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ご　挨　拶
　今、中央区の地域社会は大きな変化の中にあります。 近年、わが国
においては少子高齢化と人口減少が進んでいますが、ここ中央区では、
活発な再開発に伴うマンション建設などを背景に30代、40代の子育て
世代を中心とした人口増が続き、年間の出生数も10年前の2倍以上とな
る2,000人に迫ろうかという数になっています。さらに、区民の約9割が
マンション等集合住宅に居住していることや、区内全域での開発の進
行、そしてオリンピック・パラリンピックの選手村の設置など、大きな環
境の変化に伴い、さまざまな新しい地域課題も顕在化してきています。
　こうしたなかで、社会福祉協議会におきましては、区内の町会・自治
会、福祉関係者、福祉施設、ボランティア団体、事業者等から委員を募
り、策定委員会を設置し、中央区の実体に基づいた「中央区地域福祉

活動計画」を策定いたしました。基本理念を「新しいつながりと支えあいを創る～一人ひとりが
自分らしく、安心して暮らせるまちをめざして～」とし、地域住民が中心となって行う支えあい・
助けあい活動の指針となるものです。区民の皆様や関係機関・団体と協働し、平成28年度から
32年度の5年間、計画の実現に向けて取り組んでまいります。
　最後になりましたが、この計画策定にあたりご尽力をいただきました策定委員会の川上富雄委員
長をはじめ熱心にご審議いただきました委員の皆様、貴重なご意見をお寄せいただきました区民
の皆様に心から感謝いたしますとともに、今後一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

中央区地域福祉活動計画によせて
　このたび、中央区地域福祉活動計画策定に委員長として関わらせて
いただきました川上富雄です。委員を代表してこの計画に込めた願いを
含め、ご挨拶をさせていただきたいと思います。
　中央区地域福祉活動計画は、中央区の福祉のあるべき姿と現状との乖
離をどのように埋めていくかを示したものです。そのため、計画策定にあた
り、アンケート調査やヒアリング調査などを行い、当事者・活動者を含む区
民の皆様の思いや意見を承りました。これらを区民代表である策定委員会
において分析・整理・議論し、「地域活動に参加しやすい仕組みづくり」「地
域福祉の担い手の発掘・支援」「企業とのタイアップ」「気軽に立ち寄れる
居場所・拠点づくり」を柱に計画を推進していくこととしました。この中には、

従来の法制度論的な福祉対策思想ではなく、区民の生活上の困難や不安を、縦割りではなく全体と
して捉え、分野を超えて連携して解決に取り組もうとする思いを盛り込むことができたと思います。
　さて、来年度からは計画実施段階となりますが、地域福祉活動計画＝社会福祉協議会（以下

「社協」）の活動計画ではありません。社協は地域福祉を推進する機関ではありますが、主人公
は地域福祉の担い手であり享受者である区民の皆さんです。区民のみなさんによる計画への取
り組みを社協がサポートしようとするものです。超少子高齢化とともに無縁社会化が進み、様々
な暮らしにくさや不安が顕在化している今日、この計画書が、今一度、私たちのつながりのあり
方について考え、地域活動や団体活動に参加してみるきっかけになれば幸いです。

社会福祉法人　　　  
中央区社会福祉協議会

会 長　中野 耕佑

中央区地域福祉活動計画
策定委員長　川上 富雄

策 定 委 員

鹿島副委員長 鈴木委員 渡辺委員 松井委員

竹内委員 髙橋委員 品川委員 相澤委員

加藤委員 石橋委員 矢作委員 大谷委員

小笠原委員 伊藤委員 竹ヶ原委員 黒川委員

東條委員 斎藤委員 井口オブザーバー
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▶

▶

▶

中央区社協イメージキャラクター「ニジノコ」です。
曇りのない澄んだ空のような人々がお互いに助けあい、
支えあうことによって、誰もが虹のように輝いて欲しい
との想いが込められているんだ。はじめに、ニジノコか
らこの計画について紹介していくよ！

　誰もがいつまでも安心して暮らしていく
ために、地域に住む人や地域に関わる人々
が、どのように役割分担をして主体的に活
動していくか、また、社協がそれをどう支
援、応援していくかという平成28年度か
らの5年計画だよ。

　地域でコミュニティ活動や福祉活動などを
行っている人や、区内福祉施設、社会貢献活
動を行っている企業からも参加してもらって
策定委員会を設置したよ。
　社協の職員も作業部会としてサポートした
よ。アンケートやヒアリング、3地域での懇
談会開催、パブリックコメント募集を通して
地域のみなさんから意見を出してもらったよ。

　正式には社会福祉協議会っていうんだけ
ど、社会福祉法に基づき、それぞれの都道府
県、市区町村に設置されている民間団体だよ。
地域住民が会員となって、地域福祉を推進し
ていくんだ。
　中央区社協がこの計画を実行するためにど
のように取り組んでいくかについては、第5
章に掲載されているよ。

中央区社協
イメージキャラクター　ニジノコ
平成18年9月生まれ

地域福祉活動計画
ってなに？

社協ってなに？

この計画は
どうやって決めたの？

質問1

質問2

質問3

ニジノコに、きいてみよう！
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▶

▶

▶

▶

　普段からの地域でのつながりが、いざ
という時の助けあいにつながるんだ。
　この計画で、支えあいマップづくりや
企業とタイアップした災害時の体制づく
りなどに取り組んでいくよ。

　地域での支えあい・助けあい活動に参
加する人を増やしたり、地域でのつなが
りや情報を得る機会をつくったりして、
地域の力で課題を発見し、解決できるよ
うなまちをめざしていくんだ。

　地域でどんな活動があるか、どんな課
題があるかなど、地域情報が伝わるよう
な情報発信のあり方を工夫していくので
ぜひ見てね。
　また、いろいろな講座や地域活動を紹
介するイベントなども開催するので参加
してね。ニジノコもがんばります！

　オリンピックやパラリンピックの開
催もあるし、人口、特にマンションに
住む人は増えると予想されているよ。
　同時に、団塊世代と呼ばれる人たち
の高齢化が進み、地域で支えあう仕組
みはますます必要となるよ。

どんなことに
取り組むの？

こんな大都会の真
ん中で大きな災害が
起きたら不安だな。

5年後の中央区って
どうなっているのかな。

なにから始めたら
いいのかな。

質問4

質問5

質問6

質問7

1部

2部

資料

概
要
版

第 1部　概 要 版
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地域福祉活動計画
（策定主体：住民・団体・社協等）
■住民主体の活動
（NPO・ボランティア・地域活動）
■企業の社会貢献活動
  など

　地域福祉計画
  （策定主体：行政）

■行政による直接的対応
■地域福祉を推進する基盤整備
■セーフティネットの構築
  など

連携
■地域活動の活性化
■地域のつながりづくり
■制度のはざまへの対応

共有
地域福祉のめざす姿

住民の不安・地域課題
社会資源 など

地域福祉の整備・推進

全体図はP.12～13に
掲載しているよ。

1.計画策定の趣旨と位置づけ

❖ 計画策定の趣旨 ❖

◦中央区の特性を生かし、地域の課題を解決するための計画を作成します。

◦関係する多様な団体が連携、役割分担をして課題解決に取り組む道筋を定めます。

◦計画を推進すると共に、計画の進捗状況を検証、評価し、その後の計画の発展に反

映させていきます。

⇒詳しくはP.14

❖計画の位置づけ ❖

◦地域福祉活動計画は、住民が主体となって活動を行うための参加型計画です。

◦住民の主体的活動を支援するために、社会福祉協議会が担う役割も計画に含まれま

す。

⇒詳しくはP.15
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1部

2部

資料

概
要
版

第 1部　概 要 版

課題1 地域活動の活性化
　〜新しい力を取り込みたい〜

課題2 地域のつながりづくり
　〜顔の見える関係を築きたい〜

課題3 制度のはざまへの対応
　〜どんな人にも地域で寄り添いたい〜

⇒詳しくはP.22～

2.地域の現状と課題

❖ 地域の現状 ❖

◦定住人口の急激な増加

◦昼間人口の多さ

◦乳幼児人口（0歳～5歳）の増加

◦高齢世帯や子育て世帯の増加

◦マンション居住の増加（区内一般世帯数の約9割）

◦企業の集中

❖地域のニーズ ❖

◦新旧住民の交流機会の必要性

◦企業とのつながりの必要性

◦子育て不安を抱える家庭への支援の必要性

◦マンション内のつながりづくりの必要性

◦マンション住民と周辺地域との交流の必要性

➡
❖計画策定の前提となった地域の課題 ❖

⇒詳しくはP.18～
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4.具体的な取り組み

新しいつながりと支えあいを創る
〜 一人ひとりが自分らしく、安心して暮らせるまちをめざして 〜

基本理念

基本目標

「地域活動を活性化する」
　めざす姿：住民・施設・企業の力が十分に発揮されている

「地域の結節点をつくる」
　めざす姿：地域に、つながり・交流・情報を得る場がある

「地域の課題を発見する仕組みづくり」
　めざす姿：誰もが利用でき、身近に相談できる多様な機会がある

「地域の課題を解決する仕組みづくり」
　めざす姿：社会福祉協議会を通して、住民同士の支えあいが増えている

3.計画の基本理念と目標

⇒詳しくはP.29～

取り組み❶　地域活動に参加しやすい仕組みづくり
❖ 地域活動等の情報発信 ❖

◦地域活動の手伝いや参加者の募集情報など、参加のきっかけとなる地域の活動
や出来事の情報をきめ細かく発信する。
◦活動内容を細分化し、気軽に参加できる活動メニューを紹介して協力を働きか
けるなど、地域の支援ニーズと参加のマッチングを支援する。
◦メールやネットの活用などで若い人も取り込む。

❖地域活動への参加の促進 ❖

◦様々な世代の人が、地域活動に参加しやすい仕組みをつくる。
◦まちのことをまちの住民といっしょに考えるプログラムを検討する。
◦地域イベントを地元と共同開催する。
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1部

2部

資料

概
要
版

第 1部　概 要 版

取り組み❷ 　地域福祉の担い手の発掘・支援

❖地域福祉を知る機会の提供❖

◦公共施設や商業施設等で点字体験コーナーを設けるなど、“ちょっとした体験”
が手軽にできる機会を増やす。

❖ 課題解決の仲間を増やす取り組み❖

◦多様な世代の参加に向けて、地域福祉活動を行っている人と参加機会を求める
人とが交流する機会や話を聞く機会を身近な場所で設け、活動に触れることに
より参加の後押しをする。

❖ 地域福祉活動の学習機会の提供❖

◦担い手同士の情報交換や地域福祉活動に関するスキル向上の機会を提供し、活
動の参加につなげる。

⇒詳しくはP.32～

⇒詳しくはP.35～

取り組み❸　企業とのタイアップ
❖ 多様な企業を地域活動への参加につなぐきっかけづくり ❖

◦ボランティア休暇制度等のある区内企業に対して、様々な地域福祉活動に関す
る情報を提供し、地域活動への参加につなげる。
◦「在勤者向け」の地域活動メニューを企画し、実践につなげる機会を提供する。
◦地域の事業所や商店とのネットワークを構築する。

❖ 災害発生に備えた企業と地域の体制づくり ❖

◦防災協定や備蓄品の共有なども視野に入れ、地域活動への参加を通して、災害
時の体制づくりを進めていく。

取り組み❹　気軽に立ち寄れる居場所・拠点づくり
❖ 常設の居場所づくり ❖

◦ボランティアと協力し、いつでも開いている居場所を増やす。認知症の方や在
宅で介護をしている方向けのカフェなどの形態も視野に入れて検討する。

❖ 住民の新たなサロンの立ち上げ支援 ❖

◦店舗の空き時間や既存のカフェなど地域資源を活用する。

❖ 既存のサロン等の活性化支援 ❖

◦社会福祉協議会が取り組む既存のサロン等について、それぞれのよさを活かし
ながら、地域の自主性を尊重する形で発展させる。
◦現在活動している人たちから意見を集め、誰もが参加しやすい運営のあり方、
人材の確保、サロン活動の情報発信支援、相談機能の支援を検討する。

