第 3 次武蔵野市地域福祉活動計画

第３章

計画の目指すもの
そして方策

1 ．基本理念
「みんなが主役 ささえあいのまちづくりをめざして」
本計画の基本理念は、
「第 2 次武蔵野市地域福祉活動計画」
（平成16年 3 月）および
「中期計画」
（平成21年 8 月）を継承したものです。
社会的な背景や福祉制度の動向および「武蔵野市健康福祉総合計画2012」を踏まえ
つつ、地域をささえる人づくり、人がつながる地域づくり、たすけあいのしくみづく
りの実現を通じ、市民の主体的参加と協働による「ささえあいのまちづくり」を目指
します。
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★印は、重点的に取り組む事業

2．施策の体系図
基本理念

みんなが主役
人がつながる
地域づくり

地域をささえる
人づくり

基本目標

人と人とがつながる
﹁場﹂をつくる

﹁顔の見える関係﹂をつくる

関心を持つ

多くの人が地域の福祉に

分かりやすく発信する

地域の福祉情報を

P.36
P.35
P.32

P.33

取り組み目標

居場所づくり支援★

お仕事サロン

地域住民︑団体等への情報提供

近隣同士のつながりづくり

敬老福祉のつどい友愛訪問

居場所づくり支援★

ボランティアフェスタ

地域住民︑団体等への情報提供

老いじたく講座・老いじたく相談会

月刊広報の発行

各地域社協の広報紙発行

奉仕団だよりの発行

居場所づくり支援★

バリアフリー情報提供

ホームページ情報提供

広報紙発行事業

北町高齢者センターのボランティアの組織と活動

デイサービス季節行事への参加

障害・高齢分野における市民への福祉啓発事業

民生委員・児童委員の日ＰＲイベント

市民社協地域福祉活動展

お父さんお帰りなさいパーティ︵おとぱサロン︶

夏！体験ボランティア

ボランティア講座

福祉学習事業

具体的な取り組み
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P.30
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ささえあいのまちづくりをめざして

様々な﹁テーマ﹂を通した

地域の福祉活動をささえる

人や団体同士をつなげる

市民社協の経営基盤を整備する

P.39

P.39

P.40

地域での孤立を防ぐ

たすけあいのしくみをつくる

P.38
P.36

社協発展強化計画︵仮称︶の策定★

地域福祉コーディネーター★

施設ボランティア懇談会

大学間ネットワーク

ボランティアフェスタ

地域福祉コーディネーター★

ボランティア・市民活動団体助成

武蔵野地区配分推せん委員会

地域社協活動支援★

地域社協活動費助成★

社会貢献型市民後見人育成事業︵仮称︶

地域ネットワーク会議︵仮称︶の組織

高齢・障害分野における地域情報の共有や

相談連携体制の基盤づくり

地域福祉コーディネーター★

ボランティアコーディネート

社会活動センター事業

友愛活動

友愛訪問

武蔵野市独居高齢者実態調査

居場所づくり支援★

地域福祉コーディネーター★

東日本大震災市内避難者支援事業
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市民ニーズに応える

市民社協の運営

たすけあいの
しくみづくり

P.31
P.31
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3 ．基本目標
基本理念を実現するために、この計画では、前章で明らかになってきた 4 つの課題
を基本目標にして具体的な取り組みを進めていきます。
まずは、地域における活動の担い手の育成をどのようにするかという「人づくり」
、
また、そのフィールドとしての地域をどのようにつくるかという「地域づくり」
、そし
て、それらをささえるためのしくみをどのようにつくるかという「しくみづくり」を
目指すものです。
地域の中で顔が見える関係性とつながりの大切さを考え、近所だけではなく、市内
という広いコミュニティの中でたすけあいの仕組みをつくり上げていこうというもの
です。
そして、それらをサポートする市民社協のあり方を基本目標としています。
この 4 つの基本目標は、基本理念の実現に不可欠なものであり、それらを関連させ
ながら「ささえあいのまちづくり」の実現を図ります。

（ 1 ）地域をささえる人づくり
武蔵野市では他の自治体とは異なり、町内会・自治会がほとんどないにも関わらず
地域活動は各地で活発に行われています。ただ、その活動を中心的に担っているのは
60歳代から70歳代という年齢層で、次世代の人材確保が大きな課題となっています。
『武蔵野市健康福祉総合計画策定のための地域福祉に関するアンケート調査報告書』
（平成23年 3 月／武蔵野市）
（以下「健康福祉総合計画アンケート調査報告書」という。
）
によると、地域活動に「参加している（したことがある）」が 4 割弱であるのに対し
て、
「参加したことはない」は 6 割を超え、市民の 2 ／ 3 は地域活動に参加していない
ことがわかりました。参加していない理由として、
「時間的なゆとりがない」
「活動す
るきっかけがない」が半数近くにのぼるほか、
「自分に合った活動が見当たらない」
「地
域活動に関する情報がない」という回答も 2 割を超え、一般市民が地域の福祉に関心
を持ちにくい状況があります。
このような状況の中で、ささえあいのまちづくりを推進するためには、地域をささ
える人づくりが不可欠です。これまでの地域福祉活動を引き続き支援すると同時に、
地域の福祉に関心を持たない市民にも関心を持ってもらえるような情報の発信が重要
です。特に現代においては数多くの情報があるので、その中から必要な情報を取捨選
択して、分かりやすい情報の効果的な発信を目指します。

（ 2 ）人がつながる地域づくり
町内会・自治会がほとんどない武蔵野市は、小地域福祉活動を推進する13の地域社
協（福祉の会）で近隣同士のつながりづくりに取り組んでいます。東日本大震災以降、
防災意識の高まりとともに、近所のたすけあいの大切さが認識されています。武蔵野
市は 7 割がマンション世帯で近隣の関係づくりが難しいという課題がありますが、人
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がつながる地域づくりのためには小さい単位で顔の見える関係をつくることが大切で
す。
子育て中や就労中の若い世代、退職後のシニア世代の方たちを地域づくりの中に取
り込めるきっかけをつくり、新しく地域に参加した方が世代を問わず生き生きと活躍
できる継続的な共助の体制づくりを目指します。

（ 3 ）たすけあいのしくみづくり
地域では民生児童委員や赤十字奉仕団、地域社協（福祉の会）の見守りなど様々な
ささえあい活動が行われており、子育てや防災など共通の課題に基づくささえあいも
増えてきました。これらのつながりを通じ、支援を必要とする人が支援の窓口へつな
がり、サービス利用へとつながるケースが多くあります。しかし、その一方で近年で
は従来の制度や単独の窓口のみでは対応が難しい多様なニーズを抱える人や、地域か
ら孤立していたり、支援を自ら拒絶する人など相談の窓口につながりにくい潜在的な
ニーズへの対応も求められています。
そこで、内容を問わず気軽に相談できる身近な地域での相談窓口（場と機能）づく
りをさらに進めるとともに、相談窓口につながりにくい潜在的なニーズを地域住民と
専門職が協働して発見し、地域・関係機関・行政などの連携によって支援に結び付け
られるようなたすけあいのしくみづくりを進めます。

（ 4 ）市民ニーズに応える市民社協の運営
市民同士がつながり、一体感をもって地域の福祉活動に取り組めるように、市民の
活動をささえることができる市民社協の運営を行います。
「地域福祉を推進する」
とい
う社会福祉協議会本来の役割を認識し、
「従来の制度に当てはまらない地域のニーズ」
にも目を向け、市民と一緒に解決策を考えます。
また、市内の福祉施設やボランティア団体などとの様々な関わりを生かし、それぞ
れが力を合わせて地域の福祉活動を進めることができるよう「横につなぐ役割」にも
力を入れます。さらに、ボランティアセンター武蔵野（VCM）を中心に、自発的な
地域福祉の担い手の育成にも努めます。
市民社協は、これまでに様々な行事の開催・参加、広報紙の発行などによるＰＲに
努めてきましたが、
「健康福祉総合計画アンケート調査報告書」によれば、市民社協を
「知らない」という回答は 6 割強にのぼり、残念ながら市民の認知度が高いとは言えな
い状況にあります。認知度の向上を目指し、一層のＰＲ活動にも取り組みます。
この他、独自の財源、会員の減少、社屋のあり方など、市民社協の抱える様々な課
題への対策を考えるため、
「社協発展強化計画（仮称）」を策定します。
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4 ．取り組み目標
基本目標を達成するために、 9 つのより具体的な取り組み目標を定めました。
※具体的な取り組みについては、市内関係団体のうち回答のあった団体のみ掲載しています。

