
平成30年度

「団体紹介・参加委員自己紹介シート」及び

「地域福祉に関する自主的な取組シート」集

国分寺市地域福祉推進協議会





委員
番号

団体名等 氏名 ふりがな 自己紹介
シート

取組
シート

1 ★個人の市民 青栁　和枝 あおやぎ　かずえ 1 3

2 ★個人の市民 朝倉　さく あさくら　さく 5 7

3 ★個人の市民 有山　滋 ありやま　しげる 9 11

4 ★個人の市民 泉　陶生 いずみ　すえお 13 15

6 ★個人の市民 鶴田　トミ子 つるた　とみこ 21 23

7 ★個人の市民 豊沢　淳一 とよさわ　じゅんいち 25 27

8 ★個人の市民 松岡　佑和 まつおか　ひろかず 29 31

9
一般財団法人　国分寺市健康福
祉サービス協会

鈴木　さおり すずき　さおり 33 35

10 一般社団法人　矢島助産院 矢島　床子 やじま　ゆかこ 37 39

11
株式会社　こどもの森　しんま
ち児童館

波多野　将 はたの　ひとし 41 43

12
株式会社　こどもの森　にしま
ち児童館

川尻　亜利奈 かわじり　ありな 45 47

13
公益社団法人　国分寺市シル
バー人材センター

金木　昇 かねき　のぼる 49 51

14
公益社団法人　東京都助産師会
国分寺地区分会

矢島　藍 やじま　あい 53 55

15
高齢者見守り相談窓口こいがく
ぼ

上村　夕可里 うえむら　ゆかり 57 59

16 高齢者見守り相談窓口なみき 石川　未央子 いしかわ　みおこ 61 63

17 高齢者見守り相談窓口ひかり 松山　真也 まつやま　しんや 65 67

18 高齢者見守り相談窓口ひよし 藤澤　麻実 ふじさわ　まみ 69 71

19 高齢者見守り相談窓口ほんだ 木村　祥子 きむら　しょうこ 73 75

20 高齢者見守り相談窓口もとまち 中村　由佳 なかむら　ゆか 77 79

21 国分寺あゆみ会 長井　和子 ながい　かずこ 81 83

22 国分寺市国際協会 伴　良一 ばん　りょういち 85 87

23 国分寺市商店会連合会 小林　治 こばやし　おさむ 89 91



委員
番号

団体名等 氏名 ふりがな 自己紹介
シート

取組
シート

24 国分寺市私立幼稚園協会 和地　俊幸 わち　としゆき 93 95

25 国分寺市身体障害者福祉協会 田中　博子 たなか　ひろこ 97 99

26 国分寺市赤十字奉仕団 三宅　奉子 みやけ　のりこ 101 103

27 国分寺市聴覚障害者協会 鈴木　一徳 すずき　かずのり 105 107

28
国分寺市民生委員・児童委員協
議会

石川　眞澄 いしかわ　ますみ 109 111

29
国分寺市民生委員・児童委員協
議会

蓮實　麗子 はすみ　れいこ 113 115

30
国分寺市民生委員・児童委員協
議会

戸倉　央江 とくら　ひさえ 117 119

31
国分寺市民生委員・児童委員協
議会

宮﨑　邦子 みやざき　くにこ 121 123

32 国分寺市老人クラブ連合会 渡邉　幹夫 わたなべ　もとお 125 127

33 国分寺青年会議所 安東　周二郎 あんどう　しゅうじろう 129 131

34 国分寺難病の会 阿部　敏子 あべ　としこ 133 135

35 社会福祉法人　AnnBee 山内　敦 やまうち　あつし 137 139

36
社会福祉法人　菊美会　恋ヶ窪
保育園

坂田　衛 さかた　まもる 141 143

37 社会福祉法人　けやきの杜 池田　みゆき いけだ　みゆき 145 147

38
社会福祉法人　国分寺市社会福
祉協議会

熊谷　淳 くまがい　あつし 149 151

39
社会福祉法人　国分寺市社会福
祉協議会

牛田　純一 うしだ　じゅんいち 149 151

40
社会福祉法人　国分寺市社会福
祉協議会

前田　住榮 まえだ　すみえ 149 151

41
社会福祉法人　国分寺市社会福
祉協議会

北邑　和弘 きたむら　かずひろ 149 151

42
社会福祉法人　国分寺市社会福
祉協議会

大内　陽子 おおうち　ようこ 149 151

43 社会福祉法人　心会 本間　大祐 ほんま　だいすけ 153 155

44
社会福祉法人　つくしんぼ共同
保育会

織戸　小百合 おりと　さゆり 157 159

45 社会福祉法人　ななえの里 嶋田　尚美 しまだ　なおみ 161 163

46
社会福祉法人　はらからの家福
祉会

岡本　和子 おかもと　かずこ 165 167

47 社会福祉法人　日吉会 大槻　泰稔 おおつき　やすとし 169 171



委員
番号

団体名等 氏名 ふりがな 自己紹介
シート

取組
シート

48 社会福祉法人　普門会 吉村　国利 よしむら　くにとし 173 175

49 社会福祉法人　万葉の里 伊佐　素子 いさ　もとこ 177 179

50
社会福祉法人　村山苑　ひよし
保育園

舩木　芳枝 ふなき　よしえ 181 183

51 社会福祉法人　浴光会 田中　和生 たなか　かずお 185 187

52 高木町自治会 櫻井　幹三 さくらい　かんぞう 189 191

53 鷹の台団地国分寺自治会 伊藤　安子 いとう　やすこ 193 195

54 東京むさし農業協同組合 加藤　健治 かとう　けんじ 197 199

55 特定非営利活動法人　あおぞら 原　俊男 はら　としお 201 203

56
特定非営利活動法人　介護サ
ポーターズ国分寺

宮田　謙一 みやた　けんいち 205 207

57
特定非営利活動法人　健康スマ
イル

若月　照美 わかつき　てるみ 209 211

58
特定非営利活動法人　健康体操
指導ワーカーズ

近藤　智美 こんどう　ともみ 213 215

59
特定非営利活動法人　国分寺市
手をつなぐ親の会

阿部　由美 あべ　ゆみ 217 219

60
特定非営利活動法人　ワーカー
ズコープ　ひかり児童館

平尾　純子 ひらお　じゅんこ 221 223

61
特定非営利活動法人　ワーカー
ズコープ　もとまち児童館

重水　はづき しげみず　はづき 225 227

62 内藤自治会 野武　直江 のたけ　なおえ 229 231

63
認定特定非営利活動法人　冒険
遊び場の会

葉原　たか子 はばら　たかこ 233 235

64
「発達障害者の親」の会　なの
はな会

後藤　美喜子 ごとう　みきこ 237 239

65 東恋ヶ窪六丁目自治会 田代　和雄 たしろ　かずお 241 243

66 光町北部自治会 森山　弘志 もりやま　ひろし 245 247

67 日吉町町内会 鹿島　義之 かしま　よしゆき 249 251

68 本町・南町連合町会 田中　征朗 たなか　いくろう 253 255

69 元町親交会 森下　和仁 もりした　かずひと 257 259

70 有限会社　母と子のサロン 小川　みさと おがわ　みさと 261 263

71
特定非営利活動法人成年後見ウィ
ル （NPO法人成年後見ウィル）

寺内　芳樹 てらうち　よしき 265 267





）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 1
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな

　　個人の市民

　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書

ふりがな あおやぎ　かずえ

委員名 青栁　和枝

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

参加委員の
自己紹介

これまで国分寺市高齢者給食サービスセンターやお弁当づくりのボランティア
団体（グループ名：だんけ）で10年近く活動してきました。また，明るい選
挙推進協議会の選挙啓発活動委員として22年間活動しました。国分寺市サー
ビス協会発足時に会員登録し，ヘルパー3級を取得して家事手伝いや介助のお
手伝いをしてきました。自分ができることをできるときに，という考えで取り
組みたいと思っています。
趣味は，詩吟，ゲートボール，カラオケ，お茶会・食事会，絵手紙，小旅行で
す。趣味の仲間を増やしたいと思っています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 地域中心

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。

1



個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 29 年度より，委員として参加

平成 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

NPO法人介護サポー
ターズ国分寺

独居老人の話し相手や，買い物・草取り，散歩の
お手伝いをしています。

2か月に１度，ニチイケアセンターに13:30～
15：00まで詩吟に行っています。利用者の方々
と共に和みつつ童子詩等を歌っています。音楽療
法の一助になっていると思います。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

仲間の一人が認知症で支援しています。
近所の交流のために，近所にある空き家を利用できたらよいと考えています。
若い方々との繋がりを大切にしていきたいです。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成27年度
平成28年度

平成29年度 平成30年度

年度 委員名 年度 委員名 年度

2



国分寺市地域福祉推進協議会

1

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

電話で連絡

10月 11月 12月 1月 2月 3月

電話で連絡 電話で連絡 電話で連絡 電話で連絡 電話で連絡

電話で連絡

取組の
具体的な内容 病院の待合室で同年齢の方と話が弾み，娘家族と同居しているけれど一人ぼっちで

淋しいといわれ，昼食を共にして，お互いに電話と住所を交換した。またバス停で
バスを待つ折に話をしたひとり暮らしの方を老人会に誘った。
このようなかたちで知り合った方に，毎月１回は電話などで連絡してみたいと思
う。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

４月 5月 6月 7月 8月 9月

電話で連絡 電話で連絡 電話で連絡 電話で連絡 電話で連絡

ふりがな  あおやぎ　かずえ

委員名  青栁　和枝

取組
ひとり暮らしの方に老人会や自治会との繋がりをつくる手助けをしたい

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな

3
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 2
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな あさくら　さく

　　個人の市民

朝倉　さく　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書

ふりがな あさくら　さく

委員名 朝倉　さく

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

参加委員の
自己紹介

昨年まで民生委員・児童委員を３期９年務めさせていただきました。
最近，骨折のため２ヶ月間の入院加療の経験をしました。その中で高齢で一人
ぐらしの生活をしている人たちの苦労と悩みを数多く見たり聞いたりしまし
た。
それらの情報を地域の中で如何に生かせるか大きな課題です。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 

5



個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 27 年度より，委員として参加

平成 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

たんぽぽの会

18年続いている地域高齢者と昼食をとりながらさ
まざまな情報交換をし，交流を深めています。今
まで社会福祉協議会から「いきいきサロン」の助
成金を受けていましたが，今年から自力でスター
トしました。

高齢のため外出しに
くい人が増えていま
す。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度

年度 委員名 年度 委員名 年度

6



国分寺市地域福祉推進協議会

2

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

たんぽぽの会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

たんぽぽの会 たんぽぽの会 たんぽぽの会 たんぽぽの会 たんぽぽの会

たんぽぽの会

取組の
具体的な内容

毎月本町４丁目都営アパート４号棟談話室にて月１回のたんぽぽの会を開催。15名
前後の参加者と昼食をとりながら交流しています。
毎回バイオリン演奏をして下さる地域の男性との交流は３年目を迎えます。一緒に
参加される92才のお母さまとの名コンビです。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

たんぽぽの会 たんぽぽの会 たんぽぽの会 たんぽぽの会 たんぽぽの会

ふりがな あさくら　さく

委員名 朝倉　さく

取組 近所で足・腰・難聴，他高齢のため外出ができにくい生活をしている人たちがいま
す。これから顔の見える関係でどのようなおつきあいをしていくことが最善なのか
考えながら行動していきたいと思います。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな

7
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 市内及び近隣の市

団体の概要

参加委員の
自己紹介

・国分寺市地域福祉推進委員
・国分寺市介護予防応援隊
・国分寺市社会福祉協議会見守りサポーター
・認知症介護家族サポート「きさらぎ会」世話人
・外国人おもてなし語学ボランティア

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書

ふりがな ありやま　しげる

委員名 有山　滋

ふりがな

　　個人の市民

　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 3
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 29 年度より，委員として参加

平成 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

空家が多く，地域コミュニティが弱体化している。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

認知症介護家族の会
（きさらぎ会）

月１回定例会の世話人
参加者，運営スタッ
フの高齢化

高齢者見守りサポー
ター

独り暮らし高齢者自宅での将棋の相手をしてい
る。

毎日の生活，経済的
な問題が心配。

高齢者の生活を考え
る会

月１回定例会の世話人 参加者が増えない。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

将棋ボランティア
介護施設

施設利用者に月２回将棋の相手をしている。
施設担当者との話し
合いの機会がない。

10



国分寺市地域福祉推進協議会

3

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（１）　施策①ボランティアや市民活動団体の育成・養成

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

取組の
具体的な内容

毎月２回の訪問，現在３カ所で活動している。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな ありやま　しげる

委員名 有山　滋

取組
趣味の将棋を通した介護施設訪問，独り暮らし高齢者の見守り

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな

介護施設・高齢者自宅への訪問 

介護施設・高齢者自宅への訪問 

11
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

平成29年、地元の3つの自治会から連携支援を頂いて、６０歳以上の方々の
親睦・交流の場として、「内藤・日吉シニアサロン」を開設しました。
現在、50名弱の会員の参加を頂いています。
今年度は、特に、会員の健康寿命の延長と外出機会の増加を目標に、色々なサ
ロン活動を立上げ、会員の満足度を上げたいと考えています。

参加委員の
自己紹介

私は、内藤地域センター利用者協議会の会長、及び戸倉自治会の副会長を務め
ております。又、市の市民防災まちづくり推進委員として内藤・日吉地域連合
防災会のメンバーとして活動しています。
趣味は、しばらく前は、カヌー等をやっていましたが、今は、木工（木のカト
ラリー）などと消極的健康法（焦らず、急がず、頑張らず、1日二千歩歩行）
を細々とやっています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書

ふりがな いずみ　すえお

委員名 泉　陶生

ふりがな

　　個人の市民

　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 4
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。

13



個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 29 年度より，委員として参加

平成 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

住民の方々の地域への意識が薄れる中、地域社会の課題としての地域防災の他に、以前から予
測されていた高齢化、少子化が新たな地域課題として顕在してきています。
この課題には、行政も真剣に取り組まれていますが、限られた予算の中では、きめの細かい十
分な対応は困難な状況にあります。しかし、自助だけで解決できる課題ではありません。
今こそ、地域の課題として地域が連携して活動を起こす時ではないかと感じています。
今回、皆様からご指導を頂き何か地域にお役に立てればと参加しています。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

高齢者向け健康維持
体操の実施

サロン参加者の平均年齢が77歳を超えています。
これらの高齢者が無理なく安全に健康維持のため
の体操を実施することを考えています。

健康維持体操が継続
的にできる方法を模
索しています。

シニアサロン開催時
のイベント実施協力
を頂ける地元人材の
発掘

内藤・日吉地域には、すごい能力や、素晴らしい
経歴や実績を有した方々が多く住まわれていま
す。このような方々のお力を借りることにより、
素晴らしいイベントを実施することが出来ます。
これら隠れた人材を見つけ出しご協力頂くことが
不可欠と考えています。

個人情報に関わる課
題であるので、注意
深く慎重に行動する
ことが大事と考えて
います。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

シニアサロンの
　　プログラム作成

シニアサロンに参加された方々に、楽しい時間を
過ごして頂けるためのプログラムの開発。

色々な経験をされて
いる高齢者の方々の
共通する興味事はど
の様なことか全く見
当が付きません。
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国分寺市地域福祉推進協議会

4

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

健康維持体操
の

再設計

10月 11月 12月 1月 2月 3月

健康維持体操
の実施

健康維持体操
の実施

健康維持体操
の再検討

健康維持体操
の再実施検討

健康維持体操
の成果検討

健康維持体操
の実施検討

取組の
具体的な内容 サロン参加者の平均年齢が77歳を超えています。これらの高齢者が無理なく安全に

健康維持のための体操を実施することを考えています。
健康維持体操が継続的にできる方法を模索しています。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

基本方針検討 健康維持体操
の調査

健康維持体操
の検討

可能性テスト
健康維持体操
の実施検討

ふりがな いずみ　すえお

委員名 泉　陶生

取組
高齢者向け健康維持体操の実施

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 6
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな

　　個人の市民

　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書

ふりがな つるた　とみこ

委員名 鶴田　トミ子

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

参加委員の
自己紹介

新町地区連合自治防災会の環境改善部・災害対策部副部長をしております。当
連合自治防災会は，８つの自治会があり，役員44名，班72と常住役員９名を
加えると53名となります。子どものイベント支援，登校の見守りと，各種防
災を行っています。
市の市民防災まちづくり学校を修了し，市民防災推進委員の認定を受けており
ます。東京消防庁災害時支援ボランティアを行っております。
（応急手当普及員認定証T050066193）
趣味は家庭菜園，フラワーアレンジメント等。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 30 年度より，委員として参加

平成 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

児童の見守り 小学生の登下校の防犯ボランティアを実施する。 なし

小学校のおまつり応
援（新町防災会）

毎年，夏には夏まつりと冬には春よこい
夏には，校庭キャンプ
市役所も学童の職員も応援

自治会役員の高齢化
により応援が難しい
です。

防災訓練
市主催の防災訓練・国分寺高校との合同訓練と第
五中学校との訓練を行っています。

毎年実施

公民館まつりに防災
会として参加

毎年並木公民館まつりに参加し，救急講習会とす
いとん作りに（消防署職員をお呼びして）参加す
る。

参加するグループと
の連携が難しい。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

6

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標３  施策の柱（２）  施策③地域ぐるみの防犯活動・交通安全対策の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

取組の
具体的な内容

スクールゾーンにおける速度の見直しをしてほしいです。
ＡＭ７:30～８:30分となっていますが，ガードを退かせて進入を行ってしまう。
とても，危険です。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな つるた　とみこ

委員名 鶴田　トミ子

取組
小金井警察署によるふれあい連絡協議会への参加

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

参加委員の
自己紹介

東恋ヶ窪四丁目自治会に所属し，監事を務めています。会では，防災訓練，日
赤募金，自治会会員名簿の作成，七五三祝い，成人の日祝い等を行っていま
す。また，社協会員会費増強運動や，赤い羽根共同募金に参加しています。
そのほか，認知症サポータ―，介護予防推進委員，国分寺市防犯まちづくり委
員，防災委員にも所属しています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書

ふりがな とよさわ　じゅんいち

委員名 豊沢　淳一

ふりがな

　　個人の市民

　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 7
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。

25



個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 27 年度より，委員として参加

平成 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること
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国分寺市地域福祉推進協議会

7

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進
基本目標３　施策の柱（２）　施策③地域ぐるみの防犯活動・交通安全対策の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

敬老会 七五三祝い 歳末助け合い 成人祝い 自治会内連絡会

小金井警察
防犯会議

取組の
具体的な内容 ・安全安心きれいな国分寺づくりのため，防犯帽子を着用して市内を歩き回る。

・声かけ，挨拶をする。
・学童や近隣の人達とコミュニケーションをとる。
・地域包括支援センターほんだの会合に月1回参加。センターと連携し，チラシ配
布や高齢者の見守りを行う。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

４月 5月 6月 7月 8月 9月

新学童祝い 防災訓練
日赤募金
予防体操

清掃センター
協議会

ふりがな とよさわ　じゅんいち

委員名 豊沢　淳一

取組
防災・防犯の活動を継続する

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 8
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな

　　個人の市民

　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書

ふりがな まつおか　ひろかず

委員名 松岡　佑和

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

参加委員の
自己紹介

武蔵野大学で講師をしております。専門は高齢者福祉政策です。地域福祉を学
び学生に伝えていきたいと考えています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 武蔵野大学

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 29 年度より，委員として参加

平成 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

大学ゼミナールにて
福祉を学生に教え、ボランティアの斡旋などをし
ております。

無償行動の難しさ。
特に交通費も出ない
ため、学生にとって
は逆有償行動になっ
てしまうこと。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

若い人たち、特に学生は地域福祉、高齢者福祉にあまり関心がありません。彼ら、彼女らに関
心を持ってほしいと思っています。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

8

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標1　施策の柱（３）  施策①学校教育の場での福祉教育の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

授業等 授業等 授業等

取組の
具体的な内容

私の大学には国分寺市在住の学生も多くいます。学生に地域福祉、高齢者福祉に関
心を持ってもらう活動を行なっていきたい。私自身も地域福祉に関してはわからな
いことも多く、この協議会で学んだことを学生に伝えていきたい。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

授業等

ふりがな まつおか　ひろかず

委員名 松岡　佑和

取組
学生への地域福祉活動を普及

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

当協会では、介護保険事業として、施設サービスと在宅サービスを行っていま
す。施設サービスでは、(1)「国分寺市介護老人保健施設すこやか」(2)「国分寺
市高齢者在宅サービスセンターふれあい」のサービス提供をしています。在宅
サービスでは、介護保険サービスとして(3)居宅介護支援、(4)訪問介護サービス
を提供しています。その他（5）有償サービス（6）障害者総合支援（7）当協
会の利用者を対象に法律相談を行っています。（8）保健福祉に関する普及啓発
事業（9）保健福祉に関する研修及び人材育成を行っています。

参加委員の
自己紹介

訪問介護サービス提供責任者として従事し、今年で16年目になります。介護
を必要とする高齢者も増え、そしてその中には障害をもつ高齢者も多数おられ
ます。多種多様なニーズに応えていけるよう、ヘルパーさんと日々奮闘してい
ます。地域福祉に少しでも貢献できるよう情報共有や意見交換ができればと
思っています。どうぞ宜しくお願いします。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0024

国分寺市泉町2-3-8　いずみプラザ3階

TEL 042-321-5081 FAX 042-321-5806

Eメールアドレス service_kyokai@pro.odn.ne.jp

役職名・肩書 在宅サービス課　訪問介護　主任

ふりがな すずき　さおり

委員名 鈴木　さおり

ふりがな いっぱんざいだんほうじん　こくぶんじしけんこうふくしさーびすきょうかい

　　個人の市民

一般財団法人　国分寺市健康福祉サービス協会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 9
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 松尾香保里 平成29年度 本橋美雪 平成30年度 鈴木さおり

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

訪問介護サービス事
業

要介護認定を受けた高齢者の自宅へ訪問介護員
（ヘルパー等）を派遣し、ケアプランに沿った家
事援助及び身体介護サービスを行います。また要
支援認定を受けた高齢者の方への介護予防を行う
ため、自立を目的としたサービスを提供していま
す。

訪問介護員（ヘル
パー）の高齢化によ
る離職、募集をかけ
ても担い手が集まら
ない。慢性的なマン
パワー不足。

身体障害者等に対す
る介護サービス事業

障害者総合支援法に基づき、身体・知的・精神障
害の心身の状況及びおかれている環境等、その有
する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるよう専門職種と連携し、必要な援助を行いま
す。

障害者のサービス利
用の増加により、高
齢者へのマンパワー
確保が困難になって
きている。

高齢者在宅サービス
センター「ふれあ
い」

自宅居住の要介護者等に対し、日常生活に必要な
食事入浴・趣味・生きがい・日常動作訓練・送迎
等の通所介護サービスを行っています。通所定員
は20名。

在宅生活継続の為に自
立支援を行っている
が、限られた時間の中
で援助内容を超えた介
助を行ってしまう場面
が多い。

居宅介護支援事業

介護支援専門員（ケアマネ）が、在宅生活におい
て要介護状態にある高齢者等に対し、日常生活自
立支援のためのケアプランの作成、サービスの調
整を行います。

経済格差が広がる中、
費用負担を理由に必要
なサービスも利用を控
える方がいる。また増
え続ける独居の方への
介入ガイドラインが不
明瞭となっている。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

介護老人福祉施設
「すこやか」

病状が安定し、入院治療の必要のない要介護高齢
者が対象。医学的管理のもとで介護・機能訓練・
その他必要な医療を行い、自立した日常生活を営
めるよう支援します。定員50名の入所サービスと
ショートステイ、通所定員15名の通所リハビリ
テーションも行っています。

本来は医療と在宅の橋
渡しを目指すための施
設でありながら、在宅
に戻れない高齢者や病
状が不安定で医療依存
度が高い方が増えてい
る。
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国分寺市地域福祉推進協議会

9

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標２　施策の柱（１）　施策②地域に密着したサービスの展開

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

介護講座
交流会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

外部講師によ
る研修

栄養講座

取組の
具体的な内容

・マンパワー不足を解消するため市報へ募集をかける
・ヘルパー募集のチラシを作成し、市内へ配布する。説明会を設け介護を身近に感じ
て頂く。現在登録しているヘルパーとさらに交流を深め、目標ややりがいを持って働
いて頂ける環境を作る
・外部講師、他職種、専門職による研修を開催し、現在の新しい技術や知識を習得
し、実際のケアに反映していく。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

チラシ配布 説明会 介護講座
介護講座
交流会

ふりがな すずき　さおり

委員名 鈴木　さおり

取組
介護の担い手を確保し、円滑にサービスを提供する。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

一般財団法人　国分寺市健康福祉サービス協会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな いっぱんざいだんほうじん　こくぶんじしけんこうふくしさーびすきょうかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

当院は、今年で開業３１年目を迎えます。出産や母乳ケアを中心に産前産後の
母子へのケアを行っております。出産のハイリスク化が進み、出産の件数は
年々減少していますが、出産体験がその後の女性の人生に大きく影響すると感
じ、女性の心と体を傷付けないケアを目指しております。

参加委員の
自己紹介

国分寺市で開業し、5300人の赤ちゃんの出産のお手伝いをさせていただきま
した。豊かなお産が母を育てる原点になると考えております。妊娠出産を経験
する女性を取り巻く環境が多様化しており、妊娠期からの継続的なサポートの
必要性を強く感じます。今後も、満足できる豊かなお産をたくさんの方に知っ
ていただき、出産を経験する女性とご家族に幸せを感じてもらいたいと思って
おります。妊娠・出産・子育て・母育ておこの地域で見守り続け、この国分寺
がさらに豊かなまちになるよう、女性の一生に寄り添いながら、24時間365
日頑張り続けたいと思います。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒１８５－００２２

東京都国分寺市東元町１－４０－７

TEL 042-322-5531 FAX 042-322-5531

Eメールアドレス yajima-j@fb3.so-net.ne.jp

役職名・肩書 院長

ふりがな やじま　ゆかこ

委員名 矢島　床子

ふりがな いっぱんしゃだんほうじん　やじまじょさんいん

　　個人の市民

一般社団法人　矢島助産院　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 10
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 矢島床子 平成29年度 矢島床子 平成30年度 矢島床子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

全国的に出生数の減少が続いています。未来の国分寺が、豊かな人を育てるまちになれるよ
う、出産や子育てをサポートできるような政策を提案していく必要があると感じています。見
守り、支えることを実行できる地域が必要です。子どもと母を大切にするために、地域の皆さ
んと考えていきたいと思います。又、自分が老人になって、これまでよりさらに地域とのつな
がりの必要性を感じているので、子育て世代の方と、高齢の方が交流できるような機会がもて
ると良いと考えています。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

産後クラス
３ヵ月に１回、産後の母子を対象に、イベントを
開催。

院外の方への広報が
課題。この地域の居
場所としてのアピー
ル方法を検討する必
要がある。

いのちの教育
幼稚園や小中学校、高校へ出張し、いのちの授業
を行う。出産や赤ちゃんのお話等を通して、命の
大切さを伝えている。

子どもたちを取り巻
く環境や生活背景も
多様化しているの
で、助産師としても
地域の情報を積極的
に収集していく必要
がある。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

マタニティクラス

月に３回、妊婦さんを対象に体づくりや心づくり
についてのクラスを開催。出産に向けて体と心の
バランスを整え、悩みや不安の解消につなげられ
るようなサポートを行いながら母子を見守る。

当院以外で出産予定
の方への広報が課
題。この地域の居場
所としてのアピール
方法を検討する必要
がある。
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国分寺市地域福祉推進協議会

10

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進
基本目標２　施策の柱（１）　施策②地域に密着したサービスの展開

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

マタニティクラス

10月 11月 12月 1月 2月 3月

マタニティクラス
風船メダルづくり

マタニティクラス
マタニティクラス

足形アート
マタニティクラス マタニティクラス

マタニティクラス
離乳食

取組の
具体的な内容

一昨年度に比べ、昨年度はさらに院外の方の参加が減少した。この地域での居場所
として、お一人でも多くの方に周知していただけるよう、今年度も昨年度同様の取
り組みとした。又、クラスの内容を昨年に比べ充実させられるよう計画している。

・毎月第１～３火曜日に以下のクラスを開催する。
〇マタニティクラス：体づくり・心づくり／産後準備／食事／乳房ケア
〇産後の方向け：ベリーダンス／納涼会／離乳食／風船メダル／足形アート

・上記クラスの広報を積極的に行う。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

マタニティクラス マタニティクラス
マタニティクラス

ベリーダンス
マタニティクラス

納涼会
マタニティクラス

ふりがな やじま　ゆかこ

委員名 矢島　床子

取組
妊婦や子育て中の方対象のクラス開催を通して母子の支援を行う。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

一般社団法人　矢島助産院　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな いっぱんしゃだんほうじん　やじまじょさんいん
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 11
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな かぶしきがいしゃこどものもり　　　しんまちじどうかん

　　個人の市民

株式会社　こどもの森　しんまち児童館　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 館長

ふりがな はたの　ひとし

委員名 波多野　将

042-324-7489 FAX 042-324-7489

Eメールアドレス

団体の概要

しんまち児童館は六小地区にある児童館です。六小の学童保育所も併設してい
る為、小学生低学年の利用が多いです。地域の読み聞かせのボランティアさん
や、並木公民館と共催の事業の際など、民生委員さんや六小のかたぐるまの会
さんとも交流して、六小地区の活動に参加しています。昨年から十小の放課後
プランの委員さんに協力してもらい「出張児童館」や「しんまち児童館へ行っ
てみよう」のイベントを実施しています。

参加委員の
自己紹介

第六小学校地区のしんまち児童館に併設している第二新町学童保育所で４年勤
務して、今年度よりしんまち児童館の館長に就任いたしました。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0004

国分寺市新町１-７-２

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 

41



個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

プレママ・０歳児
親子
しんまちカフェ

普段ゆっくりお茶を飲む時間もなかなか取れない
お母さん達にはお茶を飲んで一息ついてもらう場
です。月齢が近いお子さんとも知り合える機会と
なっており、しんまちカフェでお友だちになった
保護者さんもたくさんいます。