⇒詳しくはP.37～



❖身近なエリアを重視した取り組みを進める ❖

　住民が無理なく活動できる範囲での取り組みを重視していく

❖多様な「居場所」を増やしていく❖

　いろいろな形態やあり方を検討する
　精神的なよりどころという意味での「居場所」にも注目する

❖アウトリーチの体制整備と実践❖

困難を抱える個人の支援を目的として、住民同士で助けあえる体制
を整備する

❖既存事業等を活用しながら、新たな地域福祉活動の創出に取り
組む❖

基本方針
（社会福祉協議会としての方向性）
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5．計画を支える社協の活動

⇒詳しくはP.39

アウトリーチ（地域に出向く支援活動）の取り組み

❖ アウトリーチの位置づけ ❖

◦�社会福祉協議会がめざす「アウトリーチ」の目的は、“職員が地域に出向き、困難
を抱える個人の支援を目的として、人と人、人と地域をつなげ、住民同士で助け
あえる継続的なシステム構築をすること”である。また、ここに示すアウトリー
チの考え方は、本計画の基本理念の実現（地域福祉の推進）を進める上での社会
福祉協議会職員の基本的取り組み姿勢となる。
◦�社会福祉協議会では、こうした目的の実現に向けて各事業が実施されるよう、個々
の事業間の情報共有や連携した取り組みを進めていく。

❖主な取り組み内容❖

◦�個々の事業において把握した地域情報を共有し、対策の検討と解決につなげる仕
組みづくり
◦地域の情報や課題を把握し、地域で解決できるネットワークづくり
◦関係機関とのネットワークや連携支援体制の整備
◦職員体制の検討

⇒詳しくはP.40



第2部　　 本　編
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基本目標基本理念

課題3 制度のはざまへの対応
　〜どんな人にも地域で寄り添いたい〜

課題2 地域のつながりづくり
　〜顔の見える関係を築きたい〜

課題1 地域活動の活性化
　〜新しい力を取り込みたい〜

解決すべき地域課題 

地域活動を活性化する

地域の結節点をつくる

地域の課題を発見する仕組みづくり

地域の課題を解決する仕組みづくり

５年後の将来像 

＊活動したい人とニーズのマッチングが進み、
住民・企業・各種団体の力がコーディネー
トされている 

＊地域のつながりや参加が増えている

＊住み続けやすいまちになっている 

＊身近なところに、居場所や何でも相談でき
る場所がある 

＊地域で、誰もがつながり、孤立していない

新
し
い
つ
な
が
り
と
支
え
あ
い
を
創
る

〜 

一
人
ひ
と
り
が
自
分
ら
し
く
、

　
　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
め
ざ
し
て 

〜

住民・施設・企業の力が
十分に発揮されている

地域に、つながり・交流・情報を
得る場がある

誰もが利用でき、身近に相談できる
多様な機会がある

社会福祉協議会を通して
住民同士の支えあいが増えている

めざす姿

めざす姿

めざす姿

めざす姿

具体的な取り組み

●
●
●

❶
❷
❸

●
●
●
●

❶
❷
❸
❹

●
●
❷
❹

●
●
●
●

❶
❷
❸
❹

計画全体図
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地域活動等の
情報発信 地域福祉活動を推

進するための双方
向の広報活動

在勤者への、在宅
の支えあい活動へ
の参加促進

まちのこと（地域福
祉課題）を住民と
一緒に考えるプログ
ラム

位置づけの違いを
踏まえたサロン事
業の拡充

課題に対応した事
業の運用

中央社協まちひとサイト

虹のサービス
（区民どうしのたすけあい家事サポート）

• 福祉団体・施設等助成

• 歳末たすけあい運動

• ボランティア団体助成

• 中央ぷらねっと
　（中央区社会貢献企業
連絡会）との連携

• 寄付の受領
• 赤い羽根共同募金
• 障害者就労支援センター
（地域開拓促進）

• ニコニコドットコム
　（障害のある就職者
の交流の場）

• 成年後見支援事業
（普及啓発、社会貢献型
後見人の育成）

• 権利擁護支援事業
（福祉サービスの利
用援助、財産管理・
保全サービス）

• 資器材等の貸し出し
• 夏休み福祉・ボランティア

体験「イナっこ教室」
• ちゅうおうボラネットと

の連携
• さわやかワーク中央
• 障害者就労支援センター
（就労相談・支援、生活
相談・支援）

• 就労支援担当者ネット
ワーク会議

ボランティア講座

ファミリー・サポート・
センター

会食と交流事業
「ほがらかサロン」

体験出前講座

いきいき地域サロン

ボランティア情報紙
「月刊キャッチボール」

ボランティア
コーディネート

ふれあい福祉委員会

支えあいマップづくり

多様な企業を地域
活動への参加に

つなぐきっかけづくり

地域福祉を知る
機会の提供

常設の居場所づくり

住民の新たなサロン
の立ち上げ支援

既存のサロン等の
活性化支援

地域活動への
参加の促進

災害発生に備えた
企業と地域の
体制づくり

課題解決の仲間を
増やす取り組み

地域福祉活動の
学習機会の提供

●
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
体
制
整
備
と
実
践
　
●
既
存
事
業
等
を
活
用
し
な
が
ら
、
新
た
な
地
域
活
動
の
創
出
（
地
域
づ
く
り
）に
取
り
組
む

●
身
近
な
エ
リ
ア
を
重
視
し
た
取
り
組
み
を
進
め
る
　
●
多
様
な
「
居
場
所
」
を
増
や
し
て
い
く

ホームページ・フェイ
スブック運営

広報紙「かけはし中央」

災害発生に備えた
企業と地域の体制
づくり

災害ボランティア講座

地域福祉活動を行
う人と参加機会を
求める人の交流機
会の創出

地域福祉活動見本市

常設の居場所の
開設・運営の支援 常設の居場所づくり

具体的な
取り組み

主な取り
組み内容 社協の方向性

連携する社協事業
の位置づけ 連携事業 関連事業

気
軽
に
⽴
ち
寄
れ
る

居
場
所
・
拠
点
づ
く
り 

地
域
活
動
に
参
加
し
や
す
い

仕
組
み
づ
く
り

地
域
福
祉
の
担
い
⼿
の

発
掘
・
⽀
援

企
業
と
の

タ
イ
ア
ッ
プ

●

●

●

●

❶

❷

❸

❹
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1．計画策定の趣旨

・中央区の特性を生かし、地域住民や社会福祉関係者、民間企業などの持つ資源を活用し
て、地域の課題を解決するための計画を作成します。

・地域住民、ボランティア団体、NPO法人、福祉施設、企業、社会福祉協議会（社協）
などそれぞれが連携、役割分担をし、課題解決に取り組むための道筋を計画に位置づけ
ます。

・計画を推進すると共に、計画の進捗状況を検証、評価し、その後の計画の発展に反映さ
せていきます。

2．計画の背景

・30～40代の働き盛りや子育て世代を中心とした人口増、オリンピックおよびパラリン
ピック選手村の設置など、中央区の地域社会を取り巻く情勢が急速に変化しており、こ

れらを背景に都心における新たな地域福祉の推進が求められています。

・区民の9割近い世帯が集合住宅に居住しているという実態を踏まえ、コミュニティ機能
の充実が急務となっています。

・様々な権限が、地方自治体へと移行する中で、公が担っている施策を、地域、ボランティ
ア、NPOなどの地域資源と協力、協働して担う「新たな支えあい」（共助）の形が進ん

でおり、社会福祉法人にも新たな社会貢献事業の展開が求められています。

・地域の新しい公ともいえる「共助」は、これからの地域福祉推進の重要な要素であり、
地域に即したきめ細やかな活動のための支援や仕組みづくりが求められています。

計画の策定にあたって
＊第1章では、社会の背景を踏まえ、計画を策定する意図を明らかにし、
そのための体制と策定までのプロセスをまとめます。

第 1章　
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3．計画の位置づけ

・地域福祉活動計画は、住民が主体となって活動を行うための参加型計画です。

・住民の主体的活動を支援するために、社協が担う役割も計画に含まれます。

・誰もが地域でいつまでも安心して暮らしていけるよう、地域での支えあいの仕組みを作
るため、住民や地域の課題等を幅広く取り上げ、その中から課題を絞り、住民がその課
題にどのように関わり解決していくか、また、社協がそれをどう支援・応援するのかを
まとめるものです。

地域福祉活動計画
（策定主体：住民・団体・社協等）
■住民主体の活動
（NPO・ボランティア・地域活動）
■企業の社会貢献活動
  など

　地域福祉計画
  （策定主体：行政）

■行政による直接的対応
■地域福祉を推進する基盤整備
■セーフティネットの構築
  など

連携
■地域活動の活性化
■地域のつながりづくり
■制度のはざまへの対応

共有
地域福祉のめざす姿

住民の不安・地域課題
社会資源 など

地域福祉の整備・推進

4．計画の期間

本計画の期間は5年間とします。

計画/年度 H27 H28 H29 H30 H31 H32

地域福祉活動計画 中央区地域福祉活動計画
（H28〜H32）

保健医療福祉計画
（地域福祉計画）

中央区保健医療福祉計画2015
（H27〜H36）

子ども・子育て
支援事業計画

中央区子ども・子育て支援事業計画
（H27〜H31）

老人保健福祉計画
介護保険事業計画

中央区高齢者保健福祉計画
第6期介護保険事業計画

中央区高齢者保健福祉計画
第7期介護保険事業計画

障害者計画
障害福祉計画

　　　�第4期
中央区障害福祉計画

　　　�第5期
中央区障害福祉計画
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5.策定の体制とプロセス

　計画の策定にあたっては、策定委員会と作業部会を設け検討しました。策定委員会は、町会・

自治会などをはじめとする地域住民の代表や福祉関係者、ボランティア団体、福祉施設、企業

などの地域に関わる人々で構成され、社協職員による作業部会（プロジェクトチーム）が、策

定委員会のサポートをしながら策定を進めました。

　また、策定のための調査として、区民を対象にアンケートやヒアリング調査を実施するとと

もに、計画素案についての意見を求めるために、地域懇談会の開催とパブリックコメントの募

集を行いました。

計画の策定

策定委員会（6回開催）
学識経験者
町会・自治会
民生・児童委員
福祉施設/福祉団体
ボランティア/福祉サービス関係者
区内企業/行政機関
社協

区民アンケート調査
期　間：平成26年8月14日～8月31日
対象者：�社協会員、虹のサービス会員、

ファミリー・サポート・センター
会員、個人ボランティアの3,100
人を対象に実施

回収数：1,671件（回収率53.9％） 区民ヒアリング調査
街頭インタビューによる
地域状況、課題の把握

作業部会（18回開催）
社協職員プロジェクトチーム（PT）

地域懇談会
（開催地：京橋・日本橋・月島）

パブリック
コメント

インターネット等を
通じて広く募集
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地域福祉活動計画策定の流れ 

