁護事業や成年後見事業は必要な事業だが、計画の中に福祉公社の姿が全く見
えない。
○「ゴミの集団回収」についても、活動計画の中で触れてほしい。
○活動計画は、地域懇談会や市民意見交換会の開催等を通して、市民社協、行政、市
民が共に作った計画である。その過程に自信を持っていいと思う。

策定委員会の方針
　平成23年 9 月に策定委員会が発足し、以来 1年半をかけて本計画を策定しました。この過程
で、多くの市民や団体、行政、関係機関等の皆様のご協力により、多様な意見をいただくこと
ができました。まさに、武蔵野市に関係する人々の福祉に関する課題とアイデアが詰まった計
画です。 1つでも多くのアイデアを実現できるよう、市民や市民社協、行政等が一体となり、
努力を重ねることが求められます。
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6 ．市民社協のあゆみ

年 事　　項 内　　　　容

昭和37年
（1962年）

「武蔵野市社会福祉
協議会」設立
 （ 6 月 9 日）

社会福祉事業法に基づき、「地域のさまざまな課題をみんなで
考え、話し合い、協力して解決を図り、誰もが安心して暮ら
せる『ささえあいのまち』づくりをめざす」民間の福祉団体
として設立。

昭和53年
（1978年）

社会福祉法人として
認可 （ 4 月24日）

市民が主役の社会福祉協議会（以下、「社協」という。）とい
う意味で、全国で唯一その名に“民”の字を入れた「社会福
祉法人　武蔵野市民社会福祉協議会」（以下、「市民社協」と
いう。）で、厚生省に認可された。

「ボランティアセン
ター武蔵野」設立
 （ 5 月29日）

ほとんどの社協が社協内部にボランティアセンターを設置す
る中で、武蔵野市では市民自治の精神にのっとり市民の互助
活動としてのボランティア活動を推進する組織として、社協
とは別の民間団体「ボランティアセンター武蔵野」（以下、「Ｖ
ＣＭ」という。）として発足した。

平成 4年
（1992年）

「在宅福祉サービス
事業」開始
 （ 5 月 1 日）

市内全域に、地域住民参加による13の「地域ケアグループ」
が結成され、住民相互のたすけあい活動を展開。他地区の同
事業は有償だったが、武蔵野市では無償のボランティアで
あった。

平成 5年
（1993年）

事務所移転
 （10月10日）

これまで事務所が市役所の中にあったため、多くの市民から
市役所の組織の一部のように見られていたが、初めて市役所
を離れ、大東京信用組合ビルの 3階に移転し、事務所の独立
を果たした。

平成 6年
（1994年）

民間人の会長誕生
 （ 5 月 9 日）

昭和37年発足以来、会長を市長が務めてきたが、初めて民間
人の会長が誕生した。以後、現在まで民間人の会長が就任し
ている。

平成 7年
（1995年）

「 （第 1次）武蔵野市
地域福祉活動計画」
策定　　　 （ 3 月）

「武蔵野市地域福祉計画」（平成 5年 3月策定）を受けて、「（第
1次）武蔵野市地域福祉活動計画」が策定された。この計画
では、一部地域を除いて町内会や自治会を持たないため近隣
関係が希薄な武蔵野市において、地域住民に福祉への関心や
理解を広げ、困ったときには地域でお互いに助け合える関係
をつくるための住民組織「地域福祉活動推進協議会（以下、
「地域社協」という。）」をつくることを主な目的としており、
以後、地域住民の理解を得ながら順次、地域社協づくりを進
めた。

「市民社協」と「ＶＣ
Ｍ」が統合
 （ 4 月 1 日）

元々は別の団体として発足した市民社協とＶＣＭであった
が、時代の要請を受けてボランティアの一元化を図るため、
統合した。

「吉祥寺南町地域福
祉活動推進協議会 
（通称：南町福祉の
会）」発足
 （ 5 月12日）

「（第 1次）武蔵野市地域福祉活動計画」に基づき、武蔵野市
で最初の地域社協「南町福祉の会」が発足。同年「西久保地
域福祉活動推進協議会（通称：西久保福祉連絡会　後に西久
保福祉の会に改称）」、「境南地域福祉活動推進協議会（通称：
境南地域社協）」が発足。以後、平成 9年から10年にかけて
続々と各地域に発足し、11の地域社協が市内全域をカバーす
るに至った。



第４章　資 料 編　

130

年 事　　項 内　　　　容

平成10年
（1998年）

部会制度の廃止
 （ 3 月31日）

地域社協が市内全域に発足し、市民社協の中心的な活動の一
つであった部会活動（援護・児童・婦人・障害・高年者・広
報の 6部会）は、地域社協の活動の中に引き継がれることを
期待して廃止した。なお、広報部会のみ、地域社協の協力を
得て、新たに「広報委員会」として再スタートを切った。

平成13年
（2001年）

市内全域に13の地域
社協となる
 （ 4 月 1 日）

11地域社協の内で唯一、中学校区という大きなエリアの「一
中地区地域福祉活動推進協議会」が、きめ細やかな地域活動
を行うために 3つの地域社協に分かれ、現在の13地域社協と
なった。以降もそれぞれの地域で、自分たちの住むまちを安
心して暮らせるまちにするためのさまざまな地域福祉活動が
進められている。

平成16年
（2004年）

「第 2次武蔵野市地
域福祉活動計画」策
定　　　　 （ 3 月）

地域福祉の推進に向けて、市民社協及びＶＣＭの活動をいっ
そう推し進めるとともに、地域社協の活動のさらなる支援を
行うための計画として策定。計画期間は平成16年度から20年
度までの 5年間。

「地域社協」と「地域
ケアグループ」の統
合　 （ 4 月 1 日）

第 2次地域福祉活動計画に基づき統合した。なお、地域ケア
グループが行ってきた個別の援助活動は、地域社協の活動の
一つとして受け継がれている。

平成21年
（2009年）

「中期計画」の策定
 （ 8 月）

第 2次地域福祉活動計画と第 3次地域福祉活動計画の間をつ
なぐ、市民社協の最上位計画。「みんなが主役　ささえあいの
まちづくりをめざして」という基本理念のもと、市民社協の
経営や事業の検証と方向性、さらに新たな事業展開や拠点に
ついての方向性を示した計画。計画期間は、平成21年度から
24年度までの 4年間。

平成23年
（2011年）

事務所移転
 （ 3 月 7 日）

事務所の賃貸借契約期限の到来に伴い、「事務所移転検証委員
会」を設置し、検討した結果、現在地（吉祥寺北町 1－ 9－
1）に移転した。

平成25年
（2013年）

「第 3次武蔵野市地
域福祉活動計画」策
定　　　　 （ 3 月）

市民社協が住民のニーズに応えられる新たな社協の実現をめ
ざす計画として策定。計画期間は平成25年度から29年度まで
の 5年間。


