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平成30年度第１回国分寺市地域福祉推進協議会 議事録 

 

日時：平成30年６月28日（木曜日） 

   午後６時30分～午後８時30分 

会場：cocobunjiプラザ リオンホール 

 

出席委員 64名 

 

事務局：健康部長（鈴木），地域共生推進課長（近藤），  

地域共生推進課 地域づくり担当係長（澤田），地域づくり担当係員（米田，増井） 

 

次第 

１ 委嘱状交付 

２ 市長あいさつ 

３ 会長及び副会長互選 

４ 推進協議会の運営について 

５ 「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」

集について 

６ 取組の紹介 

  【発表】 

 ・国分寺市民生委員・児童委員協議会 会計・児童福祉部会員・広報委員 戸倉委員 

 ・特定非営利活動法人国分寺市手をつなぐ親の会 副理事長 阿部委員 

 ・社会福祉法人菊美会 恋ヶ窪保育園 園長 坂田委員 

 ・株式会社こどもの森 にしまち児童館 館長 川尻委員 

７ 委員交流タイム 

８ 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 委嘱状交付 

事務局（近藤地域共生推進課長）より，委嘱状を机上配布にて交付。 

 

２ 市長あいさつ 

市長が欠席のため，鈴木健康部長よりあいさつ文を代読。 

 

３ 会長及び副会長互選 

会長について，社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会事務局長の熊谷委員より，特定

非営利活動法人あおぞら理事長の原委員が推薦され，全会一致で承認された。 

副会長について，東恋ヶ窪六丁目自治会長の田代委員より，国分寺市民生委員・児童

委員協議会の宮﨑委員が推薦され，全会一致で承認された。 

 

４ 推進協議会の運営について 

事務局（澤田地域づくり担当係長）より説明。 

国分寺市地域福祉計画に位置付けられた協議会であること及び年間のスケジュールに

ついて説明した。 

 

５ 「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」集について 

事務局（増井地域づくり担当係員）より説明。 

   資料３では，各委員の自己紹介及び取組をシート集としてまとめたこと，資料１の委

員の取組を市報のコラム記事で連続して紹介し，推進協議会の周知や地域福祉の推進に

つなげていきたい旨を説明した。今後，３回のコラム掲載予定を説明し，協力をお願い

した。 

 

６ 取組の紹介 

会長：早速ではございますが，この資料３に基づきまして，本日，４人の方に今年度の取 

組内容を御紹介いただきます。 

では，はじめに 国分寺市民生委員・児童委員協議会 会計・児童福祉部会員・広報 

委員の戸倉央江委員 からお話しいただきます。 

 

 【発表】 

 ・国分寺市民生委員・児童委員協議会 会計・児童福祉部会員・広報委員 戸倉委員 

   みなさん，こんばんは。ただいまご紹介いただきました民生委員の戸倉と申します。 

今日は民生・児童委員として，ここで発表をさせていただくことになりました。私の 

他に３人の委員がこの会に出ておりまして，私のページが今ご紹介いただいた 117 ペー

ジです。その前のページに、蓮實さん、石川さん，それから先ほどこの会の副会長をな
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さることに決まった宮﨑さんのページがございます。みなさんそうそうたるメンバーで

して，民生児童委員協議会の副会長をなさっていたり，行政の方で素晴らしいキャリア

を積み重ねられてきた立派な方ばかり。それぞれの自己紹介シートを読んでいただけば、

お分かりになる通り、お三方とも民生児童委員としての活動のほかに、様々な素晴らし

い活動をなさっております。ですので、末席を汚しております私のようなものが，ポン

と出てきてお話しするのは本当におこがましいところで、恐縮しております。私は本当

に民生・児童委員としての仕事を極限までそぎ落としたところで，こんなことをしてい

ますということを書かせていただきました。なので，民生委員でしたらどなたも行って

いる仕事というのをご紹介させていただきたいと思います。 

   市民の多くの方は，民生・児童委員といっても何をしているのかよくわからないな，

と思っている方もいっぱいいらっしゃると思います。ここの団体の概要というところで

書いておりますように，民生・児童委員は市全体を 73 地区に分けて，それぞれその地

区に 1 名ずつ選任されています。現在まだ決まっていない地区というのも２～３あるよ

うなんですけれども，その中でみなさんが活動していらっしゃいます。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，民生・児童委員とは別にそれぞれ３名が活