月齢が分かるように
お名前と月齢を書い
た名札を使用してい
ます。
兄弟が居ての参加の
場合遊び相手がいな
かったりするのが課
題です。

一歳児以上
しんまちカフェ

普段ゆっくりお茶を飲む時間もなかなか取れない
お母さん達にはお茶を飲んで一息ついてもらう場
です。お子さんは年齢が近い同士遊ぶ姿が見られ
ます。保護者は同じ年齢ならではの悩みや出来事
を話してとてもリラックスしてもらっています。

大きな課題はは無い
ですが、保護者用の
お茶菓子を幼児さん
が食べてしまうのが
困っています。

子どもまつり
毎年並木公民館と共催でおこなっているイベン
ト。

地域の大人を巻き込
んでたくさんの親子
さんに楽しんでもら
いたい。

ファイヤー

４月と８月を除く毎月開催しているイベント。
毎回半切りドラムに火をおこして焼いた食べ物を
館庭で食べます。火を身近に感じる機会が少ない
ので
子ども達も楽しみにしています。

火を扱うイベントの
為天候だけでなく火
傷に配慮していま
す。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

・国分寺市地域福祉推進協議会に参加されている委員さんや団体の方と一緒に地域活動をして
いきたいと思っています。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 川尻亜利奈 平成29年度 川尻亜利奈 平成30年度 波多野将

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

11

期末時使用

達成度

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

10月 11月 12月 1月 2月 3月

←イベント実施→

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

放課後プラン
との日程調整

取組の
具体的な内容

昨年度に引き続き十小の放課後プランの協力をしてもらい、十小の子ども達にしん
まち児童館にきてもらう「しんまち児童館に行ってみよう」や「出張児童館」を十
小内で行いしんまち児童館に来てもらうきっかけをつくり来館につなげる。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

放課後プラン
との日程調整

イベント実施

ふりがな はたの ひとし

委員名 波多野　将

取組
第十小学校の放課後プランと共催のイベントを開催し、周知に努める

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

株式会社こどもの森　しんまち児童館　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな かぶしきがいしゃこどものもり しんまちじどうかん
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

にしまち児童館は西町プラザ内に地域センターと生きがいセンターと併設され
ている児童館です。西町プラザが出来て26年と施設はだいぶ古いですが国分
寺8小の子ども達だけでなく立川の小学校の子どもも来館します。プラザには
色々な年齢層の方が来るので来館者とのふれあいを大切にしています。西町プ
ラザはこどもの森が指定管理者となって5年目ですが地域の方々に支えられて
色々な行事を開催しています。

参加委員の
自己紹介

昨年度まではしんまち児童館の館長としてこの会にも参加させていただいてお
りました。今年度にしまち児童館に異動になり引き続き会の皆様と情報交換や
地域のことを学ばせていただきたく思っております。以前は子どもとの関わり
のみでしたが現在の西町プラザは子どもから高齢の方まで関わりますので色々
な方と関係を作れたら嬉しいです。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0035

国分寺市西町3-22-1

TEL 042-575-8188 FAX 042-577-5064

Eメールアドレス kdm0079@fk2.so-net.ne.jp

役職名・肩書 館長

ふりがな かわじり　ありな

委員名 川尻　亜利奈

ふりがな かぶしきかいしゃ　こどものもり　にしまちじどうかん

　　個人の市民

株式会社　こどもの森　にしまち児童館　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 12
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 川尻　亜利奈

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

地域に根ざした西町プラザの運営もしています。西町地域の方々の熱い思いにこたえるにはど
のような運営をしていくのが良いのか、また開かれた西町プラザとなるためにはどの様にして
いったら良いのか他の委員の方々の意見を参考にしたいです。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

親子のわベイビーズ
1歳未満の乳児親子対象のイベント。主にふれあい
遊びをメインにお母さんにもくつろいでもらいな
がらお子さんと楽しくふれあってもらう。

周知ができていない
のか新しい参加者が
増えない。

車の日・ボールの日

午前中の親子のわの無い日に幼児さんむけに遊戯
室で沢山遊べるように車で遊ぶ日、ボールで遊ぶ
日を設定して思いっきり身体を動かして遊べる日
を設定している。

道具を出しているだ
けではなかなか利用
者が増えない。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

親子のわ
乳幼児親子対象のイベント。お家でもすぐ出来る
手遊びやふれあい遊びをして親子で楽しんでもら
う。

職員が固定されるこ
とで利用者の安心感
はあるが内容のマン
ネリ化が心配。
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国分寺市地域福祉推進協議会

12

利用者協議会との打ち合わせ

期末時使用

達成度

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）  施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

1月 2月 3月

イベント開催

取組の
具体的な内容

お正月の門松作りが好評なのでそれ以外でも楽しい企画を考えたい。
門松作りに続くイベントを広く市民の方に周知していただけるように広報の仕方を
工夫する。
利用者協議会の方々と相談しながら進めて行きたい。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月

ふりがな かわじり　ありな

委員名 川尻　亜利奈

取組 西町地域センターの利用者協議会と連携して子どもと地域の方々が一緒に楽しめる
企画を開催する。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

株式会社こどもの森　にしまち児童館　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな かぶしきがいしゃこどものもり　にしまちじどうかん
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 13
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こうえきしゃだんほうじん　こくぶんじししるばーじんざいせんたー

　　個人の市民

公益社団法人　国分寺市シルバー人材センター　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 副会長

ふりがな かねき　　のぼる

委員名 金木　昇

042-325-4011 FAX 042-325-7766

Eメールアドレス kokubunji@sjc.ne.jp

団体の概要

シルバー人材センターは，高齢社会の中で，毎日働くことは望まないが，働く
機会を得たい，社会に役立つ仕事をしたいという健康で働く意欲のある高年齢
者が増えています。これに応えるため，高齢者が主体となって，自主・自立・
協働・共助の組織としてシルバー人材センターは生まれました。
・高年齢者の豊かな知識，経験，技能を生かした「働く場」を提供し，
・働くことを通じて，社会参加を図り，生活感を充実させ，
・高年齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりを目指しています。
シルバー人材センターは地域社会の共感と賛同を呼び，約1,300団体が全国
の主要な市区町村の地域に設立されています。

参加委員の
自己紹介

副会長を４年務めております。（平成27年度～現在）
主な役割：事業委員会（委員長）
　　　　　安全管理委員会（委員長）

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0003

国分寺市戸倉４－１４　福祉センター２階

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

児童の下校時の
見守り

第十小学校の児童の下校時の防犯ボランティア
を実施。防犯活動を行っている。

ボランティア活動に
参加する会員を増や
したい。

市報配布時の空
き家の情報提供

市からの委託により，市報の全戸配布をしてい
るため、市報配布の際，空き家を発見した場合
に，その情報を市に提供している。

継続的に取り組む

入会説明会
事業委員会の活動の一環として、入会説明会
（年20回）、駅頭PR、チラシ等の会員増強を
図っている。

会員が増えにくい。

国分寺まつり参
画

毎年恒例の国分寺まつりに参画し、模擬店を出
しPRし「お役立ち情報」「入会会員の呼びか
け」等を行っている。
また，開催日の翌日に会場の清掃ボランティア
を実施している。

継続してセンター事
業の内容を広く知ら
せることが課題

防犯パトロールの
実施

国分寺市と平成29年４月12日に、「国分寺市
内における防犯パトロール実施に関する協定
書」を締結し、業務用車両に防犯マグネット
シートを装着して、防犯意識啓発や犯罪防止に
取り組んでいる。

継続して取り組む

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると共に、 地域社会の活性化に貢献するため、会
員の増強、センター事業の拡大が課題です。
さらに、地域活動団体、協議会委員と連携して、問題・課題解決の一因となればと考えてい
ます。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成27年度
平成28年度

清水　弘 平成29年度 金木　昇 平成30年度 金木　昇

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

13

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

１～２回訪問

10月 11月 12月 1月 2月 3月

１～２回訪問 １～２回訪問 １～２回訪問 １～２回訪問 １～２回訪問

１～２回訪問

取組の
具体的な内容

シルバー人材センター内にあるハーモニカ同好会に所属している。同好会には30人
程度のメンバーが所属し，練習を行っている。
会としては月に２～３回，個人としては月に１～２回，10～15人のメンバーで市
内の高齢者施設を訪問し，入居者や利用者の方のためにハーモニカ演奏のボラン
ティアを行っている。個人ではハーモニカの独演を行ったりもしていて，入居者の
方に生演奏を楽しんでいただいている。6年以上やってきているが，今後もこの取
り組みを継続して行う。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

４月 5月 6月 7月 8月 9月

1～２回訪問 1～２回訪問 １～２回訪問 １～２回訪問 １～２回訪問

ふりがな かねき　　のぼる

委員名 金木　昇

取組
高齢者施設でのハーモニカ演奏のボランティアを継続する。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

公益社団法人　国分寺市シルバー人材センター　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こうえきしゃだんほうじん　こくぶんじししるばーじんざいせんたー
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

　東京都助産師会は、助産師相互の協力と助産の専門職の水準の維持向上並び
に利用者に対する質の向上を図り、母子保健事業を通じて女性と子ども及び家
族の健康・福祉の改善向上に貢献することを目的とする団体です。
　東京都助産師会は２６の地区分会で構成され、国分寺地区分会（通称：国分
寺助産師会）は発足して３年になります。会員は、国分寺市在住もしくは国分
寺に勤務地がある助産師２０名です。それぞれが助産師として病院や助産院、
地域で勤務をしておりますので、活動は活発ではありませんが、育児相談や子
育て中のお母さんを対象としたイベントを通して、地域でのつながりを大切に
しながら育児支援を行っています。

参加委員の
自己紹介

私は、助産院という施設で勤務しております。日々母子と関わり、妊婦健診や
分娩、産褥ケア、育児相談等の助産業務を行っております。育児不安や様々な
葛藤を抱えながら子育てをしている女性への支援の必要性を強く感じておりま
す。地域の中でのつながりを大切にし、子育て中の方が安心できる居場所や支
えとなれるものを見つけていけるような支援を目指して活動していきたいと
思っています。未熟者ですのでどうぞ宜しくお願い致します。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒１８５－００２２

東京都国分寺市東元町１－４０－７

TEL 042-322-5531 FAX 042-322-5531

Eメールアドレス kokubunjijyosanshikai@gmail.com

役職名・肩書 会計

ふりがな やじま　あい

委員名 矢島　藍

ふりがな こうえきしゃだんほうじんとうきょうとじょさんしかいこくぶんじちくぶんかい

　　個人の市民

公益社団法人東京都助産師会国分寺地区分会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 14
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。

53



個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 矢島藍 平成29年度 矢島藍 平成30年度 矢島藍

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

出産のハイリスク化に伴い、妊娠期からの不安や、様々な育児不安を抱えながら、孤独な産後
を過ごす母親がとても多く、その方々への継続的な支援と居場所づくりの重要性を強く感じて
おります。未来をつくる子どもたちが育つ環境が大切に整えられるということは、日本の未来
に大きな影響があると言っても過言ではありません。その子どもたちのスタートの時期はとて
も重要であり、子育て支援の分野がさらに重要視され、具体的な支援の幅が広がる必要がある
と考えます。各分野が協働してそれぞれの役割を発揮し、地域力の強い国分寺になることを
願っております。又、今年度は災害対策を当会としても考えていきたいと思います。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

産前産後子育てサ
ポート

母と子のサロンの昨年度までの助成金事業（結
ぼっこ：地域の助産師とその他専門スタッフによ
る産前産後子育てサポート）へ協力。妊娠期から
の面談、産前産後の自宅訪問、電話訪問、クラス
等で、切れ目ない産前産後の育児サポートを実
施。

助成金事業が終了
し、今後自費での支
援をどのように展開
していくか。

地域イベントへの参
加

市民活動団体として、国分寺市市民活動フェス
ティバルに参加。

ブース内容の検討。

子育て支援イベント
管理栄養士による食事の講座、助産師による卒乳
の講座を開催。

会場確保後の広報の
時間が短いため、効
果的な広報をどのよ
うにしていくか。

助産師向けイベント
NCPR（新生児蘇生法）や、舌小帯の講座を近隣
の助産師向けに開催。

運営費が少ない中で
の講師への謝礼の捻
出が厳しい。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

育児相談
市内の親子ひろば（７カ所）と、青空ひろば（８
カ所）で定期的に助産師相談を開催。（約170回
／年間）

行政の子育て支援担
当者との連携を深め
ていきたい。
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国分寺市地域福祉推進協議会

14

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進
基本目標２　施策の柱（１）　施策①市民にわかりやすい福祉情報の提供・共有
基本目標２　施策の柱（２）　施策①福祉ニーズに対する相談機能の充実

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

育児相談

10月 11月 12月 1月 2月 3月

育児相談
育児相談

食事の講座
育児相談 育児相談 育児相談

育児相談

取組の
具体的な内容

この２年間のイベント開催時のアンケートより、「子育て中の母親の交流の場が欲
しい」「近くに相談できる助産師が欲しい」という意見が何度も聞かれた。昨年度
の反省から、育児相談やイベントの広報が課題となったため、今年度も引き続き同
様の取り組み内容とし、一人でも多くの子育て中の母親たちのニーズに沿えるよう
にしていきたい。

・市内のひろばにて助産師相談を行い、育児不安の軽減につながるよう関わる。
・子育てイベントを開催し、母子の交流の場をつくる。
・インターネットやSNSを使用し、効果的な広報活動を行う。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

育児相談 育児相談 育児相談 育児相談
育児相談

卒乳の講座

ふりがな やじま　あい

委員名 矢島　藍

取組
育児相談やイベントを通して母子との交流を図り、子育て支援を行う

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

公益社団法人東京都助産師会国分寺地区分会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こうえきしゃだんほうじんとうきょうとじょさんしかいこくぶんじちくぶんかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 泉町・西恋ヶ窪・東戸倉

団体の概要

　高齢者見守り相談窓口は，国分寺市から委託を受け地域包括支援センターに
併設されています。一人暮らし高齢者など孤立しがちな高齢者の生活実態を把
握し，関係機関と連携した見守り活動を通して，地域による緩やかな見守りや
必要な支援に繋げるとともに，在宅高齢者等の各種相談に地域包括支援セン
ターと連携しながら総合的に対応する窓口です。また，見守り活動の中から地
域課題を把握し，高齢者自身が地域との繋がりを維持し，能力に応じた生活が
できるよう，支援体制の充実を目指しています。

参加委員の
自己紹介

　高齢者見守り相談窓口こいがくぼが平成29年４月に開設するにあたり，他
市の地域包括支援センターから法人内異動で相談員に着任しました。新規事業
ということに加え，右も左もわからぬ国分寺ビギナーで手探りのスタートでし
たが，地域の皆様や関係機関の方々に支えていただきながら一年があっという
間に過ぎました。今後も皆様の活動先に伺わせていただくこともあるかと思い
ます。まだまだ教えていただくことのほうが多く恐縮ですが，より気軽に情報
を寄せていただける窓口になりたいと思っておりますので，どうぞよろしくお
願いいたします。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0013

国分寺市西恋ヶ窪1-50-1

TEL 042-300-6024 FAX 042-300-6016

Eメールアドレス koigakubo-houkatsu@ninjin.or.jp

役職名・肩書 相談員・社会福祉士

ふりがな うえむら　ゆかり

委員名 上村　夕可里

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちこいがくぼ

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口こいがくぼ　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 15
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 上村　夕可里

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加する中，個人としての尊厳が保たれ，地域・社会の
支え合いによる自立した豊かな生活の実現を目指しています。見守り相談活動を行うなかで，
空き家の増加，地域活動団体の参加者の高齢化など，これまでちょっと困った状況でも支え
合ってきた地域のつながりが弱くなってきたという地域の方の声を聴きます。どのようにした
ら高齢者も安心して地域の中で暮らし続けられるか，今，これからできることを皆様とお話し
てけたらと思います。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

見守りネットワーク
構築のための会議の
開催，参加

市や社会福祉協議会等と会議を通して協議し，適
切な事業の運営と見守り体制の構築を図ります。

高齢者見守り相談窓
口の周知，地域への
浸透

今年度より市内６か所の地域包括支援センター全
てに併設されました。地域の相談窓口として認識
してもらえるよう，徐々に地域住民や関係機関へ
の周知を進めます。

一人暮らし高齢者等
の孤立対策事業への
参加・支援

高齢者の見守りネットワーク発展に努めるととも
に，地域資源の把握を行い，支援が必要な高齢者
を適切な支援先に繋げます。また，地域のサロン
活動や集まりに積極的に出向き，情報収集を行い
ます。

・自治会や老人クラ
ブへの加入率低下に
伴い，孤立しがちな
高齢者の増加

高齢者や家族からの
相談対応窓口

在宅高齢者ご自身やそのご家族から相談があった
場合，訪問や電話，面談などにより総合的に対応
します。窓口のみでの対応が難しい場合は，併設
する地域包括支援センターと連携し，協力しなが
ら支援を行います。

・生活に漠然とした
不安を感じている高
齢者が多く，制度の
狭間にある方をどう
支援するか

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

高齢者に関する情報
収集，生活実態の把
握と安否確認

相談対応等を通じて，高齢者に関する情報収集を
行います。また，地域住民から安否に関わる情報
が寄せられた場合は，訪問や電話などにより安否
確認を実施します。

・認知症高齢者や独
居高齢者の増加
・家庭内や地域の助
け合い機能の低下
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国分寺市地域福祉推進協議会

15

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

チェアエクサ
サイズ

10月 11月 12月 1月 2月 3月

チェアエクサ
サイズ

認知症サポー
ター養成講座

こいがくぼ地
域を知ろう

転倒予防教室
男のための料

理教室

消費者被害防
止

取組の
具体的な内容

地域包括支援センターこいがくぼと高齢者見守り相談窓口こいがくぼでは，毎月第
4水曜日に「こいがくぼサロン」を開催しています。高齢者の方が今知りたいこと
や関心のあることを中心に年間で計画実施しています。地域の方には定期的な催し
として浸透し，交流の場にもなっています。より多くの地域の方が参加しやすくな
るよう以下の工夫をしていきます。
・毎回会場やテーマを変える。
・案内を載せた「こいがくぼだより」（毎月発行）を，職員による直接配布だけで
なく，民生委員や地域の団体の方に配布をお願いしたり，近隣の店舗や施設に置い
ていただいたりしています。今年度はよりご協力いただける方を増やしていきたい
と思っています。
・サロンでのアンケートや，個別支援や地域の情報収集で得た高齢者のニーズを今
後のサロンの内容に反映させていきます。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

防災講座
ネイルケア＆
ハンドケア

体力測定会
福祉用具の選

び方
口腔と栄養

ふりがな うえむら　ゆかり

委員名 上村　夕可里

取組 「こいがくぼサロン」を地域包括支援センターと毎月開催し，地域の高齢者の交流
や情報交換の場にする。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口こいがくぼ　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちこいがくぼ
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 並木町・新町・富士本・北町地区

団体の概要

　高齢者見守り相談窓口は，国分寺市から委託を受け地域包括支援センターに
併設されています。一人暮らし高齢者など孤立しがちな高齢者の生活実態を把
握し，関係機関と連携した見守り活動を通して，地域による緩やかな見守りや
必要な支援に繋げるとともに，在宅高齢者等の各種相談に地域包括支援セン
ターと連携しながら総合的に対応する窓口です。また，見守り活動の中から地
域課題を把握し，高齢者自身が地域との繋がりを維持し，能力に応じた生活が
できるよう，支援体制の充実を目指しています。

参加委員の
自己紹介

　なみきエリアに高齢者見守り相談窓口ができ，一年が経ちました。地域では
緩やかな見守りをすでに実践している方々が大勢おられ，学ばせていただくこ
とがとても多いことに感謝しています。これからも地域の皆様にご教授いただ
きながら，成長していけたらと思っています。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒１８５－０００５

国分寺市並木町３－１２－２

TEL 042-300-3702 FAX 042-300-3710

Eメールアドレス minna-soudan@shisei.or.jp

役職名・肩書 相談員・社会福祉士

ふりがな いしかわ　みおこ

委員名 石川　未央子

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちなみき

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口なみき　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 16
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 石川　未央子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

【課題】・地域の拠点が少なく，活動できる場所がない。公民館などもあるが，予約がいっぱ
いで思うように借りられないという声が多い。住民に意欲があり，居場所づくりをしたいとい
う希望があっても活動を行える場所をご案内できない。
・安心して暮らしていくための住民同士の緩やかな見守りには，世代や制度を超えた理解が必
要。
【団体と取り組んでみたいこと】
協議会委員・団体の活動内容を知り，地域で行えることを模索したい。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

見守りネットワーク
構築のための会議の
開催，参加

市や社会福祉協議会等と会議を通して協議し，適
切な事業の運営と見守り体制の構築を図ります。

高齢者見守り相談窓
口の周知，地域への
浸透

今年度より市内６か所の地域包括支援センター全
てに併設されました。地域の相談窓口として認識
してもらえるよう，徐々に地域住民や関係機関へ
の周知を進めます。

一人暮らし高齢者等
の孤立対策事業への
参加・支援

高齢者の見守りネットワーク発展に努めるととも
に，地域資源の把握を行い，支援が必要な高齢者
を適切な支援先に繋げます。また，地域のサロン
活動や集まりに積極的に出向き，情報収集を行い
ます。

・自治会や老人クラ
ブへの加入率低下に
伴い，孤立しがちな
高齢者の増加

高齢者や家族からの
相談対応窓口

在宅高齢者ご自身やそのご家族から相談があった
場合，訪問や電話，面談などにより総合的に対応
します。窓口のみでの対応が難しい場合は，併設
する地域包括支援センターと連携し，協力しなが
ら支援を行います。

・生活に漠然とした
不安を感じている高
齢者が多く，制度の
狭間にある方をどう
支援するか

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

高齢者に関する情報
収集，生活実態の把
握と安否確認

相談対応等を通じて，高齢者に関する情報収集を
行います。また，地域住民から安否に関わる情報
が寄せられた場合は，訪問や電話などにより安否
確認を実施します。

・認知症高齢者や独
居高齢者の増加
・家庭内や地域の助
け合い機能の低下
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国分寺市地域福祉推進協議会

16

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）　施策②民生委員・児童委員の活動の充実
基本目標２  施策の柱（１）　施策②地域に密着したサービスの展開
基本目標３  施策の柱（２）　施策①防災・減災対策の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

地域の防災に
ついて考える

10月 11月 12月 1月 2月 3月

民生委員懇談会

取組の
具体的な内容

 なみきサロン活動「ぷらっとなみき」では，地域住民が主役になるサロン活動を目
指しています。地域で暮らし続けるためには何が必要か考える機会となる講座を開
催予定です。５月は，NPO法人　介護サポーターズ国分寺よりエンディングノート
を活用し，元気なうちから自分の希望を記しておくメリットをお話いただき，住み
慣れた地域でどのように暮らしていくか一緒に考える会を企画。３月は，市民防災
推進委員の皆さんと地域の防災について学び，考える会を計画中。また，民生委員
と地域のことについてお話をする懇談会も年2回実施予定です。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

地域で暮らし
続けるために

民生委員懇談会

ふりがな いしかわ　みおこ

委員名 石川　未央子

取組 高齢者見守り相談窓口として，「地域で暮らし続けるために必要なこと」を地域住
民と考える会を地域包括支援センターと共同で開催する。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口なみき　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどうぐちなみき
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平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 17
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちひかり

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口ひかり　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 相談員・社会福祉士

ふりがな まつやま　しんや

委員名 松山　真也

042-573-4058 FAX 042-573-4059

Eメールアドレス hikari-kg@t-kenseikai.jp

団体の概要

　高齢者見守り相談窓口は，国分寺市から委託を受け地域包括支援センターに
併設されています。一人暮らし高齢者など孤立しがちな高齢者の生活実態を把
握し，関係機関と連携した見守り活動を通して，地域による緩やかな見守りや
必要な支援に繋げるとともに，在宅高齢者等の各種相談に地域包括支援セン
ターと連携しながら総合的に対応する窓口です。また，見守り活動の中から地
域課題を把握し，高齢者自身が地域との繋がりを維持し，能力に応じた生活が
できるよう，支援体制の充実を目指しています。

参加委員の
自己紹介

　今年度から設置された「見守り相談窓口ひかり」に着任しました松山と申し
ます。昨年度までは他自治体の地域包括支援センターで社会福祉士として5年
半ほど勤務していました。その前は障害者施設の支援員として働いていまし
た。これから少しずつ，地域のこと国分寺市のことを学び，地域包括支援セン
ターだけでなく，多様な地域資源と連携していけるよう努めてまいります。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0034

国分寺市光町三丁目１３番３４

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（光町・高木町・西町地区）

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

高齢者に関する情報
収集，生活実態の把
握と安否確認

相談対応等を通じて，高齢者に関する情報収集を
行います。また，地域住民から安否に関わる情報
が寄せられた場合は，訪問や電話などにより安否
確認を実施します。

・認知症高齢者や独
居高齢者の増加
・家庭内や地域の助
け合い機能の低下

一人暮らし高齢者等
の孤立対策事業への
参加・支援

高齢者の見守りネットワーク発展に努めるととも
に，地域資源の把握を行い，支援が必要な高齢者
を適切な支援先に繋げます。また，地域のサロン
活動や集まりに積極的に出向き，情報収集を行い
ます。

・自治会や老人クラ
ブへの加入率低下に
伴い，孤立しがちな
高齢者の増加

高齢者や家族からの
相談対応窓口

在宅高齢者ご自身やそのご家族から相談があった
場合，訪問や電話，面談などにより総合的に対応
します。窓口のみでの対応が難しい場合は，併設
する地域包括支援センターと連携し，協力しなが
ら支援を行います。

・生活に漠然とした
不安を感じている高
齢者が多く，制度の
狭間にある方をどう
支援するか

見守りネットワーク
構築のための会議の
開催，参加

市や社会福祉協議会等と会議を通して協議し，適
切な事業の運営と見守り体制の構築を図ります。

高齢者見守り相談窓
口の周知，地域への
浸透

今年度より市内６か所の地域包括支援センター全
てに併設されました。地域の相談窓口として認識
してもらえるよう，徐々に地域住民や関係機関へ
の周知を進めます。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　地域の老人会からは，会員の安否確認方法についての相談がボランティアセンターこくぶん
じを通じて寄せられています。
　認知症高齢者が増加し，高齢者のいる世帯の比率も高い中，高齢者が住み慣れた地域での生
活が実現できるよう，地域住民や社会資源による見守りを目指していきます。そのためにも，
まずは地域の様々な団体や個人との繋がりを少しずつ作っていきたいと思います。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 松山　真也

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

17

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進
基本目標２  施策の柱（２）　施策①福祉ニーズに対する相談機能の充実
基本目標３  施策の柱（２）　施策②地域での見守り体制の充実

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

出張相談 民生委員交流会 出張相談

熱中症予防訪問活動
悪質商法撃退キャラバン

取組の
具体的な内容

○担当する光町・高木町・西町において，地域の高齢者が集まる所（自治会・老人
クラブ・サロンなど）やイベントに顔を出して見守り相談窓口の周知を行い，地域
の実情を把握する。また，地域の方々が気軽に声をかけていただける関係づくりを
行う。

○担当地域の民生委員さんと連携し，熱中症予防訪問などを通じて地域の気になる
高齢者に関する情報を共有できるようにする。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

井戸端会議（毎
月）

けやき台団地防災委員会
（毎月）
出張講座・出張相談

けやき台団地防災
まつり
民生委員連絡会

熱中症予防
訪問活動

熱中症予防
訪問活動

ふりがな まつやま　しんや

委員名 松山　真也

取組 「高齢者見守り相談窓口」を地域の方々に知っていただくために，地域の活動に参
加する。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口ひかり　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちひかり
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 18
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちひよし

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口ひよし　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 相談員・社会福祉士

ふりがな ふじさわ　まみ

委員名 藤澤　麻実

042-300-1405 FAX 042-300-1307

Eメールアドレス hiyoshi-soudan@jcom.home.ne.jp

団体の概要

　高齢者見守り相談窓口は，国分寺市から委託を受け地域包括支援センターに
併設されています。一人暮らし高齢者など孤立しがちな高齢者の生活実態を把
握し，関係機関と連携した見守り活動を通して，地域による緩やかな見守りや
必要な支援に繋げるとともに，在宅高齢者等の各種相談に地域包括支援セン
ターと連携しながら総合的に対応する窓口です。また，見守り活動の中から地
域課題を把握し，高齢者自身が地域との繋がりを維持し，能力に応じた生活が
できるよう，支援体制の充実を目指しています。

参加委員の
自己紹介

私は，今年度より高齢者見守り相談窓口ひよしにて相談員を務めております。
これまでは入所施設にて１年，デイサービスセンターにて３年半程，介護現場
での経験を積んで参りました。
国分寺市での業務は初めてとなりますが，皆様からご指導いただき「地域の
方々が安心して暮らし続けられる地域作り」に努めていきたいと思います。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0032

国分寺市日吉町４丁目３２番６号

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 戸倉・日吉町・内藤地区

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

高齢者に関する情報
収集，生活実態の把
握と安否確認

相談対応等を通じて，高齢者に関する情報収集を
行います。また，地域住民から安否に関わる情報
が寄せられた場合は，訪問や電話などにより安否
確認を実施します。

・認知症高齢者や独
居高齢者の増加
・家庭内や地域の助
け合い機能の低下

一人暮らし高齢者等
の孤立対策事業への
参加・支援

高齢者の見守りネットワーク発展に努めるととも
に，地域資源の把握を行い，支援が必要な高齢者
を適切な支援先に繋げます。また，地域のサロン
活動や集まりに積極的に出向き，情報収集を行い
ます。

・自治会や老人クラ
ブへの加入率低下に
伴い，孤立しがちな
高齢者の増加

高齢者や家族からの
相談対応窓口

在宅高齢者ご自身やそのご家族から相談があった
場合，訪問や電話，面談などにより総合的に対応
します。窓口のみでの対応が難しい場合は，併設
する地域包括支援センターと連携し，協力しなが
ら支援を行います。

・生活に漠然とした
不安を感じている高
齢者が多く，制度の
狭間にある方をどう
支援するか

見守りネットワーク
構築のための会議の
開催，参加

市や社会福祉協議会等と会議を通して協議し，適
切な事業の運営と見守り体制の構築を図ります。

高齢者見守り相談窓
口の周知，地域への
浸透

今年度より市内６か所の地域包括支援センター全
てに併設されました。地域の相談窓口として認識
してもらえるよう，徐々に地域住民や関係機関へ
の周知を進めます。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

