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平成28年度第３回国分寺市地域福祉推進協議会 議事録 

 

日時：平成29年２月15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 

 一般社団法人 矢島助産院：矢島床子 

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 

国分寺市赤十字奉仕団：野和田晃 

国分寺地域包括支援センターこいがくぼ：村形 ちづる 

社会福祉法人 けやきの杜：大竹眞澄 

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会：北邑和弘 

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会：前田 住榮 

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），福祉計画係員（小峯，森），地域福祉係員（田

中，荻野） 

 

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 「地域福祉に関する自主的な活動目標シート」の自己評価について 

  【発表】 

  ・泉山自治会 神永委員 

  ・社会福祉法人ＡｎｎＢｅｅ 山内委員 

  ・ＮＰＯ法人ワーカーズコープひかり児童館 平尾委員 

  ・日吉町町内会 鹿島委員  
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  【グループ内発表】委員交流 

４ 次年度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（森福祉計画係員）より，資料１を参照し，説明。 

前回の推進協議会でいただいた御意見を取りまとめたもので，事業ごとに振り分けた。

内容や振り分けが違うもの，御意見の漏れなどがあれば，事務局にお申し出いただきたい。 

 

３ 「地域福祉に関する自主的な活動目標シート」の自己評価について 

会長：１年間の活動を振り返って，それぞれ自己評価をしていただきました内容について，

４人の方から発表していただきます。 

【発表】 

・泉山自治会 神永委員 

私は泉山自治会の副会長をやっています。泉山自治会を知らない方が多いのではないか

と思いますが，場所は西恋ヶ窪一丁目で，線路から見ると三角地帯になっています。火災

が発生すると全焼してしまうのではないかというぐらいの密集地で，危険地域に指定され

ています。そういった地域で，自治会は２つあります。西恋ヶ窪一丁目自治会と泉山自治

会です。この三角地帯に約1,000世帯が住んでいます。そのうち，泉山自治会の地域は400

世帯ぐらいですが，自治会の加入は半分の約200世帯です。西恋ヶ窪一丁目自治会の方は

500世帯ぐらいで，自治会の加入はやはり半分ぐらいで200何世帯です。 

そうした中，市と協力して，防災推進地区に指定されました。私は防災会の会長も務め

ています。活動をするに当たって，自治会の会員と自治会に入っていない方をどうするか

というのが一番の課題です。災害のときに，「あなたは，自治会の会員ではないから，防

災の用具は使えません」などとは言えません。 

以前，福島県相馬市の市長の話を聞いたことがあります。地震のとき，消防団の方が亡

くなりました。それは救助に行って亡くなったそうです。ではどんな訓練をしていたかと

いうと，文化財を守るため，昔のバケツリレーのような訓練をやっていたそうです。そん

なことではだめだと，人を助けるための人材を養成しなくてはいけないと思ったそうです。

そこで，成人の住民の３分の１に普通救命講習の受講を促したそうです。このような取組

は全国で初めてだそうです。隣近所に普通救命講習受講者がいれば住民を助けられる。ど

んな病気やけがなのかもわかると思ったそうです。 

私は，仕事柄，普賢岳の防災環境や新潟の地震の状況はどうであったか取材をしていた

ので，医療関係のシステムが一番欠けていると感じました。緊急カードを持っていただく

だけでも，その方がどういう方か周りの者がわかる，医療が必要かもわかります。 

現在は，一般の住民と自治会や防災会の人とをどうやって結びつけるかということをテ

ーマに活動しています。 

そのために防災祭りを開催しています。先日は，九小で，地域で活動している方がいら
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っしゃる場に行って，皆さんに一生懸命活動するのはよいことだけれども，是非連携をし

てほしいという話をしてきました。 

泉山自治会は設立してから50年になりますが，姿見の池に蛍を放そうということを考え

ました。都と市と協力してやりますけれども，それには地域の結びつきが必要です。 

結びつきができて，はじめて防災の活動もできるのではないかと思っています。そのた

めに防災会ではお祭りを開催すること，皆さんが顔見知りにならないと声を掛け合うこと

ができないです。あいさつをしていけば結びつきができます。いざというときに活動でき

るような結びつきをつくっていきたいと思っております。 

そのために，いろいろなことを模索している最中です。 

会長：神永委員，ありがとうございました。 

続いて，社会福祉法人ＡｎｎＢｅｅの山内委員，お願いいたします。 

 

