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平成28年度第２回国分寺市地域福祉推進協議会 議事録 

 

日時：平成28年10月26日（水曜日） 

   午後６時30分～午後８時30分 

会場：国分寺Ｌホール 

 

出席者 

別紙のとおり 

 

欠席者（敬称略，50音順。） 

 個人の市民：大澤源治 

 個人の市民：豊沢淳一 

 国分寺あゆみ会：須長靖夫 

国分寺市私立幼稚園協会：和地俊幸 

国分寺市老人クラブ連合会：渡邉幹夫 

社会福祉法人 普門会：田村道子 

社会福祉法人 万葉の里：坂田晴弘 

NPO法人 ワーカーズ風ぐるま：橘裕子 

 

代理出席（敬称略，50音順。） 

国分寺難病の会：阿部敏子 

 

事 務 局：福祉保健部長（一ノ瀬），地域福祉課長（櫻井），  

地域福祉課：福祉計画係長（佐藤），地域福祉係長（澤田），福祉計画係員（小

峯），地域福祉係員（田中，荻野），障害福祉課（田村），健康推進課（秋吉），

高齢者相談室（山川），介護保険課（清水），子ども若者計画課（斉藤） 

 

次第 

１ 開会のあいさつ 

２ 国分寺市地域福祉計画実施計画における平成27年度の評価について 

３ 次回の国分寺市地域福祉推進協議会について 
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開会 午後6時30分 

 

１ 開会のあいさつ 

会長よりあいさつを行った。 

 

２ 国分寺市地域福祉計画実施計画における平成27年度の評価について 

事務局（小峯福祉計画係員）より，評価について説明。 

 

  事務局（佐藤福祉計画係長）より，グループ討議の進め方について説明。 

 

  【１コマ目】 

  グループで地域福祉計画実施計画「第２章 具体的施策」についての意見を出し合う。 

  グループで出た意見の紹介 

  ・「地域福祉を担う人材の育成と活用」のところで，福祉保健部の職員を 19町に割り振

りをしたということについて，事業者側からすると，そのことを教えてくれていたなら，

地域の情報を提供できたのではないかという意見が出た。 

  ・委員会の評価となっているが，その委員の方々がなぜこの場にいないのかという意見

や，この場に，福祉保健部の職員は出ていると聞いているが，それ以外の部署の職員が

なぜ出席していないのか。地域福祉にかかわる事業をやっている部署の職員も出席して

地域の声を聴いてほしいという意見が出た。 

  ・総合相談窓口の体制整備について，市の評価は「目標どおり進行している」となって

いるので，具体的に整備が進んでいるのかと思ったら，そうではないということがわか

った。市の評価と市民が期待しているところには，ギャップがあると感じた。 

  ・職員地域参加促進事業の公民館課，図書館課の評価について，「やや取組が遅れている」

となっているが，立派にやっておられると思うので，評価をしたい。もとまち公民館・

図書館ではもとまち地域会議というものを 10 年間やってきており，ファミリー運動会

も 10 年 10 回実施してきた。私のまち国分寺をどうしたらよい町にできるかというこ

とで様々な世代のシンポジウムもやっている。昨年からは防災シンポジウムをやってい

る。震災の体験者のお話を聞いたり，市の出前講座もやったりして，自分が助かるため

の内容をやっている。もとまち公民館・図書館は十分にやっている。 

 

  【２コマ目】 

  地域福祉計画実施計画「第３章 各事業等の紹介」についての意見を出し合う。 

  グループで出た意見の紹介 

・市ではたくさんの事業に取り組んでいるのだなという意見が出た。また，似たような

名称の事業もあったりして，増え続ける業務について今後どうしていくのかという意見

があった。市の内部だけでは整理しづらい，やめることは難しく，様々な意見が出てい

る。そういうものを地域の皆さん，団体の皆さんと一緒に事業の整理ができる場があれ

ばよいのではないかという意見が出た。 
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  ・職員地域参加促進事業について，市の職員は何人いて，国分寺市に住んでいる方は何

人いるのか，市外に住んでいる職員が休日に国分寺市に来るのか，その辺の実態がわか

れば，市民も市に地域の情報をお知らせできるのではないか，そういった仕組みも必要

なのではないかという意見が出た。 

  ・非常にたくさんの事業をやっているのがわかったが，我々も知らなかったし，地域の

方はどれだけご存じだろうかという意見が出た。市の情報を得るのに一番柱になるのは

市報である。若い方は市報をどれだけ読んでおられるのか，ＳＮＳなども活用されてい

ると思うが，情報提供にもっと力を入れていただきたいという意見があった。情報提供

に力を入れるとともに，様々な事業に横串を通すようなシステムをつくっていただいた

ら，ほかの部署で同じようなことをやっていても見えなければ同じことを何年も続けて

しまう。そういった弊害を防げるのではないか，地域の方ももっと参加しやすくなるの

ではないかという意見が出た。地域の意見を聞くときに地域の核となる方を地域でどう

見つけていくか，こういった事業にどう反映させていったらいいのかという意見が出た。 

  ・聴覚障害や精神障害など外見から理解していただくのが難しい障害もある。理解を進

めるために様々な講座を開催しており，とても大事なことであり，必要なことである。

１月 14日に障害者センターで講座を開催するので，ぜひ参加してほしい。 

  ・市内には 50 箇国の方々が住んでいる。日本語がわからないことで，国分寺の理解に

つながらないこともある。学校のこと，出産のことなど大きな壁があるという意見が出

た。 

 