動しております。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 つの部会に分かれて，それぞれの問題について学習しながら日々の活動をいたし

ておるところでございます。 

   普段の活動としましては，担当地区の住民の見守り，困り事や心配事の相談にのった 

り，それから支援の必要があるなという場合には行政の担当部局や専門機関につないで

問題を解決できるように活動しております。月 1 回の定例会では，行政から情報をもら

ったり，委員同士の情報交換を行って活動の円滑化というものに役立てております。 

   それから，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頃から備えている 

ところです。やはり，東日本大震災以降，災害時どうしたら１人も見逃さず避難行動を 

支えることができるかということが問題になっておりまして，私ども民生委員も行政か 

らのご依頼などを受けまして，それに関する活動をいろいろ行っております。そのひと 

つが，私の自主的な取組シートに書いてあります防災訓練というところなんですけれど 

も，防災訓練の中では特に避難行動要支援者というものに登録されている方のお宅を訪 

問させていただいて，現在，避難行動に関して何か問題を抱えていないか，それからご 

不安なことはないかということを伺いながら，その問題の解決を図っていくというよう 

な活動をしております。 

   それから，今まさにこの時期にやっていることなんですけれども，夏の熱中症対策の 

訪問事業というのもお手伝いさせていただいております。熱中症対策に関しましては， 

75 歳以上の高齢者世帯を訪問させていただきまして，熱中症に対するご注意と予防の 

方法などをお話しさせていただいております。また同時に，今市内でも頻繁に起きてい 

る、高齢者に対する詐欺に対するご注意をお伝えしています。「おれおれ詐欺」とは言わ 
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ないですね，もう今は。いろいろな形の詐欺がありますけれども，電話がかかってきた 

り，それから訪問販売とか，そういう詐欺についての情報をお伝えしています。こうい 

う新しいやり方もあるんですよというような情報をお伝えして，気を付けていただく， 

詐欺にあわないようにしていただく，というようなこともしております。 

   この頃活動していて感じることなんですけれども，やはり国分寺市も高齢化が進んで 

おります。元気な高齢者の方もたくさんいらっしゃるのはもちろんなんですけれども， 

やはり何らかの問題を抱えていらっしゃって，それがなかなか相談できない，どこに相 

談していいか分からないという方もたくさんいらっしゃるようです。そんな方々をこれ 

らのような訪問事業を通して発見し、支援に結び付けたいと考えております。 

また、各小学校区ごとに地域交流会というものが行われています。多くの民生委員も 

お手伝いさせていただいています。それは日中独居の方を中心に公民会や地域センター 

に集まっていただいて、お昼ご飯を一緒に食べていただくという活動ですけれども，そ 

こに来ていただいた方に「私，民生委員しているんですよ」とお声掛けして顔見知りに 

なっていただき、それで「何かあったならお声かけくださいね」というようなことをお 

話ししています。親しく近くでお話しできますので，日頃の民生委員活動の中で高齢者 

の方にこれはお伝えしておきたいなぁと思ったことをそういうときにお話ししたりして 

います。 

   こういうようなことが私の民生委員としての活動です。民生委員は，その他に小学校 

の児童の行き帰りの見守りですとか，とにかく、ゆりかごから墓場まで、といってよい、

幅広い福祉活動を行っております。 

最後にひとつだけ自分がやっていることもちょっと宣伝していいよと，事務局の方 

からお許しいただいたので少し宣伝させて下さい。私は市内にあります「ＮＰＯ法人ワ 

ーカーズかざぐるま」というところに在籍していて活動しております。「ＮＰＯ法人ワー 

カーズかざぐるま」というのは，育児支援，子育て支援，それから障害児の日中預かり， 

そして自立支援や介護まで，メンバーはたった 20 人弱なんですけれども，その中でこ 

ちらも「ゆりかごから墓場まで」というような感じで欲張った活動をしております。や 

はり 20 人に満たないという人数ですと，圧倒的に人手不足で５月から新たに訪問介護 

事業所も始めまして，特にヘルパーをして下さる方を募集中です。ヘルパー資格を持っ 

ていなくても私どもは自立支援というのもやっておりますので，「私は家事が得意なの」 

とか「小さい子どもが大好き」とか，そういうような思いをお持ちの方がいらっしゃい 

ましたら，男性でも女性でも，それから年齢もお元気でしたらおいくつでも大歓迎でご 

ざいます。風ぐるまには定年はございませんので，ぜひ興味がある方はお声かけいただ 

きたいと思います。お言葉に甘え、最後に私の個人的な活動の宣伝もさせていただきま 

した。ありがとうございました。 

 