（ 1 ）多くの人が地域の福祉に関心を持つ
各世代や様々な環境の人々を対象にした、人材育成の取り組みが大事です。
例えば、将来を担う小・中・高校生には学校や地域の中での福祉に関する学習を、
また、大学生には活動に参加しやすい雰囲気づくりを行いながら活動を支援し、さら
に、大人の方々、特に60歳を過ぎた方や仕事を離れた方、あるいは子育てに手がかか
らなくなった方や男性などには、地域に目を向けて活動に参加していただくための情
報・機会・場の提供を行うなど、地域をささえる人づくりを目指します。
【市民社協の取り組み】
事業名

福祉学習事業

実施者
団体名

市民社協

内

容

小・中学生を対象に、授業を通し
て高齢者、障がい者理解を深める
学習を実施してきた。今後は高校
生や大学生、大人を対象とした福
祉学習事業にも取り組む。

ボランティア入門講座は現在も実
施。さらに興味を持ちやすい内容
ボランティア講座 （ボランティ
や、入門的な要素を強めた講座を
アセンター）
検討・実施する。

年次計画（年度）※
25

26

検討

27

28

29

実施

市民社協

夏！体験
ボランティア

夏休み期間を活用したボランティ
市民社協 ア体験プログラムで100名以上の
（ボランティ 参加がある。参加者がよりボラン
アセンター） ティアへの関心を深められるよう
な取り組みを検討する。

退職前後の男性に地域活動に参加
お父さん
市民社協 してもらうためのきっかけづく
お帰りなさい
（ボランティ り。地域活動やボランティアへつ
パーティ
アセンター） ながることをより意識した取り組
（おとぱサロン）
みを検討する。

検討

実施

検討

実施

検討

実施

一般市民に福祉活動への関心を
持ってもらえるよう、人通りの多
（ボランティ い 公 共 ス ペ ー ス な ど を 利 用 し、
市民社協
地域福祉活動展 アセンター） 様々な福祉活動を紹介する活動展 検討 実施
を開催する。
新規

市民社協

※「検討」とは、従来の取り組みを評価し、新たな取り組みについて検討することをいいます。
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【他団体の取り組み】
年次計画（年度）

事業名

実施者
団体名

民生委員・
児童委員の日
PRイベント

武蔵野市
民生児童
委員協議会

地域で気軽に相談できる民生委
員・児童委員の存在をPRする活動。
市役所ロビーにおいてパネル、配
布物で人々に民生・児童委員の存 実施
在をアピールしている。

障害・高齢分野
における市民へ
の福祉啓発事業

社会福祉
法人
武蔵野

福祉学習・啓発、ボランティア育
成事業等の受入れや講師養成、派
遣を行う。

デイサービス
季節行事への
参加

高齢者総合
センターデ
イサービス
センター
（福祉公社）

デイサービス季節行事への地域住民、
未就学児とその保護者等への参加呼
びかけ等により、地域の福祉資源と
市民が関係をつくり、福祉マインド 実施
の醸成やボランティア育成に努める。

北町高齢者センター
のボランティアの
組織と活動

北町高齢者
センターコ
ミュニティ
ケアサロン
（福祉公社）

昭和62年以来、北町高齢者センター
の運営は地域住民に支えられてき
た。その維持発展、若い世代への橋
渡しを通して、福祉マインドの醸成
やボランティア育成に努める。

内

容

25

検討
試行

26

27

28

29

実施

実施

（ 2 ）地域の福祉情報を分かりやすく発信する
多くの市民が地域の福祉に関心を持つためには、誰でも、いつでも、分かりやすい
情報に触れられる環境が必要です。これまでにも、地域で福祉活動を行う人や団体が
広報紙やホームページを中心に、多様な情報を発信してきました。しかし、
「健康福祉
総合計画アンケート調査報告書」によれば、65％の市民が「地域活動やボランティア
活動に関する情報を十分に入手できていない」と回答しています。
これまでの情報発信のあり方を見直すとともに、ＳＮＳ※（ソーシャルネットワー
クサービス）など、新しい媒体の活用により、誰もが地域の福祉に関心を持ちやすい
環境整備に努めます。

【市民社協の取り組み】
事業名

実施者
団体名

内

容

広報「ふれあい」（年12回）及び
「ＶＣＭ通信」
（年 6 回）の定期的
広報紙発行事業 （ボランティ
な発行により、地域福祉に関する
アセンター）
わかりやすい情報の発信を行う。

年次計画（年度）
25

26

27

28

29

市民社協

実施

※ＳＮＳ
ユーザーが互いに自分の趣味、好み、居住地域、出身校、友人、社会生活などを公開しあったりしなが
ら、幅広いコミュニケーションをとったり、新たな人間関係をつくることを目的としたコミュニティ参
加型のWebサイト。
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事業名

実施者
団体名

ホームページ
情報提供

（ボランティ

バリアフリー
情報提供

武蔵野市健康福祉総合計画にも
「バリアフリーマップの改定」
の記
市民社協
（ボランティ 載があるため、市の関係機関など
アセンター） とも調整しながらマップ発行につ
いて検討する。

新規

居場所づくり支援

内

容

市民社協ホームページでの情報の
随時更新によりタイムリーな情報
アセンター） 発信を行う。

年次計画（年度）
25

26

27

28

29

市民社協

市民社協

身近な地域の居場所を通じ、ス
タッフや利用者、地域福祉コー
ディネーターより地域福祉に関す
る様々な情報を発信する。

実施

検討

検討

実施

実施

【他団体の取り組み】
事業名

奉仕団だよりの
発行

各地域社協の
広報紙発行

月刊広報の発行

実施者
団体名

武蔵野市
赤十字
奉仕団

内

容

老いじたく講座
老いじたく相談会

福祉公社

地域住民、
団体等への
情報提供

高齢者総合
センター在
宅介護支援
センター
（福祉公社）

25

年 1 回、奉仕団だよりを発行し、
赤十字奉仕団の活動の紹介等を
行っている。様々な活動の報告、
団員募集の記事を掲載することに 実施
より、より多くの方々に周知して
いく。

現在、各地域社協で広報紙を発行
地域社協 し、配布している。今後は、さら
（福祉の会） に多くの方に見てもらえるように
工夫をしていく。

福祉公社

年次計画（年度）

毎月、福祉公社全体の機関誌を発
行し、公社事業を紹介する。福祉
情報の発信、事業利用による自立
した市民生活の構築等をアピール
していく。
市民が自立した老後生活を送れる
よう、また親亡き後の障がい者が
自立した生活が送れるよう、権利
擁護・福祉情報等の提供を行う。
民生・児童委員、テンミリオンハ
ウス運営団体、市民団体等へ、適
宜、福祉情報を提供し、共に福祉
を担っていくつながりを紡ぐ。
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実施

