
第３章　計画の目指すもの そして方策

76

南町

東部

千川

中央

関前

境

境南

桜野 吉西

御殿山

四小地区

大野田

西久保

⑤ 東部福祉の会 地域福祉活動計画書

東部福祉の会の概要（平成23年度実績）
役員・運営
委員数

役員：17名
運営委員：85名　会員：41名

主な構成員

民生児童委員、老人クラブ、日赤奉
仕団、コミュニティ協議会、小学校、
中学校、PTA、青少協、福祉施設等
の関係団体代表、個人等で構成する。

主な活動

広報紙の発行：年 6回発行
若葉グループ、たんぽぽ映画グルー
プ、子どもスタッフくらぶ、東部
フェスティバル、○○県を知ろう、
情報交換会、関係団体活動計画一覧
表の作成、便利帳づくり、災害時要
援護者対策事業（災害時の安否確認）
など

設立年月日 平成10年 2 月28日

東部福祉の会のエリア
吉祥寺東町全域
吉祥寺本町 1丁目の一部

地域データ
東部
地区

武蔵野市
全域

①人口（人） 12,324 136,043

②15歳未満人口（人） 1,129 14,865

③15歳未満人口比率（％） 9.16 10.93

④15歳～64歳人口（人） 8,446 93,168

⑤65歳以上人口（人） 2,749 28,010

⑥高齢化率（％） 22.31 20.59

⑦身体障害者手帳数（人） 271 3,395

⑧知的障害者手帳数（人） 34 825

⑨精神障害者手帳数（人） 132 1,676

①～⑥：平成24年 4 月 1 日現在
⑦～⑨：平成24年12月 3 日現在

東部

福祉情報提供フェスティバルの最後にみんなで風船割り



第 3次武蔵野市地域福祉活動計画

77

東

部



第３章　計画の目指すもの そして方策

78



第 3次武蔵野市地域福祉活動計画

79

東

部



第３章　計画の目指すもの そして方策

80

南町

東部

千川

中央

関前

境

境南

桜野 吉西

御殿山

四小地区

大野田

西久保

⑥ 関前福祉の会 地域福祉活動計画書

関前福祉の会の概要（平成23年度実績）

役員・運営
委員数

役員： 9名、運営委員：29名、相談
役： 7名、顧問： 2名、
協力員： 6名

主な構成員

地域住民・幼稚園園長・小中学校校
長・地域内開業医・グループホーム・
特別養護老人ホーム・テンミリオン
ハウス・声かけ運動。22団体参加

主な活動

役員会：毎月第 2水曜日、委員会：
奇数月第 4水曜日、声かけ運動：12
月挨拶月間、ポスター：年 3回掲示
（幼稚園児・小学校絵）、健康マー
ジャン：月 4回　関前ウォーク：月
1回　懐かしの映画会：年 3回、会
報うどの花：年 3回発行など

設立年月日 平成10年 3 月 8 日

関前福祉の会のエリア
関前全域

地域データ
関前
地区

武蔵野市
全域

①人口（人） 8,778 136,043

②15歳未満人口（人） 1,070 14,865

③15歳未満人口比率（％） 12.19 10.93

④15歳～64歳人口（人） 5,917 93,168

⑤65歳以上人口（人） 1,791 28,010

⑥高齢化率（％） 20.40 20.59

⑦身体障害者手帳数（人） 237 3,395

⑧知的障害者手帳数（人） 103 825

⑨精神障害者手帳数（人） 132 1,676

①～⑥：平成24年 4 月 1 日現在
⑦～⑨：平成24年12月 3 日現在

役員会　関前コミセンにて

関前
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関前ウォーク

健康マージャン

子ども映画会

福祉バザー
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⑦ 桜野地域社協 地域福祉活動計画書

桜野地域社協の概要（平成23年度実績）
役員・運営
委員数

役員：10名
運営委員：47名

主な構成員

老人会、日赤奉仕団、民生委員、小
学校、中学校、コミュニティ協議会、
自治会、PTA、青少協、福祉施設等
の関係団体代表、個人等で構成する。

主な活動

広報紙の発行：年 2回
健康講座、高齢者のためのお話とお
食事会、小地域ごとの助け合いネッ
トワーク、助け合いネットワーク懇
談会、災害時要援護者対策事業など

設立年月日 平成10年 5 月24日

桜野地域社協のエリア
桜堤全域
境 5丁目

地域データ
桜野
地区

武蔵野市
全域

①人口（人） 11,467 136,043

②15歳未満人口（人） 1,726 14,865

③15歳未満人口比率（％） 15.05 10.93

④15歳～64歳人口（人） 7,381 93,168

⑤65歳以上人口（人） 2,360 28,010

⑥高齢化率（％） 20.58 20.59

⑦身体障害者手帳数（人） 320 3,395

⑧知的障害者手帳数（人） 71 825

⑨精神障害者手帳数（人） 150 1,676

①～⑥：平成24年 4 月 1 日現在
⑦～⑨：平成24年12月 3 日現在

桜野

健康講座の受付（スイング・レインボーサロン 平成22年度）
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⑧ 四小地区福祉の会 地域福祉活動計画書

