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新部会員のご紹介！ 
 平成２２年度地区社協部会では、各地区社会福祉協議会での役職の変更により部会員となられ

た方が２名おります。本紙面の恒例となりましたが、新部会員の皆様に地区社協活動推進への

抱負を語っていただきました。 

 

★地域に根ざした福祉を目指して              

相模湖地区社会福祉協議会会長 溝口正裕 

 

★社会福祉事業の能率的運用を目指して 

田名地区社会福祉協議会会長 関戸丈夫 
  

 

 

地区社協部会だより  

発行日 平成２２年 ９月    

発 行 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 

        地区社協部会 

 この度、相模湖地区社会福祉協議会の会長に就任しました溝口です。 

近急速に進む少子高齢化に伴いますます福祉課題が複雑かつ重要に

なってきております。このような時に会長に就任し大きな責任を感じてお

ります。 

相模湖地区社協では、地域の特徴を生かして間伐材を利用したベンチを

作製し地区に配布したり、緊急時に対応できる「あんしんケース」を一人

暮らし高齢者等に配布したりと独自の活動をしております。 

これからも地域に適した活動をしてゆく所存です。地域の皆様及び事務

局のスタッフと力を合わせて推進してまいりたいと思いますので、今後と

もよろしくご支援ご協力の程をお願いいたします。 

 この度、田名地区社会福祉協議会の会長に就任いたしました関戸丈夫

です。 

 急速に進む少子高齢化に伴い多様化する地域福祉活動に、金井前会長

の後任として引き継ぎ、職の重大さを深く受け止めています。 

 田名地区では、相模原市内で唯一の取り組みとして 6 月に地区のボラ

ンティアセンターを設立しました。「誰もが住みやすい田名」を目指し、

身近な地域での助け合い活動をしていこうというものです。更なる地域

福祉の向上を図るため、微力ながら精一杯努力してまいりますので、ご

指導ご協力の程よろしくお願いいたします。 
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平成２２年度 第２回地区社協部会開催結果 
（７月２８日開催） 

議題１ 地域の福祉活動を担う人材確保について 

  事務局より資料を用いて地域の福祉活動を担う人材確保について、各地区社協における認識や取組

みについて紹介しました。また例示として紹介した各地区の取組み状況などについて各部会員からの

補足説明を頂き、あわせて意見交換を行いました。 

（○＝主な意見 ●＝事務局の回答） 

 

○ボランティア活動へ参加したいとの思いを持っている人は多い 

と思います。しかしそのような個々の方々が実際に参加いただ 

くためには様々なバリエーションの活動を用意する必要がある 

ように感じています。（吉本部会長） 

 

○約 90 名いる地区社協会員は、必ず 4 つある委員会のいずれかに所属し、担当する事業の企画や実

施などに参加することになる。これに対して事業協力スタッフは、委員会活動に参加する必要はな

く、興味・関心のある地区社協事業に、より気軽に地区社協事業へ参加いただける仕組みとして実

施しています。（小山地区 久保田会長） 

 

○ボランティアグループが解散するなど、地域の福祉活動の担い手が少なくなっている状況がありま

す。そこでこれまで地区社協活動にあまり参加いただけていなかった会員の中で、特に自治会の福

祉部長に対して声掛けを行い、特定の事業の担い手を募集しています。 

また、地区社協事業として実施している配食サービスについては、地元の小学校で作ったお米を寄

付していただき、子ども達が手作りした掛け紙を弁当容器に用いて実施しています。本日配布させ

ていただいたファイルは、子ども達へのお礼として卒業時に差し上げているものです。（新磯地区 

角田会長） 

 

○平成 5 年から地区内の全ての自治会から福祉協力員を推薦いただき、地区社協が行う各事業に 低

2 回以上は参加をいただいている。福祉協力員を退任された後にはサポート隊に個人登録を頂き、

継続して地域の活動へ協力をいただくよう促しています。ボランティア活動 

へ参加したいとの思いを持っている人は多いが、実際にどのような活動を 

必要とされているのかが分かりにくい、地域の福祉活動が見えにくいもの 

となっているように思います。担い手を必要としている活動の「形」を見 

せる工夫が必要だと感じており、また団塊の世代の男性や小学生が社会活動 

に参加できる機会を設けることも必要だと思います。（光が丘地区 飯沼会長） 

 