実施

実施

実施

26

27

28

29
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（3）
「顔の見える関係」をつくる
東日本大震災発生後、改めて「地域住民同士のつながり」が注目されるようになり
ました。
「住民同士のつながり」は、災害発生時のたすけあい活動はもちろんのこと、
日常からの見守りや、ささえあいの活動にもつなげることが期待されており、武蔵野
市では、地域社協（福祉の会）やコミュニティ協議会をはじめ、様々な団体が「コミュ
ニティづくり」のための活動に取り組んでいます。
しかし、
「健康福祉総合計画アンケート調査報告書」によれば、38.3％の市民が「つ
ながりがあるとは思わない」と回答しています。
より一層の「住民同士のつながり」を強めるためには、町単位での取り組みのほか、
丁目や、さらに小さい単位（向こう三軒両隣や通りごとなど）で、近所の人同士がか
かわる機会を増やす取り組みが必要です。
また、ご近所同士による「地域のつながり」のほか、趣味活動や福祉課題など、
「共
通の関心を持った人同士のつながり」や資源ゴミの集団回収なども含め、様々な形で
の「つながり」を増やす、
「きっかけ」の提供に努めます。

【市民社協の取り組み】
事業名

ボランティア
フェスタ

新規

居場所づくり支援

実施者
団体名

内

容

市民に対するVCM登録団体の活
市民社協 動紹介の場として開催。団体同士
（ボランティ が交流を深める場ともなっている
アセンター） ため、団体間のつながりづくりを
意識した取り組みも検討する。
市民社協

年次計画（年度）
25

26

検討

実施

27

28

29

できるだけ小さなエリアごとに居場
所づくりを進めることにより、住民同
士の顔の見える関係づくりを進める。 検討 実施

【他団体の取り組み】
事業名

実施者
団体名

敬老福祉のつどい
友愛訪問

武蔵野市
赤十字
奉仕団

内

容

友愛訪問は75歳以上の市民を対象
に健康長寿を祝う目的で実施して
いる。今後は対象者の増加に対応
して、事業の担い手対応について
も検討する必要がある。

丁目ごとの食事会、懇談会などに
近隣同士の
地域社協
加え、より小さい単位におけるつ
つながりづくり （福祉の会）
ながりづくりを行う。
地域住民、
団体等への
情報提供

高齢者総合
センター在
宅介護支援
センター
（福祉公社）

年次計画（年度）
25

検討

実施

民生児童委員、テンミリオンハウ
ス運営団体、市民団体等へ、適宜、
福祉情報を提供し、共に福祉を
担っていく関係をつくり、人的つ 実施
ながりを紡ぐ。
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26

27

実施

28

29
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（ 4 ）人と人とがつながる「場」をつくる
「健康福祉総合計画アンケート調査報告書」によれば、つながりがないと思う時の理
由として、半数以上の市民が「近所の人とかかわる機会がないから」と回答していま
す。住民同士の「顔の見える関係」をつくるためには、人と人とが出会う様々な「場」
が必要です。例えば、住民がいつでも気軽に集まることのできる居場所づくりの取り
組みが市内でも広がりつつあります。どのような市民でも気軽に集まることができる
ためには、できる限り近所にたくさんの「居場所」があることが理想ですが、まだそ
こまでの数には至っていないのが現状です。
「居場所」を増やすために必要な条件や、
そのための支援の方法を検討します。

【市民社協の取り組み】
実施者
団体名

事業名

内

容

VCMでは毎月 1 回、編み物や切
手整理などの作業でボランティア
（ボランティ が集う場を提供。顔見知りを増や
アセンター） すことにもつながっており、継続
して実施する。

年次計画（年度）
25

26

27

28

29

市民社協

お仕事サロン

新規

居場所づくり支援

市民社協

身近な地域で誰もが気軽に集うこ
とができる居場所づくりを進める
ため、担い手の育成や場所の確
保、活動費の助成などを検討・実
施する。

実施

検討

実施

（ 5 ）地域での孤立を防ぐ
高齢者や障がい者などの「支援を必要とする世帯」や、
「自分からはたすけを求めら
れない人」
、「制度の狭間にある人」などの「地域での孤立」が懸念されています。
防ぐための取り組みとして、武蔵野市では民生児童委員や赤十字奉仕団員による戸
別訪問や、地域社協によるサロン活動※の実施、災害時要援護者対策事業を通した日
常の見守り活動の検討などがなされてきました。また、平成24年10月には住宅供給事
業者や電気・ガスなどライフライン関連事業者、警察や消防などとの連携を目的とし
た「武蔵野市孤立防止ネットワーク連絡会議」が立ち上がりました。市民社協もこれ
に参加し、地域での孤立防止に向けて様々な機関が連携していく取り組みがスタート
したところです。
年齢や環境を問わず、すべての市民に配慮が行き届くよう、支援の網の目をさらに
細かくする工夫やしくみを検討します。
※サロン活動
各地域で取り組まれている高齢者の食事会やおしゃべりを楽しむ会や、子育て親子が気軽に集まれる
ひろばのような活動
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【市民社協の取り組み】
事業名

東日本大震災
市内避難者
支援事業

実施者
団体名

市民社協

新規

居場所づくり支援

容

震災避難者の孤立を防ぐため、戸
別訪問による生活状況の確認や定
期的な交流会によるつながりづく
りを継続して実施する。

年次計画（年度）
25

26

市民社協

市民社協

支援を必要とする人たちが利用し
やすい身近な地域の居場所づくり
を支援することで、孤立を防ぐ。

検討

27

28

29

検討※

実施

民生児童委員や在宅介護支援セン
ター、地域における「顔の見える
関係」などを通して把握したニー
ズに適切に対応することにより、 検討 実施
支援を必要とする人の孤立を防ぐ。

新規

地域福祉
コーディネーター

内

実施

※避難者の帰還状況を見ながら、27年度以降の支援策を検討する

【他団体の取り組み】
年次計画（年度）

事業名

実施者
団体名

武蔵野市
独居高齢者
実態調査

武蔵野市
民生児童
委員協議会

3 年に 1 度の実態調査である健康
福祉部高齢者支援課の依頼により
戸別訪問を行う。かかりつけの病
院・医院、緊急時の連絡先の記入等
で、万が一の時の資料を作成する。

武蔵野市
赤十字
奉仕団

友愛訪問や社資募集、赤い羽根共
同募金戸別募金などで、訪問する
時、
「お元気ですか？」と声をかけ
たり、お話をしている。これから
も近隣の見守り活動として続けて
いきたい。

友愛活動

武蔵野市
老人クラ
ブ連合会

地域において各クラブの高齢者が
お互いにたすけあい、さらに地域
の高齢者も巻き込んでいく友達づ 実施
くり、および相互支援活動を行う。

社会活動セン
ター事業

高齢者総合
センター社
会活動セン
ター（福祉
公社）

社会活動センターでの講座実施・
自主グループへの支援を通し、仲
間づくりをすすめ、引きこもりを
防止する。

友愛訪問

内

容
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実施

実施

実施

26

27

28

実施

29
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（ 6 ）様々な「テーマ」を通したたすけあいのしくみをつくる
現在も子育て支援や防災、障がい者支援などの課題に直面している人々、課題への
問題意識が高い人々同士が力を合わせ、多様な地域の福祉活動を行っています。さら
に、そのような人々が交流し、お互いの足並みを揃えることにより、
「地域共通の課
題」を認識したうえでの、より大きな「たすけあいのしくみ」をつくることが期待さ
れますが、現状ではそのような環境には至っていません。
「地域共通の課題」の発信や、様々な「テーマ」を通した「きっかけ」に触れる機会
を増やすことにより、
「たすけあいのしくみ」づくりを目指します。

【市民社協の取り組み】
事業名

実施者
団体名

内

容

VCMには、市の専門機関などか
ら、既存サービスでは対応できな
ボランティア
（ボランティ い内容のボランティア依頼があ
コーディネート
アセンター） る。関係機関が集まっての対応検
討を行う。