第１回（10 月） 
○計画策定の方針 
○地域の現状と課題 

第２回（12 月） 
○アンケート・

ヒアリング結果 

第４回（５月） 
○取り組みの体系・

内容 

第５回（７月） 
○計画素案および

推進体制 

第 12 回 
○アウトリーチ 

第 13～15 回 
○計画骨子 
○取り組み内容 

地域懇談会（8 月）
○京橋地域：NPO 法人キッズドア 
○日本橋地域：わなびば３３３ 
○月島地域：グロースリンクかちどき 

パブリックコメント（８月）

計画（案）

策定の流れ 

中央区地域福祉活動計画

第３回（２月） 
○計画の基本理念・

基本方針

第 10 回 
○計画課題 

策定委員会 

基礎調査

第６回（10 月） 
○計画案の検討・

承認 

作業部会

第 16～18 回 
○社協事業 

第１～９回 

○計画の意義 
○現状と課題 
○アンケート調査 
○事業評価 
○計画策定の方向 
○ヒアリング調査 平

成
26
年
度

事業評価

第 11 回 
○基本目標の検討 

平
成
28
年
度 

区民アンケート調査
 （8月）

区民ヒアリング調査
（8～9月）

集計・分析

課題の整理

計画骨子の検討 
計画体系・事業案・重点的取り組みの検討 

計画（素案）

平
成
27
年
度
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1.地域の現状と特性
（1）人口の増加
　わが国全体で、少子高齢化が進み、人口減少社会に突入している中で、中央区の人口は
平成40年まで継続して増加していき、約16万人になることが予想されています。年齢3
区分別ではすべての層で増加しています。
※年齢3区分��年少人口（0歳～14歳）、生産年齢人口（15歳～64歳）、高齢者人口（65

歳以上）の区分

（2）乳幼児人口（0歳〜5歳）の増加等
　乳幼児人口も増加傾向にあり、平成27年は、8,445人となっています。人口推計では、
平成30年まで継続して増加していきます。また、中央区の一人の女性が一生のうちに出
産する子どもの人数（合計特殊出生率）は、平成21年ごろを境に、東京都平均を上回っ
ています。（平成25年現在：中央区1.29人　東京都1.13人）

（3）共同住宅に住む世帯の増加
　中央区における共同住宅に住む一般世帯数は、平成7年の66.4％（17,533世帯）から
増え続け、平成22年には、87.7％（58,349世帯）に上っています。

この他、区内には、多様な企業が集まっており、まちの活力となっています。

地域の現状と課題
＊第2章では、解決すべき地域課題を中心に置き、課題への対応や対策の
視点を整理します。

第 2章

地域の現状
❖定住人口の急激な増加

❖昼間人口の多さ

❖�乳幼児人口の増加

❖高齢世帯や子育て世帯の増加

❖マンション居住の増加

　（区内一般世帯数の約9割）

❖企業の集中

地域のニーズ
◦新旧住民の交流機会の必要性

◦企業とのつながりの必要性

◦�子育て不安を抱える家庭への支援の

必要性

◦�マンション内のつながりづくりの必要性�

◦�マンション住民と周辺地域との交流

の必要性�
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●年齢3区分別人口の推移と推計（中央区）

●地域別人口の推移と推計（中央区）

（資料：住民基本台帳�各年1月1日現在）　　（※平成25年からは外国人を含む）
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●昼間・夜間・流入・流出人口の推移（中央区）

昼間人口
流入人口 流出人口

夜間人口
昼間人口指数

総数 通勤者 通学者 総数 通勤者 通学者 （夜間＝100）

平成12年 648,366 595,292 588,617 6,675 19,159 15,882 3,277 72,233 897.6

平成17年 647,733 575,030 569,897 5,133 25,517 22,354 3,163 98,220 659.5

平成22年 605,926 517,968 514,546 3,422 34,804 31,230 3,574 122,762 493.6

（資料：国勢調査）

●乳幼児人口の推移と推計（0歳から5歳まで）（中央区）
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（資料：住民基本台帳�各年1月1日現在）



24 •・··・•中央区地域福祉活動計画 24 •・··・•中央区地域福祉活動計画 24 •・··・•中央区地域福祉活動計画

●合計特殊出生率の推移（中央区、東京都、国）

●共同住宅に住む一般世帯数・居住率の推移（中央区）

（資料：人口動態統計）

（資料：国勢調査）
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2．解決に取り組むべき地域課題
＊解決すべき地域課題は、次のような3つの柱に集約されます。課題の柱ごとに、対策に活
用できる資源や特性を把握し、5年後の将来の姿を描いています。

課題1 地域活動の活性化
　〜新しい力を取り込みたい〜

アンケート等で寄せられた住民の声
◦身体が不自由のため何か少しでも力になりたいとの思いはあるのですが、なかなか
うまくいかないのが残念です。（80代・男性）

◦オリンピック・パラリンピックに向けて、外国人の方を迎えるための地域づくり、
防犯・防災のまちづくりについて、参加したい人が手伝えるようにしてほしい。（50
代・女性）

◦子ども祭りや夏祭り、もちつき大会等若い人のお手伝いが少なく、町会でももっと
若い人のお手伝いが必要だと思います。どのように声をかければよいのかわからな
いです。（30代・女性）

◦地域清掃などいつも決まった方ばかりの様子。やりたいと思っている方に参加でき
る環境を整えていきたいです。（50代・女性）

【現状と課題】

❖「一人で」よりも誰かと一緒の方が活動
しやすい⇔個人で縛られずに活動したい

❖�「活動したい」という思いはある
❖ 参加のきっかけ（入口）はある
�（例）�区のイベン卜、町会活動、清掃活動、

オリンピック・パラリンピック、NPO・
ボランティア団体の活動　等

個人レベル

メンバーの高齢化・固定化

福祉施設・企業としては・・・

❖施設入所者は地域活動に参加しにくい
❖施設側はボランティアをもっと受け入れたい
❖施設の一般公開等をしてもなかなか人が
集まらない

❖企業として町会に参加するべきか
❖企業が地域との接点を模索している
❖企業本来の目的と、地域活動の目的が
お互いにプラスに働くようにするにはど
うしたらよいか

❖CSR（※）担当者だけでなく、社員の地域参加
の機会をどう増やしていったらいいか

❖活動者の固定化や高齢化
→�新しいことをはじめるのが難しい
　一面がある�
❖ボランティアや町会活動の担い手の
高齢化

※CSRとは…
企業が社会に対して責任を果た
し、社会とともに発展していくと
いう概念、またそのための活動
を指すんだよ。
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❖ボランティアが集まらない、
周知先がわからない
❖活動したいと思っていても
情報が手に入らない
→「情報のマッチング」がう
まくいっていない

❖気軽に参加できる
❖お祭りなどは活動に継続性がある
→これらを活用したきっかけづくり
（地域のイベン卜に参加する若い人たちの増加や
ボランティア活動を通した子どもたちとの交流）

❖多様な参加形態のあり方が、新たな地域のつながりを生み出す
❖様々な地域のニーズを社協が集約し、発信する

❖江戸の伝統の中ではぐくまれて
きた日本橋や銀座のような世界
的な商業地と、再開発で人口が
急増する地区がある

「テーマ型の単発活動」と
「地域での継続的な活動」との結びつき 

情報（発信と受信のミスマッチ）

❖個々の活動はあるが「点」の状態
→継続的な「線」の活動や、地域での広がりを持つ
「面」の活動にコーディネー卜していく必要性がある
❖�地域で必要とされていることの把握ができていない
❖地域活動に対する参加意識の変化があり、多様
な参加形態を受け入れる体制が不十分である

【資源・特徴】

❖区の事業者、在住・在勤者、各種団体を巻き込ん
だイベン卜が開催されている
❖クリーン活動等を通して企業が地域に関わってい
る
❖企業の力×地域住民+αで何か新しいことを始め
られる可能性がある

名所・人が集まる場所（お祭りなど）が多い 伝統と新しさの両立

企業が多い・企業の力（昼間人口・モノ等の資源）

活動したい人とニーズのマッチングが進み、
住民・企業・各種団体の力がコーディネートされている

こんな姿をめざしたい

人口が増えてきている

大学・高校が少ない

交通の便がいい

企業が多い分、土日が淋しい

5年後の
将来像

治安がいい
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アンケート等で寄せられた住民の声
◦マンションが増え、以前から住んでいる人が少なくなったと感じる。両方をつなぐ
人がいない。（70代・女性）

◦地域の懇親会やおまつり、イベントなどがあれば、それに参加することによって地
元の友人ができると思う。（40代・女性）

◦町会集会場がないので自由に会って話す場所があったら孤独や孤立から離れた楽し
いまちづくりができるように思われます。（70代・女性）

◦未就学児〜高校生まで広く居られる場所があればよいと思います。大人だけでなく、
子供同士、世代を広く関係性を持つことで、社会に出て、いろいろな世代に関わる
時の参考になると思います。（30代・女性）

◦防災訓練があればいいなと思っています。地震があったら、近くの小学校へ行くこ
とぐらいしか今の時点では思いつかず、非常に混乱すると思うので、事前に流れを
知っておきたい。（30代・女性）

◦自分たちの住んでいるマンション内で、助けあい・支えあいの輪が広がったらいい
なと思っていますが、自分には時間の余裕が全くないので、余裕ができたときに立
ち上がれたらいいな、でもその前に誰か声をあげてくれる人はいないかなと思う今
日この頃です。（30代・女性）

◦子どもに何かあった時に頼れる近所のつきあいがないのが不安です。（40代・女性）

課題2 地域のつながりづくり
　〜顔の見える関係を築きたい〜

【現状と課題】

❖子育て世代の増加
❖町会とマンションとの関係（管理組合が
自治会活動をする、マンション単独での
自治会結成など）

❖高齢者、特にひとり暮らしが増えている
❖男性高齢者の外出が少ない

❖人口増による子育てや介護の二一ズの
増加

❖家族や公的サービスだけでは不十分
❖老老介護（夫婦間・親子間）の不安

❖個人情報保護により非常時に情報の入
手・使用が困難

❖ひとり暮らし高齢者等の情報が少ない

人口増、高層マンション増による変化

介護などのニーズの増加 個人情報保護と地域活動

地域の輪に入りたくても入りにくい
という人がいる反面、呼びかけて
も入ってくれないという声がある

❖町会など既存の組織に新しい人が入りに
くい

❖地域とのつながりは持ちたいけれど、きっ
かけがない（転入層）
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❖江戸以来の伝統が今も生きている
❖防災・避難訓練等の機会は多い
❖昔から住んでいる人が地域のリーダー的役割を
果たしている

❖下町の地域は昔ながらの助けあいをしている

❖高齢者や子どもはもちろん、若い人や働き盛りの人たちの地域活動等への参加が
増えている

❖地域で孤立しがちな方が地域での交流を通じて社会参加の機会を得ている
❖転入層に参加しやすいきっかけが作られ、地域活動が活発に行われている
❖地域の課題解決に、昔から住む人と、新しく転入してきた人が力を合わせている
❖オリンピック・パラリンピックに訪れる人を、地域をあげて歓迎している

❖転入してきた人たちも長く住みたいと思えるまち
❖防犯・防災が充実し、安全で安心なまち
❖高齢化による新たな二一ズに対応できるまち
❖地域の中で支えあい・助けあいの意識が高いまち

❖バリアフリー化や耐震化等の対
策が進んでいる学校や集会施設
等がある

❖子どものための施設が充実して
いる

❖高齢者や障害者の施策が充実し
ている

❖人や情報、資本が集まってくる
❖オリンピック、パラリンピックでまちが変わる

昔からのつながり 区の施策が充実

日本経済の中心

①地域のつながりや参加が増えている

②住み続けやすいまちになっている

こんな姿をめざしたい

❖入所者の方と地域との交流をもっと図りたい（施設）
❖障害があっても安心した地域生活を送るために日
常の交流を大切にしたい

❖地域貢献活動はしたいがどのようにしたらよい
かわからない

❖�特にオートロックのマンションで
は難しい

❖�災害時に必要な、日頃からの「顔」
を知っている関係づくりが十分
にできていない

災害時の助けあい交流を増やしたい

企業としては・・・

【資源・特徴】

5年後の
将来像

5年後の
将来像
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アンケート等で寄せられた住民の声
◦夫婦のみですが（二人共）病気で病院に通っております。若い人で近くに働いてい
る方が面倒をみてくれるので助かります。地域で見守り活動する方が大勢いると良
いと思いますが。（男性・70代）