会長：戸倉さん，ありがとうございました。民生・児童委員さんの日頃の業務内容という 
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か，お仕事の紹介をいただきました。最後には，お願い事がございましたので，該当す 

る方をご存知の方は，ぜひご紹介して下さい。 

   それでは２番目になります。特定非営利活動法人 国分寺市手をつなぐ親の会 副理

事長の阿部由美委員からご紹介をいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 ・特定非営利活動法人 国分寺市手をつなぐ親の会 副理事長 阿部委員 

   みなさん，こんばんは。「ＮＰＯ法人国分寺市手をつなぐ親の会」の阿部と申します。

本当に日ごろから本当たくさんの皆さん支えていただいております。本当にありがとう

ございます。 

   まず，親の会の紹介をさせていただきます。「国分寺市手をつなぐ親の会」というのは，

知的な障害のある子ども持つ親や兄弟が会員となって活動しております。現在，会員は

約 180 名ほどおりまして，会員の年齢は大体 30 代から 80 代まで，子どもの年齢にし

ますと，学校に入る前の子どもさんを持つ親御さんから，もう子どもの年齢が 60 歳と

いうような方まで幅広い年齢層の者が活動しております。設立してから 55 年くらいの

歴史がありまして，先輩のお母さまに聞くと，「昔は義務教育といえ，障害の重い子ども

は学校に通うこともできずにずっと家にいたのよ」というお話を聞いたことがあります。 

その中で私の自己紹介も兼ねてなんですけれども，子どもに障害があるということが

分かったときには，本当にショックなことでした。ですが，もっと同じくらいショック

だったというのは，その後，子育てをしている中で，障害のある人は日ごろ慣れた国分

寺でずっと生活することができない現状を知ったときです。そのころ何か障害のある人

って国分寺に少ないなぁというふうに思っていたんですけれども，知的な障害のある人

達の多くが秋田とか北海道とか，大きくなるとそういう入所施設で生活をしている，小

さいときから住み慣れた国分寺から離れて生活をしなければいけないということを知っ

たときが本当にショックでした。そういう事実を知ったときに，それでは住み慣れた国

分寺の中でずっと生活をできるように子どもをさせてやりたいという気持ちで「国分寺

市手をつなぐ親の会」の方に入会をいたしました。 

それで，子どもが成長して学校に入っても，障害のある子どもというのは学校と家族

しか世界がないんですね。そういうこともすごくかわいそうに思いました。実際，親と

しても預かってもらえる場所がないので，親が病気になって具合が悪くなってしまうと，

まず送迎バスの発着所まで子どもを連れていくことができなくなるので学校にも行けな

くなってしまいます。その結果親は具合が悪くても病院にも行けずゆっくり休むことも

できない，というような状況で，本当に困りました。そういうときは親同士で子どもを

預け合ったりとか，そんなふうに過ごしてまいりました。でも，そんなときにやはり仲

間たちで，子どもたちが学校から帰った後で過ごす場所が欲しいねということで，今活

動しております「たけのこクラブ」というものを作りました。これは，障害のある子ど

もが通う学童保育のようなものです。当時はなかなかこういうものがなくて，20 年前
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には先駆的な活動だというふうに言っていただいたものです。この活動するにあたって，