○6 月からボランティアセンターを立ち上げました。現在約 40 名の登録者がいます。センターは週 2

回開設しており、福祉施設や個人からの依頼や相談に対してスタッフがコーディネートしています。

（関戸部会員） 

 

○大規模な地区であるため、担い手になりうる人は多くいると思われます。地区社協活動に協力いた

だけるような方を見つけ出しています。（石井副部会長） 
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○一概にはいえませんが、旧町の時代からの経過もあり、福祉活動への参加の仕組みは既にあるよう

に感じています。ただし高齢化が進む地域でもあり、若い世代や学齢期から福祉に対する問題意識

を促すような工夫が必要のように思います。（今井部会員） 

 

また事務局から市社協として地域の福祉活動の担い手を確保するためにどのような取り組みが必

要かを投げ掛け、合わせてその一例として主に地区社協活動を広く市民に周知する取組みとして区

版の広報紙の発行等について説明を行いました。 

 

 

議題２ 地域福祉コーディネート機能の充実について 

  議題１で取り上げた「地域の福祉活動を担う人材確保」に関連し、資料を用いて第 7 次地域福祉活

動計画の中で重点的に取り組むものとして位置づけた「地域福祉コーディネーター」について、その

主旨の説明と推進方策についての提案を行いました。 

（※「地域福祉コーディネーター」の詳細については、５ページ以降をご参照ください） 

 

 ○地区では平成 10 年より地域の見守り活動を行っている。提案のあった地域福祉コーディネーター

は、この見守り活動に参加いただいている方そのもののように感じました。 

  

●ご指摘のとおり、地域福祉コーディネーターは新たに何かを導入するというものではなく、既にあ

る取組みやその活動に参加している人について、その位置づけや役割を再確認するものと受け止め

ていただければと思います。 

  

○サロンの担い手などは地域福祉コーディネーターであると思います。ただし期待する役割などにつ

いては、なかなか分りにくいものと感じています。将来的にＤＶＤの製作という説明もありました

が、視覚的に伝えるこが大切だと考えるため、是非取り組んでいただきたいと思います。 

  

○考え方については賛同します。ただし規模の大きい地区では地域団体の事務支援の人員体制が充分

ではないと認識しているので、新しい事業の展開を行う際には、人員の確保を始め地域の実情に合

わせた対応をお願いしたいと思います。 

 

 

議題３ 地区社協補助金について 

  市社協が各地区社協に対して助成している育成費補助金について、その現状について説明を行い、

合わせて人材確保等を推進していくためにはどのような助成がより効果的であるかについて課題提起

をいたしました。 

 

 

その他 

 ○前年度の広報委員会では、津久井地域で発行していた広報紙を廃止する代わりに、全市版の中で津

久井地域のページを設けていくことが確認されていたかと思うが、その後どのような対応になって

いるのでしょうか。 
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●年 6 回発行している全市版の中に津久井地域のページを設けていくことは紙面の都合上難しい状況

です。現在各地域事務所と調整し、折に触れて特集的に取り上げていければと考えています。 

  

○区版の広報紙について、年 6 回発行することは出来ないものでしょうか。また新聞 3 紙のみの折込

であると、各家庭への配布が十分ではないのではないかと危惧します。 

 

●広報委員会では、年 4 回発行の方向とすることを確認していました。ただしその後調整する中で予

算上の都合もあり、今年度については試行的に年 3 回とすることとなりました。また新聞を取って

いない方への対応としては、各事務所等公共施設にて配布できるよう調整している状況です。 

 