◦ひとり暮らしで認知症になった時、税金の支払いや公共料金の支払い、銀行の手続
きやらどうしたら良いかわからなくて不安です。（70代・女性）

◦発達障害の診断を受けた子がいますが、支援する方や他の保護者の方との出会いの
場がないため孤独感があります。中央区で同じテーマを抱える方との支えあいの場
があったらいいなと思います。（40代・女性）

◦将来、障害のある人たちもいきいきと働ける職場があるといいなと思っています。
親亡き後の息子の将来はやはり心配ですので、安心して過ごせるケアホームに入れ
ることを望みます。（40代・女性）

◦頼れる近隣住民がいない。万が一の時に誰を頼っていいか分からない。家族以外は
話せる相手もいないので地域から孤立をしているように感じています。（30代・女性）

◦食品や日用品を売る店が少なく、高齢者は選択の余地がないので不便を感じていま
す。（60代・男性）

課題3 制度のはざまへの対応
　〜どんな人にも地域で寄り添いたい〜

【現状と課題】

❖障害者を孤立させないため（特に親亡き
後）地域交流の必要性を感じている

❖個人情報保護の関係で家庭内の問題に
は入りにくい

❖高齢になった障害者の居場所や支援が
あるか心配

❖「人と交流したい」という高齢者も多い
❖「憩いの場」の二一ズがある
❖虐待への対処の仕組みづくりが必要
❖「気軽に行って集まれる、お話ができる
場所」が少ない
→孤立防止のための居場所づくりが必要

地域での居場所・つながりづくり、
孤立防止

相談できる場所

❖どこに相談に行ったらいいかわからない
（個別の相談機関はあっても、生活全般に
関する相談の場がない）

❖制度に当てはまらないニーズを受け止める
場所がない

❖相談機関が縦割りで、たらいまわしにな
ることもある

❖複合的な問題があって、自分でも何から
相談したらいいかわからない
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❖女性センター「ブーケ21」
❖子ども家庭支援センター「きらら中央」
❖おとしより相談センター
❖基幹相談支援センター（障害者）
❖障害者地域活動支援センター「ポケット中央」
❖生活困窮者の自立相談
❖障害者就労支援センター
❖シルバーワーク中央（高年齢者の就労）
❖すてっぷ中央（判断能力が不十分な方の財産管理など）　等

❖民生・児童委員
❖ファミリー・サポート・センター
❖虹のサービス
❖社会貢献型後見人（市民後見人）
❖ほがらかサロン
❖いきいき地域サロン
❖ふれあい福祉委員会　　　等

様々な相談機関 住民の力による支えあいと
サロン・小地域活動

①身近なところに、居場所や何でも相談できる場所がある

②地域で、誰もがつながり、孤立していない

こんな姿をめざしたい

❖長期にわたり支援を受けることに慣れて
しまっている人（自立とは何か）

❖支援の必要性を自分で認識していない
人

❖自分からSOSを発せない人、自らのニー
ズに気づいていない人

❖障害者の雇用制度は整備されているが、
情報が少なく雇い入れ企業が不足して
いる

❖財産管理の必要性（高齢者も含む）

❖介護保険などのサービスを利用してい
ない人や所得が低くサービス利用が難
しい人などへの外出支援
❖買い物が困難な人への支援
❖行政の制度は原則「自己申告制」である
❖制度やサービスがある場合はそこにつ
ないでいけばよいが、ない場合には、
新たな資源の開発が必要となる

（住民同士で解決できる仕組みづくりが
必要）

既存の制度で対応できない問題潜在的（自覚のない）問題

障害のある方について

【資源・特徴】

5年後の
将来像

5年後の
将来像
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1.【基本理念】計画を通して実現をめざすこと

計画の基本理念と目標
＊第3章では、計画を通して実現をめざすこと、計画を実行する際の方向
性とめざす姿など、計画の基本となる考え方を整理します。

第 3章

　この基本理念のもとに、地域の住民や団体、企業等が主体となって、社協とともに地域の課
題解決をめざして計画を実行していきます。

2.【基本目標】計画の方向性とめざす姿

新しいつながりと支えあいを創る
〜 一人ひとりが自分らしく、安心して暮らせるまちをめざして 〜

地域活動を活性化する

地域の結節点をつくる

地域の課題を発見する仕組みづくり

地域の課題を解決する仕組みづくり

住民・施設・企業の力が十分に発揮されている

地域に、つながり・交流・情報を得る場がある

誰もが利用でき、身近に相談できる多様な機会がある

社会福祉協議会を通して住民同士の支えあいが増えている

めざす姿

めざす姿

めざす姿

めざす姿
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具体的な取り組み
＊第4章では、第3章の基本目標に向かって、課題に対応する具体的取り
組みを整理します。その中で、既存事業の再構築を含む活用や、各主体
が取り組むことを明確にします。

第 4章

・地域活動に参加する住民の増加
・住民との協働による信頼関係の構築
・地域活動の新たな担い手の取り込み
・災害時に役立つ顔見知りの関係構築

4つの
取り組み

❶地域活動に参加しやすい仕組みづくり

❷地域福祉の担い手の発掘・支援

❹気軽に立ち寄れる居場所・拠点づくり
❸企業とのタイアップ

取り組みが
もたらす成果

主な
取り組み

内容

役割分担

取り組み❶ 地域活動に参加しやすい仕組みづくり

❖地域活動等の情報発信❖

・地域活動の手伝いや参加者の募集情報など、参加のきっかけとなる
地域の活動や出来事の情報をきめ細かく発信する。
・活動内容を細分化し、気軽に参加できる活動メニューを紹介して協力へ
の働きかけを行うなど、地域の支援ニーズと参加のマッチングを支援する。
・メールやネットの活用などで若い人も取り込む。

❖地域活動への参加の促進❖

・様々な世代の人が、地域活動に参加しやすい仕組みをつくる。
・まちのことを住民といっしょに考えるプログラムを検討する。
・地域イベントを地元と共同開催する。
　（健康福祉まつりでの社協との協働ブース出展等）

地域が出来ること➡・地域行事への協力ニーズを社協に発信する
	 ・情報を伝えるシステムづくり

住民が出来ること➡・地域行事への参加や情報の収集

社協が出来ること➡・地域ニーズの把握
	 ・若い世代にアピールするテーマの提案
	 ・地域組織との継続的なパイプ・接点づくり
	 ・地域行事と参加したい地域住民を情報でつなぐ
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連携事業

「中央社協
まちひとサイト」
ブログの運営
（P.45 No.20）

ホームページ・
フェイスブック
運営
（P.43 No.6）

広報紙
「かけはし中央」
（P.43 No.5）

ボランティア情報紙
「月刊キャッチボール」
（P.45 No.18）

連携する社協事業
■事業の位置づけ：地域福祉活動を推進するための双方向の広報活動

❖今後の方向性
・実際の地域活動の紹介や地域情報など、掲載内容の見直しや工夫
・駅、病院、郵便局など、目に触れやすい場所への広報紙の配架
・地域福祉活動に多様な世代を取り込む、IT を活用した情報交流
・身近なエリアでの情報発信の仕組みづくり

広
報
P
T
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
）
設
置
・
そ
れ
ぞ
れ
の
広
報
に
お
け
る
編
集
方
針
の
明
確
化

まちひとサイトとホームページの連動
性を高める

地域情報の
ポータルサイト

地域の情報サイト
の情報収集

配架場所の開拓
（郵便局、店舗、駅、銀行等）

広報紙面の見直し
（地域活動団体・企業・
個人の紹介など）

住民から掲載記事を募集
（住民参加型の広報紙づくり）

H28 H29 H30 H31 H32

住民自らが地域情報を発信
できる仕組みづくり・人材発掘

住民自らが情報を更新し
たりチェックできる新た
な仕組みを検討
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連携事業

ふれあい福祉
委員会
（P.44 No.12）

【新規】
支えあいマップ
づくり
（P.42 No.3）

■事業の位置づけ：まちのこと（地域福祉課題）を住民と一緒に考えるプログラム
❖今後の方向性
・マンションなど小さな単位での解決したい地域福祉課題の明確化
・助けあい情報を掲載したマップづくりなどの作業を通した課題の共有、企業との連携

マ
ッ
プ
・
居
場
所
づ
く
り
検
討
P
T
の
設
置

H28 H29 H30 H31 H32

対象範囲の見直し（事業名称
の変更も含む）�
例：エリア・人数（世帯数）
を設定する

委員会拡充の新たなモデル
となる地域での懇談会等を
開催する（マンション内の
つながりを活かす）

掲載情報の
検討

広報PTと連携
した情報収集

マップづくり開始マップづくりを希望する地域募集
（ふれあい福祉委員会と連携）

マップ配布
（ボランティア募集）

随時更新可能な情報シス
テムづくり
（住民によるアップデート）
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取り組みが
もたらす成果

主な
取り組み

内容

取り組み❷ 地域福祉の担い手の発掘・支援

役割分担

地域が出来ること➡・期待する「担い手像」の発信
	 ・受け入れ体制の整備

住民が出来ること➡・	様々なライフステージに合わせた活動を継続する
 ・	地域で行われている活動を知り、自分ができるこ

とで関わる

社協が出来ること➡・地域のニーズの掘りおこしとマッチング
	 ・�様々な広報媒体を活かして活動報告や紹介を行う
	 ・	地域活動を体験できる「活動の見本市」を身近な場

所で実施

・地域の課題を地域の人材で解決できる
・多様な世代の価値観の相互理解が深まる
・学習したことが活動に活かされる

❖ 地域福祉を知る機会の提供❖

・公共施設や商業施設等で点字体験コーナーを設けるなど、“ちょっ
とした体験”が手軽にできる機会を増やす。

❖ 課題解決の仲間を増やす取り組み ❖

・多様な世代の参加に向けて、地域福祉活動を行っている人と参加機
会を求める人とが交流する機会や話を聞く機会を身近な場所で設
け、活動に触れることにより参加の後押しをする。

❖ 地域福祉活動の学習機会の提供 ❖

・担い手同士の情報交換や地域福祉活動に関するスキル向上の機会を
提供し、活動の参加につなげる。
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連携事業

【新規】
地域福祉活動
見本市
（P.42 No.2）

連携する社協事業
■事業の位置づけ：地域福祉活動を行う人と参加機会を求める人の交流機会の創出

❖今後の方向性
・地域活動団体と公募した住民による委員会形式での企画
・参加者が主体となって自由に交流する見本市の開催

見本市を通じた
地域福祉活動
参加者の増加

モデル事業
総括・振り返り

新規地区
立ち上げ

振り返り・実施
課題等の共有

人材・地域資源
への呼びかけ

H
27
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

見
本
市
振
り
返
り

区
内
３
地
区
で
の

開
催
の
定
着

モ
デ
ル
実
施

（
区
内
１
ヶ
所
）

地域活動団体や住民と協働で
企画・検討・実施・評価

H28 H29 H30 H31 H32

地
域
福
祉
活
動
見
本
市
実
行
P
T
設
置

平成27年度�ボランティア見本市の様子
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■事業の位置づけ：課題に対応した事業の運用
❖今後の方向性
・地域福祉課題にあわせたボランティア関連講座の運用方針づくり
・柔軟なテーマ設定やプログラムと体験を組み合わせるメニューづくり