年次計画（年度）
25

26

27

28

29

市民社協

新規

地域福祉
コーディネーター

市民社協

地域課題を解決するための適切な
制度や住民活動がない場合、地域
住民との協働により既存の活動や
団体などを活用した新たな「たす
けあいのしくみ」をつくる。

実施

検討

実施

【他団体の取り組み】
事業名

実施者
団体名

高齢・障害分野
における地域情
報の共有や相談
連携体制の基盤
づくり

社会福祉
法人
武蔵野

内

容

当法人が行う障害者児・高齢相談
支援事業所が地域福祉コーディ
ネーター等関係機関やスタッフと
必要な地域情報を共有し、相談連
携体制の基盤づくりを行う。

高齢者総合
地域ネットワー センター在 地域課題の把握のため、地域社会
ク会議（仮称） 宅介護支援 で活動している地域団体を組織
の組織
セ ン タ ー し、課題や対応を共有する。
（福祉公社）
社会貢献型市民
後見人育成事業
（仮称）

福祉公社

年次計画（年度）
25

26

27

検討

試行

実施

実施

社会貢献型市民後見人を育成し、
少子高齢無縁社会の進行に対応す
る。成年後見ニーズを市民的視座
から充足し、地域福祉の一つの資 検討 実施
源とする。
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（ 7 ）地域の福祉活動をささえる
第 1 次武蔵野市地域福祉活動計画（平成 7 年 3 月）策定以降、福祉のまちづくりを
目的として市内13地区に地域社協
（福祉の会）
が発足しました。たくさんの地域の方々
のご協力により、多様な活動が展開され、コミュニティ協議会とともに地域活動の両
輪として、今日の武蔵野市の地域福祉をささえています。
しかし、活動の中心を担う運営委員の高齢化や新たな世代の担い手の不足、地域の
拠点の問題など、各地域で共通した課題が懸念されています。
武蔵野市の地域福祉をささえる活動を無理なく継続できるよう、市民社協はこれら
の課題を解決するための方法を市民と一緒に検討します。
また、同じく地域の福祉をささえているボランティア・市民活動団体の活動につい
ても、支援を行っていきます。

【市民社協の取り組み】
事業名

実施者
団体名

地域社協活動費
助成

市民社協

地域社協活動支援

市民社協

武蔵野地区配分
推せん委員会

市民社協

ボランティア・
市民活動団体助成

市民社協

新規

地域福祉
コーディネーター

市民社協

内

容

地域社協への活動費助成の適正な
あり方を検討する。
継続して各地域社協に担当職員を
配置する。また、代表者連絡会開
催、運営委員研修会、情報交換会
などを開催する。
民生児童委員、赤十字奉仕団、地
域社協などから選出された委員に
より、市内における共同募金の配
分について協議する。また、募金
の集め方についても協議を行う。

年次計画（年度）
25

26

検討

実施

検討

実施

28

29

実施

ボランティア団体などが行う事業
への活動費助成を行っている。助
成内容の適正なあり方を検討する。 検討
地域社協担当職員や関係機関と連
携し、地域社協やボランティア・
市民活動団体への支援を行う。

27

検討

実施

実施

（ 8 ）人や団体同士をつなげる
一般市民や学生ボランティアの個人・団体、NPO団体、専門機関など、多様な人々
の活動が武蔵野市の地域福祉をささえています。しかし、個々の活動が中心となり、
それぞれの活動状況を認識したり、情報交換を行うことによる自身の活動に生かす体
制が整っていない状況もあります。
人や団体・関係機関同士が力を合わせることにより、一層の地域福祉活動が推進で
きる体制を目指して、市民社協は武蔵野市の地域福祉をささえるプラットフォーム
（基盤）となれるよう支援の方法を検討します。
39
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【市民社協の取り組み】
事業名

実施者
団体名

内

容

ボランティア
フェスタ

24年度は団体同士が交流を深める
場として団体交流会も実施した。
（ボランティ 参加団体を増やしたり、より具体
アセンター） 的な連携ができるような取り組み
を検討する。

大学間
ネットワーク

武蔵野市及び近隣の大学ボラン
ティアサークルが学校の垣根を越
（ボランティ えて交流しているネットワーク。
アセンター） 代替わりをしても継続していける
よう支援する。

25

26

検討

実施

27

28

29

市民社協

市民社協

ボランティアを受け入れている施
設担当者のつながりづくりも意識
しながら、ボランティアが活動し
アセンター）
やすい環境づくりに努める。

市民社協
施設ボランティア
（ボランティ
懇談会

新規

地域福祉
コーディネーター

年次計画（年度）

市民社協

地域課題解決のため、必要に応じ
て住民や行政、関係機関などと協
働したり、地域に関する情報交換
を通して適切なネットワークづく
りを行う。

実施

実施

検討

実施

（ 9 ）市民社協の経営基盤を整備する
社会福祉協議会は、社会福祉法により地域の福祉を推進する役割が位置づけられた
唯一の団体です。武蔵野市において、市民社協は様々な事業を通し武蔵野市の地域福
祉を推進してきました。しかし、独自の財源の問題や市民社協会員の減少など、様々
な課題を抱えています。さらに、現在の市民社協の事務所は仮の場所であり、拠点も
確保しなくてはなりません。
市民と継続して協議を行いながら、
「市民のニーズに応えられる市民社協」を目指し
て、計画的に対策を検討します。
また、より多くの市民に市民社協を知っていただくためのＰＲ活動にも積極的に取
り組んでいきます。

【市民社協の取り組み】
事業名

実施者
団体名

新規

社協発展強化計
画（仮称）の策定

市民社協

内

容

年次計画（年度）
25

26

財源、会員、ＰＲ、市民社協社屋
などの課題に対する取り組みや、
各事業の年次計画を示した計画の 検討 実施
策定を行う。
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5 ．重点的な取り組み
地域懇談会や会員アンケートから見られる「地域課題」へのアプローチ方法として、
5 項目の「重点的な取り組み」を挙げました（図 3 − 1 ）
。
これらは、前項「 3 ．取り組み目標」の 9 項目における事業名として、再三掲載さ
れているものや、策定委員会での検討過程において、地域課題の解決・把握の方法と
して有効と思われる取り組みとして出されたものです。
本計画においては、
「地域福祉コーディネーターの展開」
「総合相談の場と機能の充
実」「居場所づくりの展開」「地域社協の発展に向けて」の 4 つの取り組みとそれらを
支援する「市民社協のあり方」を「重点的な取り組み」と位置付けました。
なお、これらはそれぞれを重点的な取り組みとしましたが、その取り組み内容や機
能においては、重複するものも含まれており、個々の取り組みが必ずしも独立したも
のではなく、複数の項目にまたがった役割・機能を有する場合もあります。

図 3 − 1 ：「重点的な取り組み」の全体的なイメージ

地域福祉
コーディネーターの
展開

居場所づくりの
展開

問題
課題

総合相談の場と
機能の充実

地域社協の
発展に向けて
市民社協のあり方

（ 1 ）武蔵野市における「地域福祉コーディネーター」の展開
①小委員会での検討
地域懇談会では、
「地域において孤立する住民」に関する意見が数多く出されまし
た。策定委員会では、その解決に向けた重点的な取り組みとして「地域福祉コーディ
ネーターの展開」
「総合相談の場と機能の充実」
「居場所づくりの展開」
「地域社協の発
展に向けて」を挙げています。
そして、それぞれの重点的な取り組みが、単に個々の取り組みに終わってしまうこ
とのないように効果的に「つなげる」
、また、
「一貫して関わる」ことのできる役割と
して「地域福祉コーディネーター」は特に重要性が高いとの認識から、策定委員会と
は別に小委員会を設け、その役割や必要性などについて、検討を進めました。
41
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②地域福祉コーディネーターとは
近年、
「公的な福祉サービスだけでは対応できない問題」や「公的な福祉サービスに
よる総合的な対応が不十分であることから生じる問題」
「社会的排除の対象となりやす
い者や少数者、低所得者の問題」などの諸問題が生じてきており、地域福祉コーディ
ネーターなどの専門職の設置が求められるようになってきています。
地域福祉コーディネーターは、
「専門的な対応が必要な問題を抱えた者に対し、問題
解決のため関係する様々な専門家や事業者、ボランティアなどとの連携を図り、総合
的かつ包括的に支援する。また自ら解決することのできない問題については適切な専
門家などにつなぐ」
「地域の住民活動で発見された生活課題の共有化、社会資源の調整
や新たな活動の開発、地域福祉活動に関わるものによるネットワーク形成を図るな
ど、地域活動を推進する」役割を持つ専門職です。
（
『これからの地域福祉のあり方に
関する研究報告書』2008年）
先進的に取り組んでいる自治体や上述の説明などからその役割を要約すると、地域
福祉コーディネーターは、
「①制度の狭間にある様々な個別課題の解決を扱うこと」
「②
それらの問題を抱えた人を地域のネットワークで様々なサービスにつなぐこと」
「③つ
なぐことのできない課題へは、新しいサービスを開発すること」
「④最終的には地域社
会全体で解決を図るための仕組みを構築すること」を担う専門職であるといえます。