活動場所をひとつの施設にするのではなくって教育委員会の方に働きかけをして，空き

教室を使わせていただいたり，福祉センターとか公共の施設を使わせていただくことに

よって，なるべく障害のある子どもたちだけで集まるのではなくって，いろんな方たち

に活動を通じて障害のことを知っていただこうというふうに活動を進めてまいりました。

またこの活動の中に，今でもそうなんですけど，たくさんのボランティアの方に関わっ

ていただいて活動ができております。 

こんなような活動をしてきましたけれども，私の中でやはりこういう活動を一緒にや 

ってきた仲間がすごく宝物になっています。うちの娘のことでいうと，次々と問題行動

を引き起こして，もうどうしたらいいか分からないというときや，その辛さを夫は全く

理解してくれないときなど，たくさんの不安があったときにその愚痴を聞いてくれたり，

自分はこうやってそういうとき解決したよというようなアイディアを出してもらったり，

こんな大変なのは自分だけじゃないんだなということを知ったときは，本当に助けられ

ました。このようにして仲間たちで支え合ってきたなぁというふうに思っています。 

私が入会してから30年たって今では国分寺市内では120人以上の障害のある方がグ 

ループホームで生活できるようになってきています。30 年前のことを考えると本当に

想像ができないほど大きく障害福祉が前進してきたなぁと思っております。しかし，ま

だグループホームに空きがなくて，仕方なく遠い入所施設に行かなければならない方も

おられたり，まだ 70 名以上の人たちが国分寺市民であっても遠くの入所施設で住んで

いらっしゃいます。まだまだ国分寺市の中で暮ら続けることができているという現状に

はなっていないかなと思います。数年前もグループホームを設立するときに大反対運動

が起きたという国分寺の中でもそういうような現状もあります。このような中でこれか

らの親の会の活動というのは，いかに地域の方々に知的障害のことについて理解をして

いただくかが大切だと思っています。 

具体的に知的障害ってどんな感じなのかなっていうことでは，ちょっと入口にパンフ

レットを置かせていただいたので帰りに手に取っていただけるとありがたいんですけれ

ども手先が非常に不器用なんですね。不器用さってどんなかたちかっていうと，厚い手

袋をしてシャツのボタンをかけるぐらいのそんな手の使いにくさがあったり，例えば物

の見え方というのも遠くを見える双眼鏡で近くを見ているような感じだったり，あとは

言葉でコミュニケーションができないので，自分の言葉が全然通じない，外国で生活し

ているような感じだったり，知的障害っていっても本当に見え方，聞こえ方さまざまな

んですけれども，ただその人に合った支援や環境があれば，自分らしく社会で生活して

いくことができる人たちです。これからは私たち親たちが「手をつなぐ」だったのが，

親たちだけが手をつなぐのではなくって地域の人と手をつないで，そして，知的障害の

人たちと一緒に過ごす時間と空間を作って理解を進めていけたらなぁというふうに思っ

ています。 
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今年度の取組なんですけれども，この取組をすることにしたのは 70 代のお母さんの 

声がきっかけでした。「子どもができるまでは，自分はたくさん友達がいたんだけれども，

子どもができてから子どもの面倒を看るのが大変で友達がいなくなってしまった。今の

ように子どもをみてくれるようなサービスもなかったので，お友達から誘われてもそこ

に参加することができなくって，だんだん友達がいなくなってしまった。近所の人にも

自分の子どものことをあまり言いたくなかったから近所付き合いもない。この前夫もな

くなって，今，子どもと２人の生活なんだけれども，これから自分に何かがあったとき

には本当に不安だ」というような声を聞きました。先輩のお母さんたちは，子どもたち

のことしか考える時間がなくて，自分のことを考える余裕がなくて，年を重ねてきた方

が多くいらっしゃいます。これからは，子どものことだけではなくって自分のことを相

談する場所が地域にあるんだということを知ってもらおうということで取組を始めまし

た。 

一昨年から地域包括支援センターを訪問するということを活動のひとつとして行って 

います。まずは，地域包括支援センターの方に障害の子を抱えながら生活をしていると

いうことをまず知ってもらう，そのことが大事だという風に思っています。また，今，

65 歳以上になってきた知的障害の人たちも増えてきて，介護保険のサービスを利用す

るようになってきました。やはり，認知症の方と知的障害とは関わり方に若干違いが必

要だということがありますので，そういうことを介護保険の事業者の方にも知っていた

だこうというふうに思っています。一昨年からそういう取組をしたものですから，ある

会員からは地域包括支援センターに事前に登録に行っていたので，自分が緊急に入院し

なければいけなくって，退院するときに地域包括の人にスムーズに動いていただけて，

子どもの方にも混乱なく退院後の生活が組み立てられたというお話も聞いています。ま

た，自分の住んでいる地域にこんな資源というか知り合いになれる人がいたり，こんな

取組をしている事業所があるということを地域包括支援センターの方からお知らせして

いただいて，すごく安心したというふうな声も聞いています。成人部という大人の子ど

もを持つ部会では，地域に分かれて活動しているんですけれども，今年度からはその地

域割りを地域包括支援センターの地域割りに揃えてスムーズに活動が行われております。

今まで会員が何か困ったことがあると，通所施設の職員や相談支援事業所の職員に相談

をしてきました。でも，もう一度自分の住んでいる地域を見直して，身近な地域の人た

ちとつながっていくということをこれからの活動として目指していきたいと思っており

ます。 

今後ともよろしくお願い致します。ありがとうございました。 

 