連携事業

ボランティア
講座
（P.45 No.21）

体験出前講座
（P.45 No.21）

❖今後の方向性
・地域のさまざまな担い手や資源の発掘
・多様なコーディネート方法による地域ニーズとのマッチング

連携事業

ボランティア
コーディネート

（マッチング）
（P.45 No.17）

H28 H29 H30 H31 H32

H28 H29 H30 H31 H32

新テーマ
設定

新テーマ
設定・募集

講師養成

新テーマでの実施
例：災害ボランティア出前
講座、在勤者やその家族を
対象とした防犯講座 など

地域の課題に対応した
テーマ検討

新テーマでの実施
例：地域福祉活動
入門（サロン活動・
見守り活動等）

ボランティア団体を紹介する
機会や方法の検討・拡充

イベント会場での
相談窓口設置

ボランティア同士
のマッチング公共施設等でのボランティア

活動紹介パネル展示

民間資源活用等、多様な
方法の検討
活動したい人と手助けを
必要としている人をつな
げる仕組みづくり

ボランティアコーディネート
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取り組みが
もたらす成果

主な
取り組み

内容

取り組み❸ 企業とのタイアップ

役割分担

企業が出来ること➡・企業の持つ資源を地域と共有する
	 ・	本社機能がある企業が多いことを活かし、取り組

みについて広く発信する
	 ・在勤者が地域で活動しやすい仕組みをつくる

地域が出来ること➡・地域のニーズを発信する
	 ・地域活動を通して新たなつながりを構築していく
社協が出来ること➡・地域ニーズと企業ニーズをつなぐ
	 ・	在勤者が参加しやすいプログラムを提案する（サ

マータイムの活用など）
	 ・企業や在勤者の地域活動をPRする

・多様な規模の企業が集中する中央区の特性が活かされる
・地域と企業とのつながりが継続する

❖ 多様な企業を地域活動への参加につなぐきっかけづくり ❖

・ボランティア休暇制度等のある区内企業に対して、様々な地域福祉
活動に関する情報を提供し、地域活動への参加につなげる。
・「在勤者向け」の地域活動メニューを企画し、実践につなげる機会
を提供する。
・地域の事業所や商店とのネットワークを構築する。

❖ 災害発生に備えた企業と地域の体制づくり ❖

・防災協定や備蓄品の共有なども視野に入れ、地域活動への参加を通
して、災害時の体制づくりを進めていく。
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連携する社協事業
■事業の位置づけ：在勤者の地域の支えあい活動への参加促進
❖今後の方向性
・在勤者に広く周知を図り、社会貢献活動として位置づけてもらう
・地域の支えあい活動への参加を促進し、支援を必要とする人のニーズに対応できる
よう活動者を増やしていく
・仕事をしている人が参加しやすい時間や場所のニーズの調整

連携事業

虹のサービス
（P.43 No.10）

ファミリー・
サポート・センター
（P.44 No.14）

■事業の位置づけ：災害発生に備えた企業と地域の体制づくり
❖今後の方向性
・多様な規模の企業への呼びかけ
・災害時における地域の役割についての理解促進

連携事業

災害ボランティア
講座
（P.46 No.22）

H28 H29 H30 H31 H32

H28 H29 H30 H31 H32

事業の参加形態
を検討

実際に参加できる企業を
募り試験的に実施

継続的に実施できる
仕組みづくり

社協との連携事
例を広報紙等に
掲載→企業PR

新しい支えあい
事業の検討

企業のCSR活動とタイアップ
して防災のイベントを行う

社協と関わりのある企業の
防災の取り組みをヒアリング

参加企業の拡大

送迎ボランティアについての
企業への委託を検討

地元ニーズを整理し、企業との
マッチングを行う

ボランティア休暇制度等
のある区内企業への
ヒアリング・社協事業PR
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※社協が取り組むサロンとは… 

外出の機会の少ない高齢者が食事やレク
リエーションを楽しむ会食と交流事業「ほ
がらかサロン」、住み慣れた地域でいきい
きと生活を送ることができるよう自主的
に福祉活動を行う「ふれあい福祉委員会」
「いきいき地域サロン」があるよ。

取り組みが
もたらす成果

主な
取り組み

内容

取り組み❹ 気軽に立ち寄れる居場所・拠点づくり

役割分担

地域が出来ること➡・開催場所の提供
	 ・支援先につなげる

住民が出来ること➡・居場所運営への参加
社協が出来ること➡・めざす居場所のコンセプト検討
	 ・開設・運営支援
	 ・場所の確保のため、広く呼びかける

・いつでも誰でもふらっと気軽に立ち寄れる
・区内の店舗や倉庫、住宅などの地域資源が活かされる
・孤立化を防止する
・地域福祉活動（支援側）の拠点となる

❖ 常設の居場所づくり ❖

・ボランティアと協力し、いつでも開いている居場所を増やす。認知
症の方や在宅で介護をしている方向けのカフェなどの形態も視野に
入れて検討する。

❖ 住民の新たなサロンの立ち上げ支援 ❖

・店舗の空き時間や既存のカフェなど地域資源を活用する。

❖ 既存のサロン等の活性化支援 ❖

・社協が取り組む既存のサロン等について、それぞれのよさを活かし
ながら、地域の自主性を尊重する形で発展させる。
・現在活動している人たちから意見を集め、誰もが参加しやすい運営
のあり方、人材の確保、サロン活動の情報発信支援、相談機能の支
援を検討する。
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連携する社協事業
■事業の位置づけ：常設の居場所の開設・運営の支援
❖今後の方向性
・既存の居場所の常設化に向けた支援
・地域課題に応じた地域の協力体制づくり
・新たな常設場所の確保

連携事業

【新規】
常設の居場所
づくり
（P.42 No.1）

■事業の位置づけ：位置づけの違いを踏まえたサロン事業の拡充
◇今後の方向性
・それぞれのサロン活動の成果の共有
・実施体制と方向性の検討
・課題解決につながる住民主体によるサロン活動の周知、拡大

連携事業

会食と交流事業
「ほがらかサロン」
（P.44 No.11）

いきいき地域
サロン
（P.44 No.13）

常設の居場所
も含めたサロ
ン事業の発展・
拡大�

区内のサロン
の増設
※�各町会・マン
ション等での
サロン開設

H28 H29 H30 H31 H32

H28 H29 H30 H31 H32

常
設
の
居
場
所
の

コ
ン
セ
プ
ト
検
討

モデル居場所の
開設・運営支援

検討PTでの企画・検討・実施・評価

事業計画の
作成

調
査
・
情
報
収
集

居
場
所
づ
く
り

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

開設準備
資源確保
（人材、場所、開設・
運営資金）

新たな地域サロン
の募集・開設

発展・拡大に向けた
方向性検討

方向性にそった
運営・支援

サロン事業の総括評価
（運営/活動場所/人材/内容）

サロン交流
会での情報
共有等

活動実践事例・地域の自主的なサロンを含めたマップ
作成・周知（マップ・居場所づくり検討PTとの連携）

マ
ッ
プ
・
居
場
所
づ
く
り
検
討
P
T
設
置
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計画を支える社協の活動
＊第5章では、第4章にあげた具体的な取り組みを推進するために、社会
福祉協議会がどのように活動していくのか、既存事業の見直しも含め、
今後5年間の計画を示します。

第 5章

1.【基本方針】社協としての方向性

❖ 身近なエリアを重視した取り組みを進める ❖

・町会、自治会、マンション、さらにはより小さいエリア単位など、住民が無理なく
活動できる範囲での取り組みを重視していく。そのような範囲で、地域課題の発見
や解決ができるようなコミュニティづくりを進める。

❖多様な「居場所」を増やしていく❖

・誰にとっても、区内のどこかに居場所があるように、多様な居場所を作っていく。
・空間的な居場所としてだけではなく、人と人とがつながる精神的なよりどころとい
う意味での「居場所」にも注目する。

❖アウトリーチの体制整備と実践❖

・困難を抱えている個人を支援するために、人と人、人と地域をつなげ、住民同士で
助けあえる継続的なシステム構築に向けて「アウトリーチ」を展開していく。その
ため、現行事業を通したアウトリーチ活動や地域ニーズを的確に把握する仕組みづ
くりなどの体制整備を行う。

❖  既存事業等を活用しながら、新たな地域福祉活動の創出（地域づくり）に
取り組む❖

・新たな取り組みに加え、現在の組織や事業を見直していく。
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2．アウトリーチ（地域に出向く支援活動）の取り組み

❖ アウトリーチの位置づけ ❖

社協がめざす「アウトリーチ」の目的は、“職員が地域に出向き、困難を抱える個人
の支援を目的として、人と人、人と地域をつなげ、住民同士で助けあえる継続的なシ
ステム構築をすること”です。また、ここに示すアウトリーチの考え方は、本計画の
基本理念の実現（地域福祉の推進）を進める上での社協職員の基本的取り組み姿勢と
なります。
社協では、こうした目的の実現に向けて各事業が実施されるよう、社協内部の個々
の事業間の情報共有や連携した取り組みを進めます。

❖事業がもたらす成果❖

・社協の各事業に蓄積した情報が支援に有効に活かされる
・社協と地域との顔の見える関係ができる
・支援を必要としている人を早期に発見できる
・外に出られない人の支援につながる
・住民同士での助けあいに発展する

❖主なアウトリーチ先❖

・個人、町会・自治会、マンション、商店街、企業等

❖  関連機関❖ �

・�区役所、おとしより相談センター、保健所、基幹相談支援センター、福祉施設等

※福祉分野におけるアウトリーチとは…

地域で社会的なつながりから孤立し、
公的な援助に結びついていない人々
を発見し、支援や情報提供を実施す
る、専門職が出向く形態の支援の方
法だよ。
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❖ 主な取り組み内容 ❖

具体的な取り組み内容

◦個々の事業において把
握した地域情報を共有
し、対策の検討と解決
につなげる仕組みづく
り

◦地域の情報や課題を把
握し、地域で解決でき
るネットワークづくり

（地域活動への参加、町会や
民生・児童委員等との関係
強化、地域巡回訪問等）

◦関 係 機 関とのネット
ワークや連携支援体制
の整備

◦職員体制の検討

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
・
ニ
ー
ズ
キ
ャ
ッ
チ
推
進
P
T
設
置
・
推
進
方
法
検
討

広報PTとの連携による地域情報の収集・
発信

地区担当制やCSW配置についての検討

既
存
事
業
の
中
で
の

情
報
収
集
、
ニ
ー
ズ

調
査

情
報
発
見
報
告

シ
ー
ト
の
導
入

モ
デ
ル
と
な
る
拠
点
へ
の
働
き
か
け
・

情
報
収
集

モ
デ
ル
試
行
を
踏
ま
え
て

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
着
手

モ
デ
ル
地
域
選
定

社
協
全
体
で
の
情
報
の
共
有 プ

ロ
セ
ス
の
検
討
と
結
果
の
共
有

モ
デ
ル
地
域
で
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
試
行

地
域
で
課
題
解
決
で
き
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

地
域
特
性
に
合
っ
た
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
体
制
を
確
立
・
整
備

マップ・居場所づ
くり検討PTとの
連携

※CSW（コミュニティー・ソーシャルワーカー）とは…

地域の中で支援を必要とする人を把握し、その人の直面す
る課題に対し、地域と協働で相談援助や専門機関につな
ぐなどして、その課題の解決をめざして支援をする福祉の
専門職のことだよ。地域福祉の計画的な推進を図るため
に地域住民や関係機関・団体などに働きかけ、地域の中で
課題を解決するための体制づくりも行うんだ。

H28 H29 H30 H31 H32

取り組み▶アウトリーチ体制の確立
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　地域福祉活動計画への取り組みを通じて、以下の内容で地域福祉への事業をすすめてい
きます。

【表の見方】

No.
事　業　名
〔 〕内はH26
年度実績

関連する取り組み

計画期間における取り組み地 域 活 動に
参加しやすい
仕組みづくり

地 域 福 祉
の担い手の
発掘・支援

企 業との
タイアップ

気軽に立ち寄
れる居場所・
拠点づくり

▼
No.