○私の地区では、民生委員の一斉改選について半数の民生委員が退任の意向です。他地区での状況は

いかがでしょうか。 

   →地区社協会長が推薦委員会の委員長となることが慣例となっています。自治会長へ後任の方を

探していただくようお願いをするのと合わせ、退任される民生委員にも後任の候補となりうる

方をご紹介いただくなどもお願いしています。 

   →退任の意向を表明されている方に対し、できるだけ慰留し継続して活動いただくようお願いし

ています。 

 

○本日相模湖の地区社協広報紙のみが配布されていますが、相武台地区でも 7 月に広報紙を発行して

います。本日配布されていないのはなぜでしょうか。 

 

●部会を開催する度に各地区の地域福祉推進員・支援員に声掛けを行い、 寄りで発行している広報

紙等印刷物の提供を依頼していますが、今回その依頼をしそこねてしまったことによるものです。

次回以降気をつけていきたいと思います。 

 

○あじさい会館 1 階ロビーにある地区社協情報コーナー 

に掲示してある掲示物が 1 年以上前のものもあり、管理 

はどのようになっているのでしょうか。 

 

●市社協地域福祉グループが管理しているものであるが、 

実際には十分管理しきれていないため、今後徹底して 

いきたいと思います。（8 月に入り掲示物を一斉に張り 

替えました。） 

 
●新体制になり約半年が経過し、今後地域団体の事務支援 

の体制の現状や課題等について各地区社協会長にお伺い 

をさせていただければと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あじさい会館 1 階

ロビーにある地区

社協情報コーナー 
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  地域福祉コーディネーターの推進について 
 

第 2 回地区社協部会における議題の一つとして取り上げました「地域福祉コーディネーター」は、地

域の福祉活動の新たな担い手としての期待と併せせ、小さく見逃されがちな困りごとや悩み等の声をし

っかりと受け止める仕組みの根幹として今後 5 年間の中で市社協が推進していくものです。 

以下では地域福祉コーディネーターの目的や役割、推進方策などについてご紹介いたします。 

 

☆第 7 次地域福祉活動計画における位置付け 

平成 22 年より 5 年間の市社協が行う取り組みを定めた第 7 次相模原市社会 

福祉協議会地域福祉活動計画では、「福祉課題」を中心に据え、この「福祉課題」 

の把握と地域単位での解決方策を促進し、支えあいのまちづくりを推進していく 

ために、 

①福祉課題を発見し、解決につなげます 

②福祉課題について話し合い、解決につなげます 

③福祉課題を解決するための環境を整えます 

と 3 つの基本目標が設定されています。 

 

☆「福祉課題の把握」と「地域福祉コーディネーター」 

市社協では、地域に暮らす住民一人ひとりの「困りごと」や「悩み」の総体を「地域の福祉課題」と

捉えています。この地域の福祉課題は、身近に存在する多様な人材により把握され、各種の相談機関等

特定の場へ持ち込まれるものと考えます。 

地域福祉を推進するには、小さく見逃されがちな「声」をしっかりと受け止め、サービスや制度、ボ

ランティア活動などの関係機関につなぐことや、対応するサービスがなくても困っている人と一緒に考

え、地域の福祉課題として地区社協など課題解決を検討する場につなぐことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、「困りごと」や「悩み」

を発見でき、また「声」受け止め

られる人材を地域に多く育ててい

く方法として「地域福祉コーディ

ネーター機能の充実」という取り

組みを地域福祉活動計画の中に位

置付けました。 

なお、福祉コーディネート機能

には、右の図のように 3 つのステ

ップからなるものと考えます。 

特集 
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☆地域福祉コーディネーターの活動 

地域福祉コーディネーターは、特定の専門職や資格保有者ばかりでなく広く一般の市民の方の中にも

既に多く存在しています。そのため、新たな役割を担って頂くものではなく、すでに地域福祉コーディ

ネート機能の役割をされている市民の方に再認識して頂くものです。 

 以下は地域福祉コーディネーターの活動イメージについて、実際に市内であったお話を基にした架空

の事例としてご紹介するものです。 

＜地域福祉コーディネーターの活動イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●背景に近隣関係の希薄化 