地域の方から，「近隣同士で関りが無い。誰が住んでいるのかわからないという状態にある地
域もある。住み続けている人が少なく，空き家もある。」というお話を伺いました。
在宅で暮らす高齢の方々が安心した生活が送れるよう，福祉サービスでのサポートや地域での
交流の場の提供が行えると良いと思います。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 藤澤　麻実

年度 委員名 年度 委員名 年度

70



国分寺市地域福祉推進協議会

18

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進
基本目標２  施策の柱（２）　施策①福祉ニーズに対する相談機能の充実

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

懇談会の開催

10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域資源情報
の

集約

冬場の転倒予
防と安否確認

取組の
具体的な内容

・パンフレットの配布による地域への周知を行う。
・地域の集まり（地域交流会・自治会・会議体）等へ参加する。
・熱中症の注意喚起を行う。
・地域資源情報を集約する。
・冬場の転倒予防注意喚起と安否確認を行う。
・年度末の活動報告と意見収集等を目的とした地域対象者の懇談会を開催する。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

防災会・
地域交流会へ

の参加
熱中症注意喚起

ふりがな ふじさわ　まみ

委員名 藤澤　麻実

取組 ・高齢者見守り相談窓口を地域の方に知ってもらう
・地域の課題を把握し，ネットワーク構築へつなげる※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口ひよし　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちひよし
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 19
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちほんだ

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口ほんだ　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 相談員・社会福祉士

ふりがな きむら　しょうこ

委員名 木村　祥子

042-300-2339 FAX 042-300-1577

Eメールアドレス honda@shisei.or.jp

団体の概要

　高齢者見守り相談窓口は，国分寺市から委託を受け地域包括支援センターに
併設されています。一人暮らし高齢者など孤立しがちな高齢者の生活実態を把
握し，関係機関と連携した見守り活動を通して，地域による緩やかな見守りや
必要な支援に繋げるとともに，在宅高齢者等の各種相談に地域包括支援セン
ターと連携しながら総合的に対応する窓口です。また，見守り活動の中から地
域課題を把握し，高齢者自身が地域との繋がりを維持し，能力に応じた生活が
できるよう，支援体制の充実を目指しています。

参加委員の
自己紹介

高齢者福祉に関わり10年目を迎えます。平成21年度より特別養護老人ホーム
にて6年間介護職員として勤務し，平成27年度に地域包括支援センターほん
だにて社会福祉士として，平成28年度より高齢者見守り相談窓口ほんだの職
員として着任し，今年度で3年目となります。地域で暮らす高齢者やその家族
が孤立せず，安心して生活できる仕組みづくりを地域住民とともに検討・構築
していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒１８５－００１１

国分寺市本多２－３－３　国分寺市商工会館3階

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 本町・本多・東恋ヶ窪

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

高齢者に関する情報
収集，生活実態の把
握と安否確認

相談対応等を通じて，高齢者に関する情報収集を
行います。また，地域住民から安否に関わる情報
が寄せられた場合は，訪問や電話などにより安否
確認を実施します。

・認知症高齢者や独
居高齢者の増加
・家庭内や地域の助
け合い機能の低下

一人暮らし高齢者等
の孤立対策事業への
参加・支援

高齢者の見守りネットワーク発展に努めるととも
に，地域資源の把握を行い，支援が必要な高齢者
を適切な支援先に繋げます。また，地域のサロン
活動や集まりに積極的に出向き，情報収集を行い
ます。

・自治会や老人クラ
ブへの加入率低下に
伴い，孤立しがちな
高齢者の増加

高齢者や家族からの
相談対応窓口

在宅高齢者ご自身やそのご家族から相談があった
場合，訪問や電話，面談などにより総合的に対応
します。窓口のみでの対応が難しい場合は，併設
する地域包括支援センターと連携し，協力しなが
ら支援を行います。

・生活に漠然とした
不安を感じている高
齢者が多く，制度の
狭間にある方をどう
支援するか

見守りネットワーク
構築のための会議の
開催，参加

市や社会福祉協議会等と会議を通して協議し，適
切な事業の運営と見守り体制の構築を図ります。

高齢者見守り相談窓
口の周知，地域への
浸透

今年度より市内６か所の地域包括支援センター全
てに併設されました。地域の相談窓口として認識
してもらえるよう，徐々に地域住民や関係機関へ
の周知を進めます。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

国分寺市は平成37年には65歳以上の高齢者が約28,000人，高齢化率は約23％となると予測
されています。認知症高齢者や一人暮らし高齢者が増加していく中，住み慣れた地域で個人と
して尊厳が保たれ，孤立することなく生きがいのある生活が営めるよう，地域住民や様々な専
門機関と連携しながら，地域のつながりづくりを進めていきたいと考えております。
多分野で求められている地域づくり・見守り体制の構築を協議会委員の皆様と意見交換・課題
検討していきたいと思っております。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 木村　祥子

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

19

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標２  施策の柱（２）　施策①福祉ニーズに対する相談機能の充実
基本目標３  施策の柱（２）　施策②地域での見守り体制の充実

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

わが町語ろう
会

チラシ配布

10月 11月 12月 1月 2月 3月

チラシ配布
わが町語ろう会

チラシ配布
出張相談

チラシ配布
サロン活動

チラシ配布
チラシ配布
サロン活動

出前講座
チラシ配布

取組の
具体的な内容

・高齢者に関わる団体活動，自治会・老人会の会合，地域サロン活動等に参加し，
窓口開設意図や事業内容について周知を行っていく。
⇒出前講座実施（随時）
・民生委員，関係機関，地域団体と積極的に連携を図ることにより，地域高齢者の
課題や地域の特性の把握を行う。
⇒戸別訪問によるチラシ（ほんだお元気通信）配布依頼（毎月）
・地域高齢者や併設地域包括支援センターほんだ，ボランティア活動センターこく
ぶんじ等との地域の課題共有の場を設けていく。
⇒「わが町語ろう会」の開催（年3回）
・併設地域包括支援センターほんだの出張相談・サロン活動に同席し，地域高齢者
の相談に応じて事業紹介・情報提供を行う。
⇒出張相談（年２回），サロン活動への同席（年3回以上）

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

出前講座
チラシ配布
サロン活動

出前講座
チラシ配布

わが町語ろう会
出前講座

チラシ配布
出張相談

出前講座
チラシ配布

チラシ配布
サロン活動

ふりがな きむら　しょうこ

委員名 木村　祥子

取組 担当地域の住民・団体への高齢者見守り相談窓口事業の周知と見守り体制構築の働
きかけ※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口ほんだ　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちほんだ
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 20
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちもとまち

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口もとまち　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 相談員・社会福祉士

ふりがな なかむら　ゆか

委員名 中村　由佳

042-301-5001 FAX 042-301-5003

Eメールアドレス motomachi@shisei.or.jp

団体の概要

　高齢者見守り相談窓口は，国分寺市から委託を受け地域包括支援センターに
併設されています。一人暮らし高齢者など孤立しがちな高齢者の生活実態を把
握し，関係機関と連携した見守り活動を通して，地域による緩やかな見守りや
必要な支援に繋げるとともに，在宅高齢者等の各種相談に地域包括支援セン
ターと連携しながら総合的に対応する窓口です。また，見守り活動の中から地
域課題を把握し，高齢者自身が地域との繋がりを維持し，能力に応じた生活が
できるよう，支援体制の充実を目指しています。

参加委員の
自己紹介

　今年度より高齢者見守り相談窓口もとまち（H30年度新設）へ着任しまし
た。他市で医療機関の相談員として８年，介護支援専門員として１年働き，法
人内の異動で今年度より現職に至ります。国分寺市，活動地域のことを知り，
地域の皆様と顔の見える関係を築けるように努力していきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒１８５－００２２

東京都国分寺市東元町２－５－１７

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 東元町・西元町・南町地区

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

高齢者に関する情報
収集，生活実態の把
握と安否確認

相談対応等を通じて，高齢者に関する情報収集を
行います。また，地域住民から安否に関わる情報
が寄せられた場合は，訪問や電話などにより安否
確認を実施します。

・認知症高齢者や独
居高齢者の増加
・家庭内や地域の助
け合い機能の低下

一人暮らし高齢者等
の孤立対策事業への
参加・支援

高齢者の見守りネットワーク発展に努めるととも
に，地域資源の把握を行い，支援が必要な高齢者
を適切な支援先に繋げます。また，地域のサロン
活動や集まりに積極的に出向き，情報収集を行い
ます。

・自治会や老人クラ
ブへの加入率低下に
伴い，孤立しがちな
高齢者の増加

高齢者や家族からの
相談対応窓口

在宅高齢者ご自身やそのご家族から相談があった
場合，訪問や電話，面談などにより総合的に対応
します。窓口のみでの対応が難しい場合は，併設
する地域包括支援センターと連携し，協力しなが
ら支援を行います。

・生活に漠然とした
不安を感じている高
齢者が多く，制度の
狭間にある方をどう
支援するか

見守りネットワーク
構築のための会議の
開催，参加

市や社会福祉協議会等と会議を通して協議し，適
切な事業の運営と見守り体制の構築を図ります。

高齢者見守り相談窓
口の周知，地域への
浸透

今年度より市内６か所の地域包括支援センター全
てに併設されました。地域の相談窓口として認識
してもらえるよう，徐々に地域住民や関係機関へ
の周知を進めます。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　認知症高齢者の増加やひとり暮らし高齢者，高齢者のみ世帯の増加，併せて家庭や地域の助
け合い機能の低下などを踏まえ，地域の見守りを充実させることで，普段とは異なる状況を早
期に発見し，早期に対応できる体制整備に取り組むことが必要となってきている。
担当地区の特性として，「さわやかプラザもとまち」などを拠点とし，老人クラブなど地域に
おける高齢者を対象とした住民主体の資源が数多く存在している。それらが，より有機的な
ネットワークとして機能するような働きかけが必要となっている。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 中村由佳

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

20

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）　施策③地域福祉活動団体等への支援
基本目標２  施策の柱（２）　施策①福祉ニーズに対する相談機能の充実

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

小地域ケア会議など

10月 11月 12月 1月 2月 3月

小地域ケア会
議など

もとまち地域
会議など

サロン見学/いき
いき相談など

集いの場の出席
など

サロン見学/いき
いき相談など

家族介護者交流
会など

取組の
具体的な内容

高齢者見守り窓口もとまちは，平成30年度より設置されている。

●地域特性や社会資源の把握（通年）
推進協議会の参加などを通じ，まずは担当地域の特性や社会資源，高齢者および地域
のニーズ把握を行う。民生委員連絡会議や地域会議，老人会や集いの場などへ積極的
に参加し，地域住民や関係機関に事業の周知を行う。

●サロン活動支援に向けた情報収集と検討（通年）
仲間づくりや出会いの場づくりを目的とした，サロン活動支援に取り組むための土台
となる活動を行う。具体的には，地域におけるサロン活動の見学，社会福祉協議会や
地域包括支援センターがどのようにサロン活動支援を行っているのかについて把握す
る。その上で，今後，見守り相談窓口としてどのような支援を行えるか，検討を行
う。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

出前講座，集
いの場出席な

ど

集いの場説明会/
体力測定会など

民生委員連絡
会/サロン見学

もとまち地域会
議/地域交流会な

ど

認知症サポー
ター養成講座な

ど

ふりがな なかむら　ゆか

委員名 中村　由佳

取組
次年度以降のサロン活動支援を見据え，地域の特性や社会資源の把握を行う

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

高齢者見守り相談窓口もとまち　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こうれいしゃみまもりそうだんまどぐちもとまち
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

Ｓ48.11.25に精神障害者を持つ家族の会として発足。
現在会員数54名（Ｈ18.4現在）内当事者15名。
毎月定例会を開き，会員の希望をきき，会の活動・運営に取り組んでいます。
他団体と連携して勉強会を行ったり，家族相談・当事者の自立支援事業，言
いっぱなしのみんなで語ろう会等他にも色々と会員のニーズに合う活動を行っ
ています。

参加委員の
自己紹介

当事者の為の支援は，いくつもあるけれど，介護する親は孤軍奮闘。悩みも打
ち明けられず疲れ切っている所を10年程前に会の存在を知り入会。現在に
至っています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 あゆみ会副会長

ふりがな ながい　かずこ

委員名 長井　和子

ふりがな こくぶんじ　あゆみかい

　　個人の市民

国分寺　あゆみ会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 21
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 須長　靖夫 平成29年度 長井　和子 平成30年度 長井　和子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

家族会の会員の高齢化がすすみ，新入会員の増加も少ない為，今後の運営に支障が出ることを
懸念しています。広報活動をどう展開していったら，より良い結果が出るか試行錯誤の日々で
す。他団体の方々はその点をどう解決されているのか知りたい所です。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

学習・研修・交流活
動

会として特に力を入れている活動の１つです。
近隣で開催された講演会に参加し，知り得た情報
は，ニュースに掲載し，内容も当事者理解・薬・
医療・社会資源・法律・家族支援etc.参加者は昨年
も延べ100人を越えています。

研修・交流を通し家
族にどう理解してい
ただき，協力しても
らえるか。
もう一つの課題で
す。

広報活動
（あゆみ会ニュー

ス）

あゆみ会の上記活動の報告と，次回予告・他団体
の活動状況・社会資源への見学よびかけ等，毎月
発行しています。

たくさんの方々の協
力のもと，回を重ね
るごとにより良いも
のになる様心がけて
いきます。

みんなで語ろう会

奇数月の第１金曜日13：00～16：00障害者セ
ンターにて，病気の話・年金の受け取り方etc.。
言いっぱなしの井戸端会議式の話しで新旧会員の
交流を図ります。

言いっぱなしのルー
ルですが、その中に
捨ててはおけない内
容も時にあります。
それをどう生かして
いくかが課題の一つ
です。

自立支援事業
（ピュアハート）

毎月第３水曜日に個人会員（当事者）中心の事業
で，引きこもりぎみの人や，他の施設で参加でき
ない人とコミュニケーションを図り，自立に役立
てて行きます。

他の施設より出入り
できない人もおり，
個々難しい問題をか
かえ苦慮していま
す。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

家族相談

あゆみハウス（本多1－13－13）で月２回（第
２・４水曜日10：30～15：00）家族会員によ
る家族を対象とした相談を面接と電話で行ってい
ます。第４水曜日には専門家を交えた相談（13：
00～14：00）も行っています。

家族が特に不安に思
う事を少しでも軽く
してもらえる様に努
力していきたい。
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国分寺市地域福祉推進協議会

21

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
①→基本目標２　施策の柱（２）　施策①福祉ニーズに対する相談機能の充実
④→基本目標１　施策の柱（３）　施策②福祉に関する生涯学習や市民への意識啓発

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

かたろう会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

相談事業
運動会

かたろう会 クリスマス会 新年会
定例会他

諸活動は通年継続

かたろう会

取組の
具体的な内容

①市内の関係福祉団体の助けを借りながら，家族相談の充実を図り，専門家による
相談も組み込んでいく。
②会報発行。家族だけで孤立し，苦痛の日々を過ごしている方々を一人でも多く会
員として迎えられる様広報活動を広げていきたい。
③定例会の参加者を増やす工夫をしていきます。
④講習会や講演会などを関連法人と協賛したり，個人会員の参加も後押ししながら
学習に力を入れていきたいと思います。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

相談事業他
毎月ニュース発行

かたろう会
総会 定例会

かたろう会 夏休み
情報収集

ふりがな ながい　かずこ

委員名 長井　和子

取組 積極的に勉強会に参加し，情報を生かしつつあゆみ会事業（家族相談・語ろう会な
ど）を利用して当事者と共に家族も笑顔を取り戻そう※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

国分寺　あゆみ会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじ　あゆみかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

1991年設立のボランティア団体。会員数は、３５３名（平成30年3月末現
在）です。会員のボランティア活動により、国際交流、国際理解の促進に努め
る事は、もとより、地域での様々な活動を通じ、地域に住む外国出身者の支援
活動、地域住民と外国出身者の交流支援なども行い、地域での「多文化共生」
も目指した活動にも注力しています。

参加委員の
自己紹介

会員歴は、長いものの、実際にボランティア活動を始めたのは、2年前から。
1年前からは、外国語部会の部会長として地域にお住まいの方向けの外国語講
座や外国語セミナーの企画・運営などに携わっています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室）、ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0003

東京都国分寺市戸倉４－１４市立福祉センター1階

TEL ０４２-３２５-３６６１ FAX ０４２-３２５-３６６９

Eメールアドレス kia@mrj.biglobe.ne.jp

役職名・肩書 外国語部会　部会長

ふりがな ばん　　りょういち

委員名 伴　　良　一

ふりがな こくぶんじしこくさいきょうかい

　　個人の市民

国分寺市国際協会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 22
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より委員として参加

平成 27 年度より団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 若島礼子 平成29年度 廣田昌子 平成30年度 伴良一

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていることまたは他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

・国分寺市に住む外国人は、2千人を超え、今後も更に増えることが想定されます。身近な所
でも例えば、コンビニの従業員に外国人が目立つ、と言うような事を感ずる方も多いと思い
ます。彼ら外国出身者の中には、日本語の問題、生活上の分からない事など、不安や不自由
を感じる人達が多いようです。

・高齢化と人口減少が進む日本にあって増え続ける外国出身者と地域でどう「共生」していく
か、他の団体の方とともに考え、取り組んでいきたいと思います。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

各種の講座開催

・専門家を招き「国際理解講座」を開催。
・「日本語ボランティア養成講座」等を開催。
・「英語で語る易しい文化論」を開催。

・当協会会員の高齢
化が進む中で新た
な担い手は不足。

外国語講座等の開催

・子供「英会話教室」及び成人「英会話教室」。
・中級者向け「ニュースで学ぶ英会話」。
・中国語講座（初級及び中級の２コース）。

・当協会会員の高齢
化が進む中で新た
な担い手は不足。

外国人相談会

・地域に住む外国出身者が抱える様々な相談に応
じるため、弁護士、行政書士などの専門家を招
いて開催する無料相談会を開催。会員が通訳ボ
ランティアとして対応。

・当協会会員の高齢
化が進む中で新た
な担い手は不足。

交流・広報活動

・国際交流を推進する各種イベントに参画。
・地域に住む外国出身者向け「生活情報誌」を定

期的に発行。
・「世界の料理を楽しむ会」などを企画・開催。

・当協会会員の高齢
化が進む中で新た
な担い手は不足。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

日本語支援活動

・日本語教室：昼間と夜間の二つを開催。
・親子日本語サロン：入学前の児童のある親が学

べる保育付きの日本語教室を開催。
・外国ルーツの子どもの入学準備等の支援及び学
習支援活動等を実施。

・当協会会員の高齢
化が進む中で新た
な担い手は不足。

・日本語ボランティ
ア数が、日本語学
習者に比し不足。
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国分寺市地域福祉推進協議会

22

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

外国人相談会 国際交流フェスタ
日本語地域連携連絡
会「みんなで話そう
考えよう」

取組の
具体的な内容

１．外国人相談会
　　地域に住む外国出身者の悩みや相談事に専門家（弁護士、社会保険労務士等）
　　及び通訳ボランティアの協力を得て無料で開催。地域での「多文化共生」を
　　図るもの。
２．国際交流フェスタ
　　市民文化祭参加行事の一環として開催。地域住民が外国出身の住民と交流し、
　　異文化に触れることにより、地域での一層の「多文化共生」を推進。
３．日本語地域連携連絡会「みんなで話そう考えよう」
　　外国出身者との共生をテーマに話し合う催し物。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな ばん りょういち

委員名 伴　　良　一

取組
地域に住む外国人が参加するイベントを地域で活動する他の団体の協力を得て企画・開催
し、地域での一層の「多文化共生」を推進。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

国分寺市国際協会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじしこくさいきょうかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要 国分寺市内　15商店会を取りまとめる団体

参加委員の
自己紹介

文具・事務用品販売　山水堂経営

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0011

国分寺市本多２－３－３（国分寺市商工会館内）

TEL 042-323-1011 FAX 042-323-0560

Eメールアドレス

役職名・肩書

ふりがな こばやし　おさむ

委員名 小林　治

ふりがな こくぶんじししょうてんかいれんごうかい

　　個人の市民

国分寺市商店会連合会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 23
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。

89



個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 小林　治 平成29年度 小林　治 平成30年度 小林　治

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

国分寺市商店会連合
会

国分寺のタウン誌「みにこみ国分寺」
年２回各１万部の発行

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

国分寺市商店会連合
会

歳末大売出し
　　1000名様に3000円の金券の発行
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国分寺市地域福祉推進協議会

23

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（1）　施策①ボランティアや市民活動団体の育成・養成

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

みにこみ発行
予定

10月 11月 12月 1月 2月 3月

みにこみ発行
予定

歳末大売出し

取組の
具体的な内容

国分寺のタウン誌「みにこみ国分寺」の発行
歳末大売出し

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな こばやし　おさむ

委員名 小林　治

取組
各商店会との連携と商店の活性化

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺市商店会連合会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじししょうてんかいれんごうかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 24
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こくぶんじししりつようちえんきょうかい

　　個人の市民

国分寺市私立幼稚園協会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書
国分寺けやき幼稚園
園長

ふりがな わち　　　としゆき

委員名 和地　俊幸

FAX

Eメールアドレス

団体の概要
国分寺市内の幼稚園４園での情報交換及び市内の子どもたちの教育・安全につ
いて考えています。

参加委員の
自己紹介

国分寺生まれで、幼稚園の仕事に約３０年間携わってきました。よろしくお願
いいたします。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体にて既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

国分寺第３中学校の
生徒による、絵本の
読み聞かせ活動

中学生が本園に来園し、園児に絵本を読んでもら
います。

絵本以外にも時間を
とって交流出来たら
と思う。

国分寺市立第３中学
校の生徒による職場
体験

中学校の生徒が３日～４日幼稚園に来て、幼稚園
という職場で先生達がどのように保育をしている
のか、幼稚園で働くということは何かを見てもら
う。働く事の意義や様々な思いを感じてもらう。

特に無し

立川市立第９中学校
の生徒による職場体
験

中学校の生徒が３日～４日幼稚園に来て、幼稚園
という職場で先生達がどのように保育をしている
のか、幼稚園で働くということは何かを見てもら
う。働く事の意義や様々な思いを感じてもらう。

特に無し

小学校見学
幼稚園の年長組が２月頃、４月より入学する小学
校がどんな所か、小学生に案内してもらい交流す
る。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成27年度
平成28年度

和地　俊幸 平成29年度 和地　俊幸 平成30年度 和地　俊幸

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

24

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（3）　施策①学校教育の場での福祉教育の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

職場体験

取組の
具体的な内容

中学3年生が先生の保育の手伝いをしたり，園児とのふれあいを通じて，仕事の大
切さや難しさを知ってもらう。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな わち としゆき

委員名 和地　俊幸

取組
中学校の生徒による職場体験

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺市私立幼稚園協会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじししりつようちえんきょうかい

95



96



）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 25
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こくぶんじししんたいしょうがいしゃふくしきょうかい

　　個人の市民

国分寺市身体障害者福祉協会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 副会長・事務局長（兼任）

ふりがな たなか　ひろこ

委員名 田中　博子

FAX

Eメールアドレス

団体の概要
設立昭和49年。
会員相互の交流と親睦をはかり，福祉の増進と自立をすすめる。
地域の中で「ともに生きる」ことを目指し，積極的に社会参加し行動する。

参加委員の
自己紹介

平成６年５月上記団体理事
平成25年４月上記団体副会長。事務局機関紙編集。
平成21年11月国分寺市福祉功労賞受賞

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

部会活動
肢体・言語・聴力部会
視力部会
内部部会

ガイドヘルパー不足

サークル活動

編物サークル
梓会（水墨画）
なでしこ（書道サークル）
とも（言語サークル）

親睦と交流

・国分寺市委託事業（バスハイク，運動会）
・市内公共施設などに障害者就労の場を設置する
よう働きかけ
・社会福祉法人万葉の里（障害者センター）事業
と運営に協力

機関紙 「あおぞら」年４回発行

協力

・ＮＰＯ法人国障連の喫茶運営（「喫茶こだ
ま」，「喫茶ほんだ」）への協力
・社会福祉法人ななえの里「ともしび工房」の作
業運営に協力

障害者の自立
障害者年齢（65歳）
と介護保険への対応
問題

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

市の防災計画の中で障害者への対応問題を学ぶため，講習会等を実施する（避難所問題等）。
視覚，聴覚，肢体，内部等障害別に対応策を考える。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成27年度
平成28年度

田中　博子 平成29年度 田中　博子 平成30年度 田中　博子

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

25

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）  施策③地域福祉活動団体等への支援
基本目標３　施策の柱（２）　施策①防災・減災対策の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

国障連
障害児運動会

新春のつどい

取組の
具体的な内容

○会員交流新春のつどい
○会員バスハイク（３月）
○国障連バスハイク（５月）　市委託事業
○市民文化祭　市民グループ展（会員出展）
○国障連運動会
○機関紙「あおぞら」編集発行４回（５月，８月，11月，３月）
○防災に関するまとめ

災害時における障害別にアンケートをとりまとめる。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

国障連
バスハイク

ふりがな たなか　ひろこ

委員名 田中　博子

取組 当会員交流，他障害者団体との交流
防災計画に関わるアンケート等まとめる※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

国分寺市身体障害者福祉協会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじし　しんたいしょうがいしゃ　ふくしきょうかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

赤十字の人道・博愛の精神のもと，赤十字の使命とする人道事業を達成するた
めに結成されたボランティア組織。
献血奉仕・防災訓練の支援・救急法講習会・健康生活支援講習会・裁縫奉仕事
業・市や地域のイベント参加支援等の使命を実現する活動を実施する。

参加委員の
自己紹介

日頃から災害地や献血事業等，赤十字の活動に感銘を受けていたので，市報で
奉仕団員の募集を知り入団した。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 委員長

ふりがな みやけ　のりこ

委員名 三宅　奉子

ふりがな こくぶんじしせきじゅうじほうしだん

　　個人の市民

国分寺市赤十字奉仕団　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 26
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 野和田　晃 平成29年度 野和田　晃 平成30年度 三宅　奉子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

裁縫奉仕事業
日本赤十字の病院等で使用する福祉衣料品等の製
作奉仕活動

防災訓練の支援
市の防災訓練への参加・減災ＰＲ活動
炊き出し支援の実施・訓練

救急法その他の
支援・講習

地域でのイベントに参加して，身近にあるものを
使って行う救急法，その他の支援，講習を実施す
る

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

献血奉仕活動
献血に関わる事業の支援活動
・国分寺駅南口，東京経済大学の献血車支援
・立川血液センターにおける献血事務作業
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国分寺市地域福祉推進協議会

26

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（３）　施策②福祉に関する生涯学習や市民への意識啓発
基本目標３　施策の柱（２）　施策①防災・減災対策の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

献血奉仕
裁縫奉仕

10月 11月 12月 1月 2月 3月

献血奉仕
裁縫奉仕

献血奉仕　
献血奉仕 献血奉仕

裁縫奉仕
献血奉仕
防災活動

献血奉仕

取組の
具体的な内容

献血奉仕事業・防災訓練の支援・救急法及び健康生活の支援講習・裁縫奉仕事業・
各種日本赤十字社の講習会参加。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

献血奉仕
裁縫奉仕

献血奉仕
献血奉仕

地域防災活動
献血奉仕

総合防災訓練
献血奉仕

ふりがな みやけ　のりこ

委員名 三宅　奉子

取組
赤十字の使命とする人道・博愛精神を達成するよう努力する。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺市赤十字奉仕団　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじしせきじゅうじほうしだん
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

○聴覚障害者問題の理解と啓蒙
○手話の指導
○行事（講演会、クリスマス交流会、ハイキング、社会見学、新年会等）を通
じて、手話を学習する人たちとの交流・親睦

これまで聴覚障害者・難聴者の世界、聞こえない子供の世界をテーマにやって
きましたが、難聴者・聞こえない子供を持つ親など、違った参加者を増やすこ
とを目指しています。

参加委員の
自己紹介

国分寺市聴覚障害者協会にて会長を２０年以上務めております。他に国分寺市
手話講習会運営委員会の委員も務めています。
趣味は温泉めぐり旅行で年１回、仲間と一緒に楽しんでいます。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 会長

ふりがな スズキ　カズノリ

委員名 鈴木　一徳

ふりがな コクブンジジチョウカクショウガイシャキョウカイ

　　個人の市民

国分寺市聴覚障害者協会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 27
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 鈴木一徳 平成29年度 鈴木一徳 平成30年度 鈴木一徳

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

聴覚障害者の姿は一見してはわからないと思いますが、災害など緊急な事態が起こった時は手
助けして欲しいです。話が分からない場合はメモ又は筆談ボードをつけてくださると有り難い
と思っています。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

クリスマス交流会
毎年恒例クリスマス交流会を本多公民館・ホール
で開いています。聴覚障害者と手話に関する団体
が手話を学ぶとともに交流を深めています。

手話に関する人だけ
でなく、市民の方も
参加しています。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

福祉講座
福祉に関わる内容で外部講師を招いて年１回講演
を行う。

聴覚障害者に理解と
啓蒙するための課題
がある。
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国分寺市地域福祉推進協議会

27

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（2）　施策①地域住民の交流促進
基本目標１　施策の柱（3）　施策②福祉に関する生涯学習や市民への意識啓発

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

茶話会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

ハイキング
防災まちづく

り学校
クリスマス交

流会
講演会②

国分寺市・小
金井市との合

同講演会

取組の
具体的な内容

国分寺市に住んでいる聴覚障害者、難聴者が集まり、聴覚障害者問
題の理解と啓蒙、手話の指導、年間の行事を通して手話を学習する
人達との親睦、交流を図っています。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

30年度総会
楽しい料理を

作っての交流会
社会見学 講演会①

ふりがな スズキ　カズノリ

委員名 鈴木　一徳

取組
福祉に関する情報収集・提供

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺市聴覚障害者協会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな コクブンジシチョウカクショウガイシャキョウカイ
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）

個人…日吉町1丁目

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 個人…日吉町1丁目

団体の概要

民生委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で
す。給与の支給はなく(無報酬)のボランティアとして活動しています。また、児童福祉
法に定める児童委員を兼ねています。国分寺市民生委員・児童委員協議会は東西ふた
つの単位民協に69名の民生委員と、専ら児童に関する相談・支援を担当する6名の主
任児童委員が活動しています。委員は自らも地域住民の一員として、それぞれが担当
する区域において住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援や
サービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに高齢者や障がい者世帯の見
守りや安否確認などの役割も果たしています。活動は地域住民との信頼関係を基盤と
して成り立っているため、民生委員法に基づき守秘義務が課せられており、基本的人
権の尊重や政治的中立性を重視しています。昨年は民生委員の起源とされる救世顧問
制度が岡山で始まって100年、今年は東京の民生委員の始まりにあたる救済委員が誕
生して100年を迎えました。