事　業　名
〔 〕内はH26年度実績

関連する取り組み
計画期間における取り組み地域

活動 担い手 企業 居場所

1 【新規】
常設の居場所づくり

○

①場所の選定、サロン運営方針の検討
②運営ボランティアの育成、サロンについての
広報
③プレオープン後、常設化に向けて課題を整
理する

2 【新規】
地域福祉活動見本市

○

①公共施設だけではなく、駅などの人通りの
多い場所や普段地域活動に興味のない方も
気軽に立ち寄れる場所等で開催
②見本市開催や参加団体募集のPRを工夫する
③ボランティアやNPO法人を加えた運営委員会
を設け、社協単独の開催ではなく、地域活動
に携わっている区民や企業などとの共催で実
施する
④手話・点字等ちょっとした体験のできるブー
スを設ける

3 【新規】
支えあいマップづくり

○

①「地域の支えあい」をキーワードに、マップに
記載する情報について社協内で検討する
②作成の方針について地域と協力して検討する
③支えあいマップを作成するモデル地域（マン
ション等）を選定する
④モデル地域を参考に、順次作成範囲を広げ
る
⑤作成したマップはデータベース化し、ホーム
ページ等で公開する

3．計画推進に向けた社協の体制強化
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No.
事　業　名

〔 〕内はH26年度実績

関連する取り組み
計画期間における取り組み地域

活動 担い手 企業 居場所

4 寄付の受領 ○

①寄付金や寄付物品がどのように使われてい
るかの広報の強化
②寄付者が活用先を訪れる機会の創出
③寄付受領者からのありがとうメッセージを
ホームページへ掲載

5
広報紙

「かけはし中央」
〔年5回・各40,000部〕

○

①設置・配布先の拡大
②紙面の見直し・改善
（区民参加型のページとして区民から募集し
た記事や、広報ボランティアの取材を掲載す
る等）

6

ホームページ・フェイス
ブック運営
〔フェイスブック記事掲
載175回〕

○

①コミュニティ情報誌や情報サイトとの協力
（地域情報ポータルサイト開設等）
②NPO法人・各種団体・町会・自治会・企業
などに働きかけリンク先を増やす
③フェイスブックに掲載した行事の主催者に感
想を求める

7 福祉団体・施設等助成 ○
①助成先の活動内容について、HPで広報する
②助成先がメンバー等を募集している場合、見
学者受け入れなどについて広報協力する

8 歳末たすけあい運動 ○

①運動開始前後に町会・自治会を訪問し、情
報交換を行う
②見舞金配付世帯のうち支援が必要な世帯に
対し福祉サービスでフォローアップできるか
関係機関や民生・児童委員等と検討する

9 赤い羽根共同募金 ○

①募金配分申請団体の公募について周知を強
化する
②配分団体、施設の活動報告会を公開で設け
る
③企業とタイアップして募金活動を行う

10

虹のサービス（区民ど
うしのたすけあい家事
サポート）
〔利用会員225人
協力会員149人
活動回数7,194回〕

○

①協力会員を増やす（養成講座の休日開催等）
②ファミリー・サポート・センター（事業14）と
連携し、在勤者の参加を促す取り組みを行
う（企業ニーズ調査・事業PR・企業への呼
びかけ等）
③企業が参加しやすいモデルを考案し、社会
貢献活動の新しい形としてPRする



47 •・··・• 中央区地域福祉活動計画47 •・··・• 中央区地域福祉活動計画

1部

2部

資料

本
　
編

第 2部　本　編

47 •・··・• 中央区地域福祉活動計画

1部

2部

資料

No.
事　業　名

〔 〕内はH26年度実績

関連する取り組み
計画期間における取り組み地域

活動 担い手 企業 居場所

11

会食と交流事業
「ほがらかサロン」
〔月1回・3地域4か所
で開催
延べ参加者数498人〕

○

①事業の総括評価を行い、発展・拡大に向け
た方向性に沿った運営をする
②いきいき地域サロン（事業13）と連携し、
社協以外のサロンを含めた活動事例集やサ
ロンマップを作る
③他サロン事業と連携し、区内サロンの増設
をめざす

12

ふれあい福祉委員会
（町会等を単位とした小
地域福祉活動支援事業）
〔設置地区19地区〕

○

①町会単位にこだわらず対象範囲を見直す（事
業名称変更も検討）
②新たなモデルとなるマンションで懇談会等
を開催し、委員会の拡充を図る

13

いきいき地域サロン
（地域で福祉活動を
行うグループ・団体
への支援事業）
〔登録19団体〕

○

①発展・拡大に向けた方向性を検討する
②ほがらかサロン（事業11）と連携し、社協
以外のサロンを含めた活動事例集やサロン
マップを作る
③新たな地域サロンの募集や開設の支援を行う

14

ファミリー・サポート・
センター

（会員の相互支援活動）
〔依頼会員1,466人
提供会員254人
両方会員168人
活動件数4,763件〕

○

①活動する会員向け講習会の充実
②虹のサービス（事業10）と連携し、在勤者
の参加を促す取り組みを行う（企業ニーズ調
査・事業PR・企業への呼びかけ等）
③企業が参加しやすいモデルを考案し、社会
貢献活動の新しい形としてPRする

15

成年後見支援事業（普
及啓発・社会貢献型後
見人の養成）
〔講演会・相談会7回
出前講座3回
親族後見人交流会2回〕

○

①後見制度の理解促進につながるようホーム
ページの内容を見直し、きめ細かい情報提
供を行う
②健康福祉まつり等で出張相談を行う
③社会貢献型後見人（市民後見人）の養成に
ついて、基礎講習終了後の実習をより実践
的なものに見直す
④受任を待つ後見活動メンバーに講座運営等
にも携わってもらう

16

権利擁護支援事業
（福祉サービスの利用
援助・財産管理・財産
保全サービス）
〔契約件数58件〕

○

①福祉関係者向け講座を開催し、お互い顔の
見える関係を構築するとともに、事業の周
知を図る
②登録生活支援員フォローアップ研修を実施
し、登録生活支援員の資質の向上を図る
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No.
事　業　名

〔 〕内はH26年度実績

関連する取り組み
計画期間における取り組み地域

活動 担い手 企業 居場所

17

ボランティアコーディ
ネート
〔コーディネート実績
419人〕

〇

①ボランティア依頼者と活動希望者のニーズが
満たされるよう、情報収集と綿密な調整を
行う
②マッチングから活動までの様子を広報に掲
載し、ボランティアセンターがコーディネー
ト機関であることをアピールする
③公共施設等でのボランティア団体のパネル
展示等により、PR強化を図る
④現在ボランティア活動や地域活動をしている
方が、新たに活動を希望している方のコー
ディネートや相談にのれるような機会を作る

18

情報紙
「月刊キャッチボール」
（ボランティア・区民活
動センターだより）
〔年12回発行・

計20,600部〕

〇

①地域活動のきっかけとなるような情報を発
信する
②公共交通機関や店舗等にも配架できるよう
開拓する
③団体・企業等の地域活動の紹介を行う
④住民から掲載記事を募集するなど、住民参
加型の広報紙づくりをめざす

19

資器材等の貸し出し
〔資器材190件
書籍3件
印刷機13件〕

〇

①ボランティア活動や地域活動に役立つような
書籍・器材の充実を図る
②本会のスペースを印刷機などが利用できる
作業コーナーや書籍の閲覧の場としても提
供する

20

「中央社協まちひとサイト」
ブログの運営
〔ブログ掲載記事数
351本〕

〇

①取材を受けた個人や団体等を起点とする
口コミなどを通じて、閲覧者を増やす
②保存動画を地域活動に関心のある企業や個
人などに積極的に貸し出す
③住民自らが発信できるようにする

21 ボランティア講座・
体験出前講座

〇

①地域福祉の課題に対応したボランティア事
業の整理をし、新テーマの募集・設定をす
る
②座学と実践を結びつけた講座を開催する
③講座を通じて講師の養成を行う
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22 災害ボランティア講座 ○
①企業の防災に関する取り組みを調査する
②企業のCSR活動とタイアップして防災イベ
ントを行う

23

夏休み
福祉・ボランティア体験

「イナっこ教室」
〔延べ活動人数463人〕

〇

①参加希望者にボランティア活動の心構えを
しっかりと伝える機会を設けるなど、ボラン
ティア活動・地域活動の担い手の育成とい
う側面をより強化する
②地域活動の入門となるような活動メニュー
を開発する

24 ボランティア団体助成 ○

助成を受けたボランティア団体がどのような活
動をしているか、メンバー募集をしているかな
どの情報を「中央社協まちひとサイト」や情報
紙「月刊キャッチボール」等を使って発信する

25

ちゅうおうボラネット
（中央区登 録ボラン
ティア連絡協議会）と
の連携

〇

①ボランティア同士の横の連携や、これからボ
ランティア活動・地域活動を始めようという
方たちの手助けとなるよう、ボラネット交流
サロン（月１回）の開催やボランティアガイド
ブックの作成を続ける
②ボランティア交流会などを通じ、ボランティア
をする側だけでなく、ボランティアを受け入れ
る側（福祉施設等）との交流も積極的に行う

26
中央ぷらねっと（中央
区社会貢献企業連絡
会）との連携

○

中央ぷらねっとが実施しているワーキンググ
ループ活動を通じて、地域住民に企業を身近
に感じてもらい、企業と住民とのつながりを
深めるきっかけを作る

27

さわやかワーク中央
（障害のある方への
就労機会の提供およ
び個別支援計画に基
づく支援）
〔利用者21人
協力員12人〕

○

①障害についての理解を深めてもらうため、
利用者が講師となって学校・企業等で出前
講座を開く
②個別支援をより一層推進するために、異分
野から支援員（ボランティアを含む）を臨時
登用するなど柔軟な支援体制を構築する
③社協の他事業や障害者就労の活性化等のた
めに、夜間休日を含む施設の貸出を検討する

28

障害者就労支援センター
（就労相談・支援、生
活相談・支援）
〔登録者181人
延べ相談件数6,351件〕

○

障害者支援に携わる関係機関に対しての説明
会を実施し、センターの周知と連携を強化し
ていくことで、就労支援を必要としている障害
者を総合的に支援する仕組みを作る
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29

障害者就労支援セン
ター

（地域開拓促進）
〔企業等への障害者雇
用促進397件〕

○

障害者を雇用している区内企業との交流会等
を検討し、地域で障害者の就労支援を支える
体制づくりをめざす

30

ニコニコドットコム
（障害のある就職者の
自由な交流の場を提供）
〔12回開催
延べ266人参加〕

○

①就労者向けのマナー研修、栄養講座などを
実施し、就労者の社会面、生活面のレベル
アップを図る
②既存の場所以外での実施を検討する

31

就労支援担当者ネット
ワーク会議（区内障害
者就労支援施設との
連携による就労促進
啓発）

○

①就労をめざす障害者向けセミナーの充実
②健康福祉まつり以外の地域イベントでの広
報・啓発
③区内障害者就労支援施設が共同受注するた
めの仕組みづくり
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1. 策定委員会設置要綱
　（設置）�
第 1条　中央区地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）の策定に向けた検討を行うため、
社会福祉法人中央区社会福祉協議会（以下「協議会」という。）に中央区地域福祉活動計画策
定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
　（所掌事務）�
第 2 条　委員会は次に掲げる事項について協議及び検討を行い、その結果を協議会会長（以
下「会長」という。）に報告する。
一　地域福祉活動計画の策定に関すること。�
二　その他地域福祉活動の推進に関し必要なこと。�
　（組織）
第3条　委員会は、次に掲げる者のうちから、会長が委嘱する20名以内の委員をもって構成
する。
一　学識経験者
二　町会・自治会
三　民生・児童委員
四　福祉施設・団体関係者
五　ボランティア・福祉サービス関係者
六　区内事業者
七　関係行政機関職員
八　協議会職員
九　その他会長が必要と認めた者
　（任期）
第 4条　委員の任期は、委嘱の日から翌年度末とする。
2　委員に欠員が生じたことにより、補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