 ・社会福祉法人ＡｎｎＢｅｅ 山内委員 

  社会福祉法人ＡｎｎＢｅｅの山内です，よろしくお願いいたします。以前，お配りした

自己紹介シートには，いろいろ活動内容を書きましたが，私どもの法人のことを知らない

方もいらっしゃると思いますので，簡単に法人の紹介をいたします。 

平成17年にＮＰＯ法人としてスタートして，現在は社会福祉法人格をとりまして活動を

しております。主に知的障害をお持ちの方の生活支援や行動支援，外出の支援，グループ

ホームなどを中心に事業活動をしております。法人を立ち上げたときから，地域のたくさ

んの方から御支援・御指導をいただきながら，今日に至っていると感じております。昨年

からこの協議会にかかわらせていただきまして，多くの方と新しいつながりを持てること

に感謝しておりますし，微力ながらお力添えができればと思っております。今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。 

では，本題です，資料２の35ページをお願いします。今年度の活動目標は，「地域に向

けたＡｎｎＢｅｅ主催のお祭りを開催する。」です。これまで，私たち法人主催のお祭りが

できていなかったので，この機会にこの目標を立て，活動をしてきました。お祭りの目的

としまして，地域に向けて開かれた社会福祉法人でありたい，開かれた施設でありたいと

いうことから，はじめの一歩としてお祭りを開催し，定着させていくことで，地域の多く

の方にＡｎｎＢｅｅが何をしているのか知っていただく機会をつくることを目的としまし

た。 

同じ分野の活動をされており，また協議会の委員でもある社会福祉法人けやきの杜，社

会福祉法人万葉の里は，長年，このようなお祭りを開催されていて，地域とのかかわりを

密にされていると思っております。私たちもそのあとに続いていければ，よりよく地域の

中に溶け込んでいけるのではないかと考えております。 

活動内容として，法人は東元町商店会にも加入させていただいておりまして，商店会の

会員も含めて地域の商店の方にもお祭りに御参加いただき，模擬店の焼き鳥や海鮮焼きな

どを販売していただきました。法人でも模擬店を出店し，障害をお持ちの利用者の方がつ

くっている焼き菓子，陶芸，布製品などを一緒に販売いたしました。また，外部の方に音

楽やマジックなどを披露していただいたり，社会福祉協議会の御協力をいただきながらワ
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ークショップを行ったりしました。当日は，天候にも恵まれ，盛況でした。 

評価としては，Ｂとしました。もっと地域の商店の方，活動団体の方に御参加いただく

予定だったのですが，準備不足のところがあり，参加数が少なってしまいました。反省点

でもありますので，次年度に生かせればと思っております。私たちの予想以上にたくさん

の方にお集まりいただき，大変うれしく思っておりますし，次回につなげられるのではな

いかと期待が膨らみました。 

次年度に向けての課題としましては，お祭りの会場となる私どもの施設では手狭になっ

てしまうのではないかということ，昨年末にぶんバスの万葉ルートができて，施設に面し

た道路がルートになっているため，そこを通行する方の妨げになってしまうのではないか

ということ，これらをどう解決していくのかが今後の課題になっていくと思います。 

先日，来年度のお祭りは史跡公園で行ってはどうかという話がありました。毎年４月に

万葉花まつりが行われる場所で，そこは広く，規模が大きいため，どうしたものかという

課題もありますので，今後，実現が可能か検討していきたいと思います。 

  また，協議会の皆さんの中で，一緒にお祭りを盛り上げてくださる方を募集しています

ので，是非声をかけてください。よろしくお願いします。 

会長：山内委員，ありがとうございました。第一回のお祭りということで，私も東元町に

住んでおりますので，様子を見に行きました。天候もよく，大変素晴らしいお祭りでした。

評価はBということでしたが，来年はAとなるよう頑張ってください。 

続いて，ＮＰＯ法人ワーカーズコープひかり児童館の平尾委員，お願いいたします。 

   