上記の２つの事例は、市内で実際にあったことをモチーフに作成したものです。事例のように、困

っている人からの｢声｣は専門機関の窓口や福祉サービス事業者によるサービスの提供場面以外にも、

近隣関係や親しい友人等との雑談の中で「ふともらしたひと言」など様々な場面に表れます。しかし、

近隣関係の希薄化などにより、このような「声」を把握しにくい状況にあるのも事実です。 

●「声」を受けとめ、共に考え、解決に向けてつなぐ 

地域福祉を推進するには、小さく見逃されがちな「声」や「状況」をしっかりと受け止め、サービ

スや制度、ボランティア活動などの関係機関につなぐことや、対応するサービスがなくても困ってい

る人と一緒に考え、地域の福祉課題として地区社協など課題解決を検討する場につなぐことが重要と

考え、その一翼を担う人材として地域福祉コーディネーターを位置づけるものです。 

 

☆地域福祉コーディネーター推進方策 

市社協では、今後先ず市社協が把握し市域や各地区にて活動している「ふれあいサービス協力会員」

や「ファミリーサポート援助会員」、「配食協力員」、「いるかバンク登録者」といった福祉活動の担い

手（約 1,800 名）に対し、地域福祉コーディネーターの必要性と視点を伝える仕組みを検討していき

ます。併せてこれらの担い手が、自分の住む地区の地区社協活動等の場へも参加することを勧め、地

域の福祉活動の担い手としても活動していけるよう支援をしていきたいと考えています。また将来的

には、市社協と地区社協とが協働し、広く地域福祉コーディネーターの確保に努めてまいります。 

 

 
事例１ 

コンビニエンスストアを営む小林さん。買い物に来るお客さんの中で、レジで何百円かの品物を

買うのに必ず 1 万円札で買おうとする近所の A さんをこの頃“少し変かな”と感じるようになっ

た。たまたま認知症のことを取り上げた番組をテレビで見ている中で、A さんの顔が思い浮かび、

小林さんは地域の民生委員を務める町田さんに A さんのことについて相談してみることにした。 

 

事例２ 

佐々木さんは買い物に出かけた際に、歩道で足取りのおぼつかないお年寄りを 

見つけた。傍目からも危なそうに感じたので「大丈夫ですか」と声をかけ会話を 

すると住所が自分の家の近くであり、また一人暮らしをされている方であること 

が判明。ご本人からの要望もあってタクシーを呼び乗せてあげた。その後、以前 

講座を受講して知っていた地域包括支援センターの職員にこのお年寄りのことを 

把握しているか、尋ねてみることにした。 
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福祉コミュニティ形成事業の取組み状況 
  

平成 21 年度に橋本・中央・田名の３地区にて実施が開始された「福祉コミュニティ形成事業」。平成

22 年度には新たに城山・相模湖・藤野・相武台の 4 つの地区でも実施が始まっています。以下では、

福祉コミュニティ形成事業実施地区の本年 8 月までの取り組み状況についてご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央地区では、『三世代 心でつながる街 中央地区』をキャッチフレーズに、 

8 月 21 日に開催した「央地区ふるさとまつり」にブースを出店し、世代間交流を 

目的とした様々な企画を実施しました。また中央地区 

内の各団体が取り組んでいる世代間交流を目的とした催し物を取材し、 

周知に取り組んでいます。今後は、「ふるさとまつり」での取り組みの 

評価・検証を行いながら、地区内の世代間交流が促進されることを目的 

とした常設の拠点となる場所の設置に向けた検討等を行っていく予定 

です。 

橋本地区では、地域における生活課題に関して優先課

題として上げられた「地域内の交流と人間関係の希薄化」

への改善に向けた取り組みを行っています。 

具体的には、“活動センターふれあいの家橋本「ぬくもり」”の地域内

関連団体への貸出しや、6 月からは週 3 日 9:30～16:30 の間にボラン

ティアによる「ぬくもりよろず相談」を開催しています。その他にも料

理や園芸、農作業、健康増進をテーマに高齢者等の交流を目的とした教

室の開催や、サロンの開設など拠点を活用した取組みを行う他、住民向

け情報サービスぬくもりカレンダーの発行等を行ってます。 

 