　（委員会）
第 5条　委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2　委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
3　委員会に副委員長1人を置き、委員のうちから委員長が指名する。
4　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。�

　（会議）
第 6条　委員会は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
　（意見聴取）
第 7条　委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明、意見等
を聞くことができる。
　（庶務）
第 8条　委員会に関する庶務は、中央区社会福祉協議会事務局が処理する。�
　（委任）
第 9条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定
める。�
　付　則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
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2. 策定委員名簿
区　分 氏　名 所　属　等

学識経験者 委員長
川　上　富　雄

駒澤大学文学部社会学科
社会福祉学専攻准教授

町会・自治会 副委員長
鹿　島　新　吾 月島地域町会連合会長

民生・児童委員

鈴　木　英　子 京橋地域民生・児童委員協議会

渡　辺　千　弘 日本橋地域民生・児童委員協議会

松　井　節　子 月島地域民生・児童委員協議会

福祉施設
竹　内　裕　城 （高齢）特別養護老人ホーム

マイホーム新川

髙　橋　厚　之 （障害）リバーサイドつつじ

福祉団体等

品　川　幸　子 （高齢）日本橋おとしより相談センター

相　澤　俊　一 （障害）中央区障害者団体連絡協議会

加　藤　惠　子 （児童）日本橋地域主任児童委員

区内事業者
東　條　達　哉 株式会社アルビオン

石　橋　隆　光 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

在宅福祉サービス関係者
矢　作　祥　子 虹のサービス協力会員

ほがらかサロン運営スタッフ

大　谷　のぶ子 後見活動メンバー
いきいき地域サロン代表

ボランティア・市民活動団体
小笠原　宣　夫 中央区登録ボランティア連絡協議会

伊　藤　美智子 中央区環境保全ネットワーク

障害者就労支援関係者 竹ヶ原　妙　子 さわやかワーク中央協力員

行　政
平　林　治　樹 中央区役所福祉保健部長

（H26.10.2～H27.6.30）

黒　川　　　眞 中央区役所福祉保健部長
（H27.7.1～H28.3.31）

社　協 斎　藤　裕　文 中央区社会福祉協議会事務局長

オブザーバー
間　瀬　達　成 東京都社会福祉協議会地域福祉部主事

（H26.10.2～H27.3.31）

井　口　綾　乃 東京都社会福祉協議会地域福祉部主事
（H27.4.1～H28.3.31）
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3. 策定の過程

日　程 議　　題

平
成
26
年
度

第1回
10月2日

●委員長・副委員長の選出
●中央区地域福祉活動計画策定にあたって（基調講演）
●地域福祉活動計画策定のスケジュールについて
●中央区の現状と課題について

第2回
12月5日

●アンケート調査の報告について
●制度の狭間のニーズについて
●グループ討議「地域の課題と将来像について」
①地域活動の活性化
②地域のつながりづくり
③制度のはざまへの対応

第3回
2月20日

●計画の体系について
●計画の基本理念・基本目標について　他

平
成
27
年
度

第4回
5月1日

●地域福祉活動計画の骨子について
●グループ別討議
　地域の課題から見える計画の重点項目について検討

第5回
7月2日

●地域福祉活動計画の素案について
●グループ討議
①基本理念について
②具体的な取り組みについて検討

第6回
10月8日

●地域福祉活動計画最終案の検討・承認
●推進評価委員会設置の承認

※推進評価委員会とは…

この計画を確実、効果的に推進するために、平成29年4月から

設置される委員会で、今回の策定委員によって構成されるよ。計

画が理念や目標に向かって実行に移されているか、地域のニーズ

や変化に対応した取り組みとなっているか、成果をあげているか

等、計画の進捗状況についての確認、評価、提言をしていくんだ。
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4. 事務局・プロジェクトチーム名簿
中央区地域福祉活動計画策定委員会事務局職員名簿

中央区地域福祉活動計画検討プロジェクトチーム職員名簿

Ｈ26.4.1～Ｈ27.3.31

所　属 役職名 氏　名

管�理�部

部　長 島　田　康　宏

庶務課長 吉　田　早　苗

主　事 根　本　真　紀

在宅福祉サービス部 部　長 堀　内　　　勇

ボランティア
・区民活動センター 所　長 奥　田　春　光

障害者就労促進部 部　長 山　﨑　榮　三

（株）地域計画連合 取締役 姫　野　亜　紀

（株）地域計画連合 研究員 田　口　香　子

Ｈ26.4.1～Ｈ27.3.31

所　属 役職名 氏　名

管�理�部

庶務課長 吉　田　早　苗

主任主事 山　田　英　子

主任主事 瀬　田　かおり

主　事 根　本　真　紀

主　事 西　井　直　美

在宅福祉サービス部

推進課長 八　木　英　之　

主任主事 和　知　智　一

主　事 片　桐　義　晴

主　事 石　井　佐由三

ボランティア
・区民活動センター 主任主事 村　上　秀　貴

障害者就労促進部

担当課長 岸　　　雅　典

主任主事 杉　村　美矢子

主　事 宮　島　友　香

H27.4.1～H28.3.31

所　属 役職名 氏　名

管�理�部

部　長 阿　部　志　穂

庶務課長 吉　田　早　苗

主任主事 山　田　英　子

主　事 石　井　佐由三

在宅福祉サービス部 部　長 堀　内　　　勇

障害者就労促進部 部　長 山　﨑　榮　三

（株）地域計画連合 取締役 姫　野　亜　紀

（株）地域計画連合 研究員 田　口　香　子

H27.4.1～H28.3.31

所　属 役職名 氏　名

管�理�部

庶務課長 吉　田　早　苗

主任主事 山　田　英　子

主任主事 瀬　田　かおり

主　事 石　井　佐由三

在宅福祉サービス部

推進課長 八　木　英　之

主任主事 和　知　智　一

主任主事 片　桐　義　晴

ボランティア
・区民活動センター

推進課長 村　上　秀　貴

主　事 木　幡　由　美

障害者就労促進部

担当課長 岸　　　雅　典　

主任主事 杉　村　美矢子

主　事 岩　倉　弘　樹

主　事 宮　島　友　香
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5. アンケート・ヒアリング調査の実施
（1）アンケート調査の実施概要
●目的
　本調査は、中央区における地域福祉のさらなる発展に向け、主に以下を把握する事を目的
として行った。
①地域について
　区民の考える「地域」の範囲、現在の地域での付き合い、現在の地域での活動や活動参
加に必要なこと、地域に関する情報の入手媒体・意向
②地域における「助けあい・支えあい」について
　地域での付き合いに対する意向、地域での助けあいの必要性とその理由、地域での助け
あいで取り組んでみたい活動、地域での不安や困りごと、あればよいと思うこと等

●調査方法

調査対象 調査方法 調査期間

社会福祉協議会会員、登録ボランティア、
虹のサービス会員、ファミリー・サポート・
センター会員

郵送 平成26年8月14日
～8月31日

●回収結果

発送数 回収数 回収率

3,100票 1,671票 53.9％

（2）ヒアリング調査の実施概要
●目的
　本調査は、アンケート調査と同様に、中央区における地域福祉のさらなる発展に向け、主に①地
域について②地域における「助けあい・支えあい」についての2点に対し、区民の考えを直接聞い
て把握することを目的として行った。

●実施期間・人数等

ヒアリング方法・場所 ヒアリング人数 調査期間

①地域でのヒアリング
あかちゃん天国、太陽のマルシェ、大江
戸まつり盆おどり大会
②社協事業を通したヒアリング
介護者交流会、高齢者食事サービス、す
てっぷ中央、ほがらかサロン、ボランティ
ア保険加入、映画上映会、さわやかワー
ク中央、障害者就労支援センター

121名 平成26年8月～9月
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（3）アンケート結果調査データ
※「基数」：回答者数の構成比を求める母数であり、回答数の合計値とは一致しない場合がある

1　性別
項目 回答数 構成比
男性 320 19.2%

女性 1326 79.3%

無回答 25 1.5%

基数 1671 100.0%

2　年齢層
項目 回答数 構成比
10代 1 0.1%
20代 13 0.8%
30代 325 19.4%
40代 384 23.0%
50代 127 7.6%
60代 223 13.3%
70代 307 18.3%
80代 236 14.1%
無回答 55 3.3%
基数 1671 100.0%

3　現在の職業を教えて下さい。
項目 回答数 構成比

会社員・公務員・
団体職員

454 27.1%

自営業 215 12.9%
パート・アルバイト 169 10.1%

学生 3 0.2%
家事専業 302 18.1%
無職 419 25.1%
その他 84 5.0%
無回答 25 1.5%
基数 1671 100.0%

4　中央区にどれくらいお住まいですか。
項目 回答数 構成比
1年未満 14 0.8%

1年以上5年未満 193 11.5%
5年以上10年未満 360 21.5%
10年以上20年未満 352 21.1%
20年以上40年未満 163 9.8%

40年以上 574 34.4%
無回答 15 0.9%
基数 1671 100.0%

5　お住まいの地区を教えてください。
項目 回答数 構成比

京橋地域
（八重洲二丁目、京橋、銀座、
新川、八丁堀、新富、入船、湊、
明石町、築地、浜離宮庭園）

422 25.2%

日本橋地域
（日本橋全域、八重洲一丁目）

444 26.6%

月島地域
（佃、月島、勝どき、豊海町、晴海）

798 47.8%

無回答 7 0.4%
基数 1671 100.0%

6　お住まいの住居形態を教えてください。
項目 回答数 構成比

一戸建て 386 23.1%
分譲マンション 787 47.1%

賃貸マンション・アパート 410 24.5%
その他（下宿・社宅など） 73 4.4%

無回答 15 0.9%
基数 1671 100.0%

7　世帯構成を教えてください。
項目 回答数 構成比

ひとり暮らし 271 16.2%
夫婦のみ

（どちらかもしくは
2人とも65歳未満）

121 7.2%

夫婦のみ
（2人とも65歳以上）

190 11.4%

親子同居（二世代家族） 863 51.7%
親と子と孫の同居
（三世代家族）

75 4.5%

その他 131 7.8%
無回答 20 1.2%
基数 1671 100.0%

8　 あなたが考える「地域」（住民同士で生活の
一部や交流機会等を共有できる範囲）は次の
どれですか。

項目 回答数 構成比
隣・近所 213 12.7%

マンション等集合住宅 133 8.0%
町会・自治会など 493 29.5%
小学校区 195 11.7%
中学校区 13 0.8%

地区（京橋地域・日本橋
地域・月島地域）

349 20.9%

中央区全体 133 8.0%
その他 38 2.2%
無回答 104 6.2%
基数 1671 100.0%
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9　 あなたは、「地域」の方とどのような付き合
い方をしていますか。