会長：阿部委員，ありがとうございました。阿部委員たちのご活動をもう少し皆さま方に

知っていただきたいということもございますので，ご参加のみなさん方の地区，あるい

はグループ等，ぜひ機会がございましたら，お呼びして現況をお聞きすることを，お願
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いをしたいと思います。 

それでは，３番目に入ります。社会福祉法人 菊美会 恋ヶ窪保育園園長 坂田衛委

員にお願いをいたします。よろしくお願いいたします。 

 

 ・社会福祉法人 菊美会 恋ヶ窪保育園 園長 坂田委員 

   みなさん，こんばんは。このような趣旨で３番目になると，みなさん多分睡魔に襲わ

れてくると思うんですけれども，特に私のような顔の者が出てくると，本当に睡魔に襲

われてしまうんじゃないかと，よく私どもの保育園の保護者にも言われるんですが，「渡

る世間は鬼ばかり」のラーメン屋の親父，「角野卓造じゃないよ」，その顔に似てるって

よく言われるんですが，本人自身，私自身全然否定ができないので，運動会では０歳児

のクラスで「ラーメン体操」というのをやったんですね。そこに私はラーメン屋の親父

の格好をしておかもちを持って行ったところ，子どもたちは全くわからなかったですけ

れども，保護者の方，それからおじい様，おばあ様には大爆笑でした。何をやっている

んだろうと思っちゃうんですけれどもね。ごめんなさい，こういうことで１分経ったと

思います。 

この話を伺ったのは一週間前，スピーチをやってくれませんかと言われまして，一週

間でどういう準備をしたらいいだろうか，最初はお断りしました。自分の仕事もあり，

みなさんには紹介するためにこの団体紹介，参加委員の自己紹介シートで書いたので，

それで読んでいただければ良いんではないかなと思いまして，いったんはお断りしたん

ですけれども，それでも是非みなさんの前でお話しをしていただきたいということなの

で，受けたからにはきちんとお話をしなくてはいけないと思い，一生懸命自分で今日ス

ピーチをする内容の物を書いたんですが，自分で自分の文章を書いておきながら，さん

ざんな添削だらけになってしまって，まともに読めないんじゃないかと思うような感じ

になってしまっております。 

ではですね，みなさんのお手元の資料にある委員番号36というところですね。ページ

数で言うと141ページのところを開いていただくと，そこに沿ってちょっとだけ読みな

がら解説もさせていただきます。 

まず，私ども恋ヶ窪保育園は，社会福祉法人菊美会という日野市に本部がある法人の

保育園でございます。恋ヶ窪保育園は，国分寺市の公立園としまして，1965年12月の

13日に設立されまして，その当時は74名定員ということで開設されました。それが，

時が経ち，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

第一号園としまして開設になりました。定員が130名の認可保育園として，今年度10

年目を迎えることができました。 

私どもの保育はここ通常保育と書いてありますけれども，「じゃぁ，通常の保育って

何？」と言われるんですけれども，いろいろなことに取り組んでいます。子どもたちの

五感を刺激するような保育，子どもたちの持っている無限の可能性を伸ばせるような保
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育をやったり，この他に，この地域福祉推進協議会の意図に賛同できる同じようなもの

