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 新部会員のご紹介！！ 
 平成 23 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

6 名いらっしゃいます。新部会員の皆様に地区社協活動推進への抱負、半年経過をして感じることなど

を語っていただきました。 

 

★更なる地域福祉の向上を目指して 

                     大沢地区社会福祉協議会会長 大貫幸雄 

★地域福祉活動の向上を目指して 

城山地区社会福祉協議会会長 熊谷達男 

 

 
  

 

 

地区社協部会だより  

発行日 平成２３年１２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、5 月に城山地区社会福祉協議会の会長に就任しました熊谷です。 

 年々少子高齢化が進む社会現象の中で、城山地区におきましても重要な

課題として捉えております。内田前会長の後を引き継ぎ、責任の重さを感

じております。地域福祉の向上を目指して各分野のスタッフの皆さんと力

を合わせて活動し、市社協及び各地区社協皆様の手助けを頂きながら地域

福祉の活力ある街づくりの一端に努力していきたいと思っております。 

 特に福祉コミュニティ形成事業活動を立ち上げ、現在推進中でありま

す。地域福祉の向上に精一杯努力していきたいと思いますので、今後とも

よろしくご指導ご協力をお願いいたします。 

この度、大沢地区社会福祉協議会の会長に就任いたしました大貫です。 

 急速に進む少子高齢化に伴い、ますます福祉課題がクローズアップさ

れているこのような時に、瀬間前会長の後任として引継ぎ、重責を改め

て感じております。 

 大沢地区では、地区敬老会を自治会連合会、民生・児童委員協議会の

理解と協力により平成 19 年度より自治会主催で開催しています。今年

度より市の敬老会が地域開催となりましたので、更なる地域福祉の向上

を図るために、微力ながら精一杯努力してまいりますので、ご支援ご指

導の程よろしくお願いいたします。 



地区社協部会だより 第 18 号 

 2

 

★つながりある福祉活動をめざして 

横山地区社会福祉協議会会長 佐藤榮次 

 

★最初の仕事は敬老事業 

新磯地区社会福祉協議会会長 池田光義 
  

★地区社協の役割をあらためて見直すとき 

相武台地区社会福祉協議会会長 相川真慶 

  

 

 

 この度、横山地区社会福祉協議会の会長に就任しました佐藤です。 

地区の福祉活動に参加してまだ日の浅い会長ですが、よろしくお願い 

します。 

横山地区も長年地区社協、民児協等が中心になり、いろいろなボラン

ティア団体を組織し、活動しておりますが、各団体の高齢化を心配して

おります。来年度に向けて横山地区も福祉コミュニティ形成事業地域福

祉推進会議結成の打合せを重ねておりますが、上記に述べたようにボラ

ンティア団体の担い手の育成活動の課題解決等、次世代までつながる活

動を目指し努力してまいる所存であります。どうぞご支援ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 この度、新磯地区社会福祉協議会の会長に就任いたしました池田です。 

 社会情勢は日々変化し、少子高齢化社会ということで、生活内容もま

すます複雑化しており、今後の福祉事業の役割も大きくなると思われる

時期に大変責任ある仕事をお受けしたと痛感しております。 

 さて、地区社協の年間事業として、本年は新たに市の敬老事業の見直

しということで地区ごとに敬老事業を実施することになり、当会では大

凧センターで開催し、予想以上のご出席を頂き楽しいひとときとなりま

した。これからも高齢者の皆様が地域の方々とともに安心して生き生き

と暮らせる社会を目指していきたいと思います。 

 平成 23 年度、相武台地区社会福祉協議会の会長に就任しました相川

です。当地区は市内で高齢化率が著しく高く、地域福祉における社協の

役割の重さを認識しています。社協の会員をはじめ関係団体の協力も得

ながら、地域の皆さんのご要望に応えてまいります。 

 さて、相模原市の敬老会が地区に委ねられ、初年度の「地区敬老会」

を、自治会・社協・民生委員・ボランティア等の協働で盛会のうちに終

わらせることができました。地域を 4 つのグループに分けて参加の便宜

を図り、2 年前から試行してきた敬老会をベースに改善を加えました。

4 グループの開催日が異なるため、お祝いの会長挨拶も 4 回となり、加

山市長さんのご苦労がよく理解できました。 
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★身近な地域福祉実現を目指して              