四小地区福祉の会の概要（平成23年度実績）
役員・運営
委員数

役員：15名
運営委員：79名

主な構成員

北祥会（老人クラブ）、日赤奉仕団、
民生・児童委員、小学校、中学校、
PTA、青少協、福祉施設等の関係団
体代表、個人等で構成する。

主な活動

地域ケア（障がい者、高齢者を主に
対象としたリハビリ体操）：年11回
お花見会、食事会、クリスマス会、
広報紙の発行：年 3回、
災害時要援護者対策事業、講演会、
バス研修など

設立年月日 平成10年 6 月14日

四小地区福祉の会のエリア
吉祥寺北町1.2丁目
吉祥寺北町 3丁目の一部
吉祥寺東町の一部

地域データ
四小
地区

武蔵野市
全域

①人口（人） 10,891 136,043

②15歳未満人口（人） 1,305 14,865

③15歳未満人口比率（％） 11.98 10.93

④15歳～64歳人口（人） 7,369 93,168

⑤65歳以上人口（人） 2,217 28,010

⑥高齢化率（％） 20.36 20.59

⑦身体障害者手帳数（人） 395 3,395

⑧知的障害者手帳数（人） 105 825

⑨精神障害者手帳数（人） 159 1,676

①～⑥：平成24年 4 月 1 日現在
⑦～⑨：平成24年12月 3 日現在

四小地区

講演会

リハビリ体操
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スローガン

目　標

取り組み

近所でのつながりをつくろう

・リハビリ体操･お花見会･食事会･クリスマス会など既
に実施している事業の充実

・災害時要援護者対策事業
・居場所づくり

効果的な情報の発信をしよう

・イベントのチラシ･ポスターを掲示する
・既存の広報紙の中に地域の情報を集約し、掲載する
スペースをとる

・社会資源を活かすためのマップづくり
・紙以外の媒体も活用する

中学生と地域をつなごう ・中学生にイベントの情報を知らせ、参加してもらう

『福祉の日』をつくろう
・『福祉の日』をつくる
　例えば、コミセンのカウンターでお茶などを出し、
誰でも参加できる場を提供する

交通問題を考えていこう
・危険な道路・横断歩道があることを行政に伝えて改
善してもらう

買い物難民を減らそう ・これから検討していく

地域の新たな人材を発掘しよう
・男性にも役割を持ってもらい手伝ってもらう
・夜や土日を活用する

世代を越えてつながろう
 人と出会うまち四小地区

地域のネットワークをつくる

四
小
地
区



第３章　計画の目指すもの そして方策

90

特色ある取り組み

　四小地区の豊富な社会資源を活かす事業・活動
をしています。北コミセンをはじめ第四小学校・
吉祥寺ホーム・北町保育園・テンミリオンハウス
月見路・こどもテンミリオンハウスあおば・市民
社協・ボランティアセンター・福祉公社などの豊
かな社会資源を活かす・つながる事業・活動をす
ることをこころがけて取り組んでいます。

お花見会・食事会・クリスマス会（高齢者・障がい者向け行事）

活動中です 地域ケア（リハビリ体操・基本活動）

災害時要援護者対策事業業 ニュースレター発行：年 3回（地区全戸配布）

四小地域防災会 下校時見守り 講演会：年 1回

四小ゆめまつり・どんど焼き（助成・手伝い）・四小あそべえ

吉祥寺ナーシングホーム行事ボランティア北コミさわやかまつり・文化祭に参加
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活動マップ

四小地区福祉の会四小地区福祉の会

こどもテンミリオンハウスこどもテンミリオンハウス
あおばあおば

北町保育園北町保育園

民生・児童委員民生・児童委員

テンミリオンハウステンミリオンハウス
月見路月見路 吉祥寺吉祥寺

ホームホーム 四小PTA四小PTA

青少協青少協
第四地区第四地区

北祥会北祥会

日赤奉仕団日赤奉仕団
第五分団第五分団

北コミセン北コミセン

人と人が出会う
交流する

情報交換する

四
小
地
区