③地域福祉コーディネーターに係る先進地域の社会福祉協議会の取り組み状況
1 ）豊島区社会福祉協議会
コミュニティソーシャルワーク事業として、21年度から地域包括支援センター
エリアの 1 地域にモデル的に「コミュニティソーシャルワーカー」という名称で
2 名を配置。24年度から 3 圏域全 6 名の職員をそれぞれの区域の「区民ひろば」
に配置し、地域に出ています。地域の情報収集や、相談を受けています。
2 ）立川市社会福祉協議会
都内で最初に地域福祉コーディネーターを設置。地域包括支援センターエリア
で実施し、19年度からモデル地区の 1 エリアに配置してスタート。社協ではない
他の社会福祉法人の地域包括支援センターに机を置き、地域包括と連携して課題
に対応しています。現在は 2 エリアに配置。
3 ）西東京市社会福祉協議会
地域包括支援センターのエリアを圏域とし、市の受託事業として実施。現在は
2 圏域に各 1 名ずつ配置しています。小学校区ごとに組織化された20のふれあい
のまちづくり住民懇談会があり、地域福祉コーディネーターは住民組織から情報
を得ることも多く、個別支援に力を入れています。市役所に入った相談が地域福
祉コーディネーターにまわってくることも多く、住民と一緒に課題解決に取り組
んでいくという姿勢です。
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④武蔵野市の目指す「地域福祉コーディネーター」の方向性
1 ）地域福祉コーディネーターの必要性
武蔵野市では、
「個別支援の入口」の役割を担う人や機関として、民生児童委員
や在宅介護支援センターなどがあります。しかし、そのような人や機関が把握し
た課題の解決手段は、公的な制度（フォーマルサービス）によるものが多く、地
域の中で住民同士が協力して解決する形（インフォーマルサービス）は十分では
ありません。
（図 3 − 2 ）。
つまり、課題はあくまでも「個別の課題」のままであり、地域の中の「共通の
課題」としては認識されにくい状況にあります。また、専門機関が把握できた課
題についても、地域の住民は知らないままになっている傾向にあります。
しかし、問題・課題の性格・内容によっては、住民同士がその地域の課題を共
有し、考え、解決に向けた取り組みを行うことによって、お互いのつながりが強
まり、地域の持つ「課題を解決する力」を、より一層向上させることができるか
もしれません。
地域福祉コーディネーターは、地域の力が効果的に発揮されるよう、様々な環
境を整えることで、
「ささえあいのまちづくり」の実現を目指す役割を担います。

2 ）地域福祉コーディネーターの導入にあたっての市、市民社協、関係機関などのそ
れぞれの役割
ⅰ）民生児童委員
地域において、個別の状況把握に努め、関係機関へのつなぎの役割を果たし
ています。
ⅱ）在宅介護支援センター・地域包括支援センター
地域で生活する高齢者・障がい者などの各種相談に対応し、必要な対応を
行っています。
ⅲ）障害者基幹相談支援センター・地域包括支援センター・子ども家庭支援センター
市における各分野（障がい・高齢・子ども）の相談窓口として相談を受け付
け、必要な対応を行っています。
ⅳ）地域支援課
市民活動を支える様々な分野を横につなぐ役割を担っており、災害時要援護
者対策事業の担当課でもあり、市民社協を担当する課でもあります。
ⅴ）その他行政機関・課
各分野における相談受け付けと対応を行っています。
ⅵ）地域社協（福祉の会）
地域住民同士がつながり、たすけあう活動を行います。
ⅶ）市民社協
地域社協やボランティアグループなどによる地域福祉活動への支援を通じ、
市内の地域福祉を推進する役割を担います。
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上記の状況から、武蔵野市においては必要に応じて民生児童委員や在宅介護支
援センターを中心とした個別課題への対応を行っています。また、近年の「地域
における孤立化・孤独化」に対し、上記の各機関が窓口となって、その防止のた
めの取り組みを強化しています。
よって、武蔵野市における地域福祉コーディネーターは、その必要性の認識・
理解のうえで、地域住民とともに、上記機関との密接な連携・協力のもと、その
業務を進めていく必要があります。

3 ）地域福祉コーディネーターの役割
武蔵野市における地域福祉コーディネーター像
地域福祉コーディネーターの段階別役割として、
「個別支援」
（フェーズⅠ）
「地
、
域の生活支援のしくみづくり」
（フェーズⅡ）
「地域で解決できない課題を解決す
、
るしくみづくり」
（フェーズⅢ）があるとされていますが、武蔵野市における地域
福祉コーディネーターは、市全体における「地域福祉コーディネートシステム」
の中でその役割を考えます（図 3 − 3 ）。
民生児童委員や在宅介護支援センターなど、既存の相談機関などが中心的に
担ってきたフェーズⅠについては、それら機関との連携強化を中心とし、また、
フェーズⅢは、「地域リハビリテーション」※として地域全体の枠組みで考え、地
域福祉コーディネーターとしては、フェーズⅡへ中心的に取り組むことで地域課
題の解決に向けた取り組みを行っていきます。地域福祉コーディネーターは、以
下の役割を担います（図 3 − 4 ）。
ⅰ）把握する
・地域の活動や会議などに出向き、地域特性や地域の団体や活動などの社会資
源を把握します。
・地域住民による見守りやささえあいの活動などを通して「隠れたニーズ」を
把握します。
・必要があれば継続的にかかわり、その時々に応じたニーズを把握します。
ⅱ）受ける
・どんな相談も断らず、年齢・障がいなど、内容を問わず、ときには出向くこ
とによる対応も行います。
・地域で開催される居場所やイベントなどの場において住民からの相談を受け
たり、専門機関からの相談にも対応します。
ⅲ）つなげる
・受けた相談を適切な関係専門機関（障害者基幹相談支援センター・在宅介護
支援センターなど）につなげます。
※地域リハビリテーション
すべての市民がその年齢や状態をとわず、住み慣れた地域で、本人の意思に基づいて安心して生活が続
けられるよう、保健、医療、福祉、教育など、地域生活に関わるあらゆる組織、人が連携した継続的、
体系的な支援。
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・課題解決に向けた会議などの場を設け、関係専門機関や住民に、課題を持つ
人をつなげます。
ⅳ）知らせる
・「課題がある」ことを地域に知らせ、住民が課題に気づき、考え、取り組む
きっかけ

をつくります。

ⅴ）つくる
・適切なサービスや地域での取り組みがない場合は、課題を持つ人をささえる
新たなしくみ

をつくります。

・地域の活動を担う地域社協やボランティア団体などの活動を支援し、新たな
人材の発掘や育成に取り組みます。
図 3 − 2 ：武蔵野市における これまでの「個別支援システム」のイメージ
地域社協