東林地区社会福祉協議会会長 桑野千佐子 

 

 

平成 2３年度 第３回地区社協部会結果 
（１０月１９日開催） 

 議題１ 福祉コミュニティ形成事業について 

福祉コミュニティ形成事業の目的や内容、市社協からの支援体制等について説明をしました。また、

現在実施している地区の進捗状況と、取り組み上の課題を報告しました。課題については、「担い手」、

「財源」等の課題項目を実施年数ごとにまとめたことにより、実施年数によって抱える課題の違い

や傾向を把握することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆福祉コミュニティ形成事業とは 

福祉コミュニティ形成事業とは、地区社協が地域福祉推進会議を設置し、福祉課題の発見・共有・ 

解決に向けた、地域の特性を生かした仕組みづくりを検討及び実践する事業です。 

①地域福祉推進会議 

地区社協関係者及び地域の福祉に関する幅広い知識を持つ方々が構成員となり、地区社協が設置 

する福祉コミュニティ形成事業地域福祉推進会議を組織し福祉課題の検討を行う。 

②試行事業の実施 

   今後継続的に推進することが可能であり、課題解決に向けた取り組みを、様々な方々の参画で 

「楽しく」、「皆でつくる」ことを意識して実施し、実施後評価検証等を実施する。 

③基盤整備期間 

   ３年間の基盤整備期間に、福祉課題の発見・共有・解決向けて、課題の集約、試行事業の実施等を 

行い、基盤整備を行う。 

④指定期間以降について 

４年目以降も事業継続を行いながら評価、検証を行い地域状況に合わせた取り組みを行っていく。 

 ⑤市社協の支援体制について   

■人的支援 ■運営支援 ■財源支援 

部会資料（一部抜粋） 

 この度、東林地区社会福祉協議会の会長に就任いたしました桑野でござ

います。 

 東林地区では現在、福祉コミュニティ形成事業として、高齢者等の交流

の場の提供を目的とした「いこいの広場」の定着と拡充に取り組んでおり

ます。 

 その方策の一つとして、「いきいき塾」では「いこいの広場」を維持し

ていくスタッフをはじめ、地域福祉に従事するボランティアの養成に力を

注いでいます。同時に、地域福祉の基礎づくりとして、福祉の「受け手」

と「担い手」のどちらもがその地域に暮らす身近な地域福祉を目指します。 

 「誰もが安心して、いきいき暮らしていける身近な地域福祉」の実現に

向け、微力を尽くしてまいる所存でございます。 
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   事務局からの説明、報告の後、緑区、中央区、南区の３区に分かれ、情報交換を行いました。 

  （○＝出された意見） 

 
 

 
 

○橋 本 地域交流活動センターふれあいの家橋本「ぬくもり」を設置し、さまざまな教室や交流事業

を実施。橋本地区は人口が多く、エリアも広いので、1 ヵ所だけで地区全体の解決になって

いるのだろうかという課題があります。来年度は４年目に入り、指定期間が終了するので、

事業継続の財源確保、地域福祉推進会議の見直し（推進会議から運営委員会）等について検

討していきたいと考えています。 

○城 山 ２地区をモデルとし、それぞれ地域福祉推進会議を開催。２年目に入り、いずれの地区も気

軽に集える場を定期的に開催し始めました。場づくりとしての機能だけではなく、参加者か

らの聞き取りよる課題発見の場となるように位置付けています。将来的には２地区だけでは

なく、地区全体に拡げていきたいと考えています。 

○津久井 津久井地区はエリアが広いので、拠点型の事業や取組みは難しいです。１支部をモデル地区

に指定して実践し、状況をみながら拡げていきたいと考えています。指定した１支部では日

常的な支援の仕組みづくりとして高齢者等の「見守り」について検討。見守り活動では個人

情報の取り扱いが課題となりますが、実施に向け、情報を把握する方法、共有する方法につ

いて検討を重ねています。 

○相模湖 ①子育て支援事業、②事業者による見守りの仕組みづくり、③外出支援サポート、④基盤整

備補助の４つの取り組みを展開しています。新生児世帯への手づくりおもちゃの配布事業は、

里帰り出産中の方や、他地区の方からも要望があります。この事業を通じて、児童委員と子

育て中の世帯とが知り会えるきっかけとなっています。 

○藤 野 藤野地区は人口９，８０９人、人口密度は１５６人／㎢。自治会数は５０。エリアが広いの

で、拠点型の事業や取組みは難しいので、地区内の多様な社会資源の活用とネットワーク化

に向けた取組みをしていきたいと思います。 

 