 ・ＮＰＯ法人ワーカーズコープひかり児童館 平尾委員 

  ＮＰＯ法人ワーカーズコープひかり児童館の平尾です，よろしくお願いいたします。 

では，今年度私たちが取り組んできた「ひかりごはんフェス」について話をします。実

施は全10回を予定し，これまで８回終了しました。あと残り２回，全10回実施に向け頑

張っているところです。 

「ひかりごはんフェス」を行うきっかけは，指定管理者になって５年目になる私たちが，

日頃，児童館に来ている子どもたちを見ていてのことです。最近，貧困家庭で育つ子ども

たちが問題視されている中，この地域の子どもたちは比較的裕福な家庭の子どもが多く，

普段たくさんのお金やカードゲーム等の遊具を持っています。夏休みは一日児童館で過ご

すこともありますが，その際，近所のコンビニでお菓子やジュースだけを買ってお昼を済

ませ，残ったお金でカードやおもちゃを買い，自分で好きなように使っています。 

こうした状況から，子どもたちは経済的に恵まれてはいますが，食事の偏りがとても気

になり，できるだけ栄養のあるごはんを提供したいと考えました。そして，当法人では自

分たちの給料の中から千円ずつ出し合い，社会連帯費を積立て，それを用いて子どもたち

にお昼ごはんを提供しようということを考えました。 

最初は，コンビニの店長に地域の農家を２軒紹介してもらいました。その後，国分寺市

市政戦略室主催の「こくベジ」ワークショップに参加した際，国分寺の野菜をつかって子

どもたちに食を提供したいという，多くの農家と知り合い，賛同してくださいました。農

家から提供いただいたたくさんの国分寺産野菜に，子どもたちも食に対する興味を示し始
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めたように見受けられました。この活動を継続するために，幼児は無料とし，小学生は100

円，大人は200円の材料費をいただいています。 

活動内容は，お昼ごはんの提供だけではなく，同時に，児童館の遊戯施設で卓球大会や

工作室での折り紙・工作教室などを行ったりしました。また，隣接の公民館地下ホールで

は，午前中親子を中心にリトミックなどを行い，午後からは親子連れや障害をお持ちの方

など，地域のより多くの方々がどなたでも来てもらえるよう，毎月学童職員によるコンサ

ートを行っております。普段，育児でコンサートに行くことができない親子にも好評です。 

そのほか，社協へもこの活動の話をしたところ，無料で学習塾を行っているグループを

紹介され，そこにもお昼ごはんの提供を行ったりしています。 

以前，国分寺地域包括支援センターひかりへ通う高齢者を毎日見かけてはいましたが，

御近所ながらなかなか交流する機会がありませんでした。そこで，センターの職員に声を

かけ，是非交流をしたいとお願いしたところ，先日104歳のおばあさんのお誕生会に親子

連れで参加をさせてもらいました。104歳のおばあさんと１歳のお子さんを持つお母さん

双方が，この103歳違いの交流をとても喜んでおりました。午後からは学童の子どもたち

30人くらいを連れてお祝いをしました。この交流に涙を流して感謝する高齢者の方々を見

て，子どもたちはとても心打たれたのではないかと思いました。 

来年度に向けての課題としては，これまで土曜日に小学生を対象にお昼ごはんを提供し

たいと考え，100食くらい用意をしましたが，小学生にとって土曜日は習い事や塾などが

あるためとても忙しいようで，３分の１くらいしか食べに来ないこともある状況でした。

案外，平日の夕方は孤食で，一人でお留守番をして食事をする子どももいると考えられる

ため，今後は平日の食事提供，あるいは中高生に向けた食事づくりやごはんの食べ方の提

案等，そうしたことを中心に活動していきたいと思っているところです。また，高齢者の

方々と小さなお子さんをお持ちの親子を結びつけるような交流をしていきたいと思ってい

ます。そして，来年度に向けて公民館とも連携をしていきたいと考え，学習塾，地域包括

支援センター等へもつなげていきたいと思います。 

会長：平尾委員，ありがとうございました。これからも地元農家との交流や103歳差の交

流を進めていただければと思います。 

それでは最後４人目，日吉町町内会の鹿島委員，お願いいたします。 

   