市民社協

民生児童
委員

在宅介護支援
市役所
センター
（健康福祉部）

個別課題は、民生児童委員や在宅介護支援センターが把握し、解決に向けた取り組みを行っている。
また、適宜行政とも連携を取るが、「地域のしくみ」にはつながっていない傾向にある。

図 3 − 3 ：武蔵野市における「地域福祉コーディネートシステム」のイメージ
地域社協

市民社協
地域福祉
コーディネーター

民生児童
委員

在宅介護支援
センター

市役所
（健康福祉部）

地域の中での解決が困難な
場合は、「地域全体のしく
みづくり」につなげる。
（フェーズⅠとフェーズⅢ
をつなぐ役割）

「地域の中で解決できるし
くみ」をつくる。

民生児童委員や在宅介護支援センターが把握した地域の課題のほか、地域社協による「向こう三軒両隣」
や「通りごとの範囲」など、小さな単位での顔の見える関係づくりや、総合相談機能、居場所の取り組
み等を通して、住民の地域活動の中から地域の課題を把握する。
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図 3 − 4 ：地域福祉コーディネーターの活動階層

地域全体の
しくみづくり

地域の中の
しくみづくり

個別支援の
解決

●想定される事例①
震災による避難者（40歳）
。失職し、所持金はほとんどなし。電気・ガス・電話などは止
められている。喪失感が強く、自殺願望がある。周囲との交流はなく、部屋に引きこもっ
ている。
社協の貸付窓口へ相談があったことにより地域福祉コーディネーターへつないだ。

貸付担当職員・地域福祉コーディネーターが自宅を訪問

ケース会議を開催
（地域包括支援センター・在宅介護支援センターなど）

傾聴ボランティア（地域福祉
コーディネーター・VCM な
ど）による自殺の予防

地区担当民生児童委員
による訪問

避難者交流会への案内
仲間づくり

日常的な見守りの体制づくり
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生活保護申請などによる
生活の基盤づくり
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●想定される事例②
一人暮らしの女性（70歳）
。市内に息子（50歳）が住んでいるが、仕事が忙しく、ほとん
ど来ていない。本人は地域との交流なく、孤立。自宅は物が片付けられず、ゴミが散乱し
ている。
本人が近所を徘徊していたところを介護サービス事業所職員が発見。在宅介護支援セン
ターへの連絡があったことから地域福祉コーディネーターへつないだ。

在宅介護支援センター職員・地域福祉コーディネーターが自宅を訪問

ケース会議を開催
（息子、
在宅介護支援センター、
地域社協など）

在宅介護支援センターによる
要介護認定申請、
サービスの調整

母親を地域社協が行う居場所に案内

自宅の片付け
母親の徘徊を発見した場合に在宅
介護支援センターに連絡してもら
うためのチラシを作成、息子や地
域社協と一緒に地域に配布

介護保険サービス利用開始

日常的な見守りの体制づくり

課題 地域の高齢化、独居高齢者の増加、介護保険や
福祉サービスについての情報を持たない人が多い

各地域の居場所を利用した定期的な
ニーズ把握と、地域からの情報提供の
呼びかけ
（地域社協や民生児童委員などと協働）

総合相談の場と機能の充実
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男性介護者の会の実施
（地域包括支援センター・在宅
介護支援センターなどと協働）
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4 ）人員配置と活動圏域（どの範囲、地域を対象に活動するか）
地域福祉コーディネーターは既述の役割を担う専門職として、市民社協の職員
を配置します。活動圏域については、その役割とも大きく関連があるため、個別
支援（フェーズⅠ）の役割を中心的に担う既存の相談機関と連携の取りやすい圏
域設定での展開が考えられます。
地域福祉コーディネーターの設置にあたっては、全ての圏域に一斉配置という
形は、人員確保の観点から見ても難しさがあるため、モデル地域における先行実
施などの展開も考えられます。
現在、13の地域社協が小地域福祉活動を展開していますが、それと圏域を同じ
くして同数の地域福祉コーディネーターを専門職として配置することは、現実的
には難しいと言わざるを得ません。
人員配置と活動圏域のバランスなども考慮した圏域設定として、3 圏域（西部、
中部、東部）を設定します（図 3 − 5 ）。

図 3 − 5 ：市内 3 圏域（①西部、②中部、③東部）の区割りおよび地域福祉コーディネーター配置のイメージ
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5 ）支援体制
地域福祉コーディネーターが活動する上で、関係機関や地域との連携・協力体
制の構築、行政のバックアップ体制などの支援体制を整備します。
考えられる支援体制は下記のとおりです。
ⅰ）地域福祉コーディネーターの活動圏域において、住民や関係専門機関が参加
する地域の課題を議題とした定期的な連絡会議の実施。
ⅱ）地域支援課や地域リハビリテーション推進協議会と連携した支援の実施（住
民同士では関わりづらい世帯もあり、 公的な

バックアップが必要とされる

ことが想定されるため）
。
ⅲ）共に地域課題に取り組めるような地域住民との協力関係の構築。
ⅳ）複数名設置による相互協力のもとでの実施体制の検討。また、市民社協内で
の情報共有や、対応協議の場の設定などによる支援体制の整備のほか、地域社
協担当職員との連携などが不可欠と思われます。

〔取り組み〕
「地域福祉コーディネーター設置プロジェクト（仮称）
」の設置
地域福祉コーディネーターの具体的な役割や配置方法等について実務者によ
る検討を行うため、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）
」を設置します。

（ 2 ）総合相談の場と機能の充実
社会の変化に伴い、複雑な課題を抱える家族・個人が増加してきています。それら
の課題に対応できるよう、行政をはじめとして数多くの専門的な相談窓口が設けられ
ていますが、課題を持っている住民がどこに相談に行けばよいのかわからなかった
り、公的な相談機関で行っている専門相談窓口は何か敷居が高く感じられたり、行く
勇気がなかったり、あるいは「こんなことで相談にきたのか」と思われはしないかと
相談に行くことを躊躇してしまう人もいるようです。さらに、課題を持っているにも
かかわらず、それに気づいていない住民もいます。地域の中で住民の相談に気軽に応
じてくれる民生児童委員の存在を知らない人もいます。このように、課題を抱えてい
ても相談にまで至っていない人が相談しやすい仕組みづくりが必要です。
相談しやすい仕組みをつくるには、例えば、
「地域の中の身近なところに気軽に何で
も相談できる場所があるとよい」とか、
「相談窓口がなくても相談できる人がいてその
人が専門機関などにつないでくれる」とか、
「身近な人が気づいて声をかけて問題解決
につながる」などが考えられます。もちろん、身近に相談できる存在である民生児童
委員は、地域にアンテナを張って課題の発見・解決に向けての十分な活動が行われて
います。しかし、担当地域の人口や世帯数の多さ、また集合住宅が多い地域などを考
えると、地域内の状況を100％把握することは不可能で、民生児童委員といえども拾い
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きれない隠れた課題があると推察されます。
そこで、このような相談に対応できるためには「総合相談の場と機能」を充実させ
ることが必要です。
「総合相談の場」は、相談窓口が設置されているわけではありませ
んが、どんな困りごとでも、相談を受け止めてくれる場で、例えば個人宅や空き店舗、
テンミリオンハウス、コミュニティセンターなどを活用した居場所が考えられます。
一方、
「総合相談の機能」としては、相談があった時にどんな内容の相談であっても受
け止め、それを適切な相談機関や専門職につなぐ機能と、どこにどんな相談窓口があ
るか、どこでどんな相談でも受け付けているなどの情報を発信する機能です。
すでに地域の中で総合相談的な取り組みが行われた事例もあります。地域社協の会
員が地域に住む独居高齢者の生活トラブルの被害に巻き込まれていることに気づい
て、解決に向けて地域の民生児童委員や地域包括支援センター、社協、警察などにつ
ないだという事例や、地域の居場所に通ってきている高齢者からスタッフへの世間話
の中から相談ごとが発覚し、それを行政につないだという例があります。いずれも地
域住民が課題を受け止めて適切に専門機関につないだという事例です。
現状の相談機能は、例えば、高齢者であれば高齢者の相談窓口、障がい者なら障が
い者窓口というように、それぞれ対象者別の専門相談窓口があります。しかし、専門
的な福祉の援助にまでは至らない、例えば、電球の取り替えや買物代行、病院の薬取
りなどのような軽微な日常生活の困りごとや、何に困っているのかさえわからないく
らい複雑な相談ごとのような課題は、比較的相談できる窓口が少ない状況がありまし
た。現在は行政で行っている専門相談窓口でも、専門相談だけでなく他の機関・窓口
と連携を図りながら総合相談窓口機能の強化を図っています。また、課題を持った住
民と専門相談窓口の間に住民による「総合相談の場と機能」が加わると、多様な課題
を持った住民からの相談を受け止めて、それを専門機関につなぐ役割を果たすことに
なります。さらに、そこに地域福祉コーディネーターが加わることにより、住民組織・
団体や専門機関などと連携を図りながら、課題解決に向けて取り組んでいくことにな
ります
（図 3 − 6 ）。このような日常の取り組みや関わりの中で課題を拾い上げていく
ことが期待されます。また、専門相談窓口や総合相談の情報を、広報紙掲載やチラシ
配布、また住民の協力を得ながら、広く周知を図っていきます。
このような取り組みを通して、地域の中で課題を持つ人がどこにも相談できずに孤
立してしまうことのないように、仕組みとして総合相談の場と機能を充実させていく
ことにより、近隣住民同士が気軽に声を掛け合えるようなまちづくりを進めていくこ
とを目指していきます。