参加委員の
自己紹介

2001年12月に委嘱を受け、日吉町1丁目を担当しています。緑多く静かな住宅街で
したが、昨年新府中街道が一部開通したことにより担当区域は中央から東西に分断さ
れて風景がガラッと変わりました。約1000世帯の住む住宅街は穏やかに見えます
が、子どもの問題から、高齢者、障がい者のことなど途切れることなく支援は続いて
います。民生委員を受ける以前から社会福祉協議会のボランティア活動に参加してお
り、現在は内藤・日吉町地域で小地域福祉活動にも取り組むほか、2008年に国分寺
市長からの委嘱を受けて、介護老人施設での市の介護相談員活動に参加しています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 西部地区副会長

ふりがな いしかわ　ますみ

委員名 石川　眞澄

ふりがな こくぶんじしみんせいいいんじどういいんきょうぎかい

　　個人の市民

国分寺市民生委員・児童委員協議会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 28
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 岡田忍 平成29年度 岡田忍 平成30年度 石川眞澄

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

国が進める地域共生社会の考え方は民生・児童委員の日頃の活動と重なるものがあります。地
域のつながりを高めるために、委員一人一人が、それぞれの地域の実情に合わせた取り組みを
する必要があるでしょう。私は民生・児童委員としての活動のほかに地域で取り組んでいる小
地域福祉活動をより充実させるべく、今年度は同じ地域で活動する他団体や、グループとどの
ような形で連携できるか考えていきます。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

★国分寺地区連絡協議
会（民生・児童委員協
議会、東京都小平児童
相談所、市・子ども家
庭支援センター、市・
教育委員会）

8月　児童にかかわる関係機関が年1回集まり協議会
（四者協）を開催。児童の抱える課題や情報を共有し、
子どもたちが安心・安全に生活できるようそれぞれが支
援活動を行う。

時代とともに子どもを
取り巻く生活環境の変
化や、世の中の流れ
を、周りの大人がきち
んと把握しておく必要
がある。

★社会福祉協議会/小中
学校/児童館との連携

★民生・児童委員は国分寺市社会福祉協議会の協力員と
して委嘱を受けており、社協の進める地域福祉活動計画
に基づき、事業の協力を実施。（例：地域交流会、見守
り訪問事業など）
★そのほか、市内小中学校、児童館との情報共有と行
事・事業の協力。

★高齢者の熱中症対策
事業（市・高齢福祉
課）

6月～8月　75歳以上の高齢者宅を訪問して熱中症注意
喚起・グッズ配布（地域包括支援センター/ケア・マネ
ジャーと分担・情報共有）

家庭訪問は民生委員に
とって地域の状況を把
握するための大切な活
動だが、高齢化が進む
中で対象者が年々増加
している。

★避難行動要支援者登
録制度の勧奨と安否確
認（市・地域共生推進
課）

災害時に自力で避難が困難な登録者を、地域の支援者
（民生・児童委員、消防署・消防団、自治会・町内会、
市職員）が安否確認や避難の介助を行う。（毎年、市の
防災訓練時に民生委員は、実際に対象者宅を訪問し訓練
をおこなっている）

登録者の人数に対して
支援者が少ない。自治
会・町内会の支援者登
録が少ない。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

★相談・支援活動

★住民の実態や福祉ニーズを把握★住民が抱える課題について
相手の立場にたって相談に乗る★福祉制度やサービス情報を住
民に提供★行政や、関係機関に連絡し必要な対応を促すパイプ
役の役割★福祉ニーズに対応し適切なサービスの提供が得られ
るように支援★生活支援★活動を通じて得た問題点や改善点に
ついて取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関な
どに意見を提起

少子高齢化と単身世
帯、認知症の方の増
加。近所付き合いの希
薄化。世帯が抱える課
題の複雑・多様化。
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国分寺市地域福祉推進協議会

28

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）  施策②民生委員・児童委員の活動の充実

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

サロン開催

10月 11月 12月 1月 2月 3月

サロン開催 サロン開催と学習会 サロン開催 サロン開催と学習会 サロン開催

サロン開催

取組の
具体的な内容

＊国分寺市社会福祉協議会の地域福祉活動計画に基づいて、2005年(平成１７年）
に内藤・日吉町地域でスタートした小地域福祉活動「ここねっと・五小地域」の活
動を２011年(平成23年)より引き継いでいます。
★お茶しませんか！（どなたでも参加できるサロン）…月1回開催
★五小2年生の授業で「昔遊び」による異世代交流…年1回
★その他…・料理教室とみんなで食べる会(希望により)/・サロンで出た疑問に専門
家を招いて学習会(随時)/・家庭で不要になったものを持ち寄りマルシェ(売り上げは
社協に寄付・不定期開催)
＊主たる事業のサロンには赤ちゃんから高齢者、東北の震災で避難してきた方々や
認知症の方、近所の老人施設に入所中の方などが参加してくださっています。
今後はますます人の輪が広がるよう、まだ交流できていない地域の団体や、グルー
プとの連携に活動を広げていきたいと考えています。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

サロン開催 サロン開催 サロン開催 サロン開催 サロン開催

ふりがな いしかわ　ますみ

委員名 石川　眞澄

取組
小地域福祉活動「サロン・ブルーベリー」の企画・運営

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺市民生委員・児童委員協議会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじしみんせいいいんじどういいんきょうぎかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 29
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こくぶんじしみんせいいいんじどういいんきょうぎかい

　　個人の市民

国分寺市民生委員・児童委員協議会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 東部地区　副会長

ふりがな はすみ　れいこ

委員名 蓮實　麗子

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

全国共通の制度，厚生労働大臣より委嘱を受けた非常勤の地方公務員。児童委
員も兼ねる。
地域住民の身近な相談相手となり，専門機関へのつなぎ役。また地域の福祉を
ボランティアで担い活動している。社会福祉協議会より，協力員として委嘱を
受けている。０才から高齢者まで幅広く対応している。

参加委員の
自己紹介

委員になってから11年目，４期目になる。幅広い層の方と知り合いになり，
嬉しい。地域では読み語りのグループ「おはなしポケット」を行っていて，図
書館や学校でおはなし会を催す。現在，図書館運営協議委員のメンバーで、答
申を作成中。本多公民館とも長い関わりが有り，喫茶の理事として支援させて
もらっている。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 主に本多地域

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

あずま会
社協主催の地域交流会。
昼間独居の高齢者対象昼食会。
年８回

ボランティアの高齢
化。

ひょうたん島サロン

元気な高齢者の居場所作りと地域での仲間作りが
目的。
午後お茶を飲みながら，おしゃべりとゲーム等で
楽しむ。毎月（12回）喫茶店にて

参加人数が増えてい
る。内容の見直しが
必要。

本多八幡神社祭
9月８日・９日のお祭りに民生・児童委員として参
加。

本多盆踊り
７月29日・30日，地域自治会主催。
二中生の協力により，お店も多く出店し行う。

○防災訓練
○地域の安心安全を
考える

○本多連合町会防災会に参加
○二中生と本多連合町会コラボによる集い。先生
も多く参加。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

元気な高齢者が増えている。自分の地域外で活動している人も多いが，参加出来なくなった時
に地域で仲間がいないので，孤立してしまう。
又，介護中の人も外出が出来なくて孤立しがちになる。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 山田　正則 平成29年度 山田　正則 平成30年度 蓮實　麗子

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

29

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

７日

10月 11月 12月 1月 2月 3月

4日 1日又は８日 ６日 （10日） ７日

６日

取組の
具体的な内容

元気な高齢者の居場所作り。
地域で仲間作り。
第１木曜　13：30～16：00頃
お茶を飲みながら，おしゃべりやゲームを楽しむ。
お互いが知り合える様な仕組作りをする。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

５日 休日の為中止 ７日 ５日 2日

ふりがな はすみ　れいこ

委員名 蓮實　麗子

取組
ひょうたん島サロン

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺市民生委員・児童委員協議会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじしみんせいいいんじどういいんきょうぎかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 東元町３丁目周辺

団体の概要

市内の民生児童委員と主任児童委員で構成している団体です。民生児童委員
は、市全体を73地区に分けて、それぞれ1名ずつが選任されています。主任
児童委員は子どもの福祉に特化した委員で、東部・西部それぞれ3名が活動し
ています。民生児童委員は「生活福祉」、「高齢者」、「障害福祉」、「児童
福祉」、「子育て支援」の5つの部会の分かれて学習しながら、担当地区住民
を見守り、困りごとや心配事の相談に乗ったり、支援の必要がある場合には行
政の担当部局や専門機関につないで問題を改善できるように活動しています。
月1回の定例会で行政や委員同士での情報交換を行います。また、災害時には
避難行動から取り残される人がいないよう、日ごろから備えています。

参加委員の
自己紹介

民生児童委員となり、4期目(1期3年）を迎えました。これまで「生活福
祉」、「障害福祉」、「子育て支援」3部会を経験し、現在は児童福祉部会に
所属しています。10年目というと「もうベテラン」と言われますが、10年前
と比べると高齢者が増加し、生活困窮者もじわじわと増えている感があり、子
どもの問題も深刻さを増すなど、新たな課題が出てきており、行政や専門機関
の皆さまに助けていただきながら活動しております。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 会計・児童福祉部会員・広報委員

ふりがな とくら　　ひさえ

委員名 戸倉　央江

ふりがな

　　個人の市民

国分寺市民生・児童委員協議会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 30
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 戸倉　央江 平成29年度 戸倉　央江 平成30年度 戸倉　央江

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

民生委員の活動を通じて、高齢世帯の増加とそれに伴ういろいろな問題が増えてきていること
を実感している。自分自身が６０歳を超え、今年５月から訪問介護事業所風ぐるまのヘルパー
兼管理者として働き始めたこともあり、年を重ねて出てくる障がいや困難を自助、共助、公助
を上手に組み合わせて克服していく工夫と仕組みづくりのお手伝いが出来たらと感じている。
また、児童委員としては子育て支援を必要としている人を見つけて、地域にある支援グループ
などにうまく繋いでいけたらと考えている。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

高齢者の熱中症対策
6～7月中に担当地区の高齢者宅を訪問し、熱中症
対策を心掛けてもらうように呼び掛ける。同時に
困っていることがないかなど、話を聞く。

最近、担当地域に住
む高齢者がカード詐
欺にあった。注意喚
起をする必要を感じ
ている。

民生児童委員活動の
広報

市報の中に入れる民生児童委員の広報記事の企
画、制作

安心して相談できる
存在として「民生委
員」を思い出しても
らえるようにした
い。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

災害時における高齢
者、障がい者等の支
援

市の防災訓練に合わせて、「災害時要支援者登
録」をされている方を訪問し、現状確認や問題の
発見に努める。

災害時、まず助け合
うのは隣近所。日ご
ろからの関係作りが
できていれば問題な
いが・・
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国分寺市地域福祉推進協議会

30

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標２  施策の柱（１）　施策①市民にわかりやすい福祉情報の提供・共有
基本目標３  施策の柱（２）　施策③地域ぐるみの防犯活動・交通安全対策の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

地域交流会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域交流会 地域交流会

防災訓練

取組の
具体的な内容 熱中症対策事業や避難行動要支援者への訪問活動を通じて、地域の高齢者や障がい

を持つ方々の実情を知り、必要な情報を伝え、適切な支援につなげる。また、近隣
とのおつきあいを維持して助け合うことのできるつながり作りを支援する。
前記の訪問活動のほか地域交流会などを通じて防犯の情報や地域での助け合い、
やってほしいお節介などを気軽なおしゃべりの中で伝えていく。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

熱中症対策訪
問事業

熱中症対策訪
問事業

ふりがな とくら　　ひさえ

委員名 戸倉　央江

取組 地域の中で困難を抱える人を見つけ出し、適切な支援につなげる。また詐欺などの
被害にあわないよう、情報を伝え、注意喚起をしていきたい。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

国分寺市民生児童委員協議会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじしみんせいじどういいんきょうぎかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 担当地区 西町４丁目

団体の概要

民生委員・児童委員は,民生委員法・児童福祉法により，厚生労働大臣の委嘱を受け
て，地域で活動している相談・支援の無報酬のボランティアです。国分寺市民生委
員・児童委員協議会は、2つの単位民協（東部地区と西部地区）で構成され、民生委
員・児童委員と主任児童委員が活動しています。民生委員・児童委員は相談内容の秘
密を守り、個人情報に配慮しています。区域を担当する委員が身近な相談相手とし
て、地域住民からの心配ごとや生活上の困りごと、医療や介護、子育ての不安などの
相談に応じながら、その課題が解決できるよう支援を行う関係機関を紹介する「つな
ぎ役」になります。また高齢者や障害者世帯、子どもたちの地域での見守り役とし
て、行政や社協や学校など様々な関係機関と連携して活動しています。また主任児童
委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。

参加委員の
自己紹介

民生委員・児童委員に委嘱され6月１日で3年を経過しました。地域の方とふれ合いを
深めたいとひとり暮らし高齢者地域交流会事業の「ふれあい会」で調理ボランティア
として活動しています。毎回約60人分の食事を作りますが、利用者さんの「今日も美
味しかったわ！」の一言で元気が出ます。28年度から担当地区内の、けやき台分譲団
地管理組合の防災委員と民生委員が連携して、市の総合防災訓練や防災まつりの際に
安否確認のため避難行動要支援者宅を訪問してコミュニケーションを図っています。
また物資配布訓練の際も避難行動要支援者宅を訪問して平常時の見守り活動に繋げて
います。この活動は、けやき台分譲団地管理組合「地区防災計画書」にも明記されて
います。これからも様々な機会を見つけて、「地域の困りごと」があれば地域住民と
交流を深めながら解決策を見つけていきたいと思います。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書

ふりがな みやざき　くにこ

委員名 宮﨑　邦子

ふりがな こくぶんじしみんせいいいん・じどういいんきょうぎかい

　　個人の市民

国分寺市民生委員・児童委員協議会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 31
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 宮﨑邦子 平成29年度 宮﨑邦子 平成30年度 宮﨑邦子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

８小地区防災協力会では、学校、PTA、自治会・町内会、民生委員が連携して災害時は地区防災センター
として避難所運営を行えるよう定期的に会議を持ち、市の総合防災訓練、避難訓練にも積極的に参加して
います。　　　　　　しかし地域住民の中には、災害が発生した時、自力では避難が困難な福祉的対象者
も多く、特に平常時から近隣と助け合うなどのコミﾕニケーションが不足している住民や避難行動要支援
者は避難誘導が遅れることも想定されます。　また在宅避難も含め、住民の災害情報の共有など多くの課
題が挙げられています。このような課題をどのように改善していけば良いのか、平成30年度も継続して
行政や８小地区防災協力会や地域住民と連携して防災・減災対策に取り組んでいきたいと思います。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

■一人暮らし高齢者等
地域交流会事業
【事業主体：国分寺市社
会福祉協議会】

地域住民とのふれあいを深めるため、一人暮らしの高齢
者が地域で孤立しないよう、民生委員・児童委員と地域
住民のボランティアが中心となり、市内10地区で茶話
会や食事会を通じた顔の見える地域交流会を開催してい
る。（29年度は64回延べ2,000人以上が参加）

生活圏にひとり暮らし
の高齢者が地域住民と
気軽に交流できる場所
が少ない。またボラン
ティアの高齢化が進み
新たなボランティアの
確保が課題。

■国分寺地区連絡協議
会【事業主体：国分寺市
民生児童委員協議会・教
育委員会・小平児童相談
所・国分寺市子ども家庭
支援センター】

児童に関わる関係機関（民生児童委員・子ども家庭支援
センター・児童相談所・学校）が毎年8月に100名以上
集まり国分寺地区連絡協議会（四者協）を開催してい
る。毎年テーマに沿った講演会の後、学校区ごとの分散
会では、市内の小中学校や保育園の先生方、行政の関係
機関や民生委員と一緒に地域の児童を取り巻く問題点や
課題について意見交換を行っている。

関係機関の参加者が
年々多くなり、地域で
の連携や情報交換の場
として四者協の果たす
役割は大きい。

■避難行動要支援者登
録制度の勧奨・安否確
認
【事業主体：国分寺市地
域共生推進課】

災害時に地域からできる限り犠牲者を出さないよう、自
力又は家族等での避難が困難な登録者を対象に、地域の
支援者（民生委員・児童委員、社会福祉協議会、国分寺
消防署、国分寺消防団、自治会・町内会の方々など）が
登録者の安否確認や避難の介助等をおこなっている。

名簿登録の必要性が高
い人の情報共有と、地
域の支援者との連携や
新たな支援者（自治
会・町内会等）を確保
する取り組みが急務。

■高齢者を熱中症から
守る対策事業（戸別訪
問による注意・喚起）
【事業主体：国分寺市高
齢福祉課・地域包括支援
センター】

高齢者を熱中症から守るために、75歳以上のひとり暮
らしの世帯または世帯全員が75歳以上で構成されてい
る世帯を、戸別訪問しながら熱中症予防の注意喚起をお
こなっている。毎年6月に担当課から配布される名簿に
登載された対象者宅を訪問して、熱中症予防の啓発チラ
シとグッズを手渡しながら対象者の様子も伺える貴重な
機会にもなっている。

年々増加する高齢者世
帯の訪問は、所在不明
など難しい現状があ
り、担当課や包括支援
センターとの情報共
有、連携が欠かせな
い。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

■民生委員・児童委員
の地域福祉活動全般
【事業主体：国分寺市・
国分寺市社会福祉協議
会】

民生委員・児童委員は、国分寺市の社会福祉事業協力員
として、また国分寺市社会福祉協議会（社協）の協力員
として行政や社協から依頼された事業への協力・支援
や、地域住民からの心配ごとや生活上の困りごとなどの
相談に応じ、必要な支援への「つなぎ役」として、行
政・社協・学校・包括支援センターなど様々な関係機関
と連携を図り課題解決に取り組んでいる。

複雑化・多様化する地
域住民の相談に対応す
るためには、行政・社
協・学校・地域包括支
援センターや関係機関
との連携が不可欠。
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国分寺市地域福祉推進協議会

31

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標３　施策の柱(２)　施策①防災・減災対策の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

●①の定例会に出席●支
援者拡大に向けて防災組

織と情報交換

10月 11月 12月 1月 2月 3月

●①の定例会に出席、防
災研修会参加●支援者拡
大に向けて防災組織と情

報交換

●①の定例会に出席●支
援者拡大に向けて防災組

織と情報交換

●①の定例会に出席●支
援者拡大に向けて防災組

織と情報交換

●①の定例会に出席●支
援者拡大に向けて防災組

織と情報交換

●①②の定例会に出席●
支援者拡大に向けて防災

組織と情報交換

●①の定例会に出席●支
援者拡大に向けて防災組

織と情報交換

取組の
具体的な内容

平成27年度から、けやき台分譲団地管理組合の「地区防災計画書」の策定に関わる中で、防災委員と
民生委員が一緒に「避難行動要支援者」の訪問を実施してきました。防災委員（支援者）2名が１チー
ムとなり「避難行動要支援者」2名を担当しながらコミュニケーションを図ってきました。訪問活動と
して、平成27年６月「熱中症の注意喚起」、平成28年5月「災害時防災安否確認グッズの配布」、9
月「災害時防災マップの確認と安否確認訓練」、平成29年「防災まつりで非常食配布」、9月「総合
防災訓練で安否確認」等の経過を踏まえて、平成28年度「けやき台分譲団地管理組合」の「地区防災
計画書」に「避難行動要支援者」の平常時と災害時の安否確認体制について明記する事ができました。
平成30年2月には「物資配布訓練で非常食配布」を実施しました。８小地区防災協力会では、学校、
PTA、自治会・町内会、民生委員が連携して災害時は地区防災センターとして避難所運営を行えるよ
う市の総合防災訓練、避難訓練に参加しています。しかし地域住民の中には、災害が発生した時、自力
では避難が困難な福祉的対象者も多く、特に平常時から近隣と助け合うなどのコミュニケーションが不
足している住民や避難行動要支援者は避難誘導が遅れることも想定されます。また在宅避難も含め、住
民の災害情報の共有など多くの課題が挙げられています。このような課題をどのように改善していけば
良いのか、これまでも防災訓練、防災講演会、防災まつり、防災研修などに参加しながら、関係機関や
地域住民と顔の見える関係を築いてきました。平成30年度も継続して、けやき台分譲団地管理組合防
災委員会の活動を通して、防災・減災対策に取り組んでいきたいと思います。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 ９月

●【①けやき台分譲団地
管理組合防災委員会】の
定例会に出席●②八小地

区防災協力会に出席

●①の定例会に出席、6
月防災まつりの企画検討

●①の防災委員と要支援
者宅訪問「防災まつりで
非常食配布・熱中症注意
喚起」●②の定例会に出
席

●市の総合防災訓練に①
の防災委員と要支援者の
安否確認訓練●②の避難

訓練に参加

●①の定例会に出席●支
援者拡大に向けて防災組

織と情報交換

ふりがな みやざき　くにこ

委員名 宮﨑　邦子

取組 減災・防災対策として「避難行動要支援者登録制度」の周知と支援者の拡大を行う
ため地域の防災組織と連携して取り組む

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺市民生委員・児童委員協議会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじしみんせいいいん・じどういいんきょうぎかい
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）主な活動地域 市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

国分寺市老人クラブ連合会は、老人福祉法に位置付けられたクラブです。市内
のクラブは老人の福祉を増進することを目的とし、自主的に活動が円滑に行え
る同一小地域に居住する者で構成し、昭和43年2月市内のクラブが集まり設
立した。連合会は:現在26団体、会員は約1600人です。
連合会は、「生活を豊かにする楽しい活動」「地域を豊かにする活動」「うる
おい・やすらぎ」に満ちた地域づくりと相互にかかわりを持ちながら総合的に
取り組んでいる。
運動として「健康、友愛、奉仕」と「老人の日・老人週間」をそれぞれかか
げ、全国三大運動として展開している。

参加委員の
自己紹介

私は平成23年度から共益東長寿会会長を務め、市老人クラブ連合会の副会長
も6年目です。趣味は畑、将棋など多く、将棋は将棋連盟副会長を20年以上
務めている。
主な現役職
国分寺市老人クラブ連合会副会長
国分寺市共益東長寿会会長
国分寺市生きがい推進事業協議会会長
国分寺市将棋連盟副会長

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 副会長・芸能部長

ふりがな わたなべ　もとお

委員名 渡邉　幹夫

ふりがな こくぶんじしろうじんくらぶれんごうかい

　　個人の市民

国分寺市老人クラブ連合会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 32
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体にて既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 渡邉幹夫 平成29年度 渡邉幹夫 平成30年度 渡邉幹夫

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

自治会、地域包括センター、民生委員、社会福祉協議会、防災会など別々に活動をしている団
体と共同で地域づくりやみまもり・いじめや在宅福祉を支える運動ができたらよいと考える。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

社会奉仕活動

老人週間を契機に「社会奉仕の日」(9月20日)を
設定し、環境にやさしい活動として全クラブが美
化運動に参加し、地域社会に対し感謝と地域の担
い手として取り組んでいる。活動時に老人会のの
ぼりを掲げ、地域の皆さんにアピールしている。
資源物回収事業、公園・道路の清掃もほぼ毎月
行っている

地域のみなさんと協
力し講演、道路など
を清掃し、街をきれ
いにしたい

生きがい推進活動

誰もが願う健康で生きがいのある活動の一つであ
るカラオケ大会、芸能大会など高齢者相互のふれ
あいと楽しめる場に市報、会報を通じて呼びかけ
共に活動したい

高齢者相互のふれあ
いの場に参加できる
空気づくりが課題で
ある

健康を進める運動

「病にかからぬ運動」から健康寿命を伸ばす健康
づくりの活動に展開し、地域で暮らす高齢者の健
康づくり、介護予防などの輪を広げ、健康で生き
がいのある健全な発展を目指している。大運動
会・・約500人参加　郊外研修(散策)・・約300
人参加、他ペタンク、輪投げ大会、体操など

楽しい各種の運動に
多くの高齢者(会員も
含む)に参加を呼びか
けているが会場への
アクセスの問題か参
加者が期待している
より少ない。

友愛活動

会員、身近な隣人との高齢者相互の心のふれあい
を中心とする友愛活動は老人クラブの発足以来の
歴史がある。高齢者施設、一人暮らし、寝たきり
の高齢者宅など訪問したり地域交流など友愛の精
神にのっとりおこなっている。
児童の登校・下校時など見守活動など積極的に
行っている

本人が何を望んでい
るか?要望の把握、
地域活動との連携

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

在宅福祉を支える見
守り活動

各クラブはグループを作り、会員及び会員以外の
ひとり暮らし、寝たきり、日中ひとり暮らしの高
齢者宅に訪問し、老人会の情報、話し相手を基本
に見守りお手伝いを行っている

個人情報施行後他の
関係者との連携
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地域福祉に関する自主的な活動目標シート 32

達成度

自己評価

できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

3月

大運動会
料理教室

一泊研修旅行

芸能大会
生き生き体操

会長研修 手芸教室
輪投げ大会

生き生き体操
教養講座

10月 11月 12月 1月 2月

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(1)　施策①ボランティアや市民活動団体の育成・養成
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進
基本目標３　施策の柱(2)　施策①防災・減災対策の推進

具体的な
活動内容

1、高齢者相互に助け合うため、各種団体とともに友愛・奉仕により社会に貢献す
　  る活動を推進する
2、健康寿命を延ばす健康づくり、介護予防のための高齢者一人ひとりが、自ら取
　  り組む活動を推進する
3、高齢者が生きがいを高めるため、数々な活動を企画するとともに、「居場所
　  づくり」を推進する
４、次を担う人材を養成し、組織の活性化をはかり、魅力ある老人クラブを推進す
　  る
５、災害に対し、自助の備えを薦める

実施時期と
簡易な内容

4月 5月 6月 7月 8月 9月

歩こう会 高尾山
日帰り郊外研修

総会
ペタンク大会

カラオケ大会、
生き生き体操

新会長研修
社会奉仕活動
レクダンス

ふりがな わたなべ　もとお

委員名 渡邉　幹夫

活動目標
誰しもが願う健康で生きがいのある生活の実現に向けた健康づくり、介護予防の
取り組み、高齢者相互の心のふれあい活動、そして安全安心への地域見守り活動
等可能な限り活動したい

　　個人の市民

国分寺市老人クラブ連合会　　団体

（団体の場合は団体名）

国分寺市地域福祉推進協議会 平成30年度

委員番号

ふりがな こくぶんじしろうじんくらぶれんごうかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

青年会議所は、人種、国籍、性別、職業、宗教の別なく自由な個人の意思によ
り入会した20歳～40歳までの青年経済人で構成される団体です。
青年会議所の活動は、明るい豊かな社会を築き上げることを目的とし、積極的
変化の創造を通じて変革運動することを使命とし、その運動を通して志を同じ
くするものと出会い、切磋琢磨することを貴んでおります。

参加委員の
自己紹介

私は、国分寺駅周辺で飲食店を3店舗運営させていただいております。また、
2016年2月に国分寺青年会議所に入会し、その活動を通して少しずつ「まち
のこと」に関わらせていただくようになりました。仕事、家族、地域団体、バ
ランスを取りながら笑顔で頑張る所存でございます。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 総務委員会　委員長

ふりがな あんどう　しゅうじろう

委員名 安東　周二郎

ふりがな こくぶんじせいねんかいぎしょ

　　個人の市民

国分寺青年会議所　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 33
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 山本　雄一 平成29年度 山本　雄一 平成30年度 安東周二郎

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

市内関係諸団体、青年会議所、商工会、商店会等が、もっと連携を密にすることでさらに有効
的な事業展開ができると考えます。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

まちづくり事業

近年は、グルーバル化が進んでいるｔｏｋｙｏの
中の国分寺市にて「ＢＧＦ」という事業を行って
おります。本年は、いわゆる「お祭り」から変化
し、「フォーラム」を取り入れた事業を行う予定
です。

予算。

国分寺まつり
　への参加

国分寺まつりを盛り上げると共に、青年会議所の
活動や運動をPRしながら毎年参加させていただい
ております。

特になし

青少年事業

本年は、「こどもは大人の背中をみて育つ」とい
うポイントにて6月19日に泉ホールにて超・教育
会議2018という事業を行います。また、主権者
意識の醸成をすべく「みらいく」という事業も継
続して参加しております。

特になし

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

ぶんじバル
ぶんじハロウィン

国分寺駅北口の商店会がまとまり行っている、事
業。チケットを購入し、お得にお食事やお買い物
をすることができる「ぶんじバル」。ハロウィン
の時期に北口にてイベントを開催し、お子様を中
心とした楽しい催しである「ぶんじハロウィ
ン」。（商店会）

もっと国分寺全体で
行いたい。
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国分寺市地域福祉推進協議会

33

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

事業報告 事業報告

事業開催

取組の
具体的な内容

グローバル化が進む今日、人・物・情報の流れは、多様化しながら地球規模に拡大
されています。国分寺には、歴史や自然、宇宙開発発祥の地というロマンなどの魅
力がありますが、その多様性を活かせていないのが現状です。
この地域にグローバルな多様性を活かし、訪れる人や住み暮らす人を増やすこと
で、賑わいのあるまちにしていくことが重要だと考えます。相互理解の根本にはお
互いを認め合うことが必須であり、こころの壁を壊し接し合わなければなりませ
ん。そして多文化共生社会において最も重要な要素は、異文化を理解し共生してい
くことによって、地域社会が活性化することです。国分寺では、在住を含む外国
人・市民同士の交流の機会がまだ少ないため、市民の多く巻き込んだ「Bunji
Global　Festa　２０１８」を開催します。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

関係者団体
との調整

関係者団体
との調整

会議所内
計画議案

会議所内
計画議案

最終調整

ふりがな あんどう　しゅうじろう

委員名 安東　周二郎

取組
多文化共生ができるまちづくり

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺青年会議所　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじせいねんかいぎしょ
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 34
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こくぶんじなんびょうのかい