で「きて・みて・遊ぼう」という活動，それから「こいこいプレイルーム」という２つ

の地域の子育て支援事業にも取り組んでいます。これは後ほど詳しく説明しますけれど

も，これは園周辺のご近隣の方々だけではなくて，国分寺市全域の未就園児の保護者の

方々，子育て世代の方々に保育所を体験していただき，また，来園することによって同

世代の子どもたちと未就園児のお子様が交わることで我が子を客観的にみることができ

たり，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て情

報交換の場として活用していただいております。また，子育て世代だけではなくって，

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，それから子どもたち

のお遊戯などを鑑賞していただくお招き会というものも開催しております。ご高齢の

方々と子どもたちの交流も年々深まっております。 

ということで，私自身の自己紹介もちょっとだけさせていただきます。平成21年に恋

ヶ窪保育園が公設民営化を受けた年から最初の２年間，私は立ち上げの職員として園長

代理として２年間，恋ヶ窪保育園に勤務をいたしました。その後，平成23年に私どもの

法人の中で日野市の駅前に新設されました日野駅前かわせみ保育園というところの園長

に就任をし，６年間園長として在職をしまして，昨年度平成29年４月に私どもの法人で

本多保育園という公立保育園があったんですけれども，そこの運営を受けまして恋ヶ窪

保育園の園長をしていた者が，そちらの保育園に異動になったということで，国分寺の

ことを2年間だけでも当初私が携わったという関係で，この国分寺に私が戻ってまいり

ました。それで，現在に至るんですけれども，戻ってきた当初は，やはり私自身も不安

があり，日野市の保育と国分寺の保育が違うのかなと思ったりもしたんですけれども，

子育てをする保護者の方々の気持ちというのは，各自治体によって多少の差はあったと

しても気持ちは一緒です。なので，保護者の方々に徐々に徐々に恋ヶ窪保育園の取組と

いうものを理解してもらえるようになりました。 

個人的な話ですけれども，1981年から83年の２年間，私はですね，神奈川県の私立

の高校の英語教員として勤務しておりました。その後，自分の実力のなさを痛感して職

を辞め，アメリカに渡りまして，1983年から91年までアメリカの大学と大学院で教育

学というものを学びまして，その後，現地の州立大学で勤務をし，また，それの傍らア

メリカ現地の会社で仕事をし，1991年に日本に帰国をしまして，スポーツ用品メーカ

ーなんですけれども一般企業に勤務し，2007年，平成19年に保育園に入職しました。

そして，現在に至っております。このようにアメリカでの経験，教育界，それから他の

園での経験を踏まえて恋ヶ窪保育園の持つ特性をさらに大きくできるよう地域支援にも

貢献できればと，私自身考えております。 

先ほど申し上げました地域福祉に関する私どもの取組に関しまして，「こいこいプレイ

ルーム」というのがあります。ＫＣＰという名前を勝手に付けておりますけれども，Ｋ

ＣＰのＫは恋ヶ窪のＫ，Ｃは英語のComeという意味ですね，PはPlayroomで，「こい



10 

 