〔取り組み〕
①総合相談の場と機能の設置
・今後、居場所づくりを広く展開していく上で、居場所への
能

の設置の可能性を検討します。

②情報発信
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・市民社協や地域社協の広報紙掲載、チラシ配布、ポスター掲示のほか、地域福
祉コーディネーターや市の専門機関を通して、総合相談の周知をします。

図 3 − 6 ：総合相談のイメージ

コーディネーター

（ 3 ）居場所づくりの展開
「健康福祉総合計画アンケート調査報告書」によれば、
「地域とのつながりがある」
と感じている方は33.5％で、
「つながりがあるとは思わない」と答えた方が38.5％とこ
れを上回りました。
つながりがないと思う時の理由として、多くが「近所の人とかかわる機会がないか
ら」と回答しています。一方でつながりの必要性については、
「つながりがあったほう
がよい」とする回答が 8 割を超えています。つながりたいという気持ちがあるとして
も、その場所やきっかけがないと人と人とが出会い、つながることはできません。
そのような中、個人宅や商店街、空き店舗、コミュニティセンターなどを利用した、
身近な地域での「居場所づくり」の取り組みが地域社協を中心として少しずつ始まり、
地域のつながりづくりに一定の効果をあげています。また、平成22年度からは居場所
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づくりに関心を持つ地域有志と市民社協が居場所に関する勉強会を開催し、これまで
居場所づくりの効果的な展開についての検討を行ってきました。本会会員対象のアン
ケート調査でも「自宅の近くに居場所があれば利用したい」と88％の方が回答してお
り、居場所づくりの取り組みに対する市民の関心は高まっています。
居場所は「身近な地域で住民によって運営される誰でも自由に出入りできるつなが
りの場」です。そこに行けば誰かに会える、おしゃべりや相談ができる、生活に役立
つ情報がもらえる、自分の役割があるなど、多くの機能があります。対象者・場所・
担い手・内容によって実施形態も様々ですが、人によって居場所に求める機能は異な
るため、多様な形態の居場所の中から自ら選択して好きな場所に行けることが大切で
す。そのためには身近な地域にたくさんの居場所ができ、地域の実情に合わせてゆる
やかに運営できることが必要となります。
会員アンケート調査では「居場所づくりのために自宅（空き部屋）を提供してもよ
い」との回答が12.7％あるなど、居場所づくりに関心を持つ人は増えており、居場所
づくりをきっかけとして新たな地域福祉の担い手が生まれる可能性もあります。
実際に、ある居場所では、知り合うことのなかった人同士がつながり、それがきっ
かけで新たな活動が始まることになったケースもありました。また、居場所での交流
は、地域の情報交換や様々な生活の困りごとを自然な形でお話しする場になり、敷居
の高い相談機関ではない、気軽にちょっとした話ができる場となっています。
それは、子ども、障がい者、高齢者といった従来の枠では当てはまらない世代、今
まで行き場のなかった方などが地域において安心して過ごす場所にもつながっていま
す。
しかし、現状では「場所」や「資金」
、
「担い手の確保」などの問題があり、立ち上
げにはまだ一定のハードルがあります。また、すでにある居場所の取り組みに関して
も、利用者の固定化や資金面、周知方法などの課題があり、継続していくという面で
は何らかの支援が必要であると考えられます。今後は地域社協を中心として既に運営
されている居場所の一層の周知を図るとともに、居場所を運営する担い手の発掘・育
成を進めます。

［取り組み］
①一定の基準を満たす居場所づくりの実践に対し、立ち上げ資金や運営費の助成
を市民社協が行います。助成にあたっては地域社協活動費助成事業との整合性
を図ります。
②立ち上げから運営にかかる担い手支援を充実させ、新たな担い手「居場所づく
※
りサポーター」
の発掘・育成を図ります。

③場所提供などの協力をしてくれる個人・事業所の募集を実施します。
④利用促進のための周知を充実させていきます。
※居場所づくり支援に関心を持つ市民に登録してもらい、既存の居場所への参加や新規立ち上げの中核メ
ンバーとして活動をお願いするものです。
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（ 4 ）地域社協の発展に向けて
平成 7 年に吉祥寺南町、西久保、境南町に地域社協が発足し、18年が経過しました。
今では市内13地域の地域社協（福祉の会）が、地域の実情に合わせて様々な活動を行っ
ています。この間、地域社協は役員のみなさんを中心に試行錯誤しながら、自分たち
の地域をよりよくするための活動に取り組んできました。身近な地域において、行政
では対応できないきめ細やかな対応を行っており、武蔵野市の小地域福祉活動の中核
を担っています。役員などの中心となる人だけでなく広報紙の配布など自分ができる
ことをできる時間に協力してくださる方を含めて、現在では市内で1,200名以上の方
が地域社協（福祉の会）の活動に係わっており、地域社協（福祉の会）の活動がボラ
ンティア活動に参加する最初のきっかけになった方も多くいます。このように市民の
熱意にささえられた小地域福祉活動の全市的な取り組みは都内でも高く評価されてい
ます。
近年では、行政の計画の委員に地域社協（福祉の会）の代表者が選出される機会も
増え、行政などが地域社協（福祉の会）に求める役割が年々増えてきています。特に
平成19年度からは、武蔵野市の災害時要援護者対策事業の支援団体として、地域社協
（福祉の会）
が中心となって安否確認の取り組みを担う事業がスタートしました。平成
23年度までに13地域すべてが災害時要援護者対策事業に取り組んでいます。
しかし、地域社協（福祉の会）の担い手となる方々の負担感は増えてきています。
地域社協（福祉の会）は、専用の事務所などがなく、連絡先は会長の自宅としている
ところがほとんどです。また、活動に必要な物品、災害時要援護者対策事業の台帳な
ども会長の自宅で保管しており、コミュニティセンターを活用するなどの対応も少数
で、地域社協（福祉の会）の活動をサポートする支援体制が十分ではありません。
武蔵野市の小地域福祉活動を行う地域社協（福祉の会）の役割は今後、ますます重
要となってきますが、役員などの担い手不足や高齢化が深刻な課題となっています。
今後の地域社協（福祉の会）の活動者となる新しい担い手、若い人材の育成の整備も
急速に進める必要があります。