　　個人の市民

国分寺難病の会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 副会長

ふりがな あべ　としこ

委員名 阿部　敏子

090-8043-7434
（稲垣の連絡先）

FAX

Eメールアドレス

団体の概要
1992年９月27日に設立しました。国分寺市に住む難病者とその家族，難病
者を支える市民が集まり，交流や学習の場，講演会等を通して，お互いに理解
を深め，親睦を図りながら難病者の医療と福祉の向上に努めています。

参加委員の
自己紹介

会発足時より会員として参加
会計・現副会長です。会員の皆さんと協力して難病の会が楽しい集いの場にな
るよう努めていきたいと思っています。
趣味は水泳，体を動かすこと。
私が心がけていることは，Smile（笑顔）です。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0012

国分寺市本町１－７－１１　国分寺難病の会会長　稲垣宅

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

定例会
であいの場

・毎週第一土曜日の午後１時30分から３時30分
まで，障害者センターで集いを開催
・アロマハンドセラピーの方がボランティアで参
加

参加者が少なく声か
けが必要

言語リハビリ教室
（たんぽぽ）

毎月曜日10時から11時30分，障害者センターに
て言葉が不自由になる難病者と軽度失語症の方の
言語，誤嚥予防のため，言語聴覚士（ＳＴ）の指
導を受け開催。ボランティアの協力あり。

参加者が少ない
市報等に掲載する

機関紙
”であい”発行
年３回発行

会報として500部を発行。
当事者や各関係団体，公的機関等に発送

新年のつどい
毎年２月に難病者やその家族，また支える市民が
集い，交流とミニコンサート又は学習会を開催

「笑いと歌の会」

2012年から笑いは健康の源として，赤い羽根共
同募金会からの助成金を基に，市民交流の場とし
て開催。いずみホールにて毎回300人前後の参加
者を得ている。
入場料￥100（Ｈ29年度より）

〈集客〉
市報，チラシ，ポス
ター等でＰＲに努め
ている。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度
細田　富夫

(代理阿部敏子)
平成29年度 阿部　敏子 平成30年度 阿部　敏子

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

34

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（３）　施策②福祉に関する生涯学習や市民への意識啓発

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

反省会
次年度(Ｈ31)出演
者，いずみホール

交渉・確認

いずみホール
会場抽選

出演者の方と
日程及び出演

確認

出演者と内容
打ち合わせ

28日当日
リハーサル

取組の
具体的な内容 （都）赤い羽根共同募金会の助成を受けて，いずみホールで「笑いと歌の会」を開

催

１部　落語　春風亭　柏枝・東京経済大学落研
２部　ジャズピアニスト　遠藤　征志　・　歌ごえ　ささえ　はるみ※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

出演者との打
ち合わせ

チラシ・ポス
ター企画立案

チラシ・ポス
ター印刷・配

布

チラシ・ポス
ター配布

ふりがな あべ　としこ

委員名 阿部　敏子

取組
「笑いと歌の会」を9/28（金）いずみホールにて開催する

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺難病の会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじなんびょうのかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 35
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな しゃかいふくしほうじん　あんびー

　　個人の市民

社会福祉法人ＡｎｎＢｅｅ　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 理事　施設長

ふりがな やまうち　あつし

委員名 山内　敦

042（316）8523 FAX 042（316）8553

Eメールアドレス annbee@aug.email.ne.jp

団体の概要

平成17年にＮＰＯ法人として事業を開始し、平成27年10月に社会福祉法人
として認可を受け、新たにスタートを切ることができました。

ＡｎｎＢｅｅは知的障害をもつ方の生活の支援、仕事の支援、短期入所やグ
ループホーム、居宅介護、移動支援事業を行っています。
東元町商店会への加盟、もとまち地域会議への参加など、地域の行事や活動に
も積極的に参加して、地域の方々が安心して過ごせるようなまちづくりを皆さ
んと目指しています。

参加委員の
自己紹介

国分寺市外に在住ですが、法人の理事、施設長として、また東元町商店会の副
会長として、国分寺大好き人間であると公言します。まだまだ不慣れな立場の
役職ではございますが、関わって下さる皆さんのお声に耳を傾けながら、自分
を磨いていければと思っています。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0023

国分寺市西元町3-6-14

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

陶芸教室

毎年4月に開催される万葉花まつりにおいて、陶芸
教室を開いている。
法人施設内でも地域に向けた陶芸教室を開催して
いる。

地域清掃
知的障害をもった利用者と共に、週1回、西元町、
東元町、泉町等のゴミ拾いを歩きながら、行って
いる。

ＡｎｎＢｅｅ祭

一昨年前からはじめたＡｎｎＢｅｅ祭は地域の多
くの方に様々なことを発信するお祭りであり、誰
もが楽しかった、美味しかったと思ってもらえる
ようなお祭りを目指している。

法人のお祭りですが、
地域の方々、多方面の
業種の方々とのつなが
りを持ちながらお祭り
を盛り上げていくこと
が今後の課題です。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 山内　敦 平成29年度 山内　敦 平成30年度 山内　敦

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

35

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進
基本目標１　施策の柱(3)　施策②福祉に関する生涯学習や市民への意識啓発

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

施設開放

10月 11月 12月 1月 2月 3月

施設開放 施設開放 施設開放
施設開放

ワークショップ
施設開放

施設開放

取組の
具体的な内容 ・必要とされている団体や個人の皆様に平日の夜間、土日祝祭日に施設開放をし、

様々なかたちで利用していただく機会をつくる。

・同時に陶芸や染物など通常の活動の中で行っている作業をワークショップとして
地域の方に体験していただく機会をつくる。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

施設開放
施設開放

ワークショップ

ふりがな やまうち　あつし

委員名 山内　敦

取組
地域に向けた施設開放、ワークショップの開催

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人ＡｎｎＢｅｅ　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじん  あんびー
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

恋ヶ窪保育園は、国分寺市の公立保育園の公設民営化に伴い、平成21年に国
分寺市の公設民営第一号園として開設し、定員130名の認可保育園として今
年度10年目を迎えました。通常保育の他に、「きてみて遊ぼう」「恋こいプ
レイルーム」という2つの地域子育て支援事業にも取り組んでいます。これは
園周辺のご近隣の方々だけでなく、国分寺市内全域の未就園児の保護者の方々
（子育て世代）に保育所体験をして頂き、また来所することにより、同世代の
子どもたちと交わることで、我が子を客観的にみることができます。また同じ
子育て世代の保護者同士で子育ての悩みや不安な気持ちを共有し、情報交換の
場としても活用いただいています。さらには子育て世代だけでなく、地域のご
高齢の方々をご招待して、子どもたちと一緒に遊んだり、子どもたちのおゆう
ぎなどを鑑賞して頂く「お招き会」を開催して、ご高齢の方々と子どもたちの
交流も深めています。

参加委員の
自己紹介

平成21年に恋ヶ窪保育園が公設民営化を受けた最初の2年間、園長代理とし
て勤務し、平成23年4月に同一法人内で新設された日野駅前かわせみ保育園
の園長に就任、6年間園長として在職し、昨年平成29年4月に恋ヶ窪保育園の
園長として戻って参りました。1983年から1991年までアメリカ合衆国の大
学と大学院で教育学を学び、その後、現地の州立大学勤務、現地会社での勤務
を経て、1991年4月に帰国後一般企業に勤務し、2007年（平成19年）に
保育園に入職し、現在に至りました。アメリカでの経験、他園での経験を踏ま
え、恋ヶ窪保育園の持つ特性をさらに大きくすることで、地域支援に貢献でき
ればと考えています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0014

東京都国分寺市東恋ヶ窪2－6－13

TEL 042-321-0465 FAX 042-321-0465

Eメールアドレス koigakubo-hoikuen@theia.ocn.ne.jp

役職名・肩書 園長

ふりがな さかた　まもる

委員名 坂田　衛

ふりがな

　　個人の市民

社会福祉法人菊美会　恋ヶ窪保育園　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 36
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

坂田　衛

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

年度 委員名 年度 委員名 年度 委員名

平成28年度 田辺　和子 平成29年度 坂田　衛 平成30年度

　　個人の市民

出前保育

近隣の公園や児童館、子ども家庭支援センター等
へ出向き、未就園児の保護者やお子さまたちにパ
ネルシアターや手遊びなどを体験してもらい、子
育てのヒント等に役立てて頂いている。

参加者がいない場所
もあるので、周知を
徹底し、参加者が多
くなるようにしてい
く。

地域の方々との交流
を目的とした「お招
き会」の開催

地域のご高齢の方々や未就園児を持つ保護者の
方々を対象に、保育園児が年末に発表する、幼児
子ども会の生活発表やお遊戯などを見て頂いた
り、おいで頂いたご高齢の方々と日本の伝統遊び
（だるまおとし、けん玉、お手玉、おはじき、か
るた等）を一緒にやることで、交流を深める。

地域の方に限定せ
ず、国分寺市内全域
にも声をかけていく
ようにする。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

保育園で開催する行事や活動を市民の皆さまへお知らせする方法が、国分寺市の広報などで掲
載していきたいが、タイミングが合わない場合は掲載できないので、園駐車場入り口の掲示板
に掲載するか、ご近隣にお知らせを配布するぐらいしかないので、周知させて頂く方法を考え
ていく。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

地域子育て支援事業
「きてみてあそぼ」

地域で子育て真っ最中で、未就園児の保護者の
方々に、保育園生活を体験して頂いたり、園児た
ちが食べる給食を試食して頂くことや、参加者の
皆さまの意見交換を通して、子育ての悩みや不安
などを、保育士、栄養士、看護師に相談し、不安
解消に繋げて頂いている。また子育てをしている
方々同士とのコミュニケーションの場としても、
活用して頂いている。

子育てが「孤育て」
になってしまってい
るような傾向のある
方々へ、さらに交流
の場を広げられるよ
う、保育園の良さを
更にご理解頂けるよ
うアプローチしてい
きたい。

地域支援事業
”きてみてあそ
ぼ””恋こいプレイ
ルーム”

未就園児の方々へ、保育園の同世代のクラスの保
育に参加して頂いたり、専門の指導者によるリト
ミックや３B体操等を体験して頂いたり、栄養士に
よる料理体験（ピザやうどん作り）を行ってい
る。
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国分寺市地域福祉推進協議会

36

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

お誕生会
園庭開放

10月 11月 12月 1月 2月 3月

マスの
つかみ取り

味噌づくり クリスマス会
お誕生会
園庭開放

お誕生会
園庭開放

取組の
具体的な内容

KCP（恋こいプレイルーム）という名を冠して、地域で未就園児を持つ方々に、
様々な保育園での活動で、行事参加並びに園庭開放等を通じての園児や保育士との
交流活動、家庭では体験できない活動（ピザ作り、マスのつかみ取り、味噌づく
り、クリスマス会等）を、親子で過ごす楽しさを味わっていただく。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

お誕生会
園庭開放

ピザ作り
お誕生会
園庭開放

ふりがな さかた　まもる

委員名 坂田　衛

取組
「KCP（恋こいプレイルーム）」という未就園児とその保護者の保育所体験活動

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

　恋ヶ窪保育園　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こいがくぼ　ほいくえん
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

社会福祉法人けやきの杜は、知的障害者の家族による「国分寺市手をつなぐ親
の会」が運営する作業所を母体として1986（昭和61）年に設立されまし
た。
法人最初の施設である希望園（国分寺市戸倉）をはじめとして、現在では通所
事業所、グループホーム、居宅介護事業所、相談支援事業所、短期入所事業
所、放課後等デイサービス、高齢者小規模多機能事業所など、国分寺市内に事
業所を展開し、「誰もが暮らしやすい社会」を目指して社会福祉事業に取り組
んでいます。

参加委員の
自己紹介

地域活動支援センター虹の相談支援専門員を仰せつかっております。大学の福
祉学科を卒業後、ずっと障害がある方の支援の仕事をさせていただいていま
す。
趣味はパンやスイーツを食べることで、気に入ったお店に行くことはもちろん
ですが、新しいお店を開拓することも楽しみの１つです。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0003

国分寺市戸倉4-14福祉センター1階

TEL 042-324-7475 FAX 042-324-7476

Eメールアドレス niji@keyakinomori.or.jp

役職名・肩書 地域活動支援センター虹　主幹

ふりがな いけだ　　みゆき

委員名 池田　みゆき

ふりがな しゃかいふくしほうじん　けやきのもり

　　個人の市民

社会福祉法人けやきの杜       団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 37
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こ

とを目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元

情報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー

（行政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を

希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成27年度
平成28年度

大竹　眞澄 平成29年度 土井　満春 平成30年度 池田　みゆき

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことな
ど

地域には様々な理由で外出できない方や、人との交流の機会が無く、孤独を感じている障害
者や高齢者が多くいます。身近な地域での交流の場があると良いと感じています。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

子ども作文コンクー
ル

障害福祉の啓発事業として、毎年けやきフェスタ
と同時に開催しています。市内小学校の5年生・
6年生を対象に、福祉をテーマとした作文を募集
しています。毎年300通を超える作品を応募いた
だいています。

ふれあい防災訓練
戸倉自治会、子どもの発達センター・つくしんぼ
と共同で、毎年合同防災訓練を実施しています。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

けやきフェスタ

毎年秋に実施している法人主催のお祭りです。地
域住民の皆様、特に子どもたちにご来場いただ
き、障害がある方との交流やイベントを通じて、
福祉を身近に感じてもらえるよう取り組んでいま
す。
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国分寺市地域福祉推進協議会

37

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策③地域福祉活動団体等への支援

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

取組の
具体的な内容 法人事業所を「地域福祉を向上させるための会議スペース」として無償での

貸し出しを行います。
また、法人が所有する物品のうち、綿菓子器、かき氷器、焼き鳥コンロ、テ
ント等を市内の地域福祉に取り組む団体が主催するイベント等に無償で貸し
出しをします。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

貸し出し開始

ふりがな いけだ　　みゆき

委員名 池田　みゆき

取組
地域福祉に取り組む市内団体に、物品や会議室の貸し出しを行います。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人　けやきの杜　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじん　けやきのもり
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～ 42

）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条に基づいて、社会福祉の調査、研
究、宣伝、連絡調整の他、主に次のような社会福祉事業を実施している民間団
体です。
①「ボランティア活動センター」の運営、②地域福祉権利擁護事業・成年後見
利用支援、③生活困窮者自立相談支援事業、④子育て援助活動支援事業、⑥共
同募金事業への協力
平成３０年度は、「小地域福祉活動（ここねっと）の推進」と「総合相談・生
活支援体制の充実」を重点的にすすめるとともに、昨年度からの国分寺市内の
社会福祉法人の組織化もあわせてすすめてまいります。

参加委員の
自己紹介

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0003

東京都国分寺市戸倉4-14　国分寺市立福祉センター内

TEL 042-324-8311 FAX 042-324-8722

Eメールアドレス info@ko-shakyo.or,jo

前田　住榮

ふりがな

委員名 熊谷　淳 牛田　純一 北邑　和弘 大内　陽子

総務係長

ふりがな しゃかいふくしほうじん　こくぶんじししゃかいふくしきょうぎかい

　　個人の市民

社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 事務局長 事務局次長 地域福祉係長 まちづくり支援係長

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 38
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 熊谷、牛田、北邑、大内、前田 平成29年度 熊谷、牛田、北邑、大内、前田 平成30年度 熊谷、牛田、北邑、大内、前田

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

小地域福祉活動の推進について「ここねっと」を多岐にわたる小地域福祉活動の総称として、
更に全市的に啓発する。小地域内のイベントや行事・会合などに参加し実施に応じた提案を行
う。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

子育て援助活動支援
事業
（ファミリー・サ
ポート・センター事
業）

育児の手助けの必要な方（利用会員）と手助けの
出来る方（援助会員）とが相互援助活動を行うた
めのコーディネート等を行う。

担い手の援助会員確
保
低所得者対策

「会員会費増強運
動」
「歳末たすけあい・
地域福祉活動募金」
の実施
「赤い羽根共同募
金」への協力

本会の目標である「みんなで支え合い、誰もが安心して
暮らせるまち国分寺」の実現をめざして実施する社会福
祉事業の自主財源確保ための会員会費や寄付金で様々な
事業を実施。
また、歳末たすけあい・共同募金で様々な団体に活動費
等を配分している。

会費、寄附や募金等
は、年々減少してい
る。歯止めの方法を
検討

地域福祉権利擁護事
業・成年後見制度の
利用支援

契約になじまない高齢者や障害者を支援するため
に、福祉サービスの利用援助、金銭管理、重要書
類の預かり等をしています。また、成年後見制度
の啓発・情報発信のために講演会や学習会を開催
しています。

各担当部署との連携

生活困窮者自立支援
事業

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る
前段階で相談者が抱える就労問題や経済問題等に
ついて寄り添い相談者の自立に向けて支援する。

個々に応じた支援の
困難さへの打破

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

「ボランティア活動
センター」の運営

国分寺における小地域福祉活動や地域のネット
ワークづくり、そしてボランティア活動や市民活
動を支援する拠点として昭和５１年に設置。児
童・生徒・学生等への福祉教育や活動を支援する
「ここねっと推進助成」、ボランティア活動の入
口として「夏体験ボランティア」など多岐に渡る
事業を展開しています。

各担当部署との連携
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国分寺市地域福祉推進協議会

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標２　施策の柱(１)　施策②地域に密着したサービスの展開

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

2月 3月

第１回懇談会
開催

第２回懇談会
広報

第２回懇談会
開催

次年度に向け
検討

9月

企画
第１回懇談会

広報

8月

スケジュール

4月 5月 6月 7月

10月 11月 12月 1月

取組の
具体的な内容

[第2次地域福祉活動計画」策定後、地域の中でより顔の見える関係を築いていくた
めに、10の小学校区において「ここねっと懇談会」を開催。その結果、新たな住民
主体の組織として5小学区や、9小学区（ここねっとナイン）が活動を始め、また既
に住民主体の協議体の活動もすすんでおり、情報共有等の連携を図れるようになっ
た。
今年度、本会が法人化50周年を迎えるにあたり、さらに潜在化している地域の福祉
課題の発見・共有と社協事業との連携を目的として「ここねっと懇談会」を開催す
る予定。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

　　個人の市民

社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会　　団体

（団体の場合は団体名）
ふりがな

委員名
事務局長：熊谷／事務局次長：牛田／地域福祉係長：北邑
まちづくり支援係長：大内／総務係長：前田

取組
「ここねっと懇談会」の開催

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号 38～42

ふりがな しゃかいふくしほうじん　こくぶんじししゃかいふくしきょうぎかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

地域の皆様に、広く深くご利用いただける老人福祉施設として様々な事業を展
開しています。
特別養護老人ホーム　うれしのの里　定員１００名
ショートステイセンター　うれしのの里　定員２１名
デイサービスセンター　日吉の里　定員B型２６名・E型８名
国分寺市地域包括支援センター　ひよし
居宅介護支援事業所　たんぽぽ
ヘルパーステイション　たんぽぽ

参加委員の
自己紹介

特別養護老人ホームに入所されたご利用者さまの様々な生活支援を担当する生
活相談員として、計画担当介護支援専門員として勤務しております。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒１８５－００３２

国分寺市日吉町4丁目３２－６

TEL 042-300-1308 FAX 042-325-1302

Eメールアドレス kokorokai@jcom.home.ne.jp

役職名・肩書 施設主任生活相談員　兼　ケアマネジャー

ふりがな ほんま　だいすけ

委員名 本間　大祐

ふりがな しゃかいふくしほうじん　こころかい　とくべつようごろうじんほーむ　うれしののさと

　　個人の市民
社会福祉法人　心会
特別養護老人ホーム　うれしのの里

　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 43
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 並木　雅人 平成29年度 並木　雅人 平成30年度 本間　大祐

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

現在は特にありませ
ん。

今後，この推進協議会委員として個人目標を立て
て活動に取組んでいきたいと思います。

154



国分寺市地域福祉推進協議会

43

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標２　施策の柱（１）　施策①市民にわかりやすい福祉情報の提供・共有

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

随時

10月 11月 12月 1月 2月 3月

中学校職場体
験受入

中学校職場体
験受入

随時 随時 随時

随時

取組の
具体的な内容

①施設で行っている行事を地域の方にポスターやホームページなどでＰＲ。近隣の
グループホームなどとの交流。行事当日のその時間は施設を開放。
②施設からの行事ボランティアの募集。
③行事の参加者、ボランティア参加者などに簡単なアンケートを実施。今後のより
よい活動・地域の皆さまの受入に繋げていく。
④地域の学校の職場体験の場を提供。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

近隣・施設と
の連絡調整

小学校演奏会
納涼祭

随時

ふりがな ほんま　だいすけ

委員名 本間　大祐

取組 施設で行っている行事に、地域の方にご参加いただくことで、高齢者施設がどのよ
うな場所か、どんな方がご利用されているのかを知っていただく。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民
社会福祉法人　心会
特別養護老人ホーム　うれしのの里

　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじん　こころかい　とくべつようごろうじんほーむ　うれしののさと
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

昭和55年に保護者、保育士、地域協力者で保育室を開園し、0歳児の産休明
け保育や延長保育に取り組み、待機児解消のために定員を増やし、保育内容、
職員体制も拡充してきました。平成12年にNPO法人格を取得、平成15年か
ら22年まで、公設民営国分寺市立保育園ポッポのもりを運営しました。平成
22年９月に社会福祉法人となり、保育室と公設民営園は、平成23年よりポッ
ポのもり保育園本園分園として開園しました。平成29年からは、ポッポのは
な保育園（定員４１名職員２３名）とポッポのもり保育園（定員５４名職員２
７名）の２つの認可保育園を経営しています。保育園は地域の財産です。地域
の子育て支援を行うとともに、地域の方がもっと利用したり、みんなが交流で
きるようにして地域福祉に貢献していきます。

参加委員の
自己紹介

数年前から国分寺地域福祉推進協議会に参加したり、地域の他団体や施設と交
流するなかで多くの方が地域福祉のために活動されていることを知りました。
児童、高齢者、障がい関係、自治会やさまざまな団体、施設が連携し、協力し
合うことが大切だと思います。ずっと保育、保育園に携わってきていますが、
児童だけではなく、福祉全体のなかでいろいろな分野の方々と一緒に活動しな
がら、安心して住み続けられる町づくりをしていきたいと思っています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0032

東京都国分寺市日吉町1-2-14

TEL 042-359-4633 FAX 042-321-5041

Eメールアドレス kyoho@tsuku-shinbo.com

役職名・肩書 理事長

ふりがな おりとさゆり

委員名 織戸小百合

ふりがな しゃかいふくしほうじんつくしんぼきょうどうほいくかい

　　個人の市民

　社会福祉法人つくしんぼ共同保育会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 44
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 織戸　小百合 平成29年度 織戸　小百合 平成30年度 織戸　小百合

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

他団体と活動内容等のPRや情報交換を行い、他団体のイベント等への参加、支援をする。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

子育て支援事業
保育所体験、ボランティア受入れ、小中高校生の
育児体験受け入れ等を実施している。

親子ひろば、一時預
かりを実施したい
が、場所の確保がで
きないこと。
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国分寺市地域福祉推進協議会

44

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

わらべうたあ
そびの会

わらべうたあ
そびの会

取組の
具体的な内容

地域で乳幼児の子育てをしている家庭向けにわらべうた遊びの会に遊びに来てもら
う。日時は土曜日午前中、会場は保育園とする。地域で活動している方に講師をお
願いする。わらべうた遊びが終わった後に子育て相談を受け付け対応する。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

5月 6月 7月 8月 9月

企画立案

ふりがな おりとさゆり

委員名 織戸小百合

取組
地域の乳幼児親子向けの遊びの会を年2回行う。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人つくしんぼ共同保育会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじんつくしんぼきょうどうほいくかい

159



160



）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

一般就労が困難な障害者の方々に、生産活動や販売活動といった福祉的就労の
機会を提供し、ひとりひとりが自立した生活の実現に必要な知識や能力向上が
図れる様支援しています。日常の活動は「コロール」「フロンティア」の２つ
のグループに分かれて行い、生産活動や販売活動を通じて得られた収益を工賃
（賃金）として還元しています。工賃アップを目指し、利用者・職員が一体と
なって取り組んでいます。
「コロール」　　・・・製菓・製パン、クラフト、下請け受注作業
「フロンティア」・・・製菓（シフォンケーキ）、木工・手工芸、印刷、

リサイクル、清掃、下請け受注作業

参加委員の
自己紹介

「フロンティア」グループで、シフォンケーキ作りや手芸品作り、リサイクル
物品の販売、市庁舎清掃を行っています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0013

国分寺市西恋ヶ窪4-10-2

TEL 042-324-7071 FAX 042-326-6060

Eメールアドレス info@nanaenosato.or.jp

役職名・肩書 生活支援職員

ふりがな しまだ　なおみ

委員名 嶋田　尚美

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ななえのさと

　　個人の市民

社会福祉法人　ななえの里　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 45
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 嶋田尚美 平成29年度 嶋田尚美 平成30年度 嶋田尚美

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

日常的な生産活動や販売活動のノウハウを活かして、制度の狭間にある生活困窮者の
方々を支援したい。
　例．リサイクル衣料等の無償もしくは低額で提供や高齢者宅へのパン・菓子等の納品

を通じた見守り

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

リサイクル

古紙等の資源回収を行うほか、地域の方々に衣類
などのリサイクル品を寄贈していただき、日常的
な販売と月１回第３木曜日にバザーを開催するこ
とにより、地域の方々と交流を深めている。

バザーへの来場者が
年々減少しており、
品出し方法の見直し
をしたり、バザー開
催の回数の見直しを
考えている。

ともしび縁日の開
催

平成27年度より年に１回夏に「ともしび縁日」を開催
し、多くの地域の方々に来場いただいている。模擬店や
ゲーム、パン・クッキー作り、木工・クラフト等の作業
体験ワークショップなどの企画を通じ、地域の方々に楽
しい一日を過ごしていただくとともに、ともしび工房や
障害者の方々が働くことに対する理解や関心を深めてい
ただける様取り組んでいる。

場所や人員の都合も
あり、できることが
限られてしまう。

木工・手工芸
クラフト

木工・・・車のオモチャ
手工芸・・・ティッシュケース
クラフト・・・ステンシル製品、原毛アクセサリ

ー・ストラップ
イベント行事等での販売を通じ、地域との交流を
図っている。

日常的な販路が不足
しており、売上げは
季節のイベントが大
半を占めている。

印刷

封筒、名刺、チラシ等の印刷や冊子の製本、大判
プリンターでののぼり旗や横断幕の印刷を行って
いる。官公庁や企業からの受注以外にも、市民活
動団体、サークル、商店会などからの受注機会も
増えてきている。地元の印刷会社と連携して業務
を行うといった地域との交流を図っている。

受注機会が増えるに
したがって利用者、
職員とも作業の担い
手が不足している。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

製菓・製パン

安全安心な原材料と衛生面に気を付けて製造して
います。製品は、施設内の売店のほか、市内企業
への納品、日替わりで市内、公共施設や高齢者施
設等への出張販売を通じて地域交流を図っていま
す。

出張先での販売に比
べ、施設内売店に来
られるお客さんが少
ない。原材料の高騰
の為の値上げの時
期。
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国分寺市地域福祉推進協議会

45

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

（・バザー）

10月 11月 12月 1月 2月 3月

・平兵衛まつり
・ひかりまつり
・中央地区まつり
・とんがりまつり
・ぶんちっちまつり
・バザー

・立川祭
・国分寺まつり
・日立庭園公開
・おおぞら特別

支援校まつり
・バザー

・環境まつり
・バザー

（・バザー） （・バザー）
・福祉センター

まつり

・バザー

取組の
具体的な内容 販売活動を通じて、障害者の方々の社会参加や地域との交流を深めるとともに、地域の

方々にもともしび工房の活動や商品についてもっと知っていただき、施設内の売店やバ
ザーなどに気軽に立ち寄っていただける様な関係性を築く。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

・日立庭園公開
・日立園遊会
・万葉花まつり
・西地区こども

まつり
・バザー

・新緑まつり
・恋ヶ窪公民館

まつり
・バザー

・バザー ・小平特別支援学
校まつり

・武蔵台学園
まつり

・縁日
・バザー

・はあとふる
まつり

・バザー

ふりがな しまだ　なおみ

委員名 嶋田　尚美

取組
地域の行事に積極的に参加し地域との交流を行い、地域に開かれた事業所を目指す

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人　ななえの里　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ななえのさと

163



164



）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 近隣他市も視野に

団体の概要

・1981（昭和56）年4月、既存アパートを部分的に活用し、住いが必要な
人たちの利用に供する「多機能宿所」はらからの家としてスタートした。
・精神障害者の「共同ホームはらからの家」から「社会復帰施設福祉ホームは
らからの家／ハウスけやき」を経、さらに「さつき共同作業所」の創設をはか
り、その後火災事故に遭遇。事業再建の経過を経て現在に至る。
・現在の社会福祉法人の傘下事業として「グループホームユニットピア国分寺
（グループホーム4か所）」、「さつき共同作業所（就労継続B型事業／生活
訓練事業）」、「地域生活支援センタープラッツ（相談支援事業／居場所提供
／交流活動）」、「ネットワーク推進事業（精神科クリニックとの共同、家族
会との共同等）」を運営し、精神障害者の地域生活支援を総合的に実践してい
る。

参加委員の
自己紹介

　精神保健福祉士、臨床心理士として、精神保健福祉総合センター、精神科病
院、児童養護施設等経験後、平成11年にはらからの家福祉会に参りました。
　現在はネットワーク推進事業部として、精神科医療に主に携わりながら、精
神障害をもつ方々が地域に自分流に元気に暮らせるよう、精神科医療と地域福
祉をつなぐ事、家族会が少しでも元気になれるよう陰のお手伝いをする事を主
にしております。法律も薬も治療法もどんどん変化しましたが、人権問題はま
だまだです。その問題は地域に暮らす時だけでなく、肝心の医療や福祉を使う
上でも大きなものです。微力ではありますが、問題を感じ動き続けたいと思っ
ております。何卒よろしくお願い致します。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 ネットワーク推進事業部　部長

ふりがな おかもと　かずこ

委員名 岡本　和子

ふりがな しゃかいふくしほうじん　はらからのいえふくしかい

　　個人の市民

社会福祉法人　はらからの家福祉会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 46
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 伊澤雄一 平成29年度 橋本佐知子 平成30年度 岡本　和子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