  【３コマ目】 

  １コマ目，２コマ目で話し合ったことについて，市民，地域・団体でできることについ

ての意見を出し合う。 

  グループで出た意見の紹介 

  ・拠点があるということがとても大事である。その拠点の確保は行政でやっていただい

て，その中身を運営するのは地域にあるいろいろな団体ができるのではないかという提

案が出たので，よろしくお願いしたい。 

  ・市民や地域でできることはたくさんあるけれども，それがなかなか行政には理解して

もらえなかったり，声は出しているけれども届いていなかったりする。地域の中で自治

会やＮＰＯなど色々な団体が地域活動をしているので，それを見て知ってほしい，そし

て地域と市がどうやって協働でやっていくのか，協働事業を進めていくことが一番の近

道であるという意見が出た。 

 

３ 次回の国分寺市地域福祉推進協議会について 

事務局（小峯福祉計画係員）より，次回の日程及び資料７，自己評価の記入の仕方につ

いて説明。 

 

４ 閉会のあいさつ 

会長より，閉会のあいさつを行った。市報，社会福祉協議会の会報「ふくし」をよく読
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んでほしい。そうすれば，市や社会福祉協議会がやっている事業等のことがよくわかるの

ではないか，また役に立てるのではないかという意見が出たので，紹介した。 

 

閉会 午後８時30分 



平成28年度第２回国分寺市地域福祉推進協議会　出欠席一覧

個人・
団体

団体名等 氏名 代理出席者 出欠

1 朝倉　さく 出席

2 大澤　源治 欠席

3 片畑　智子 出席

4 豊沢　淳一 欠席

5 泉山自治会 神永　貞信 出席

6
一般財団法人　国分寺市健康福祉サービス
協会

松尾　香保里 出席

7 一般社団法人　矢島助産院 矢島　床子 出席

8 介護保険サポーターズ国分寺 木田　マサ子 出席

9
株式会社　こどもの森
しんまち児童館

川尻　亜利奈 出席

10
公益社団法人　国分寺市シルバー人材セン
ター

清水　弘 出席

11
公益社団法人　東京都助産師会　国分寺地
区分会

矢島　藍 出席

12 国分寺あゆみ会 須長　靖夫 欠席

13 国分寺市国際協会 若島　礼子 出席

14 国分寺市商店会連合会 小林　治 出席

15 国分寺市私立幼稚園協会 和地　俊幸 欠席

16 国分寺市身体障害者福祉協会 田中　博子 出席

17 国分寺市赤十字奉仕団 野和田　晃 出席

18 国分寺市聴覚障害者協会 鈴木　一徳 出席

19 国分寺市民生委員・児童委員協議会 岡田　忍 出席

20 国分寺市民生委員・児童委員協議会 戸倉　央江 出席

21 国分寺市民生委員・児童委員協議会 宮﨑　邦子 出席

22 国分寺市民生委員・児童委員協議会 山田　正則 出席

23 国分寺市老人クラブ連合会 渡邉　幹夫 欠席

24 国分寺青年会議所 山本　雄一 出席

25 国分寺地域包括支援センターこいがくぼ 村形　ちづる 出席

個人の
市民

団体等



個人・
団体

団体名等 氏名 代理出席者 出欠

26 国分寺地域包括支援センターなみき 櫻井　賢司 出席

27 国分寺地域包括支援センターひかり 三浦　玲子 出席

28 国分寺地域包括支援センターひよし 石川　聖子 出席

29 国分寺地域包括支援センターほんだ 曾根　友美 出席

30 国分寺地域包括支援センターもとまち 長畑　達也 出席

31 国分寺難病の会 細田　富夫 阿部　敏子 出席

32 社会福祉法人　AnnBee 山内　敦 出席

33 社会福祉法人　菊美会 田辺　和子 出席

34 社会福祉法人　けやきの杜 大竹　眞澄 出席

35 社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会 牛田　純一 出席

36 社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会 大内　陽子 出席

37 社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会 北邑　和弘 出席

38 社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会 熊谷　淳 出席

39 社会福祉法人　国分寺市社会福祉協議会 前田　住榮 出席

40 社会福祉法人　心会 並木　雅人 出席

41 社会福祉法人　つくしんぼ共同保育会 織戸　小百合 出席

42 社会福祉法人　ななえの里 嶋田　尚美 出席

43 社会福祉法人　はらからの家福祉会 伊澤　雄一 出席

44 社会福祉法人　日吉会 大槻　泰稔 出席

45 社会福祉法人　普門会 田村 道子 欠席

46 社会福祉法人　万葉の里 坂田　晴弘 欠席

47 社会福祉法人　浴光会 千葉　寿美子 出席

48 東京むさし農業協同組合 宮寺　正宜 出席

49 特定非営利活動法人　あおぞら 原　俊男 出席

50
特定非営利活動法人　健康体操指導ワー
カーズ

小川　葉子 出席

団体等



個人・
団体

団体名等 氏名 代理出席者 出欠

51
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 出席

52 特定非営利活動法人　ワーカーズ風ぐるま 橘　裕子 欠席

53
特定非営利活動法人　ワーカーズコープ
もとまち児童館

浅見　啓太 出席

54
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 出席

55 認定NPO法人　冒険遊び場の会 武藤　陽子 出席

56 「発達障害者の親」の会　なのはな会 横坂　かおる 出席

57 東恋ヶ窪六丁目自治会 田代　和雄 出席

58 日吉町町内会 鹿島　義之 出席

59 有限会社　母と子のサロン 小川　みさと 出席

※ 敬称略。名簿順については50音順です。

団体等