［取り組み］
①新たな担い手の発掘や育成に努めます。
・若い世代や会社員、主婦などの対象者別に活動に参加してもらえるきっかけ
を提供していきます。また、すでに様々な場所でボランティア活動をしてい
る若い世代が地域活動へとつながるように支援していきます。
・活動ポイント制など、地域通貨のような取り組みについても検討していきます。
②地域社協活動のＰＲを促進していきます。
・市民に活動をわかりやすく伝える方法を検討します。また、実施報告など、
活動終了後の成果・地域社協（福祉の会）の活動の魅力を伝えられるよう、
広報等の内容についても工夫していきます。
③コミュニティ協議会と地域社協（福祉の会）が地域福祉活動の両輪となるよう
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に地域の状況に応じて支援していきます。
・地域社協とコミュニティ協議会の連携・協力体制（会場の確保、事務所機能、
事業内容など）の構築のため、行政も交えて検討する場を市民社協が設定し
ます。
〈地域社協に関する課題〉
・担い手不足
・専用の事務所がない
・コミュニティ協議会との連携
不足

〈今後の取り組み〉
・新たな担い手の発掘、
育成
・地域社協の PR の促進
・コミュニティ協議会との連携、
協力体制の構築

（ 5 ）市民社協のあり方
今日の福祉に関する制度は、
「高齢者」
「障がい者」
「子ども」など、分野ごとに専門
家に相談することができ、適切な支援が受けられるしくみとなっています。武蔵野市
内にも、すでに行政や専門機関による多様な福祉サービスがあり、地域の福祉をささ
えています。
しかし、その一方で、本計画に関する地域懇談会において「何でも気軽に相談でき
る窓口があるとよい」という意見もあったように、現状の制度の全てが常に市民の
ニーズに応え、満足できるものになっているとは限りません。
市民社協は、地域社協（福祉の会）をはじめ、多くの市民のみなさんと一緒に行っ
てきた地域の福祉活動の経験を生かし、市民の目線をもち、今の社会が抱えている課
題や、地域にとって真に必要としているものが何かを検討します（例：災害発生時の
迅速な対応など）
。
さらに、本計画で掲げる様々な取り組みにより把握できたニーズや課題について
も、分野に限らず、市民や行政などと連携を取りながら、改善の方法を検討します。
また、市民社協の経営面に目を向けると、現状では市民の皆さんからいただく会費
や寄付金、共同募金、行政の補助金などにより運営されていますが、これらの収入は
減少を続けているという課題があります。市民社協広報紙への広告掲載料や自動販売
機による一部の収入など、独自の財源を確保するための取り組みも行ってきました
が、運営をささえる十分な資金には至っていません。
本計画における地域懇談会では、
「市民の生活との密接な関わりを築く」ことも、市
民社協のＰＲの効果的な方法として挙げられました。例えば、市民社協会員アンケー
トによれば、市民社協の社屋に求める条件として、
「交通の便がよい」ことや、
「交流
できるスペースがある」ことなどが挙げられていますし、また、地域の福祉に関する
様々な取り組みをお知らせし、誰もが地域の福祉を身近に感じられるような環境を目
指すことも市民社協の大切な役割です。
これらのことを少しずつ実現し、会費や寄付金、共同募金などの「形」として、市
民社協をささえていただけるよう、計画的な取り組みを行います。
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［取り組み］
①市民の目線をもち、地域のニーズや課題を発信します。
・
「居場所」や「顔の見える関係」などを通じてニーズの集約および発信に努め
ます。
②地域の福祉の案内役を目指します。
・地域福祉コーディネーター、総合相談を通した、あらゆるニーズの「交通整
理」を行います。
・地域支援課をはじめとした、行政など専門機関との連携を促進します。
③「社協発展強化計画（仮称）
」を策定します。
・市民社協の財源、会員、ＰＲ、社屋等の課題に対する取り組みや、各事業の
年次計画を示した「社協発展強化計画（仮称）
」を策定します。
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6 ．地域社協別地域福祉活動計画
（ 1 ）地域社協（福祉の会）とは
P53のとおり、武蔵野市では、平成 7 年に最初の地域社協（福祉の会）が発足して以
来、現在では13の地域社協（福祉の会）がおおむね小学校区の単位で活動しています。
地域社協（福祉の会）は、地域住民に福祉への関心や理解を広げ、困った時はお互
いにたすけあえるような関係づくりをしていくための住民組織です。地域のささえあ
い活動として、より身近な地域において近隣同士の住民ができることを考えて様々な
活動を展開しています。
市民社協は、地域社協（福祉の会）に対して活動費の助成や担当職員を各地域に配
置し、活動がスムーズに行われるように支援を行っています。また、代表者連絡会や
運営委員研修の開催など地域社協間の情報交換や交流ができる機会を設けています。

（ 2 ）地域社協（福祉の会）の活動内容
地域によってその活動は様々ですが、主な活動は下記の通りです。

〔高齢者・乳幼児親子・障がい者などを対象としたサロン活動〕
・ひとり暮らしや昼間おひとりの高齢者が、おしゃべりや食事を楽しむ集い
・乳幼児親子が気軽に集まり、交流できる「子育てサロン」
・精神障がいのある方もない方も集まる食事と交流の会
〔助け合いネットワーク〕
・地域の高齢者などの見守りを行う
・ 地域のつながり

連絡員

の活動支援

づくりのため、丁目ごとに懇談会・食事会などを開催

〔その他〕
・地域の誰もが気軽に立ち寄り交流できる「ふれあいの居場所」
・地域の幼稚園・学校などと協力した「声かけ運動」
・福祉・健康・災害に関する各種講座の実施
・災害時要援護者対策事業
・広報紙の発行
・緊急連絡カードの作成、配布
・地域内の関係団体と協働して実施する「福祉まつり」等のイベント

など。

（ 3 ）地域社協別地域福祉活動計画の策定
地域懇談会を実施した結果、全市共通の課題（P 9 〜P12）以外にも地域ごとに課題
が明らかになりました。それらの地域ごとの課題に対する今後の各地域社協（福祉の
会）の取り組みを具体的に示したものが地域社協別の地域福祉活動計画です。地域社
協別地域福祉活動計画は、地域ごとに、
「基本情報」
「地域課題」
「重点目標」
「具体的
な取り組み」
「スローガン」
「活動マップ」等の項目を中心に自由な形式で構成されて
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います。
地域懇談会の終了後、各地域で改めて話し合い、計画づくりに取り組みました。地
域社協（福祉の会）の活動は、年度ごとの事業計画に沿って活動を行っています。こ
れまでは、複数年にわたる中長期的な視点に立った計画を立てる機会が少ないことも
課題の 1 つでしたが、今回、地域社協別地域福祉活動計画を策定する中で、今までの
活動を振り返り、今後の地域社協（福祉の会）が果たす役割を改めて考えるきっかけ
となりました。
地域社協別地域福祉活動計画は、あくまでも市民が主体的に策定した地域ごとの福
祉課題解決に向けた取り組み方針です。仮に計画期間中に取り組みが達成できなかっ
たとしても責任を負うものではありませんが、各地域において課題解決に向けて一人
でも多くの住民への呼びかけと参加を実現していくことが期待されます。同じ地域に
住む住民同士が知恵を出し合い、自分達ができることを考え、一緒に活動を進めてい
く過程が最も重要な要素となります。
また、計画期間中も社会状況の変化などにより、地域のニーズは刻々と変化するこ
とが予想されます。したがってその時々に応じて柔軟な活動を展開していくことも必
要とされます。13地域それぞれにおいて、目標に向けた取り組みが柔軟に行われるこ
とにより、武蔵野市全体の地域福祉活動の向上につながります。
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