・障害者の社会的包摂（インクルージョン）が強調され、障害者権利条約の批准を背景に、虐
待防止や差別解消の法整備がされているが、障害者の置かれた状況や障害への理解促進は、引
き続き大きな課題として存在している。
・「共生の街づくり」には、広報、普及、それによる啓発が肝要であり、“あらゆる機会”を
使いながら実施していく必要を感じる。しかしながらその課題を追求していくための人員を含
む体制が不十分であり、課題は鮮明ながら、思うように動けていないもどかしさが否めない。
・ジャンルを超えて他の団体と多様に組みながら“あらゆる機会”を創出したい。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

花沢台町会7組役員
・会費集金
・募金回収
・情報の流通に関する調整等

会員不足のために共
助の意識が弱い

東元町商店会との交
流
（さつき共同作業
所）

・商店会へ会員としての参加
　　（日帰り旅行、各種イベント等）
・副会長兼会計として定例会議、総会等参加
・会議等場所の提供

団体機関誌や事業所
通信による広報

・団体機関誌「われら同胞」の定期発行（年3回）
・地域生活支援センタープラッツ通信（ニュース
レター）（毎月）

実施体制（人員含
む）

社会福祉協議会との
共催「精神保健福祉
ボランティア研修
会」により誕生した
ボランティアの活動
場面提供

・さつき共同作業所の作業活動
・地域生活支援センタープラッツの交流事業活動

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

市ならびに関係団体
主催イベントへの参
加による普及活動

・国分寺まつり
・サンサンゆめまつり

実施体制（人員含
む）
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国分寺市地域福祉推進協議会

46

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(３)　施策②福祉に関する生涯学習や市民への意識啓発

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

開催実行委員
会

開催実行委員
会

開催実行委員
会

開催実行委員
会

実行

開催実行委員
会

取組の
具体的な内容 　社会福祉法人はらからの家福祉会が主催し、複数の協力機関により後援、協賛等

を確保し、「精神保健福祉関係の講座（講演会等）」を開催し、市民に対して精神
障害者を取り巻く状況を伝達するとともに、精神障害を持ちながらも地域で普通の
生活を送る意義や意味を伝え、共に暮らす地域づくり（共生の街づくり）の一助と
する。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

事務局会議
（企画検討）

事務局会議
（企画検討）
開催実行委員

開催実行委員
会

ふりがな おかもと　かずこ

委員名 岡本　和子

取組
国分寺市民への精神保健福祉思潮の流布波及をはかり、共生の街づくりを目指す。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人　はらからの家福祉会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじん　はらからのいえふくしかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 47
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな しゃかいふくしほうじんひよしかい　　やなぎほいくえん

　　個人の市民

社会福祉法人日吉会　やなぎ保育園　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 副主任保育士

ふりがな おおつき　やすとし

委員名 大槻　泰稔

FAX

Eメールアドレス

団体の概要
開園して45年の定員99名の認可保育園です。広い園庭と恵まれた環境の中
で、日々の生活を楽しみながら、季節ごとには農作物を収穫したりなどもし
て、多くの体験を通して子ども達の成長と発達を支援しています。

参加委員の
自己紹介

保育士歴３０年目、現在は保育の現場だけでなく、職員育成、保育の質の向上
等にも意識を持ち、副主任を務めています。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

やなぎ保育園
0才から就学前までの園児99名の保育。
保護者への育児支援。

保護者への育児支援
の多様化、複雑化。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 大槻　泰稔 平成29年度 大槻　泰稔 平成30年度 大槻　泰稔　

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

47

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(２)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

運動会 文化行事

取組の
具体的な内容

園で催す運動会や文化行事等の行事にポスター作成、ホームページを利用し、地域
の方々の参加を呼び掛け、交流の機会を持つ。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな おおつき　やすとし

委員名 大槻　泰稔

取組
保育園と地域の方々との交流、育児支援

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人日吉会　やなぎ保育園　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじんひよしかい　やなぎほいくえん

171



172



）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

社会福祉法人　普門会は特別養護老人ホーム　にしき苑を管理・運営していま
す。
他にデイサービス、ショートステイ、ホームヘルパー、居宅介護支援の事業も
行っていて、高齢者の方々の支援を行っています。

参加委員の
自己紹介

１０年近く特養で介護職や施設ケアマネージャーとして勤務してきましたが、
今年度より上記役職に就きました。どうぞよろしくお願い致します。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0014

国分寺市東恋ヶ窪2-22-38

TEL 042-327-2225 FAX 042-328-3908

Eメールアドレス en-soumu@jcom.home.ne.jp

役職名・肩書 総務課　課長

ふりがな よしむら　くにとし

委員名 吉村　国利

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ふもんかい

　　個人の市民

社会福祉法人　普門会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 48
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 田村　道子 平成29年度 鈴木　亮一 平成30年度 吉村　国利

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

防災訓練
東恋ヶ窪二、三、四丁目自治会と防災協定を結ん
でおり、秋の消防訓練では各自治会にも参加を呼
び掛け実施している。

近隣の法人と連携し
た訓練が必要。

保育園・子供達との
交流

保育園児によるお遊戯会の実施。
子供達による七夕飾りの寄贈等。

特になし

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

納涼祭
東恋ヶ窪二丁目自治
会との共催

毎年、８月最終金曜日に東恋ヶ窪二丁目自治会と
の共催で、にしき苑前庭にて開催。
盆踊りや模擬店を実施する。

特になし
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国分寺市地域福祉推進協議会

48

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

ふれあい文化祭

チラシ配布

取組の
具体的な内容

利用者やその家族、地域の方々に参加していただき、利用者が制作した作品を展示
したり、職員が持ち寄った出品物によるバザー、豚汁の振る舞いや、新鮮な野菜の
販売を行う。昨年第１回目として始めた取り組みで、今年度はさらに内容を充実さ
せていきたい。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

企画立案

ふりがな よしむら　くにとし

委員名 吉村　国利

取組
１０月に「ふれあい文化祭」を実施する。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人　普門会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじん　ふもんかい

175



176



）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

社会福祉法人　万葉の里は国分寺市障害者センターとKOCO・ジャム（平成
30年6月東戸倉にオープン）にて、市指定管理等事業８事業、法人独自事業
を５事業運営しています。
国分寺市障害者センター内にある地域活動支援センターつばさでは、様々な相
談事業と、障害者（市内在住で一人で通所でき、常時介護を必要としない方）
を対象に生活力を高めるプログラムや交流サロン（居場所）を運営しておりま
す。また広く市民の方々に障害理解を深めていただくために市民福祉講座や市
民交流プログラム、ボランティア受け入れ等の活動も行っています。

参加委員の
自己紹介

障害福祉分野に携わって2年目ではありますが、今年よりつばさの課長を担当
しております。それ以前は国分寺市のスクールソーシャールワーカーとして市
内の小・中学校の相談業務をしていました。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0024

国分寺市泉町２－３－８　国分寺市障害者センター内

TEL 042-321-1136 FAX 042-321-1207

Eメールアドレス

役職名・肩書 地域活動支援センターつばさ　課長

ふりがな いさ もとこ

委員名 伊佐　素子

ふりがな しゃかいふくしほうじん　まんようのさと

　　個人の市民

社会福祉法人　万葉の里　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 49
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 坂田　晴弘 平成29年度 宮澤　孝 平成30年度 伊佐　素子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

ひきこもりがちな方への支援については、地域での居場所づくりが重要であることを実感して
いる。つばさと地域の方々とのネットワークづくりができることで、利用者支援にもつながる
と考えている。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

市民交流プログラム

障害者センターで行っているプログラムの中で以下の2
つを市民交流プログラムとして開催。
　音楽クラス：　第２・４（木）13：30～15：00
　健康吹き矢：　第３（土）　　13：30～15：00

市報には掲載してい
るが、認知度が低
い。

ボランティア受け入
れ

センター全体で随時ボランティアを募集。
随時募集しているこ
との認知度が低い。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

市民福祉講座
障害について理解を深めるプログラムを年3回開
催。

市民の方々が関心を
持っているテーマを
見つけること。
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国分寺市地域福祉推進協議会

49

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（３）  施策②福祉に関する生涯学習や市民への意識啓発

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

第3回
市民福祉講座

10月 11月 12月 1月 2月 3月

第2回講師選定 広報
第２回

市民福祉講座
第3回講師選定 広報

第1回
市民福祉講座

取組の
具体的な内容

市民の方に障害についての理解を深めてもらえるような講座を開催する。
市民の方に関心を持ってもらえるように、色々なテーマを設定し広報に努める。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

年間予定、
テーマ設定

第1回講師選定 広報

ふりがな ちいきかつどうしえんせんたー　つばさ いさ　もとこ

委員名 地域活動支援センターつばさ　　伊佐　素子

取組
市民福祉講座を年３回開催する。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人　万葉の里　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじん　まんようのさと
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

社会福祉法人村山苑は高齢・障がい・保育・生活保護４種別１０施設の運営を
おこなっております。ひよし保育園は平成２８年４月より国分寺で運営を始め
させていただいています。家庭的な雰囲気を大切に、子どもも大人もワクワ
ク、ドキドキそんな時間を繰り返し、共に成長していけるようにと保育にむき
あっております。今後運営理念のひとつ、地域に根ざした事業所になれるよう
にと考えております。

参加委員の
自己紹介

保育士として長年働き、子どもたちからたくさん力をもらい笑い声につつまれ
て過ごしてまいりました。今は、時間をみつけプチ旅行にでかけ、美味しいも
のを食べ、色々な景色をみて、新しい発見を楽しんでいます。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0032

国分寺市日吉町２－２０－５

TEL 042-572-4175 FAX 042-572-5055

Eメールアドレス funaki@murayamaen.or.jp

役職名・肩書 園長

ふりがな ふなき　よしえ

委員名 舩木　芳枝

ふりがな しゃかいふくしほうじんむらやまえん　　ひよしほいくえん

　　個人の市民

社会福祉法人　村山苑　ひよし保育園　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 50
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 舩木芳枝

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること
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国分寺市地域福祉推進協議会

50

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進
基本目標２  施策の柱（１）   施策①市民にわかりやすい福祉情報の提供・共有

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

観劇会
情報誌発行

高齢施設訪問
伝統行事お誘い

情報誌発行
高齢施設訪問

伝統行事お誘い

情報誌発行
高齢施設訪問

取組の
具体的な内容

　園で行う観劇会や伝統行事のお誘い、また地域の高齢施設への訪問等、交流の機
会を持っていく。
　定期的に情報誌を発行し保育園ならではの子育てに関しての情報を発信してい
く。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

情報誌発行

ふりがな ふなき　　よしえ

委員名 舩木　芳枝

取組
保育園と地域の方々との交流、また情報誌で子育ての情報発信を行っていく。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人　村山苑　　ひよし保育園　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじんむらやまえん　　ひよしほいくえん
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

当法人は、昭和12年に設立された国分寺病院を母体として発足した社会福祉法人です。法人理
念として地域貢献を掲げ、医療・福祉を提供しております。法人の中心となる『国分寺病院』で
は外来・入院診療はもとより、地域の皆様の健康診断や人間ドックの実施(昨年度よりＭＲＩを
導入し、より精密な検査を実施できるようになりました。)、認知症疾患センターによる認知症
総合サポート、近隣30ヶ所以上の老人保健施設等の協力医療機関としても活動しております。
その他の事業として、『浴光介護支援サービス』、『浴光訪問看護ステーション』、『浴光アン
チエイジングセンター』、高齢者在宅・通所複合施設『あじさい苑』、及び有料老人ホーム『ひ
まわり苑』、特別養護老人ホーム『羽生の里』『かがやき』『サンライト』、静岡県御殿場市に
も特養・通所複合施設『ぐみさわ苑』を開設し、利用者様のその時々のご希望や病態に合わせ
て、より良い施設サービスを提供できるよう努めています。また、子育て支援として『浴光保育
園』、『病児・病後児ひまわり保育室』、２８年には学童保育所『かがやき』を開設しておりま
す。子ども達が医療や福祉に興味を持ち、地域で高齢者と子ども達が関わりを持って暮らしてい
けるよう様々な取り組みを行っています。

参加委員の
自己紹介

　私は浴光会特別養護老人ホームサンライトにて施設長を務めております。サンライトは、平成
27年6月に開設した特別養護老人ホームです。8つのユニットに分かれた全室個室からなる定員
96床の施設です。「地域に根差した介護サービスを提供し、利用者が豊かでひかりあふれる人
生を送れるように援助します」を基本理念に地域貢献を目指して活動しています。
　また、平成28年より国分寺市の委託を受けてサンライト内で『おれんじＣａｆｅサンライ
ト』を月に２回運営しており、店長としての活動もしています。

日々の楽しみは、毎日の晩酌で、ハイボール、ビール、ワイン、チューハイ、日本酒などを飲
んでいます。
　また、日々の暴飲暴食を軽減するために往復30キロの自転車通勤と週末には２～3時間ほど
のサイクリングを行っています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0014

東京都国分寺市東恋ヶ窪4-2-2

TEL 042-322-0123 FAX 042-323-4050

Eメールアドレス psr@yokukou.net

役職名・肩書 特別養護老人ホームサンライト　施設長

ふりがな たなか　かずお

委員名 田中　和生

ふりがな しゃかいふくしほうじん　よくこうかい

　　個人の市民

社会福祉法人　浴光会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 51
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 千葉　寿美子 平成29年度 田中　和生 平成30年度 田中　和生

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

国が進めている地域包括ケアシステムの成功には、高齢者医療・福祉が大切ですが、その為に
は子ども達が生まれ住み、成長した街に戻って活躍することが重要になると思っています。今
から子ども達の視点も入れ、地域福祉を作り上げていくことが必要だと考えています。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

職場体験

医療や介護への関心と理解を深めてもらい、進路
選択の一助となることを目的に、東京都の事業で
ある、一日看護体験や近隣の中学校の職場体験を
行っています。

中学生の職場体験にお
いて、医療や福祉に興
味のない生徒が学校か
らの指示で来ることが
あり、興味を持っても
らえるにはどうしたら
良いかが課題です。

職場実習
特別支援学校の生徒の、就職先として繋げること
を目的とした、2年次からの実習受け入れを行って
います。

特になし。

動脈硬化予防教室

地域の方に向けた動脈硬化を予防するための、食
事や運動のアドバイスを行っています。希望者
は、医師や保健師、管理栄養士などと一緒にお弁
当を食べ、食べる順番、ゆっくり食べることの重
要性など、お話をしながら楽しく過ごしていただ
いています。

お弁当の料金設定は
どのくらいが妥当
か。

おれんじＣａｆｅ
（認知症カフェ）

喫茶と併せて医師によるミニ講話や認知症の情報収集、
健康相談ができます。認知症だけに特化することなく、
健康に関する各種情報を常時取り揃えており、専門のス
タッフによる相談も行います。
健康に関心のある国分寺市もしくは近隣在住の方は、ど
なたでも参加可能です。参加費は１００円となっており
ます。

新規利用者開拓のた
めの周知と継続参加
への呼びかけ。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

体操教室

あじさい苑で週3日、かがやきで週2日、11時～
11時30分に簡単なストレッチや体操を医師や保
健師、アスレチックトレーナーなどが指導しま
す。
身体のリラックス、ケガや転倒の予防、血行促進
などに効果的です！
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国分寺市地域福祉推進協議会

51

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(２)　施策①地域住民の交流促進
基本目標１　施策の柱(２)　施策③地域福祉活動団体等への支援

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

企画立案 チラシ配布 クリスマス会実施

取組の
具体的な内容

法人内特別養護老人ホーム『かがやき』にて、施設内利用者に加え、地域の方々も参
加できる世代間交流を行う場所の提供と実施

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな たなか　かずお

委員名 田中　和生

取組
世代間交流の実施

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

社会福祉法人　浴光会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな しゃかいふくしほうじん　よくこうかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

高木町自治会は、831世帯が加入する自治会です。町民の75％が参加。班を
中心に活動。（班は、７１あり）自治会役員、防災部員計40名、プラス防災
ボランティア80名で、小中学生の登下校の見守り、防災訓練、要配慮者への
サポート、研修会、懇親会等の開催を行っています。

参加委員の
自己紹介

私は、会長七年目です。市が開催する防災、防犯、３Rの３講座を修了し、そ
れを生かして活動を推進しています。昨年は、防災に関して、３月に総務省よ
り｢防災まちづくり大賞｣を、９月に、内閣府より｢防災功労者表彰｣として内閣
総理大臣賞を受賞いたしました。これらは、役員部員の皆さんが、会員の方々
と一緒に活動した成果と思います。感謝に堪えません。もちろん市の関連部署
の協力支援があっての受賞です。本年も頑張りまーす。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
１８５－００３６

国分寺市高木町3－17－50

TEL 042-575-9118 FAX 同左

Eメールアドレス sakurai43123@gc4.so-net.ne.jp

役職名・肩書 会長

ふりがな さくらい　かんぞう

委員名 櫻井　幹三

ふりがな たかぎちょうじちかい

　　個人の市民

高木町自治会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 52
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 29 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 櫻井幹三 平成30年度 櫻井幹三

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

高齢化に伴い、庭の手入れができず、草ぼうぼう、火事の心配。空き家の増加。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

要配慮者へのサポー
ト

一人住まい、老老介護のお宅が増えています。今
ある制度を見直し、充実させる。

サポーターが、要配
慮者になっている事
例有り

防災訓練

市の防災訓練にあわせ、在宅避難訓練を班を中心
に行う。安全カード活用、班員の安全確認後、地
区本部への報告。その後神社にて防災資機材の運
用訓練に参加する。

昨年は、430世帯の
参加。本年は、600
世帯以上の参加を目
指します。

火の用心巡回
12月～２月に防災、防犯両部にて火災予防及び防
犯巡回を実施

同上

盆踊りの開催
毎年実施。お子さんの参加を目指し子供が踊れる
曲を増やし、屋台も気軽に寄れるよう工夫。行列
ができ大盛況。昨年は、750名の参加あり。

近隣より出るうるさ
いというクレーム

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

児童の見守り
小中学生の登下校の見守りを防犯部を中心に３８
名で実施

高齢化が進み要員が
不足
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国分寺市地域福祉推進協議会

52

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標３　施策の柱（２）　施策③地域ぐるみの防犯活動・交通安全対策の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

運営マニュアル

10月 11月 12月 1月 2月 3月

調整 稼働訓練 チェック 反省会

サポーター決定

取組の
具体的な内容

災害時、緊急時に支援を希望する方に登録して頂き、登録票に基づきサポーターを
決め、支援する。サポート内容　・平常時も見守り活動をする。・災害時の安否確
認・避難勧告が出た場合、避難所への誘導・災害時、緊急時の電話連絡等

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

5月 6月 7月 8月 9月

計画立案 計画周知 募集開始 募集

ふりがな さくらい　かんぞう

委員名 櫻井　幹三

取組
要配慮者支援制度の充実

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

高木町自治会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな たかぎちょうじちかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 53
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな

　　個人の市民

　　団体
（団体の場合は団体名）

たかのだいだんちじちかい

鷹の台団地自治会

役職名・肩書 昨年度迄４年間福祉担当役員

ふりがな いとう　やすこ

委員名 伊藤　安子

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

当自治会は1963年に東京都宅地開発公社(当時名)が分譲(土地のみ)，各々が
住宅を建て自治会が発足しました。
現在90世帯です。（分譲地は国分寺市，小平市が隣接しています。分譲当時
はガス，水道は集中方式で国分寺市の土地にガス庫，深井戸からの水でした。
水は数年後に水道が敷かれましたが，ガスは現在も集中方式プロパンガスで
す。）自治会活動，両市から会長，会計，防災，防犯，福祉，監事各１名を選
出。主に市境にある公園で１月もちつき，３月下旬お花見，８月ー夏休み水遊
び，10月ー防災防犯，11月ー福祉を役員中心に行っています。
ボランティアも多く，楽しいひとときです。

参加委員の
自己紹介

私は４年前迄はなかった福祉の役員を頼まれ，たまたまヘルパーを20年近く続けてい
ることで引き受けました。居住後50年位になる住民が多く，高齢化がはなはだしく，
地域で何が出来るかになり，包括支援センターなみきに相談し，介護保険とは等，住
人に役立つであろう話から，包括の職員に出張していただき，近くの有料施設を借り
始め４年が過ぎました。北町全体で防災推進地区をと昨年から委員中心に動き始め，
その一員になっています。他に地域での活動（両市で）：公園でのラジオ体操（自治
会以外の住民も参加）・無税になった公園（よんかく公園）の草花の手入れ（ボラン
ティア）・「グループホームなごみ」の隣接のスペースを無料で借り，週１回国分寺
市の薦める「10の筋力トレーニング」を昨年11月15名で実施

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 30 年度より，委員として参加

平成 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

以下全て，小平市の
住民と行っていま
す。

もちつき大会

昨年度最後のイベントでしたが，ノロウイルス，
小平市から，うす，きねの借用等課題が出て，お
しること変更。自治会員の持ち寄りで飲食。近く
に開設されたグループホーム「なごみ」の入居
者，職員も加わり交流をしました。

お花見

後援には桜の木が４本あり，毎年見事に咲いてい
ましたが，昨年，桜が老木になり２本伐採（小平
市）。数本は残りイベント実施。子供も加わり楽
しむ。

夏まつり
夏休み中のイベントで子供中心。
飲食は各自持ち寄り

防災防犯
国分寺市，小平市各役員が年毎に交互に受持ち，
各市の担当部署に交渉して行う

公園で行う為，雨天
は中止（昨年）。
昨年は近くで12月に
火災が発生した為，
11月の冬のイベント
に行う。

福祉
昨年は認知症について包括の職員による講座，予
防体操等（国分寺市担当）。

住民に高齢者が多
く，会場までのアク
セス（ほぼ徒歩）。
今後の大きな課題。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

分譲当時の住民が転居。そのあとの住民が自治会加入をこばむことが出てきたこと。
高齢化か役員のなりてが少なく，特に会長，会計は各班から輪番制で選出していくことが困難
になってきている。特殊な自治会で現在でも使用しているガス庫の場所は自治会の私有地で国
分寺市にあり，数10年固定資産税が免除されていたのが税金を支払うことになり，ガス庫分の
みの支払い。他は公園に整備。誰でも使用出来る事で無税になる。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 伊藤　安子

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

53

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

取組の
具体的な内容

以下全て小平市の住民と行います
・もちつき大会
・お花見
・夏まつり
・防災防犯に関する取組
・福祉に関する取組

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな いとう　やすこ

委員名 伊藤　安子

取組
地域住民の交流促進に向けた取組

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

鷹の台団地自治会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな たかのだいだんちじちかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

当組合は、昭和23年に国分寺町農協として発足し、平成10年に近隣の4市
（三鷹市・武蔵野市・小金井市・小平市）の農協と合併し、東京むさし農業協
同組合（JA東京むさし）として現在に至っております。
国分寺市内には、国分寺支店と新町支店の2店舗があり、国分寺支店では金融
の他に地場産野菜等を販売するﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄを併設しております。当JAは
「信頼が心をつなぐJA東京むさし」をｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞに、地域の皆様とともに自然
環境を守り、健康で豊かな農を基にしたまちづくりをめざし、笑顔と感謝の地
域づくりに貢献すべく事業を展開しております。

参加委員の
自己紹介

私は、国分寺生まれの国分寺育ち、平成2年に地元である当時の国分寺市農協
に入職致しました。その後、平成22年に三鷹支店、平成24年には小金井市に
ある本店勤務となりましたが、平成27年には新町支店に、平成30年からは国
分寺支店に配属となり、JAでのｷｬﾘｱの8割以上、人生の9割以上を国分寺市で
過ごしております。
この度、JAの推薦により委員となりました。微力ではございますが、少しで
も皆様のお役に立てるよう努めて参りますので、宜しくお願い致します。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0014

国分寺市東恋ヶ窪4-23-8

TEL 042-324-2116 FAX 042-329-8521

Eメールアドレス

役職名・肩書 指導経済課　課長

ふりがな かとう　けんじ

委員名 加藤　健治

ふりがな とうきょうむさしのうぎょうきょうどうくみあい　こくぶんじしてん

　　個人の市民

東京むさし農業協同組合　国分寺支店　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 54
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 宮寺正宜 平成29年度 宮寺正宜 平成30年度 加藤健治

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　前年の取り組みとして、国分寺市本多にある「わかば公園」で、地場産野菜の出張販売をス
タート致しましたが、ＰＲが不足している事等もあり、利用者は固定化し販売量も増加してい
ない現状があります。
　ただ、遠くまで買い物に出るのが大変な高齢のお客様や常連のお客様には、大変好評を頂い
ております。今後とも、より多くのお客様に利用して頂き、販売が続けられるよう自治会の皆
様とも連携し取り組んで行きたいと思います。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

国分寺支店のｾﾐﾅｰﾙｰﾑ
の利用

国分寺支店にあるｾﾐﾅｰﾙｰﾑでは、一般市民を対象に
した料理教室を始め、様々な催しを行っておりま
す。

特になし。

赤ちゃん・ふらっと
実施

赤ちゃんの授乳・おむつ替え等に、国分寺支店の
施設を開放しています。

農協利用者以外への
周知が足りていな
い。

交通安全の見守り
春と秋の交通安全週間の際、国分寺支店と新町支
店の職員が交代で朝の時間に各店舗近くの交差点
に立って見守りを行っています。

特になし。

国分寺支店の屋上庭
園解放

国分寺支店の屋上にある、国分寺産の植木を植栽
して造った屋上庭園を、年末年始を除く朝9時から
17時まで一般開放しております。

農協利用者以外への
周知が足りていな
い。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

店舗周辺の清掃
毎朝、店舗周辺や店舗の敷地に隣接する歩道等の
清掃を行っています。

特になし。
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国分寺市地域福祉推進協議会

54

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(２)　施策③地域福祉活動団体等への支援

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

取組の
具体的な内容

国分寺市内では、古くより小麦を生産し、各家庭で手打ちしたうどんを食していま
した。現在では、小麦の生産はほとんど行われておりませんが、今でも冠婚葬祭等
ではうどんを食する文化が残っています。
今回、市内小学校のＰＴＡより、食育活動の一環として「手打ちうどんづくり」を
体験させたい。また、実体験を通じて、国分寺の伝統ある食文化の一端を伝えて欲
しい、との要望を受け、ＪＡとして協力したいと思います。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

企画立案 実施準備 実施 課題検討

ふりがな かとう　けんじ

委員名 加藤　健治

取組 地域の伝統食である「手打ちうどんづくり」を通じて、小学生の食育活動に協力す
る。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

東京むさし農業協同組合　国分寺支店　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな とうきょうむさしのうぎょうきょうどうくみあい　こくぶんじしてん
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）

ふりがな 　　とくていひえいりかつどうほうじん　あおぞら

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 55
団体紹介・参加委員自己紹介シート

　　個人の市民

　特定非営利活動法人　あおぞら　　団体

（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 　理事長（代表理事）

ふりがな 　　はら　　　としお

委員名 　原　　俊　男

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒１８５－００２２

　東京都国分寺市東元町二丁目5番17号

TEL 042-326-8550 FAX 　　同　　左

Eメールアドレス npo-aozora@jcom.home.ne.jp

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

団体の概要

　〇　設立：平成17年5月28日　　　    〇　法人格取得：平成17年10月15日
　〇　事業開始：平成18年4月1日　　 　　　 　　〇　年間利用者数：34，946人(29 年度)
（事業内容）
国分寺市が建設した高齢者複合施設｢生きがいセンターさわやかー“さわやかプラザもと
まち”ー｣の管理・運営を,地域市民によって設立した｢ＮＰＯ法人あおぞら｣が指定管理者
として受託している。具体的な事業内容は、次の通り。
（１）施設・設備管理事業
（２）介護予防を踏まえた生きがい・健康事業
（３）異世代交流事業
（４）喫茶・軽食事業
上記事業をボランティアスタッフの参加を得て、年間353日間展開している。

参加委員の
自己紹介

〇　平成15年3月、63歳にて現役を引退す。
〇　平成15年9月、｢東元町高齢者施設建設促進連絡会｣に入会す。
〇　平成26年5月、｢ＮＰＯ法人あおぞら｣理事・理事長に選任さる。
〇　平成27年5月、｢ＮＰＯ法人あおぞら｣設立10周年記念事業を施行す。
〇　その他加入団体：｢もとまち地域会議｣、｢蛍よもう一度の会｣、｢もとまち里山
クラブ」、｢元町親交会(自治会)｣、小・中・高・大学同窓会活動など。

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的とし

作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用します

ので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ等で

公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公開」欄

のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体にて既に取り組んでいる主な活動・事業

２．｢もとまち地域会議｣

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

１．｢NPO法人あおぞら｣
（１）地域生きがい交流事
業
（２）地域共催事業

「さわやかシニア体操」「あおぞら筋トレ」「ジャズコ
ンサート」「カラオケで楽しもう」「うたごえサークル
さわやか」「何か作って食べたいね」「健康マージャ
ン」のほか，毎月約30の活動・イベントを展開してい
ます。　共催事業としては，夏まつり，ふれあいまつり
などを開催しています。

　100回を超える企画
も多々あり、マンネリ
化を排し、清新な企画
を展開しなければなり
ません。

　　個人の市民

（３）重点課題

①住民主導型介護予防の取組み
介護予防推進支援事業の一環として東京都、国分寺市が
“10の筋力トレーニング”として採用したので、｢当法
人｣としては先陣を切って普及、拡大に努めてまいりま
した（あおぞら筋トレ）。5月1日現在参加者数140
名、7コース
②「一般介護予防事業」のサ-ビスBへの参入は見送りま
すが、進出事業者さんへの支援・協力（「当法人」が展
開している諸活動・イベントの活用など）については、
検討の余地があるのでは。
③安否確認のシステム化推進（再度取組む）
｢当法人｣としては、独居高齢者(含老ー老2人世帯)に対
する安否確認のシステム化について過去に2回のトライ
アルを試みてきたが、市の検討対象からは外されてい
る。2025年問題を控え、人的対応の見守り型での対応
は限界ではなかろうか。。中長期的施策としてシステム
化を検討すべく、行政に働きかけて行きます。

①一巡した感もありま
すが、底辺拡大に更に
努めます。
②「当法人」が実施し
ている活動・イベント
を組み込めることが可
能か否か検討の余地が
あるのではなかろう
か。
③初期投資がややかか
るが、複数自治体での
共用化、金融機関や情
報通信企業・システム
企業等を巻込んだ検討
体制が必要となりま
す。