こいプレイルーム」。未就園児とその保護者の方の保育所を体験する活動を取り組んでや

っております。これはですね，「こいこいプレイルーム」という名前を付けて，ご家庭で

個人ではなかなかできないような活動をこの保育園の活動を通して，おいでいただいて，

ご一緒に参加していただいています。これはですね，143ページのところに書いてあり

ますけれども，スケジュールとして年10回あります。子どもたちのお誕生会であるとか，

それから保育園の園庭解放，それから，これは食育の関係ではあるんですけれども，保

育園での栄養士，調理師の食育活動を実際に保護者の方々にも体験していただく，ピザ

作りであるとか，それからマス，実際のマスですね，そのマスをプールに放ってマスの

つかみ取りであるとか，味噌造りであるとか，お味噌なんていうのは普通，今ですとス

ーパーで買うことが多いと思うんですけれども，実際，お味噌を大豆から麹を入れて造

って，一年間寝かせて，12月のクリスマスのお遊戯会があるんですけれども，そのとき

に保護者の方々に実際に召し上がっていただくというような活動もしております。この

お味噌，美味しいですよ～。ぜひ，みなさん，見に来てください。食べに来て下さい。

その食育というのにも力を入れて，地域の方々にもご理解をいただけるようにしており

ます。「食」，これは金八先生ではないんですけれども，「人を良くする」という字なんで

すよね。「食」っていうのは。なので，実際に食べること，それから，人と会って話しな

がら食べることというのは，お互いのコミュニケーションができるし，そしていい関係

を築くことができるので，私たちは，だからということではないんですが，食育にも力

を入れて，地域の活動にも取り入れております。   

それから，142ページになるんですけれども，実際に保育園にまだ入所できない未就

園児の方，国分寺市にはまだまだ待機児童が非常に多くいらっしゃいます。そういう方々

は，どこに行くかというと，公園に遊びに行ったりしていますけれども，そこで，その

保護者の方，それからお子様たち実際に保育園でやるようなことをその子どもたちにや

る，出前交流というのをやっております。これは近隣の公園だけでなく，児童館である

とか子ども家庭支援センターにも出向いて活動を行っております。 

それから，最後になりますが，地域の方々の交流，特にご高齢の方々との交流という

のを私たち年１回，２回やっております。数は少ないんですけれども，その方々が昔か

ら慣れ親しんでいる日本の伝統芸能とか伝統の遊び，例えば，だるま落としであるとか，

福笑いであるとか，お手玉であるとか，けん玉であるとか，そういう物を使って子ども

たちと一緒に親しんで遊んでいただく。そこを通すことによって，子どもたちとご高齢

の方，普段はコミュニケーションしないようなことも実際にそういう場所でご高齢の

方々も子どもたちと触れ合うことができるということで地域に貢献できるんじゃないか

なと思って，私どもの保育園では活動しております。これは，私ひとりで園長ひとりで

やっていることではなくて，うちの職員全員が取り組んで，地域の受け手，保育園とい

うのは子供の面倒を看るだけではない，地域にも情報を発信して，地域の方々にもおい

でいただくというような活動を取り組んでやっております。ですので，みなさん，恋ヶ
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窪保育園，東恋ヶ窪２丁目にあるんですけれども，多摩湖線沿いにあります。こういう

機会があるときにぜひ足を運んでいただいて，私どもの保育園を見ていただいて，職員

と一緒に子どもたちと一緒に活動に参加していただければ幸いでございます。 

ということで，７分過ぎてしまったと思いますけれども，本日は私のつたないスピー

チを聞いていただきましてありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 

 

会長：坂田委員，ありがとうございました。私も「菊美会」さんのホームページをかつて

拝見したことがあるんですけれども， KCPというようななかなかユニークな活動をお

やりになっていることをそのときに知りました。ぜひ，機会がございましたら，みなさ

ん方もお寄りになって下さい。また，坂田さんの方には未就学園児の支援ですね，それ

もひとつよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。それでは，最後

になりました。株式会社 こどもの森 にしまち児童館館長の川尻亜利奈委員にお願い

いたします。 

 

 ・株式会社 こどもの森 にしまち児童館 館長 川尻委員 

   ただ今ご紹介に預かりました指定管理者こどもの森，にしまち児童館館長の川尻と申

します。本日はこのような機会を頂きましたが発表に不慣れな為お聞き苦しい点がある

かと思いますが宜しくお願い致します。 

私は以前，第六小学校区にありますしんまち児童館の館長としてこの地域福祉推進協

議会に参加させていただいておりました。今年度4月よりにしまち児童館に異動になり

ましたが引き続き皆様から地域のことを学ばせて頂いて，様々な方との情報交換をさせ

ていただきたく思っておりますので宜しくお願い致します。 

にしまち児童館は西町プラザ内にあります。その西町プラザは生きがいセンターにし

まちと西町地域センターとにしまち児童館の3つが入った複合施設となっております。

施設の利用者は地域の方が多く，また高齢の方も利用されております。着任してまだ3

ヶ月ですが，西町地域の方々の西町プラザへの熱い思いを感じており，その思いにこた

えるには西町プラザをどのように運営をしていくのが良いのか，また色々な団体の方に

も利用して頂きたいのでその為にはどの様にしていったら良いのか委員の皆様のご意見

を参考にさせていただきたいと思っております。 

にしまち児童館はお話していますように地域センターと生きがいセンターとの併設館

です。地域は第八小学校区ですが立川に隣接しているため立川の小中学生や乳幼児親子

さんも来館されます。普段は来館者の3分の1から半分くらいが立川市の方になります。 

児童館での行事の行事を紹介しますと「親子のわ」があり，こちらは乳幼児親子対象

になります。乳幼児イベントが得意なベテランの職員がリトミックを中心にふれあい遊

びなどを取り入れて毎回10組から20組の親子さんの参加があります。次に「親子のわ

ベイビーズ」です，こちらは先に紹介した「親子のわ」の赤ちゃんバージョンで基本は



12 

 