 ・日吉町町内会 鹿島委員  

日吉町町内会会長の鹿島です，よろしくお願いいたします。 

日吉町町内会の活動は，基本的に日吉町一丁目から四丁目全般の防犯パトロールを行っ

ているということです。それでは具体的な内容について，資料60ページから61ページで

御説明させていただきますので，御参照ください。 

今年の活動目標については防犯パトロール一本に絞り，その内容は毎年私たちで運動方

針を決めています。平成28年も活動方針として決め，その具体的な内容を資料に転記しま

したので，説明させていただきます。 

まず，毎週水曜日は時間をなぜ午後２時にしたか。これは，国分寺市内の学校は午後２

時に下校するため，その時間に合わせて午後２時にしました。では，土曜日はなぜ午後３
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時かというと，これは国分寺市内の空き巣の一番発生する時間帯が夕方であるため，私た

ちが活動できる一番遅い時間帯である午後３時から始めることにいたしました。 

五小の相談室を借りて，そこを拠点に集合し，防犯ミーティングを行います。ミーティ

ングの内容は，まず小金井警察署からの各種情報を，国分寺市からは不審者情報をもらい，

その他新聞等のメディアからも私の方で情報を収集し，パトロールの参加者全員に説明を

して情報の共有化に努めました。日吉町には，小金井警察署の派出所地域安全センターが

あります。ここでも警察署員から情報をいただき，なお一層情報の共有化を図っています。 

パトロールは五小を出発し約１時間程度，ミーティングを含めると延べ90分の活動です。

資料61ページに４月から12月までの月別の記載がありますが，活動回数78回，参加人員

831名，平均人員11名という結果になりました。内容では，パトロールを行っている人に

対し，抑止力のためにパトロール中に会った方全員に声をかけるようお願いしています。

こちらから声をかけることで不審者への抑止力につながり，安全な町になります。また，

地域の安全を高めるために，小金井警察署からチラシを発行してもらっています。例をあ

げると，「騙されない」，「泥棒の侵入を防ぐポイント」，年末には「わが町をみんなで守ろ

う年の暮れ」，また「日吉町では現在５件の空き巣被害が発生しています」など。そうした

情報を的確に広報し，町内の住民への注意喚起になれば地域の防犯に生かせると考え，こ

うした活動を行っています。広報回数は資料61ページに記載のとおり，平成28年４月，

７月，９月，11月の計４回行っています。そして今年の２月にも配布を行い，現在５回行

っていることを御報告させていただきます。 

それからもう一つ，地域のコミュニケーションを図る目的で，地域のいろいろな活動に

対し，積極的に参加をしています。資料61ページの８月に記載の８月21日実施の国分寺

市総合防災訓練と引き続き９月に行われた避難訓練に参加し，次の10月全国地域安全運動

市民のつどいにも参加，同じく10月22日五小の体育館で行われた「いざ！カエルキャラ

バン！」は子どもを対象にしたものでありますが，保護者も集まり，これは主に防災活動

のために行うイベントで，これにも参加しました。そのほか，12月は防災講演会にも参加

し，地域活動では５回参加ということです。そして，学校行事への参加については，11月

11日に五小の「こども110番の家」の確認訓練にも参加し，計６回地域の行事に参加した

ということです。 

それから，地域の美化運動については，１回目は我が町内会独自の美化運動，もう一つ

は毎年国分寺市で行われるクリーン運動です。６月に行っているのが私たち地域独自のク

リーン運動で，11月13日実施の国分寺市のクリーン運動の計２回参加しました。高齢者

の見守りについては，社協で実施した平成28年２月13日の高齢者見守りネットワークの

講演会の教材を使用し，私なりにマニュアルを作成しました。そして，そのマニュアルを

パトロールの参加者全員に高齢者の見まわりの心得として配布しました。内容は，まず高

齢者とつき合うための３つの心得として，「１，驚かせない」，「２，急がせない」，「３，自

尊心を傷つけない」を掲げ，そして実際の行動として，「１，声をかけるときは一人でかけ

る」，「２，相手に目線を合わせて優しい口調で話をする」，「３，相手の言葉に耳を傾けて

ゆっくりと対応する」，要するに相手に不安を与えないという気持ちをこの講演会で学び，

みなさんにお願いしているというものです。高齢者に対しても，何かのときはできるだけ

対応したいと考え，パトロールの中にもこうした形でお願いして行っています。 
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以上が，今年の基本的な活動内容です。 