　平成18年、東西元町、南町地域の情報交換会として
スタートした。一小、同ＰＴＡ、二中、公民館、図書
館、児童館、保育園、自治会、ＮＰＯ法人、市民活動団
体等が参加しています。ファミリー運動会は12回目を
迎え、各種シンポジュウム(私のふるさと国分寺、震災
に学ぶ、自分のための防災等々）を開催しています。

３．蛍よもう一度の会

　平成13年、野川、国分寺崖線の環境保全を目的に設
立。ゲンジ、ヘイケ両ホタルを会員たちが生育してい
る。昨年まで、姿見の池ホタルの夕べに参加していまし
た。四小ビオトープでのホタル生育は、成功、失敗を繰
り返しながら本年で6年目になるなど，ホタル再生に取
組んでいます。

４．もとまち里山クラブ

　平成16年、もとまち公民館事業を引継いでスター
ト。国分寺崖線の保全を目的に東元町3丁目の里山にて
週二回、落葉掻き、草刈り、堆肥づくり、間伐、椎茸栽
培、農作物栽培等の活動をしていますが、親子かぶと虫
めっけ！一小一年生里山体験教室なども開催していま
す。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

１．｢当法人｣正会員の増強。入会金：3､000円、年会費：2､000円
２．次世代ボランティアスタッフの参加、リーダー・役員などの後継者育成。
３．前項１－（４）－③安否確認のシステム化については、テーマが過大なため、29年度は重要課題から外
しましたが、トライアルまで実施した「当法人」としては、再度取組むべきと考え取上げました。

原　俊男

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

年度 委員名 年度 委員名 年度 委員名

平成28年度 原　俊男 平成29年度 原　俊男 平成30年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

55

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標３  施策の柱（２）　施策②地域での見守り体制の充実

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

学習会 学習会

学習会

取組の
具体的な内容

● 28年度に自主的な活動目標テーマに採り上げたテーマであり、評価段階で活動
目標としては馴染まないとしたテーマでもある。●　今年度、敢えて採り上げるこ
とにしたのは、2025年問題(団塊の世代が全て後期となる)を鑑みるに、現在推進
中の“見守り型”の対応だけでは、どうしても乗り切れないのではなかろうかと考
えるからである。●　確かにボランティアや民生・児童委員の方々、配達・配送業
務に携わる組織の方々など地域住民の絆や連携を強化することは安否確認の最重要
な手立ての一つではあるが、急増する高齢者への対応としては、追い付かないので
はないか。●　当法人では、25年、26～27年と2回に亘り、NTT回線を利用する
安否確認システムにトライアルした。●　25年は、市主導のトライアルであった
が、直前に中止となった。●　26～27年は、市の要請を受け「国分寺市健康福祉
サービス協会」との共同トライアルであった。種々のデータを集積することが出
来、集約結果は市にも報告したが、サーバー設置など、初期投資が高額になるなど
の問題が明らかになり、検討は中断中である。
● 複数自治体の共同事業化や地域金融機関など企業や個人の出資を仰ぐなど方策
についての学習会を開催する。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな はら としお

委員名 原 俊　男

取組
独居高齢者(含日中独居)に対する“安否確認のシステム化”学習会の開催

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

特定活動非営利法人　あおぞら　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん　あおぞら
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 56
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな えぬぴーおーほうじん　かいごさぽーたーずこくぶんじ

　　個人の市民

ＮＰＯ法人　介護サポーターズ国分寺　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 くらしネット事業の会計担当・理事候補

ふりがな みやた　けんいち

委員名 宮田　謙一

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

ＮＰＯ法人介護サポーターズ国分寺は，介護支援を必要としている地域の人及
びその家族のための生活支援活動を中心に，講演会開催等による高齢期の生き
方等の啓蒙活動を実施するとともに，国分寺まつり等に参加，地域の助け合
い・支え合いの輪を広げ，安心安全にくらせる地域づくり貢献を目指し，日々
活動しています。

参加委員の
自己紹介

私は，介護サポーターズ国分寺にて，くらしネット事業の会計担当を務めると
ともに，支援活動実務も都度行っています。
趣味は，頭と体を動かすこと。生涯学習を細々とでも継続し，いつまでも“動
ける人”であり続けたいを活動しています。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

介護支援を必要とし
ている地域の人及び
家族のための生活支
援

「くらしネット」活動により要支援者が必要とし
ている家事・散歩のサポート・デイサービス通所
サポート・雪かき・草取りなどの支援

支援者確保

介護支援または生活
支援に関わる事業

高齢期の生き方等講演会の開催
より多くの人の参加
のためのＰＲ

介護と介護予防の活
動を通じての地域づ
くり

・国分寺まつり参加　多くの人との交流活動
・通信誌発行　３回/年
・市民活動フェスティバル参加　支え合いの仕組
み紹介

特になし

介護および介護予防
あるいは終末期に関
する資料販売

エンディングノート「もしものときの私のお願
い」の販売及び書き方講習会の実施

ＰＲ方法

成年後見に関わる事
業

啓発セミナーの実施 ＰＲ方法

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

同様な活動を実施している団体等とのネットワーク，情報交換の場づくり，団体同士の連携づ
くり。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 木田　マサ子 平成29年度 寺内　芳樹 平成30年度 宮田　謙一

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

56

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標２  施策の柱（１）　施策②地域に密着したサービスの展開

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

講座実施

10月 11月 12月 1月 2月 3月

国分寺まつり
講座実施

講座実施 講座実施

取組の
具体的な内容

気軽に講座，イベントに参加してもらい，交流することでより広く支援要請を発見
する。又支援できる人も発見する（要望の発見，同士の発見）。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

講座実施

ふりがな みやた　けんいち

委員名 宮田　謙一

取組
実施する講座及びイベント等に於ける「お困りごと」相談会実施

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

ＮＰＯ法人介護サポーターズ国分寺　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな えぬぴーおーほうじん　かいごさぽーたーずこくぶんじ
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 57
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん　けんこうすまいる

　　個人の市民

特定非営利活動法人　健康スマイル　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 ＮＰＯ法人理事　医療生活協同組合常任理事

ふりがな わかつき　てるみ

委員名 若月　照美

042-324-1922 FAX 042-324-3883

Eメールアドレス honbu@santama-iryou.com

団体の概要

地域住民の日常的な健康づくり，生きがいづくりを運動教室や文化芸術教室を
通して行っている。
リーダーや世話人が中心となり地域住民が高齢となっても自立し安心して暮ら
せる街づくりを目指し，相互に協力し，交流・活動する機会や場所の運営を行
う。

参加委員の
自己紹介

体育大学卒業後，社会体育の専門学校にて講師を勤める。
15年程前より地元国分寺にて健康体操の指導・国分寺市老人会での「いきい
き体操」・介護予防教室などでの指導にあたる。
７月よりデイサービス「きずな」の管理者となる予定。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0012

国分寺市本町４－１２－１４

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 29 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

歌声ひろば
ふきのとう

年に２～３回　音楽指導者のリードで懐かしい日
本の歌を中心に約２時間皆さんと楽しく歌いま
す。他市からの参加もあり。

歌集づくりが課題

書道教室
月2回第２・４金曜日　行われている。会の名を
「墨遊会」とし，ぶんぶんウォークでは展示発表
を行っている。

多少高齢化が進んで
いる

健康体操教室
火・土曜日と月４回　筋トレやストレッチ・有酸
素運動など総合的な体操を行っている。最高齢
は，92歳。長い方は20年以上続けている。

高齢者が多いので安
全面に配慮

ホリデーウォーキン
グ

毎月1回，日曜日の午前に近隣の名所へウォーキン
グ。お正月恒例の七福神めぐりから始まり，春は
桜，秋にはコスモスと名所をめぐります。

場所選びに苦労あり

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

一番感じていることは，福祉に関して知らない高齢者が沢山います。受けるべきサービスも知
らず。お手紙だけでの通知では，１人暮らしの高齢者には伝わらない。行政や地域でのサポー
トが必要では？

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 若月　照美 平成30年度 若月　照美

年度 委員名 年度 委員名 年度

210



国分寺市地域福祉推進協議会

57

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

定期的に開催
ぶんぶんウォー

ク参加 歌声ひろば 講師事務局会議

健康講座

取組の
具体的な内容

定期的に外出することにより自分の居場所を見つけて生きがいや楽しみを感じ，お
互いに気遣える場所づくりとして，運動や文化芸術など教室を主宰する。また食事
会を開催することで，フレイルや食欲減退による体力の低下の防止にもつなげてい
る。
昨年は，外国人講師による英語・スペイン語の講座も始まり国際交流の輪も広がっ
た。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

定期的に開催
スペイン語ス

タート 歌声ひろば

ふりがな わかつき　てるみ

委員名 若月　照美

取組 健康体操，文化的サークルなどにより，人との繋がりを深められるよう，地域特に
高齢者に対する呼びかけを積極的に行いたい。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

特定非営利活動法人　健康スマイル　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん　けんこうすまいる
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

設立：2002年6月ワーカーズ・コレクティブ健康体操指導ワーカーズ設立
2006年2月特定非営利活動法人格取得
会員：21名　本部国分寺　支部青梅・武蔵村山　賛助団体２・個人５２４名
事業：１）健康づくり体操指導(高齢者の自立生活体操・健康体操・親子体
操）2008年～2011年の３年間　提案型協働事業「身体活動を習慣化させる
介護予防体操教室」を実施　２）体操に関する研究開発　３）指導者養成
４）自主グループづくりの支援(49クラブ・634名）
目的：誰もが健康寿命を延ばし、社会の一員として自立して生き続けられるた
めに、歩いて行ける所に自主グループをつくり、地域を担う人達を増やす支援
をする。

参加委員の
自己紹介

国分寺市在住17年。2007年5月～2010年3月年国分寺市社会福祉協議会生
きがいディホーム職員として在籍中、2008年８月健康体操指導ワーカーズ開
催の「自立生活体操公認指導員養成講座」を受講、資格を修得する。両親の介
護経験から身体を動かすこと、最期まで自立した生活を送ることの重要性を感
じ、元気な高齢者を増やす「自立生活体操」に賛同し2008年8月自立生活体
操指導員として活動を始める。2017.年10月健康運動実践指導者取得。
2018年4月健康運動指導士取得。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒１８５－０００３

東京都国分寺市戸倉４－１０－５２

TEL 042-329-1227 FAX 同

Eメールアドレス taisou.w@jcom.home.ne.jp http://taisou-w.com

役職名・肩書 副理事長

ふりがな こんどうともみ

委員名 近藤智美

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじんけんこうたいそうしどう

　　個人の市民

特定非営利活動法人 健康体操指導ワーカーズ　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 58
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 小川葉子 平成29年度 小川葉子 平成30年度 近藤智美

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

各団体で地域福祉にご尽力している方の高齢化も進んでいると感じています。これからも体力
維持をし活動していただけるよう、健康づくりの体操の機会をともに持ちたいと考えます。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

自主グループづくり
の支援事業

自分らしく社会の一員として自立していきる喜び
を手にして頂けるよう、自主クラブの支援をして
います。寄附活動や全体の自立生活体操をひろめ
る会の総会から自主性が高まり、他の方や他のク
ラブのことも考えられるようになりつつありま
す。体操と食の「おげんきクラブ」も運営。

公共施設は週１回確
保が困難。会場シス
テム予約化で更に困
難。公会堂や団地集
会場は使用料が高く
市の支援を要望。

目標を達成するため
の事業

「災害時における被災者の運動支援に関する協
定」締結。宿泊訓練や防災学校でエコノミークラ
ス症候群の講話と運動指導。「災害時運動支援研
究会」設立、福祉センター利用者協議会各セン
ター役員を担う。

健康づくり体操に関
する研究開発事業

体力や年齢に応じた健康維持増進のための体操・
習慣化できる正しく楽しい体操・認知症予防の総
合体操(有酸素運動・筋トレ・ストレッチ）・安全
なラジオ体操・避難所で行うエコノミークラス症
候群予防体操・エクササイズウォーキング・施設
で行う自立生活体操・健康づくりノート開発

認知症は予防でき
る。なるべく早く運
動する習慣(有酸素運
動を含む総合体操)が
効果的であることが
知られていない。

指導者養成事業

運動を習慣化させるには近くに体操の場があり、
効果のある体操を楽しくリードしてくれる方がい
て、参加すればあっという間に必要な運動ができ
てしまう。リードする方を「自立生活体操公認指
導員養成講座」で養成。受講者490名　公認指導
員282名誕生(研究会・登録更新）全国で活躍

行政の縦割り、乱立
する資格に対し、健
康づくりの国家資格
が必要

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

健康づくり体操指導
事業

高齢者の自立生活体操 (39自主クラブ・524名)
中高年の健康体操(10自主クラブ・100名）　子
育て支援の親子体操(1自主クラブ・6組12名）
サービス付き高齢者住宅(2ヶ所・20名）　包括支
援センター3ヶ所（6回120名)　講座(6回120
名）　寄附を募って個人宅での出張指導（2か所）

10年継続者67名９
０歳以上１0名・80
歳以上199名。体力
に合った体操クラブ
へ移籍して体力維持
をする
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国分寺市地域福祉推進協議会

58

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

②福祉センター開
催チラシ配布で募
集

③デポー国分寺

市報掲載・チラ
シ配布で募集

取組の
具体的な内容

目的：健康づくりの体操で身体を動かすこと、食べること(栄養摂取)が、体をつく
る大切さを伝え、健康寿命を延ばし元気な高齢者を増やす。
対象：一人暮らし、日中ひとりで昼食を食べる高齢者の方・体操指導先クラブ会員
内容：体操45分・昼食（お弁当）45分・地域交流と情報交換
場所：北の原地域センター・福祉センター・デポー国分寺集会室　３か所
費用：体操指導費用（健康体操指導ワーカーズ寄附より負担）お弁当代（一般参加者
一部負担・会員自己負担）
広報：市報・チラシまき・友人を誘う
体操は始めたいが一人ではなかなか一歩を踏み出せない高齢の方がたくさんいらっ
しゃいます。皆でおしゃべりをしながら、話を聞きながら楽しい食事をし、外に出
ること、身体を動かす体操の楽しさに気づくきっかけとします。引き続き市内29ク
ラブ活動している自立生活体操クラブで健康づくりをする方を増やします。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

市報掲載・チラ
シ配布で募集

①北の原地域
センター開催

ふりがな こんどうともみ

委員名 近藤智美

取組
体操と楽しい食事の「おげんきクラブ」を開催

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

特定非営利活動法人 健康体操指導ワーカーズ　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじんけんこうたいそうしどう
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 59
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな とくてひえいりかつどうほうじん　こくぶんじしてをつなぐおやのかい

　　個人の市民

特定非営利活動法人　国分寺市手をつなぐ親の会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 副理事長

ふりがな あべ　　ゆみ

委員名 阿部　由美

042-325-9110 FAX 042-325-9110

Eメールアドレス

団体の概要

　国分寺市に住む、主に知的障害のある子どもの親たちが昭和３９年に創設し
ました。創設当時は、現在のような制度や福祉サービスもなく、我が子のため
に様々な苦労や困難に遭いながらも活動を続けてきました。
　子どもの障害についての疑問や不安に立ち向かうには、同じような経験をし
た者同士、語り合い、情報交換することが精神的にも助けになります。子ども
たちを取り巻く社会と積極的に関わりあい、子ども自身が社会の一員として生
きていくことができる基盤作りをするために、親たちが協力し活動していま
す。

参加委員の
自己紹介

　私は国分寺市手をつなぐ親の会の副理事長をしております。子どもが３歳の
時に親の会に入会しました。子どもの障害がわかったときには大変ショックを
受けましたが、先輩のお母さまのお話や仲間とのやり取りで励まされてきまし
た。
　その後障害のある方の相談を受ける仕事をし、障害や難病があり、生きづら
さを抱えながらも懸命に生きておられる方々に接し、仕事を通じても励まされ
てきました。現在は退職し、障害者団体の活動のほか、「NPO法人成年後見
ウィル」の役員として成年後見制度に関わる活動をしています。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連

絡

先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0003

国分寺市戸倉１－８－４３－１０８

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」ことを目的と

し作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情報として使用し

ますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行政資料室），ホームページ

等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望しない場合は下の「連絡先の非公

開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体にて既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課題

に感じていること

会員相互の交流

・子どもの年齢に応じて「成人部」「学齢部」に
分かれての部会活動
・会員の悩みや不安に応えるため、テーマ別や地
域グループ別の懇談の場を作る。
・平日日中に活動できない会員のための「ナイト
ミーティング」の開催
・成人を祝う会の開催　　等

会員の中に就業してい
る人が増え、インター
ネットを通じて様々な
情報が得られることも
あり、若い会員が減少
し、会員の高齢化が進
んでいる。

会員と市民に対する
普及啓発活動

・知的障害に関する講演会の開催
・親の会たよりを毎月発行
・会のブログの作成

活動の範囲が会員に限
られており、市民に知
的障害について理解を
進める活動が行えてい
ない。

知的障害に関する調
査提言活動

・市長あてに予算要望書の作成
・移動支援（ガイドヘルプ）等について、事業所
と連携して制度改革を提言していく。

実効性のある提言を行
うためには、サービス
を提供している事業所
との連携が必要だが、
十分に行えていない。

知的障害者の余暇活
動支援

・知的障害者の余暇を支援するために、スポー
ツ、調理、音楽等趣味講座を主催（アラジン）
・知的障害者の余暇を支援するため、スポーツ、
水泳、調理、外出などを主催（まあぶ）

公的な制度がないため
に、教育委員会や財団
からの補助金を受けて
いるが安定した運営が
できない。自己負担が
あるために参加できな
い会員がいる。

児童福祉法に基づく
放課後等デイサービ
ス事業

放課後等デイサービス「たけのこ」を運営し、近
隣の学校や公共施設を利用し、水泳、創作、ス
ポーツ、調理、音楽、社会体験などを主催。

事業の利用者の中で親
の会の会員は少数で、
運営を担っている会員
の負担が大きい。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

①課題として感じていること
・知的障害についての理解が進まないこと
・知的障害のある人に関わりたいと思っている方とうまく連携できない。何がわからず踏み出
せないのかがわからない。
②他団体と取り組みたいこと
・民生委員さんや地域包括支援センターと地区ごとに交流会や懇談会を開催したい。
・知的障害に関する研修等の講師として出向く。
・運営事業へ見学者の受け入れ、市民の理解を進めていく。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成27年度
平成28年度

阿部　由美 平成29年度 阿部　由美 平成30年度 阿部由美

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

59

期末時使用

達成度

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(２)　施策①地域住民の交流促進

→

10月 11月 12月 1月 2月

取組の
具体的な内容

　今年度から地域包括支援センターの地域割に合わせて、地区会のグループ編成を変
更した。昨年度は2地区の地域包括支援センターの訪問を行ったが、今年度は残りの4
地域の地域包括支援センターに地区会ごとに訪問する。そしてセンターの機能や地域
ごとの実情を知るとともに、介護保険関連の事業所の職員に知的障害のある人の家族
の抱える問題や不安を伝えていく。また地域住民との交流の機会を模索していく。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

3月

理事会にて活動内
容についての承認

を得る

地区会の代表
に趣旨説明を

する

希望のあった
グループと計

画する
懇談会を開催

ふりがな あべ　　　ゆみ

委員名 阿部　由美

取組
成人部の地区会で地域住民との交流の機会を作る

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

特定非営利活動法人　国分寺市手をつなぐ親の会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな とくてひえいりかつどうほうじん こくぶんじしてをつなぐおやのかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

特定非営利活動法人ワーカーズコープは、①働く人々、市民がみんなで出資を
し、民主的に経営し、責任を分かち合って、人と地域に役立つ仕事を起こす協
同組合です。②子育て、高齢者、障がい者、就労支援、清掃など、地域に関わ
る仕事を中心に手掛けています。③私たちは、雇う・雇われるの関係で管理さ
れる働き方ではなく「協同労働」という働き方を大切にしています。常勤者も
非常勤者も出資して組合員となり、全員が同じ一人一票の決定権を持って事業
の運営に主体的に責任を負い参加しています。国分寺市で指定管理者として学
童保育所7施設・児童館2施設、国分寺市立福祉センター、児童デイ、昨年度
から民設民営の学童保育所を運営しています。

参加委員の
自己紹介

国分寺市立第二小学校地域の国分寺市立第二光町学童保育所で、一年半勤め
て、ひかり児童館館長を務めて7年目になります。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒１８５－００３４

国分寺市光町３－13-19

TEL 042-576-2581 FAX 042-576-2581

Eメールアドレス hikarijidoukan@roukyou.gr.jp

役職名・肩書 館長

ふりがな ひらお　じゅんこ

委員名 平尾　純子

ふりがな とくてひえいりかつどうほうじん　わーかーずこーぷ　ひかりじどうかん

　　個人の市民

特定非営利活動法人ワーカーズコープ　ひかり児童館　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 60
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 28 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平尾純子 平成29年度 平尾純子 平成30年度 平尾純子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

地域懇談会

年に数回、ひかり児童館にて、地域の方を招い
て、児童館の様子をお伝えしたり、わいわいまつ
りのご協力お願いの懇談会をおこなっています。
子どもたちを地域のネットワークで見守るための
大切な機会です。子どもたちにも意見を聞いてい
ます。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

ひかりごはんフェ
ス・ゆうごはんフェ
ス

健全な食生活をテーマに、児童館の活動と地域の
皆さんとのつながりを大切にする活動です。野菜
はこくベジを使い、地域の農家さんにご協力いた
だいています。また、一緒にお手伝いをしてくれ
る地域のかた・子どもたちを募集しています。
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国分寺市地域福祉推進協議会

60

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

ひかりごはん
フェス

ひかりごはん
フェス

ひかりごはん
フェス

取組の
具体的な内容

ひかりごはんフェス、ひかりゆうごはんフェスに加えていちごつみ、野菜の収穫、
ひまわり迷路などこくベジの農家さんの協力で実施する予定。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

いちごつみ
ひかりごはん

フェス
ひかりゆうご
はんフェス

ひかりゆうご
はんフェス

ふりがな ひらお　　じゅんこ

委員名 平尾　純子

取組
ひかりごはんフェス

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

特定非営利活動法人ワーカーズコープ　ひかり児童館　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじん　わーかーずこーぷ　ひかりじどうかん
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

国分寺市で指定管理者として更新が通り６年目を迎えております。地域の子ど
もたちの居場所，乳幼児親子の居場所として少しでも地域に貢献したいと考え
ております。過去の職員の方たちが築いた地域の方たちとの信頼関係を大切に
しながら，指定管理者としての特色を出しながら，行事などを進めていこうと
考えております。
　また特定非営利活動法人ワーカーズコープは、①働く人々、市民がみんなで
出資し、民主的に経営し、責任を分かち合って、人と地域に役立つ仕事をおこ
す協同組合です。②子育て、高齢者、障がい者、就労支援、清掃など、地域に
関わる仕事を中心に手掛けています。③私たちは、雇う・雇われるの関係で管
理される働き方ではなく「協同労働」という働き方を大切にしています。常勤
者も非常勤者も出資して組合員となり、全員が同じひとり一票の決定権を持っ
て事業の運営に主体的に責任を負い参加しています。

参加委員の
自己紹介

国分寺市立第一小学校地域の国分寺市立もとまち児童館が指定管理施設となっ
た年度から常勤職員として務め，平成30年１月から現場責任者を務めており
ます。利用者，地域の方，ボランティアの方，そして一緒に働く仲間とのつな
がりを大切にしながら日々の業務を行なっております。趣味はバレーボール
で，体を動かす事はもちろん，バレーボールを通して，そこに集まる色々な世
代の仲間と関わる事が何よりの楽しみです。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0022

東京都国分寺市東元町２ー５ー19

TEL 042-359-1488 FAX 042-359-1488

Eメールアドレス motomati-j@roukyou.gr.jp

役職名・肩書 館長

ふりがな しげみず　はづき

委員名 重水　はづき

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじんわーかーずこーぷ　　　　　もとまちじどうかん

　　個人の市民
特定非営利活動法人ワーカーズコープ　もとまち児童
館

　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 61
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 浅見啓太 平成29年度 浅見啓太(12月まで) 平成30年度 重水はづき

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

・協議会委員・団体の方、さまざまな人たちの考えに接することで、関係性や児童館としての
可能性を広げることができるようになればと考えております。
・国分寺市地域福祉推進協議会に参加する機会を得られたことで，協議会委員・団体の方と一
緒に国分寺市の多様な地域活動に取り組んでいければと考えております。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

ふれあいまつり

もとまち地域で実施されるお祭りで，「さわやかプラ
ザ」様，もとまち公民館との共催で実施させて頂いてい
る秋のお祭りです。２日間に渡り，子どものお店や，乳
幼児向けの行事，ゲームコーナー，飲食コーナー等を設
け，子どもだけではなく，様々な世代の方たちに楽しん
でもらえるように工夫をしております。

さわやか夏まつり同様，毎年
行っている行事で，お祭り全
体に関する課題は少ないと考
えております。こちらも児童
館の各コーナーの創意工夫を
続けていこうと考えておりま
す。

もとまち
ファミリーDAY

開催月ごとに乳幼児親子対象のメインイベントを１つ設
け、イベント終了後食事の提供を通じて子どもたちや地
域の住民とコミュニケーションを図っています。地域の
農家さんや社会福祉法人様にご協力頂き、参加した子ど
もたちには無料の食事を提供させて頂いております。

昨年度から始めた活動で
少しずつ地域の方たちに
浸透しているのが参加者
の様子からうかがえま
す。地域とつながるよう
な活動展開と広報活動の
強化が今後も課題だと考
えております。

よちよちの「わ」

１歳から２歳になる子どもとその保護者を対象とした親
子の交流の場です。はいはいの「わ」同様に地域の方た
ちからのニーズがあり，２年前からスタートしました。
はいはいの「わ」よりもダイナミックな遊びを多く取り
入れています。

継続してきたことで少
しずつ地域に根付いて
きていると感じていま
す。発達に応じた活動
展開が引き続き今後の
課題だと考えておりま
す。

さわやか夏まつり

近隣の施設「さわやかプラザ」様との共催で実施させて
頂いている夏祭りです。児童館からは風車作り，ぷよぷ
よすくい，スマートボール等を行っています。地域の方
たちが作って下さった子ども神輿をお祭りの最中に担
ぎ，両施設を練り歩くなど，地域のお祭りならではの催
しもさせて頂いております。

毎年行っている行事なので，
お祭り全体に関わる課題は少
ないと考えております。児童
館として各コーナーのマンネ
リ化がしないよう創意工夫を
続けていこうと考えておりま
す。

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

はいはいの「わ」

０歳から１歳になる子どもとその保護者を対象とした親
子の交流の場です。地域の方たちからのニーズがあり，
もとまち児童館独自の行事です。子どもたちの発達段階
に合わせた体操や遊びを多く取り入れ，親子でのふれあ
い，保護者同士が繋がるきっかけとなれるよう意識しな
がら活動を行っております。

継続してきたことで少
しずつ地域に根付いて
きていると感じていま
す。発達に応じた活動
展開が引き続き今後の
課題だと考えておりま
す。
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国分寺市地域福祉推進協議会

61

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

もとまちファミ
リー

DAY開催

10月 11月 12月 1月 2月 3月

もとまちファミ
リー

DAY開催

もとまちファミ
リー

DAY開催

もとまちファミ
リー

DAY開催

取組の
具体的な内容

・開催月ごとに乳幼児親子対象のメインイベントを１つ設け、イベント終了後
　食事の提供を通じて子どもたちや地域の住民とコミュニケーションを図る。

・地域にある「食」を通して児童館の活動と地域の皆様が繋がれる場を作る。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

もとまちファミ
リー

DAY開催

ふりがな しげみず　　はづき

委員名 重水　はづき

取組
もとまちファミリーDAYの実施

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

特定非営利活動法人ワーカーズコープ　もとまち児童館　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな とくていひえいりかつどうほうじんわーかーずこーぷ　もとまちじどうかん
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 内藤地域センター

団体の概要

内藤自治会は会員数950人余りの自治会です。
本部役員36人と87人の組長で活動しています。
新入学児童・敬老者へのお祝，夏の盆踊り大会，秋の親睦バス旅行等のイベン
トや防犯灯の新設，修理，防災会への参加，交通安全対策に取り組んでいま
す。
今年度はＬＥＤ街灯の新設交換に意欲を示しています。

参加委員の
自己紹介

私は内藤自治会にて総務部長を務めています。
子育てが終わり「これからは地域と携わっていきたい」と思い，各行事に参加
し，組長を経験し役員会の総務を担当しています。
毎日の五小区域の児童の見守り，内藤地域センター図書委員としてボランティ
ア活動しています。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 総務部長

ふりがな のたけ　なおえ

委員名 野武　直江

ふりがな ないとう　じちかい

　　個人の市民

内藤自治会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 62
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 29 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 武藤　稔江 平成30年度 野武　直江

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

・新築して新たに越されてきた方への自治会加入へのお誘い。
・道路にはみ出している樹木や”ゴミ”と思われる物で家の周りを埋めつくしている家の近所
の方からの苦情の相談。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

防災訓練
「特別養護老人ホーム　うれしのの里」と提携
（防災訓練を年に４回行っています。）

多くの会員の参加を
希望

　
（上記は私個人の意見です。今年度役員会での話
し合いが行われておりません。）

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

児童の見守り
五小児童の登校時の見守りをしています。
交通安全，防犯の活動をしています。

通学路の防犯カメ
ラ・防犯灯の増設を
希望
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国分寺市地域福祉推進協議会

62

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

取組の
具体的な内容

・役員会での話し合いが行われていないので。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな のたけ　なおえ

委員名 野武　直江

取組
未定

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

内藤自治会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな ないとう　じちかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（ 市を駅で3分割した東部

参加委員の
自己紹介

国分寺で3人の子育てをしながら、当会のメンバーとして子どもの遊び場活
動に関わってきました。今は主に子育て支援の分野で、親も子も地域でのび
のびいきいき暮らせるよう、相談を受けたり、支援サービスの紹介をしたり
しています。

連絡先の非公開 オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0021

国分寺市南町３－９－２５　都営住宅１Ｆ

TEL

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

事務局を通じての連絡
(連絡先の記入不要)