 

 
 
 
 
○大野北 地区社協事業が多く、福祉コミュニティ形成事業と同時進行は難しいので、まずは事業を整

理したいです。見守り活動「思い愛ネット」を１３年前から実施。活動を通じて顔なじみが

増えました。ネットの組織をつくるには年数がかかりますが、班ごとにできること積極的に

行っています。また、２ヶ月に１回運営委員会で意見交換をしています。 

○中 央 富士見地区で３世代交流のサロンを実施していますが、担い手不足が課題になっています。 

福祉コミュニティ形成事業を進めてきてよかったことは顔なじみが増えたことです。来年度

は４年目に入り、地域福祉支援員の勤務が週４日から週３日に戻ることが不安なので、今ま

でどおり週４日勤務を続けられるようにお願いしたいです。 

 

 

 

 

緑 区 
橋本（３年目）、城山（２年目）、津久井（１年目）、相模湖（２年目）、藤野（２年目） 

※大沢（欠） 

小山（未）、清新（１年目）、横山（未）、中央（３年目）、星が丘（未）、

光が丘（６年目）、大野北（未）、田名（３年目）、上溝（未） 中央区 
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○清 新 地域福祉推進会議ではさまざまな意見が出されるので、一つの方向性を決めることが難しい 

です。「拠点」を設置する場合は事前に人材確保をしなければ難しいでしょうし、また、ボラ 

ンティアセンターを立ち上げる場合は、個別ニーズに対して無償や有償で対応している他の

団体や組織もあるので、情報を把握することが大切だと感じています。地域福祉支援員の勤

務体制はどの地区も共通課題ではないでしょうか。4 年目以降の支援体制は継続して必要で

あると思います。 

○田 名 田名ボランティアセンターを運営していますが、施設や地域包括支援センター、ケアマネー 

ジャーからの依頼もきています。「田名ボランティアセンターがあるから安心」と住民から思

われる存在になっていきたいです。課題としては①施設内のレクリエーションボランティア

は継続しているが、ボランティアとしての位置づけが難しい②ボランティアの依頼が少なく

サポーターが活動できないことがあり、PR が必要ということが挙げられます。来年度は４年

目に入るので財源について地区社協でも検討していますが、市社協からの支援もお願いした

いです。コミュニティ＝拠点設置・事務局主導ではないと考えていますので、独立運営に向

けて進めてきています。 

○光が丘 「光が丘サポート隊」では定例会で思いや経験を話し合ったり、共有することで仲間意識を 

もち、長く関われるように心掛けています。 

福祉コミュニティ形成事業は、「新しい事業を取り組まなければ」と身構えるのではなく、大 

野北地区の「思い愛ネット」など既存事業の改善でもよいのではないでしょうか。福祉コミ

ュニティ事業を進めるには自治会や老人会等の協力が必要であり、個人情報の共有・取扱い

の問題について市社協としても取り組んでほしいです。また、基盤整備費（4８万円）を拠点

整備だけではなく、事業運営にかかる費用も対象としてほしいということを望んでいます。

また、こどもセンターや学校をもっと地域に開放してほしいと感じています。 

○横 山 来年度から福祉コミュニティ事業を実施する予定。横山では主にボランティアが地区社協事 

業を担っており、担い手の確保ということを考えると、「福祉コミュニティ事業＝新規事業」

というと不安でしたが、既存事業からでもよいのだと感じました。まちづくり会議でも福祉

に関することに取り組んでいるので、バランスが難しいと思います。地区社協の役員会で来

年度に向けて検討中なので、難しく考えすぎないようにしていきたいです。 

 

 

 

 
 

 

 

 