1歳未満の乳児さん親子が対象になります。ベビーマッサージ等も取り入れながら簡単

なふれあい遊びなどお母さんにもリラックスしていただきながら開催していて，平均5

組から8組程度の参加があります。それ以外にも学校のある期間で小学生が利用する前

の午前中の時間に乳幼児親子対象のボールの日，くるまの日を設定しています。ボール

の日は大小さまざまなボールとボールプールを遊戯室という広いお部屋に出しています。

くるまの日は児童館にある乗って遊べるくるまを出して広い遊戯室で思いっきり遊べる

ようにしています。ただこちらは道具を出しているだけでイベント感が無いためか，ボ

ールで遊びにきましたとか，くるまに乗りに来ましたという声は無いのが現状です。 

次に小学生向けの行事では料理企画を月２回，工作行事を毎月3日間開催しています。

立川の小学生も国分寺の小学生も，ぶつかることなく上手に住み分けして遊んでいるの

がにしまち児童館の特徴かと思います。にしまち児童館には乳幼児専用のスペースがあ

るので幼稚園帰りに寄られる親子さんも多く，小学生達が来てもゆっくり遊んでいって

もらっています。 

以前勤務していた第六小学校区のしんまち児童館のときも，児童館の周知が課題だと

感じておりましたが，現在のにしまち児童館でも児童館の周知が課題だと思っておりま

す。乳幼児親子さんに関してはイベントを開催しても職員主導の一緒に遊びましょうと

いった企画には参加されますが，ここで好きに遊んで下さいだと，なかなか遊びにきて

もらえません。小学生以上では普段立川の利用者も多いのですが大きなイベントになる

と立川の小学生の参加が少ないのです。今月に「児童館に泊まろう」と言うイベントを

したのですが普段来ている立川の小学生に声をかけてもあまり反応が無く，児童館泊ま

りを目的に普段利用しない市内の小学生の申込みがほとんどでした。 

また西町プラザには，利用されている地域の方々による利用者協議会というものがあ

ります。そこで色々な企画も考えていただいており，昨年度，お正月の門松を地域の方

に作っていただきました。竹等の材料は地域の方が提供して下さり，縄の編み方や門松

の作り方も地域の方が教えて下さり，それは立派な門松が西町プラザの玄関に飾られた

そうです。流石に門松を各自で作るのは難しいので参加した方で希望された方にはしめ

縄を作って持ち帰っていただいて好評だったそうです。利用者協議会の方からはせっか

くのイベントなのでもっと広く広報して多くの方に知ってもらいたいとお話がありまし

た。今年度も門松作りは開催予定ですので興味をもって頂けるような広報の仕方を考え

たいと思っております。 

今お話したように，西町プラザとして地域センター・生きがいセンター・児童館すべ

ての利用者の方に楽しんで頂けるような企画を利用者協議会と連携して開催するのが今

年度の私の取組みの目標になります。地域センター・生きがいセンター・児童館が多く

の方に周知され，利用する方が増えて活気ある施設となるように，また愛される施設と

なるように委員の皆様の活動を参考にさせていただきたいと思っておりますので宜しく

お願い致します。 
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これで私の発表は終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 

 

会長：川尻委員，ありがとうございました。「にしまちプラザ」には，地域センター，生き

がいセンター，児童館が併設されています。したがって，その中では高齢者からお子様

までのいろいろな交流ができるところであります。ぜひ，門松作りの次の企画も成功さ

せていただきたいと思います。ありがとうございました。 

以上で４団体の活動につきましては紹介を終わらせていただきます。実は時間が大分

押していまして，これから委員の相互交流ということでテーブルでの話し合いになるか

と思います。その時間に食い込んでまいりますが，そこは，事務局の方で調整をしても

らいたいと思います。 

では，委員交流タイムでございます。内容についてご説明をお願いします。 

７ 委員交流タイム 

事務局（米田地域づくり担当係員）より，進め方の説明。 

グループの全員がお互いの自己紹介，取組内容などを発表し，情報交換・共有をした。 

 

８ 次回の国分寺市地域福祉推進協議会について 

事務局より説明。 

次回は，10/23（火）午後 6 時３０分よりリオンホールでの開催。内容は，平成 29 年

度までの地域福祉計画実施計画に基づく事業の評価について，委員の皆さまの御意見を

いただく。 

 

会長：以上で，次第はすべて終わりました。 

ぜひ，それぞれの取組が地域福祉につながり，地域の支え合いが広がりますよう，頑張 

ってまいりましょう。 

それでは，平成 30 年度第１回国分寺市地域福祉推進協議会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

最後に，事務局より，事務連絡がございます。 

 

事務局：お疲れさまでした。 

協議会は以上で終了ですが，この会場は午後 9 時までお時間をとってあります。お話

し足りない方は，自由に残っていただいて結構です。 

  

それでは，お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

閉会 午後８時30分 

 

 

 