今年の活動評価については，私個人としては目標達成とし，自己判定としてはAではな

いかと思います。ただし，これで満足はしていません。まだまだやることはたくさんあり

ます。これからも今の状態で満足せず，よりレベルの高い目標をみんなでクリアし，来年

度も全員がよくできたと思えるよう活動していきたいと思います。 

会長：鹿島委員，ありがとうございました。多岐にわたるパトロールで大変関心いたしま

した。 

発表してくださいました委員の皆様，ありがとうございました。それぞれ一年間，でき

ることをできる範囲で活動を進めてまいりました。目標どおり活動を進められた方，また

目標どおりいかなかった方，様々かもしれませんが，それぞれの活動が地域のつながりを

つくったり，地域の支え合いや地域福祉の推進につながったりしていくものと思います。

残りの時間は，グループでそれぞれの自己評価について情報交換していただきます。 

 

 【グループ内発表】委員交流 

事務局（佐藤福祉計画係長）より，進め方の説明。 

１コマ目，25分間，席替えをして２コマ目，30分間，グループの全員がお互いに自己

評価を発表し，情報共有をした。 

  

４ 次年度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）より説明。 

来年度の委員募集を行う。推進協議会の活動を知っていただくため，３月１日号の市報

に活動内容と募集の記事を載せる。皆様には，是非引き続き，会の趣旨に御賛同いただき，

委員として活動していただきたい。改めて，委員募集の通知を個人の委員の方には，それ

ぞれの連絡先に，団体を代表して出られている方には，団体宛てに送るので，よろしくお

願いしたい。 

来年度の日程は，次第に記載のとおり。 

アンケート用紙をお配りしてあるので，３月10日（金）までに地域福祉課までお寄せい

ただきたい。 

会長：以上で，次第はすべて終わりました。 

委員の皆さまの方から，何かございますか。 

  なければ，副会長，会長より，最後に，一言，ごあいさつを申し上げたいと思います。 

まず，副会長よりお願いします。 

 副会長：副会長を仰せつかっておりましたＮＰＯ法人あおぞらの原でございます。 

  初めにお詫びをしなければならないのが，第１回目の会議にやむない事情で欠席したこ

とでございます。誠に申し訳ございませんでした。幸いにして，熊谷会長がしっかり会務

を行われ，ありがとうございました。 

  さて，本会議は国分寺市地域福祉計画に基づき，設置されましたが，市民の方，市内で

活動する団体が行います地域福祉についての情報共有，意見交換の場として１年間活動し

てまいりました。結果はそれぞれですが，個人目標の設定，評価など，参加された方々が，
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真剣に取り組まれた姿を拝見して大変頼もしく感銘いたしました。個人的感想ですが，初

年度の活動としては地域づくりに成果を上げられたのではないかと評価をしています。次

年度からの活動が期待されます。 

参加された皆様方及び団体のますますの御発展を祈念しまして，副会長退任のあいさつ

とさせていただきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。 

   

会長：では，私からもお時間をいただきまして，ごあいさつ申し上げます。 

 この間，皆様から熱心なお話をいただきありがとうございました。また，新年度に向け

て，事務局から日程の御案内もございました。是非引き続いての参加をお願いいたします。 

 今，社会福祉法人は，社会福祉法の改正に伴う手続で大変忙しいときだと思います。私

がおりましたグループではその辺のお話をいたしましたが，社会福祉協議会も同様でござ

います。市内の社会福祉法人と市内に事業所をお持ちの社会福祉法人と，市の協力のもと，

各法人の課題の話し合いや連携を進めていくための連絡会を立ち上げる準備をしています。

準備会を組織する法人は，この協議会に今までどおり参加させていただいて，情報交換，

連携を密にしていきたいと思っております。協議会の皆様には大変御理解をいただき，こ

れからもよろしくお願いいたします。社会福祉法人の皆様には後日，社会福祉協議会の事

務局からアンケート等を送付させていただきますので，御協力のほど，お願いいたします。 

 これで，平成28年度の地域福祉推進協議会，３回を無事終了いたしました。つたない会

長でしたが，皆様の御協力により，滞りなく１年間過ごさせていただいたことを感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

 

閉会 午後８時30分 



平成28年度第３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 出席

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 欠席

8 ＮＰＯ法人介護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 欠席

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 出席

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 欠席

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 欠席

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 欠席

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 欠席

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 出席

46 社会福祉法人　万葉の里 坂田　晴弘 出席

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