        田名地区では、ボランティアセンターの設置に向 

け、3 月から 5 月にかけ地域の住民に広く周知し、 

ボランティア登録の説明会やコーディネーター研修 

会を実施してきました。そして 6 月 1 日に、地区 

ボランティアセンターを開所し、活動をスタートしました。 

施設からのイベントのお手伝いの他、ケアマネジャーから 

の通院介助等、個人対応の活動依頼も増えています。 

今後は、相談の受付け方法やボランティアへの依頼等、活 

動を開始したことで見えてきた課題に対する改善等について 

の検討をしていく他、ボランティアセンターの周知やボラン 

ティアの募集にも取り組んでいく予定です。 

橋 本 

中 央 

田 名 

 

 
ボランティアセンターの開

所に際しては、神奈川新聞

等にてその経過などの記事

が紹介されました。 

ふるさとまつりでの様子 

“活動センターふれあいの家

橋本「ぬくもり」”の花植え

の様子 
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    （※）KJ 法：データをカードに記入し、カードをグループごとにまとめて図解し、問題解決を図る方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地区社協部会だより」についてお問い合わせ等は、下記までご連絡下さい。 
 
相模原市社会福祉協議会 福祉推進課 地域福祉グループ  
電話０４２－７５６－５０３４ 内線 55９６（担当：田代） 

平成 23 年度実施地区を募集します！ 
市社協では、12 月上旬を期日として、平成 23 年度から福祉コミュニティ形成事業を実施

する地区の募集をいたします。第 3 回地区社協部会（９月下旬開催予定）において各地区社協

へ募集の周知をいたしますので、各地区における実施のご検討をいただければ幸いです。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

相武台地区では、これまで２回の会議を開催しました。KJ 法（※）を用いて

地域の福祉課題を出し合い検討をおこない、「人材育成」と「人材を活かす受け皿

について」をテーマに議論を進めていくことになっています。 

城山地区では、原宿、若葉台という２つの自治会エリアを指定し、それぞれの地

区ごとの住民で形成された地域福祉推進会議を構成し、これまでにそれぞれ２回の

会議を開催しました。原宿地区では、「近隣関係の希薄」や「高齢化の進行」等の課 

題を共有しつつ、住民の意見を広く聞く場面が必要であることを確認。今後は、若い世代や子育て

期の世帯からの意見を把握していく予定です。 

また、若葉台では、「高齢化の進行」、「交通環境の悪さ」などをもとに意見交換を実施しました。

また、住民に対してこの取り組みの周知方法についても併せて検討しています。今後は、課題を共

有化するために、再度、地域課題の抽出をしていくこととなっています。 

相模湖地区では、準備会として地区社協地域福祉推進委員会を２回開催し、地域

福祉推進会議に迎える新たな構成メンバー案をほぼ決定致しました。 

検討する福祉課題については、昨年度の地域福祉推進委員会から引き継がれた検討

課題（①移動（買い物）支援、②事業者と連携した見守り、③子育て支援）を基に新たなメンバー

のアイディアも加えて検討していくこととなっています。 

今後は、９月中旬までに公募を含めた新たな構成メンバー 

（公募・地区内保育園長・商工会）の参画について調整を行い、 

１０月開催の地域福祉推進会議で具体的な検討を開始する予定 

です。 

藤野地区では、初回の地域福祉推進会議の中で、各委員及び所属団体等で、困

りごとは何かをそれぞれ検討することを確認し、9 月末までに回答をいただく予

定としました。今後１０月に開催する第 2 回目の会議にて提出された困りごとを

検討する予定です。 

相模湖 

相武台 

藤 野 

城 山 

 