団体の概要

「子どもたちにたっぷりとゆたかな遊びを」をビジョンに掲げ、市内さまざ
まな場所に遊び場を作り続けている。そして、そこを子どもたちのための居
場所となるように維持していくように努力している。
今現在、市内１３か所の公園等に遊びの拠点を作り、活動している。
①西元町：国分寺市プレイステーション　②南町：東部地区拠点親子ひろば
「ＢＯＵＫＥＮたまご」　③北町：北町公園青空ひろば　④本多：本多わか
ば公園青空ひろば　⑤日吉町：こばと公園青空ひろば　⑥日吉町：なかよし
公園青空ひろば　⑦東恋ヶ窪：けやき公園青空ひろば　⑧東戸倉：窪東公園
青空ひろば　⑨並木町：並木町公園青空ひろば　⑩光町：もみじ公園青空ひ
ろば　⑪西恋ヶ窪：若松公園青空ひろば　⑫武蔵国分寺公園あそブンブン
⑬泉町：あそブンの森

042-312-0414 FAX 042-312-0414

Eメールアドレス tamago@boukenasobibanokai.or.jp

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 63
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな にんていとくていひえいりかつどうほうじん　ぼうけんあそびばのかい

　　個人の市民

認定特定非営利活動法人　冒険遊び場の会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 カウンセラー・子育て応援パートナー

ふりがな はばら　たかこ

委員名 葉原たか子

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 武藤陽子 平成29年度 武藤陽子 平成30年度 葉原たか子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことな
ど

さまざまな不安や問題をかかえながらも、人と関わるのが苦手だったりして、親子ひろばに
来ていない（来られない）親子がいる。そんな親子が家にとじこもらず、居心地よく過ごせ
る場所をつくっていきたい。親子でゆっくり食事ができるお店や、親子で何か楽しいことが
できる場（ものづくりでも体操でも）。発想が支援者という立場にとらわれてしまうので、
他の委員の方の全く違った視点からのヒントをいただき、一緒にできることを模索していき
たい。知恵と力を貸していただきたい。
親子だけを囲いこむのではなく、いろいろな人が交じり合う場　地域に開かれた「ひろば」
をめざしたい。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

地域の方たちと一緒
にする活動が少ない

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

東部地区拠点親子ひ
ろば「ＢＯＵＫＥＮ
たまご」

乳幼児をもつ親が気軽に立ち寄れる場をつくろう
と、平成１６年に開設した親子ひろば。自主的な
運営を行ってきたが、平成２８年４月からは、市
の委託を受け東部地区拠点親子ひろばとして運営
している。子育て応援パートナーをおき、子育て
情報・地域情報を必要とする人に使いやすい形で
提供している。

地域の方々に今の子
育て事情を知っても
らい、地域の子育て
力をあげていくとい
う活動が難しい。
（発信の場が少な
い）
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国分寺市地域福祉推進協議会

63

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

バザー

10月 11月 12月 1月 2月 3月

親子ひろば週間ぶんぶんうぉーく

町会のおまつり

取組の
具体的な内容

親子と会のスタッフだけの「とざされた親子ひろば」ではなく、さまざまな
人がかかわって支えてくれるひろばを目指す。たとえば読み聞かせや手遊
び、ミニ講座などを地域の方にお願いする。逆に親子やひろばスタッフが地
域に出て行く。（たとえば、地域のおまつりに参加する。）
親子の居場所になるような地域の資源をみつける。親子が利用しやすいよう
に地域の方と一緒に工夫をする。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

バザー 南町盆踊り大会

ふりがな はばら　たかこ

委員名 葉原たか子

取組 地域とつながる親子ひろば
地域に親子ひろば以外の親子の居場所をさがす※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

認定特定非営利活動法人　冒険遊び場の会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな にんていとくていひえいりかつどうほうじん　ぼうけんあそびばのかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

成人の発達障害者を持つ親の会。
２００７年に、障害者センターのスタッフが、相談などでセンターを利用して
いる保護者に声をかけてくださり発足しました。子育てに悩み、長年孤立して
いた親同士が共感を持って語り合う場として機能してきました。近年、障害の
認知・支援が進むに従い、情報交換や、障害特性を学びつつ理解を広めるため
の発信も始めています。
会員は現在、高校生から４０代の子を持つ２５名。障害者センターにて定期的
に活動。成人の親の会自体が少ないため、市外からの参加者も多くいます。

参加委員の
自己紹介

２００７年の立ち上げからの「なのはな会」会員です。
国分寺市在住２８年になります。
現在市内の学童保育所に勤務しています。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 会員

ふりがな ごとう　みきこ

委員名 後藤　美喜子

ふりがな はったつしょうがいしゃのおやのかい　なのはなかい

　　個人の市民

「発達障害者の親」の会－なのはな会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 64
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成2７年度
平成28年度

横坂かおる 平成29年度 河﨑喜代 平成30年度 後藤美喜子

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

地域には診断されないまま孤立したり、生きづらさを感じている発達障害者が多いと思われ
る。支援のために、他団体と協力して発達障害への理解を進めたい。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

障害者のための成年
後見制度講演会共催

権利擁護センターと知的障害の親の会と共催で、
年数回開催。

発達障害者への理解
をどのように広め、
制度に反映させるの
か。

国分寺まつり
センターまつりへの
参加

毎年、秋のまつりに出店し、会のチラシも置いて
アピールしている。
大震災以降は、東北支援のための海産物を主に販
売。

特になし

市民福祉講座への協
力

障害者センター主催の発達障害者関連の講座開催
にあたり、企画や講師の選定などに協力。

特になし

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

定例会
毎月第２木曜に集まり、懇談、情報交換、勉強会
などを行う。

専門家からの助言が
ほしい。
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国分寺市地域福祉推進協議会

64

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１  施策の柱（２）　施策③地域福祉活動団体等への支援

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

定例会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

定例会、セン
ターまつり参

加

定例会、国分
寺

まつり参加
定例会 定例会 定例会

定例会

取組の
具体的な内容

原則月１回、定例会を開く。
必要に応じて外部の講演会に出席し学ぶ。
障害者センター主催の発達障害者支援関係機関情報交換会への参加、など。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

総会 定例会 定例会 定例会、講演会 定例会

ふりがな ごとう　みきこ

委員名 後藤　美喜子

取組 わが子の発達障害の特性を理解し、親亡き後の支援につなげるために学びつつ、関
連機関とのネットワークを密にする。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

「発達障害者の親」の会－なのはな会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな はったつしょうがいしゃのおやのかい　なのはなかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 65
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな ひがしこいがくぼ　ろくちょうめじちかい

　　個人の市民

東恋ヶ窪六丁目自治会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 会長

ふりがな たしろ　かずお

委員名 田代　和雄

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

東恋ヶ窪六丁目自治会は８地区32班で構成，また専門委員会に行事，防災，
防犯活動推進委員会の３つがあり，それぞれの分野で50名の方が活躍してい
ます。
行事は，高齢者から子供(主に小学)を対象に実施し，地域の活性化と絆づくり
を目的に活動を展開しております。

参加委員の
自己紹介

私は36歳より自治会活動に従事し自治会の会長歴は24年になります。
その中で近所付き合いの必要性を痛切に感じており，この絆さえあれば，どん
な困難な状況や災害が起きても支えあいができると確信しております。
16年間はサラリーマン会長として大変な時期がありましたが，今は良き思い
出になっております。
「会員第一」を基本に，生涯ボランティア精神で支え合いの社会の構築に向け
て進んでいきます。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

子どもの行事

①ラジオ体操（7/23～28）
②ジャガイモ掘り大会（7/21），スイカ割り大会
（7/29）
③親子防災まち歩き（10/20）

子どもにここがふる
里と思わせること。

自治会の行事

①敬老のつどい（9/16）
②北の原地域センターまつり（8/25）
③もちつき大会（12/2）
④北の原コンサート（2/10）
⑤町内清掃（年2回，５月，11月）

最近、参加者が減っ
ており、その対策が
急務

防災・防犯行事

①三小児童の見守り運動（平日の朝）
②防災のつどい（10/20）と応急救護講習会
（2/16）
③防犯講和会，年2回（６月，12月）
④日常の声掛け運動（避難行動要支援者への見守
り）

②は細かい視点の内
容を検討必要。
③は担当講師に苦慮
している。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

高齢化社会から，ともすれば静的で内向的な傾向になりやすい（家庭に閉じこもりがち）
それをいかに外向きの生き方に変えていけるかが課題。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成27年度
平成28年度

田代　和雄 平成29年度 田代　和雄 平成30年度 田代　和雄

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

65

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱（１）　施策②協働の推進
基本目標１   施策の柱（２）　施策①地域住民の交流促進
基本目標３   施策の柱（２）　施策②地域での見守り体制の充実

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

総括会

10月 11月 12月 1月 2月 3月

総括会

総括会

取組の
具体的な内容 ①子どもが高齢者を支援するために「夏季憩いの場」「夏季こどもシネマ」の実

施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【7月２３日から8月２３日
（お盆を除く）】
　
②認知症予防茶話会（１１月１１日）の実施。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

関係者で話合い 運営委員会 運営委員会

ふりがな たしろ　かずお

委員名 田代　和雄

取組 自治会として「地域活性化」の為に、地域の子どもから高齢者への見守りと支え合
い活動を行う。※ 特に取り組みたい活

動を一つ記入してくだ
さい。

　　個人の市民

東恋ヶ窪六丁目自治会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成３０年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな ひがしこいがくぼ　ろくちょうめじちかい
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）主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

団体の概要

○昭和52年設立
○主たるエリア：光町１丁目北部，２丁目，３丁目全域
○会員数：約850世帯（内集合住宅120世帯）
○主たる活動：地区内全般の懇親活動を前提とし，防災・防犯活動に傾注

参加委員の
自己紹介

○1943年生れ
○平成23年より自治会活動に参加
○防災まちづくり学校，防犯リーダー養成講座，３Ｒ講座受講
○平成27年度より自治会会長として活動中

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL FAX

Eメールアドレス

役職名・肩書 会長

ふりがな もりやま　ひろし

委員名 森山　弘志

ふりがな ひかりちょうほくぶじちかい

　　個人の市民

光町北部自治会　　団体
（団体の場合は団体名）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 66
団体紹介・参加委員自己紹介シート

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 森山　弘志

年度 委員名 年度 委員名 年度

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

○高齢者対策（特に独り暮らしの方対策）の広域連携化
○認知症対策活動の一本化（都，市，各団体）

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

見守り活動
○第二小学校児童を対象として朝のみ５ヶ所にて
実施中

○実施協力者の不足
○同上の高齢化

主たる行事
○観桜会の実施
○盆踊大会の実施

防犯活動
○関係団体よりの情報収集
○連携活動の検討実施
○定期的パトロールの実施

○実施協力者の不足
○同上の高齢化

高齢者対策
○自治会内に支援の為の組織づくり
○登録者に対する啓蒙活動中
○認知症対策の組織化進行中

○実施協力者の不足
○同上の高齢化

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

防災活動
○関係団体等よりの情報収集
○自治会内に啓発活動
○各種計画作成進行中

○実施協力者の不足
○同上の高齢化
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国分寺市地域福祉推進協議会

66

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１   施策の柱（１）   施策①ボランティアや市民活動団体の育成・養成
基本目標３   施策の柱（２）　施策②地域での見守り体制の充実

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

養成講座の開設 組織化 見守り活動

取組の
具体的な内容

○認知症サポーターの育成と組織化
○上記による見守り活動の実施

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

実施計画化

ふりがな もりやま　ひろし

委員名 森山　弘志

取組
○高齢者を中心とした認知症対策

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

光町北部自治会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな ひかりちょうほくぶじちかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 67
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな ひよしちょうちょうないかい

　　個人の市民

日吉町町内会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 会長

ふりがな かしま　よしゆき

委員名 鹿島　義之

042-321-8470 FAX 042-321-8470

Eメールアドレス

団体の概要

1．日吉町町内会の防犯パトロールは平成14年6月からスタートし，平成16
年11月27日（土）から第五小学校を拠点とし，毎週水・土曜日及び第二土曜
日の翌週の月曜日に実施しています。
２．日吉町全域及びエックス山を含めた周辺地域の防犯と，子ども・高齢者の
見守り，防犯対策を含め実施中
３．地域住民の防犯・防災意識の向上と関心を高める
４．上記の活動により「安全・安心なまちづくり」を目指しています

参加委員の
自己紹介

生年月日：1947年生（70歳），出身地：徳島県徳島市，
国分寺市転入：1987年（昭和62年）3月

現役退職後　平成26年3月…国分寺市民防災推進委員
　　　　　　平成27年1月…国分寺市防犯まちづくり委員
　　　　　　平成27年６月…日吉町町内会会長となる
趣味：ウォーキング，ラジオ体操
座右の銘：明るく・前向き・継続は力なり

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0032

国分寺市日吉町4-10-24

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

防犯パトロール

1）町内パトロールの実施
毎週，水曜日・土曜日（ただし，毎月第二土曜
日，年末年始の水・土曜日は除く），第二土曜日
翌週の月曜日で年102回，参加人員1,200人（１
回あたり12名）以上を目標とする。
２）防犯・防災対策として通学路・高齢者の見守
りパトロールで子ども・高齢者の見守り強化を図
る。

地域住民に対する防
犯・防災意識の向上

小金井警察署の防犯啓発チラシを年6回配布する。

地域での防犯防災行
事に参加する

地域での防犯防災行事に参加し，協力体制の構築
を図る。

空き家の情報収集
防犯パトロール，防犯啓発チラシ配布時に，空き
家の情報を収集している。

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

地域の働く人が年齢が高くなり，一緒に防犯パトロールをやってくれる人がなかなかいないの
が課題である。
人が集まらない。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 鹿島　義之 平成29年度 鹿島　義之 平成30年度 鹿島　義之

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

67

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標3　施策の柱（２）　施策③地域ぐるみの防犯活動・交通安全対策の推進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

防犯パトロール
月間９回

10月 11月 12月 1月 2月 3月

防犯パトロール
月間９回，防犯
啓発チラシの配
布

防犯パトロール
月間８回

防犯パトロール
月間８回，防犯
啓発チラシの配
布

防犯パトロール
月間８回

防犯パトロール
月間８回，防犯
啓発チラシの配
布

防犯パトロール
月間９回

取組の
具体的な内容

1）町内パトロールの実施（平成30年４月１日～平成31年３月31日）
　   毎週，水曜日・土曜日（ただし毎月第二土曜日，年末年始の水・土曜日は除
く），第二土曜日翌週の月曜日で年102日，参加人員1,200人（1回当たり12名）
以上を目標とする。
２）『防犯パトロールを継続し，安全・安心のまちづくり』のため，巡回コースを
拡大し，抑止力アップを図る。
３）小金井警察署の防犯啓発チラシを年６回配布する。
４）防犯・防災対策として通学路・高齢者の見守りパトロールで子ども・高齢者の
見守り強化を図る。
５）地域の防犯・防災イベントに参加し，協力体制の構築を図る。
６）空家の情報収集をし，国分寺市に提供する。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

防犯パトロール
月間８回，防犯
啓発チラシの配
布

防犯パトロール
月間９回

防犯パトロール
月間９回，防犯
啓発チラシの配
布

防犯パトロール
月間８回

防犯パトロール
月間９回，防犯
啓発チラシの配
布

ふりがな かしま　よしゆき

委員名 鹿島　義之

取組
防犯パトロール

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

日吉町町内会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな ひよしちょうちょうないかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 68
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな ほんちょう　みなみちょう　れんごうちょうかい

　　個人の市民

本町・南町連合町会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 社会福祉協議会委員

ふりがな たなか　いくろう

委員名 田中　征朗

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

本町・南町連合町会は駅の南町・本町の10町会にて構成されております。
○小学校の防犯ボランティア
○街の祭礼のパレード
○警察・消防署・市役所等情報提供，協力参加

参加委員の
自己紹介

連合町会の前会長で５期会長職にありました。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 30 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

児童の見守り 第七小学校を重点的に

祭礼 八幡神社祭礼，商店会と共にパレード

情報の提供
市役所，警察署，消防署，消防団員の紹介等，第
二分団

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 平成30年度 田中　征朗

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

68

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

取組の
具体的な内容

特になし

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

ふりがな たなか　いくろう

委員名 田中　征朗

取組
特になし

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

本町・南町連合町会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな ほんちょう　みなみちょう　れんごうちょうかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 69
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな こくぶんじし　もとまちしんこうかい

　　個人の市民

国分寺市　元町親交会　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 会長

ふりがな もりした　かずひと

委員名 森下　和仁

090-7943-8075 FAX 042-321-6035

Eメールアドレス kazu-mor＠mtc.biglobe.ne.jp

団体の概要

元町親交会は約150世帯の町内会です。現在18の区（17戸～2戸）に分かれ
ていて世話人は毎年交代しています。町内会には会長、副会長、書記、総務
（募金）委員、防犯・防災委員、文化・厚生委員、会計、会計監事の役員がお
ります。会員相互の親睦を図るために新年会と八幡神社の祭礼の折にお神酒所
を作っておりましたが、会場の関係で数年前からお神酒所ができなくなりまし
た。代わって懇親会を計画していますが参加が今一歩です。防災訓練などはし
ばらくやっておりません。各種募金活動（年4回）を実施しています。

参加委員の
自己紹介

私は元町親交会で役員を十年余りしており会長になって10年目で、今年の総
会では10年を超えて会長（旧役名は代表）をした事例はないので次年度は考
えておいてほしい旨伝えましたが…。その間、長野県にある実家の両親の介護
（約5年）と片づけ（その後約2年かかりました）を終えました。
趣味はジョギング（東京マラソン3回出場他）、コーラス（最近グリークラブ
湧水に参加）、街道歩き（甲州街道、中山道、日光街道、奥州街道を踏破、現
在東海道を草津宿～藤川宿東まで）です。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0022

国分寺市東元町四丁目14番34号

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 

257



個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

平成 29 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

新年会 会員の顔合わせ、食事会
参加者が固定化され
ている

懇親会 会員の顔合わせ、食事会 参加者が少ない

募金活動 年4回の募金 特になし

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

地域の北側に都営住宅の空き地があります。ほとんどの地域が第一種低層住居専用地域（一
低）で居住環境が良い地域でありますが、阻害する要因があります。相続時に手放し分割分譲
されたところに転居してきた方が徐々に入会されて会員は増加傾向です。防災については、
「もとまち地域会議」で震災時の避難について勉強をしています。会員と情報の共有をするこ
とについての課題があります。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 平成29年度 森下　和仁 平成30年度 森下　和仁

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

69

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標１　施策の柱(2)　施策①地域住民の交流促進

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

10月 11月 12月 1月 2月 3月

懇親会（2） 準備会（新-1）準備会（新-2） 新年会

準備会（2-2）

取組の
具体的な内容

昨年の反省に基づき、懇親会をより目的に沿ったものとするために計画段階から、
担当委員に働きかけ、また会員の意見を取り入れる。

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

準備会（1） 懇親会（1） 準備会（2-1）

ふりがな もりした　かずひと

委員名 森下　和仁

取組
町内会会員相互の意志の疎通をはかるために懇親会を持つ

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

国分寺市　元町親交会　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな こくぶんじし　もとまちしんこうかい
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）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 70
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな ゆうげんがいしゃ　ははとこのさろん

　　個人の市民

有限会社　母と子のサロン　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 管理責任者

ふりがな おがわ　みさと

委員名 小川　みさと

042-326-2414 FAX 042-326-2414

Eメールアドレス y_familysalon@ybb,ne.jp

団体の概要

産前産後を通した母子支援活動を行っています。具体的にはファミリーサロン
事業妊娠期から体を整える講座の開催や、相談できる場の提供と産後の具体的
な育児についてなどそれぞれの生活スタイルに合わせた情報を提供するととも
に父が育児に関わりやすくなるようサポートしています。また、国分寺市の委
託事業として北町親子ひろば、育児支援家庭訪問事業の委託運営を行っていま
す。
北町親子ひろばは北町地域センターで開催、親子ひろばの利用者を地域につな
げる取り組みとして、北町地域センター利用者協議会に参加しイベントなどを
通して母子が地域で孤立しないよう地域で見守る環境を後押しする活動も行っ
ています。北町ではその他に北町公園での年１回の周年行事！”春のきたま
ち”にも参加しています。

参加委員の
自己紹介

小平市在住、平成１１年より矢島助産院勤務、平成１６年よりファミリーサロ
ン立ち上げに際し運営を担っています。国分寺市・子ども子育て支援円卓会議
役員、国分寺子育て支援事業者連絡会役員、第１０～１２回こくぶんじし市民
活動フェスティバル運営委員会役員、子育て支援だけでなく、国分寺市で活動
する市民団体との連携を深め、国分寺市で子育てをする世帯の孤立化を防ぐた
めの環境提案にしたいと考えています。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒185-0022

国分寺市東元町１-３８-３２

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

年度より，委員として参加

平成 27 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

サロン活動
月～土（祝日休）12：00～16：30
電話対応　月水金　9：30～20：00
火木土　9：30～17：00

夜間の電話対応は、
日中サロンへ足を運
ぶことが出来ない方
が連絡してくるケー
スが多い。もう少し
長い時間営業するこ
とも検討要

イベント

４月：市民活動フェスティバル、７月：北町地域
センター親子ひろば（七夕・プール開き、スイカ
割り（８月末まで））矢島助産院納涼会、１０
月：北町地域センター祭り、１２月クリスマス
会、３月北町公園”春のきたまち”、北町地域セ
ンター”お花見の会”

乳幼児を持つ家族
が、積極的に運営に
参加してもらえる環
境提案を行っていく
こと

結ぼっこ事業

国分寺助産師会の協力の下、一昨年度より２か年
間実施した事業。東京都福祉保健財団の助成事業
として産前から１年間の継続支援を実施。今年度
より自主事業として２年間の実績を取りまとめ、
利用者が利用しやすい内容を検討し実施していく
予定。

産前からアウトリー
チ型の支援を行って
いるところは、ほと
んどない。周知の難
しさと金額が高額に
なることが課題

講座

妊娠期から産後継続して参加できる講座を開催。
特に妊娠中から産後の生活が具体的に理解される
ような内容を多く組み込む予定。（共働きの家庭
が増え、出産ギリギリまで働く方もいる。妊娠中
にお腹の子どものことや自身の身体のことを考え
る以前に保育園の心配ばかりしている方が多
い。）

妊娠期に参加できる
曜日時間など課題

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

　虐待で死亡する子どもの数は対策を講じてきているにもかかわらず、減少するに至っていま
せん。相談場所や支援策が支援者に必要な取組となっているのか？国の掲げる利用者支援事業
の充実や子育て世代包括支援センターの設置は急務です。切れ目のない支援策を具体的に提示
することが望まれています。その中で、行政が出来ること。民間だからできること。関係部署
との連携を深めていくとともに当事業所の役割を理解していただけるように働きかけていきた
い。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 小川　みさと 平成29年度 小川　みさと 平成30年度 小川　みさと

年度 委員名 年度 委員名 年度

262



国分寺市地域福祉推進協議会

70

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

地域福祉計画：
基本目標２　施策の柱(1)　施策①市民にわかりやすい福祉情報の提供・共有
基本目標２　施策の柱(1)　施策②地域に密着したサービスの展開

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

10月 11月 12月 1月 2月 3月

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

取組の
具体的な内容 昨年実施した助成事業”産前産後支援事業”を総括し、自主事業開始。産前、産後

の自宅訪問、また、ファミリーサロン内での講座や各施術、ヘルパー派遣事業な
ど、利用者の生活に必要なサポートを提案し相談事業も充実させていく。
民間だけでサポートすることは市民にとって不利益となることもあるため、関係部
署との連携を深めていけるよう働きかけを行う。※ 上記の取組が具体的

にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

お灸クラス・
フリマ・食の
クラスなど

ふりがな おがわ　みさと

委員名 小川　みさと

取組
妊娠期からの切れ目のない支援体制づくり

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

有限会社　母と子のサロン　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな ゆうげんがいしゃ　ははとこのさろん

263



264



）

平成30年度
国分寺市地域福祉推進協議会

委員番号 71
団体紹介・参加委員自己紹介シート

ふりがな 　　　　　　　せいねんこうけん うぃる

　　個人の市民

NPO法人 成年後見ウィル　　団体
（団体の場合は団体名）

役職名・肩書 理事長

ふりがな てらうち　よしき

委員名 寺内 芳樹

FAX

Eメールアドレス

団体の概要

　障害や認知症のために判断能力が不十分な人が、地域でその人らしく暮らし
つづけていくには、人びとが互いに助けあうコミュニティが大切です。このコ
ミュニティを支えるしくみの一つが成年後見制度です。
　わたし達は、成年後見制度の普及・充実により、安心な地域社会づくりに寄
与したいと、当法人を設立しました。会員には社会福祉士等の専門職と、市民
後見人になりたい人や成年後見制度に関心のある市民などが参加しています。
　成年後見制度に関する公開講座やセミナー、生活相談・後見相談（相談室な
ど）から活動をはじめ、将来的は、成年後見制度の課題（法定後見と任意後
見。親族後見、専門職後見、市民後見。個人受任、チーム制や法人後見）の検
討や対応などを通じ、利用者が安心できる成年後見の実現をめざします。

参加委員の
自己紹介

　はじめは、親族後見をするかも、と東京大学市民後見人養成講座を受講し、
後見制度の大切さや難しさに気づきました。講座修了のとき（2014年)国分
寺市に成年後見の市民団体を探しましたが見当たりませんでした。昨年度は任
意団体こくぶんじ成年後見を考える会をつくり、仲間のみなさんと一年をかけ
て話合いを重ね、その結果、成年後見に関心のある人、実務に携わりたい人な
ど、市民の集まれるNPOを立上げることができました。
　この協議会において、他の団体・個人の方々にいろいろなことを教えてもら
いながら、交流が深まればいいな、と期待しています。

連絡先の非公開 　　　オープナー（行政資料室），ホームページ等では公開を希望しない。

連
　
絡
　
先

　　団体連絡先 　個人連絡先
協議会内で非公開
を希望する場合は

　　　事務局を通じての連絡
　　　(連絡先の記入不要)

※ 上記のチェックボックスのうち，一つを選びチェックしてください。

住所
〒

TEL

主な活動地域 　市内全域 　 団体所在地近辺 その他（

※ 当該シートについては，地域福祉の推進に資するため，協議会委員・団体が「つながる」こと

を目的とし作成するものです。協議会資料として各委員に配布する他，別途作成する名簿の元情

報として使用しますので御了承ください。また当該シートは協議会資料として，オープナー（行

政資料室），ホームページ等で公開されますが，連絡先について，ホームページ等で公開を希望

しない場合は下の「連絡先の非公開」欄のチェックボックスにチェックしてください。 
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個人・団体で既に取り組んでいる主な活動・事業

国分寺市地域福祉推進協議会　委員履歴

平成 年度より，委員として参加

　平成３０ 年度より，団体から委員を推薦

活動名・事業名 具体的な内容
取り組んでいる中で課
題に感じていること

成年後見制度に関す
る普及啓発事業

成年後見制度や実事例に関する、成年後見制度啓
発公開講演会、出前セミナーなどを実施します。

設立したばかりでよ
うやく事業詳細化に
入った。どの事業も
安定化、定常化でき
るか、が課題。

障害者,認知症高齢者
等の生活相談事業

生活相談や後見相談の「相談室」
相談室は予約制です、まずご連絡ください。
電話時間は 平日(月)～(金)の午後１時～５時
tel： ０７０－３１０９－２２５５
e-mail： sodan.npowill@gmail.com

同上

成年後見人の実務に
関する事業

社協権利擁護センター主催の「市民後見人養成講
座」には当会員も参加します。さらに、それとは
別に、当法人主催の市民後見人をめざす勉強会を
実施します。

同上

地域課題・問題に感じていること，または他の協議会委員・団体と取り組んでみたいことなど

関心のある人・団体との繋がり：　成年後見制度は社会的な必要性のわりに、一般の人びとに
現実的な関心は十分とは言えない状況です。成年後見制度に対し潜在的なニーズをもつ人を発
掘したり、他の地域団体への出前セミナーなどによる知識交流やイベント共催など団体交流な
ど「繋がる」をキーワードにした活動を育てたいです。
活動場所： 成年後見に関わる活動、例えば相談室などは、継続・固定の相談室があるのとない
のでは、活動の仕方や内容に大きな違いが生じると思います。市は「空き家」対策などで具体
的に実効性あるしくみを作っていただけるとありがたいです。

　　個人の市民

　　団体

直近の団体推薦委員一覧

委員名

平成28年度 － 平成29年度 － 平成30年度 寺内芳樹

年度 委員名 年度 委員名 年度
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国分寺市地域福祉推進協議会

71

期末時使用

達成度 できた点・できなかった点 来年度に向けた課題

計画との関連
※事務局記入

自己評価 達成度の指標は，A～Dのいずれかを記入してください。

A：目標以上に達成した（目標に対し100％以上を達成）
B：概ね達成した（目標に対し80％以上100％未満を達成）

C：目標を下回った（目標に対し80％未満）
D：実施しなかった

相談室実施

10月 11月 12月 1月 2月 3月

相談室実施 相談室実施 相談室実施 相談室実施 相談室実施

相談室実施

取組の
具体的な内容

当法人の会員（社会福祉士等）が、電話で予約を受け、生活相談や後見相談の「相
談室」を行います。なんでも気軽にご相談いただけます。例えば
　　・さまざまな生活の問題について
　　・認知症のこと、障害者の親亡き後のこと
　　・成年後見制度や成年後見人申立について　　など
すべてが成年後見制度で解決するわけではありません。さまざまな関係機関の方た
ちと連携し、ご本人やご家族と一緒に考えながら、よりよい支援をおこないます。
　　・相談室は予約制です、まずご連絡ください。
　　・電話時間は 平日(月)～(金)の午後１時～５時
　　・tel： ０７０－３１０９－２２５５
　　・e-mail： sodan.npowill@gmail.com

※ 上記の取組が具体的
にどのような内容なの
かご紹介ください。

スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月

－ － 相談室実施 相談室実施

ふりがな  てらうち よしき

委員名 寺内 芳樹

取組 生活相談や後見相談の「相談室」
　相談者の利用意向により相談室回数は変わる。また事業初年度であることから不
確定要素も多いことに留意しながら、
　　・相談室を年間を通じて、継続的に開催できること。
　　・実際の開催により、７～3月の9カ月間に２0件の相談を受けること。

※ 特に取り組みたい活
動を一つ記入してくだ

さい。

　　個人の市民

NPO法人 成年後見ウィル　　団体

（団体の場合は団体名）

平成30年度

地域福祉に関する自主的な取組シート 委員番号

ふりがな 　えぬぴーおーほうじん　　　　　　　せいねんこうけん うぃる
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