○東 林 地域福祉推進会議の課題抽出の中で高齢者問題が最優先課題となり、「高齢者が交流できる 

場所づくり」ということで「東林いこいの広場」を地区内２ヶ所で開催。軽食を提供しなが 

らのくつろぎの場となっています。高齢者はもちろん、親子の参加もあり、１日あたりの参 

加者数は１００人～１５０人ぐらい。４年経過したので、今後の運営に生かすために、活動 

に関するアンケ－トを実施しました。担い手を確保するために「いきいき塾」を年７回開催

しています。いきいき塾受講者に「東林いこいの広場」を紹介、担い手として協力していた

だいている方もいます。いきいき塾受講者が活動に繋がり、新陳代謝ができています。 

 

 

南 区 
大野中（未）、大野南（未）、相模台（１年目）、相武台（２年目）、東林（６年目） 

※麻溝（欠） 
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○大野中 事業を進めていくには活動拠点の確保が必要ですが、地区内には公共施設が少なく、民間 

施設等の利用には費用がかかるので、困難な状況です。また、地区社協事業の担い手が高 

齢化しており、福祉コミュ二ティ形成事業を取り組む場合の課題になってしまうことが懸 

念されています。さまざまな検討事項はありますが、個人情報の取り扱いも大きな課題で、 

社協、民児協、自治会の連携がカギになると思います。 

○新 磯 地域にある集会所等を活動拠点として考えられるのではないでしょうか。  

○相武台 一人暮らし高齢者見守りが課題として挙がり、地区を３つに分けて検討。老人会やサロン 

の参加者を中心に呼びかけ、現在見守り希望者は１５名です。協力会員制を取っています。 

地域福祉推進会議は１４回開催。会議には皆さん出席してくれています。 

○相模台 自治会、老人会に加入していない方は、民生委員しか情報をもっていないため、取組みが 

進めにくい状況です。地域福祉推進会議では団体からの意見は多く出されますが、少数意 

見が出にくくなってしまっています。少数意見の把握には公募による委員の選出も一つの 

方法ではないでしょうか。 

○大野南 高齢者に対する見守りやサロン活動は展開されていますが、子育て支援に関する事業が少

なく、公民館が主となって対応している現状です。地区社協の事業が多いので、整理をし

たうえで、福祉コミュニティ形成事業に取り組んでいきたいと考えています。 

 

・区ごとに情報交換の内容を発表後、全体で質疑応答を行いました。（○＝主な意見 ●＝事務局の回答） 

 

○ ４年目以降、地域福祉支援員は週３日勤務に戻ってしまいます。週４日勤務を継続することは「市 

社協の支援体制→運営支援→その他市社協会長が必要と認める支援」に当てはまるのでしょうか。 

● 福祉コミュニティ形成事業は市の補助金を財源としています。今後は基盤整備費年額４８万円を事

業運営にも活用できるようにしていきたいと考えています。人的支援は元々事業立ち上げのための

事務支援が目的であり、地域福祉支援員の週４日勤務で事業運営を直接行うことではないと考えて

いますが、地区からの要望として受け止め、検討したいと思います。 

福祉コミュニティ形成事業を市社協が進めている経過としては、市の地域福祉計画と市社協の地域 

福祉活動計画で目的が一致していたから協力をしているのであって、委託事業ではありません。 

● 言い換えるとすれば、市社協が主体であり、市が補助をしていることになります。 

 ○ 行政職員にも地区社協部会に出席してもらってはどうでしょうか。市が考える「地域支援」につ 

いて聞きたいですし、地区社協のことも伝えていければと思います。 

● 考慮していきたいと思います。 

～平成 2４年度実施地区を募集しています！～ 

第３回地区社協部会では、福祉コミュニティ形成事業について実施地区からは取り組みや仕組みづく

りの現状や課題について、また、これから実施する地区からは懸念されることや疑問点などについて意

見交換をしました。地域課題が異なるので、取り組みも異なりますが、共通して「人と人がつながった

こと、顔なじみが増えたこと」を強く実感しているとの話がありました。 

福祉コミュニティ形成事業は段階的に市内全域に推進していく予定で、現在、来年度実施する地区を

募集中ですので、ぜひご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  

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