項目 回答数 構成比
困った時に助けあえる
親しい人がいる 477 28.5%

会えば親しく話をする
人がいる 534 32.0%

世間話をする程度 181 10.8%
あいさつをする程度 303 18.1%
地域の方との付き合い
はほとんどない 123 7.4%

その他 12 0.7%
無回答 41 2.5%
基数 1671 100.0%

10　 （９で「地域の方との付き合いはほとんど
ない」と答えた方に）その理由に最も近い
ものはどれですか。
項目 回答数 構成比

日中、仕事などで家に
いないので、知り合う

機会がない
46 37.4%

地域の方との付き合い
はしたいと思うが、
仲間に入りづらい

8 6.5%

付き合いをはじめる
きっかけがない 41 33.3%

地域の方との付き合い
をしたいと思わない 5 4.1%

もともと地域の方との
付き合いがほとんど
ないところである

8 6.5%

その他 9 7.3%
無回答 6 4.9%
基数 123 100.0%

11　 あなたは以下のどの「地域」活動に参加し
ていますか。※複数回答
項目 回答数 構成比

町会・自治会の活動 472 28.2%
高齢者クラブの活動 203 12.1%
子ども会の活動 120 7.2%
PTA活動 252 15.1%

地域のボランティア活動 342 20.5%
地域のサークル活動 201 12.0%

お祭り 606 36.3%
地域・マンション内の
防犯・防災訓練 413 24.7%

以前参加していた 184 11.0%
参加したことがない 292 17.5%

その他 90 5.4%
無回答 37 2.2%
基数 1671 100.0%

12　 あなたが「地域」の活動に参加するには何
が必要だと思いますか。※複数回答
項目 回答数 構成比

活動のための時間 796 47.6%
活動に関する情報 710 42.5%
体力（若さ） 515 30.8%
経済的な余裕 231 13.8%
きっかけ

（講座や１日体験など） 530 31.7%

リーダーの存在 210 12.6%
共に活動する仲間や
活動を支える協力者 748 44.8%

活動の必要性や魅力 350 20.9%
当番や役割のような
ある程度の強制力 157 9.4%

参加への理解
（職場、家族） 263 15.7%

近隣との交流 482 28.8%
分からない 46 2.8%
その他 74 4.4%
無回答 45 2.7%
基数 1671 100.0%

13　 あなたは「地域」の情報をどのような形で
得ていますか。※複数回答
項目 回答数 構成比

家族・親族 368 22.0%
知人・友人 792 47.4%
町会・自治会の
回覧板・掲示板 923 55.2%

集合住宅内掲示板、
チラシ 614 36.7%

自分や家族の学校 260 15.6%
区のおしらせ　中央 1249 74.7%
地域の新聞・情報紙 250 15.0%
スーパー・商店などの
ポスター・チラシ 161 9.6%

インターネット 195 11.7%
メールマガジン 14 0.8%

ツイッター・フェイス
ブックなどのSNS 44 2.6%

社協だより
「かけはし中央」 352 21.1%

得ていない 38 2.3%
その他 26 1.6%
無回答 21 1.3%
基数 1671 100.0%
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14　 あなたは「地域」の情報を今後どのような形
で得られるとよいと思いますか。※複数回答
項目 回答数 構成比

家族・親族 288 17.2%
知人・友人 538 32.2%
町会・自治会の
回覧板・掲示板

834 49.9%

集合住宅内
掲示板、チラシ

612 36.6%

自分や家族の学校 233 13.9%
区のおしらせ　中央 1058 63.3%
地域の新聞・情報紙 341 20.4%
スーパー・商店などの
ポスター・チラシ 235 14.1%

インターネット 342 20.5%
メールマガジン 122 7.3%

ツイッター・フェイス
ブックなどのSNS 113 6.8%

社協だより
「かけはし中央」 283 16.9%

現状で満足 214 12.8%
その他 30 1.8%
無回答 29 1.7%
基数 1671 100.0%

15　 「地域」との付き合いはどの程度が望まし
いと考えますか。
項目 回答数 構成比

相談・助けあえるような
付き合い 741 44.3%

簡単な頼みごとをする
程度の付き合い 489 29.3%

立ち話をする程度の
付き合い 219 13.1%

挨拶をする程度の
付き合い 127 7.6%

付き合いはしたくない 11 0.7%
その他 30 1.8%
無回答 54 3.2%
基数 1671 100.0%

16　 「地域」で助けたり、助けられたりするこ
とが必要だと思いますか。
項目 回答数 構成比

とても必要である 603 36.1%
時には必要である 933 55.8%
必要ではない 5 0.3%

あまり必要ではない 46 2.8%
無回答 84 5.0%
基数 1671 100.0%

17　 （16で「とても必要である」「時には必要である」
と答えた方に）それはなぜですか。※複数回答
項目 回答数 構成比

人との関わりは重要だから 898 58.5%
自分の問題は自分だけでは
解決できないから 343 22.3%

困っている時に助けあうの
は当然だから 996 64.8%

公的なサービス、有料のサー
ビスだけでは不十分だから 453 29.5%

家族・友人・知人との結び
つきだけでは不十分だから 366 23.8%

その他 104 6.8%
無回答 23 1.5%
基数 1536 100.0%

18　 （16で「必要ではない」「あまり必要ではない」
と答えた方に）それはなぜですか。※複数回答
項目 回答数 構成比

プライバシーに踏み込む
のはよくない 16 31.4%

面倒である 13 25.5%
自分の問題は自分で解決

した方がよい 12 23.5%

家族・友人・知人との
結びつきで十分 23 45.1%

公的なサービス、有料の
サービスで十分 16 31.4%

地域の助けあいは期待
できないから 5 9.8%

その他 8 15.7%
無回答 8 15.7%　　
基数 51 100.0%

19　 「地域」における“助けあい・支えあい”活
動のうち、どのような活動に参加したいと
思いますか。※複数回答
項目 回答数 構成比

地域での声かけ、
見守り活動 735 44.0%

災害時の助けあい 1111 66.5%
高齢者や障害者のための

居場所づくり 445 26.6%

防犯活動 554 33.2%
日常のちょっとした
困り事のお手伝い 562 33.6%

高齢者・親・子どもなどの
世代間交流 395 23.6%

子どもの見守り・
居場所づくり 691 41.4%

同世代住民同士の交流 374 22.4%
まちの美化、環境整備 473 28.3%
地域の懇談会 238 14.2%
その他 47 2.8%
無回答 92 5.5%
基数 1671 100.0%
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6. 地域懇談会の実施
（1）実施概要
●目的
　中央区地域福祉活動計画の策定にあたり、広く区民の意見を募り、計画素案に反映させる
ために開催した。

●地域懇談会の流れ
①開会の挨拶
②中央区地域福祉活動計画（案）について
③計画策定委員紹介
④懇談会　テーマ「地域活動に参加しやすい仕組みづくり」

「地域福祉の担い手の発掘・支援」
「気軽に立ち寄れる居場所・拠点づくり」

●各回の概要

京橋地域 日本橋地域 月島地域

日　時 8月26日（水） 8月28日（金） 8月30日（日）

時　間 午後6時～8時 午後1時～3時 午後1時～3時

場　所

特定非営利活動法人

キッズドア　会議室

（新川二丁目）

わなびば333

（東日本橋三丁目）

グロースリンクかちどき

多目的室

（勝どき一丁目）

参加者

区民6名

委員長

策定委員5名

区民7名

委員長

策定委員8名

区民18名

委員長

策定委員6名
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●当日の様子（検討風景）

京橋地域

日本橋地域

月島地域



60 •・··・•中央区地域福祉活動計画 60 •・··・• 60 •・··・• 60 •・··・•

（2）主な意見と計画への反映
意見・アイデア等 計画への反映

地域活動に参加しやすくするために・・・・

❖子どもをターゲットにしたイベント・祭りで、住民同
士の接点を作る。

❖マンションでのイベントの促進。

❖事前登録不要でイベント参加・手伝いができる仕組み
づくり。

❖開かれた町会活動→外部の人でも参加できるイベント
があると良い。

➡
P.42〜48
「計画推進に向けた社協の体制強化」
No.21�「ボランティア講座」
No.23�「イナっこ教室」
No.2� 「地域福祉活動見本市」
No.12�「ふれあい福祉委員会」
No.3� 「支えあいマップづくり」

❖インターネットを活用したわかりやすい地域情報の発
信。

❖地域のNPOや団体と区の各組織、町会のコミュニケー
ションツールとしてインターネットを活用する。

❖情報発信の場所を増やす。

❖マンション内の掲示板をもっと活用できるといい。

❖地域活動への参加の方法がわからない。

❖どんな支援ができるのか、メニュー一覧があるといい。
（ホームページ上でマッチングするなど）

➡ P.30
「地域福祉活動を推進するための双
方向の広報活動」

つながりをつくるために・・・・

❖頼っていいよ！と発信できる「地域のお世話係」が重要。
また、サポートしたい方が気軽にサポートできる環境
づくり。

❖支えあいの必要性を実感しやすいのは災害が起きた時
なので、「防災」は有効なキーワードになると思う。

❖気楽に立ち寄りお茶が飲める場所や誰でも来られるサ
ロンを作る。

❖マンション内コミュニティだけでなく、地域で子育て
を支援したい方とマンションに転入してきた方がつな
がるための交流会の実施を定期的に行うと、新旧住民
が徐々につながっていくと思う。

❖マンションに住んでいる人と新たな転入者がつながる
ことができる交流会の実施や仕組みがあるとよい。

❖団塊世代を地域に取り組むアプローチ。

➡
P.29〜31
「地域活動への参加の促進」
「支えあいマップづくり」
「ふれあい福祉委員会」

P.37〜38
「気軽に立ち寄れる居場所・拠点づ
くり」

P.32〜34
「地域福祉の担い手の発掘・支援」
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意見・アイデア等 計画への反映

地域福祉の担い手を増やすために・・・・

❖出前講座を増やして地域活動にふれる機会の幅を広げる。

❖小学校を拠点に数多いイベントや講習会等を催し、人集
めをする。

❖子育て世代が多いので、親子で体験型のものを企画した
ら参加する人が増え、土壌もできやすいと思う。

❖イベントで簡単なお手伝いをしてもらい、徐々に関わっ
てもらう。

❖町会の行事のお知らせと同時にその日限りのボランティ
アを募集する。続けてしてくれる人を次の担い手として
育てていく。

❖「だれでも来られるサロン」を通して人材発掘や、自分に
できることを探すための情報を得る。

❖地域企業社員の参加。ボランティアとCSR。

❖マンションの一室に入っているような小さな会社や事務
所も、地域の一員や担い手として意識してもえるよう、
回覧板を回すなどして啓発できないか。

❖従来からの地域活動に新住民が参加して進化させていく。

➡
P.32〜34

「地域福祉の担い手の発掘・支援」
「地域福祉活動見本市」
「ボランティア講座」
「体験出前講座」

P.35〜36
「企業とのタイアップ」

居場所づくりのアイデア

❖町会事務所や敬老館、区役所や出張所、区民館、ファ
ストフード店、スーパー、閉店した店舗など、既存の
施設を活用する。

❖気軽にレンタル（無料か安価で）できる場所をリスト
アップして提供することで、誰もが自主的にサークル
やサロン開催ができるようにしてほしい。

❖ちょっと行ってみようと思えるイラストマップ、サロ
ンマップなどがあるとよい。

❖町内行事（防災・お祭り・クリーンデー）の呼びかけを
利用し、人間関係を深めてゆく。そのまま絆づくりへ、
いざという時の為にも。

❖共通のフラッグがあったら入りやすい。

➡ P.29〜31
「地域活動への参加の促進」
「支えあいマップづくり」

その他

❖社協は地域のことをよく知らない。

❖社協がどのような活動をしているのか知らない人が多い。➡
P.30
「地域福祉活動を推進するための双
方向の広報活動」
P.40〜41
「アウトリーチの取り組み」



62 •・··・•中央区地域福祉活動計画 62 •・··・• 62 •・··・• 62 •・··・•

7. パブリックコメントの実施
（1）実施概要
●目　　的　区内在住・在勤の方、地域福祉に関心のある方等、広く関係者の意見を反映させる
●内　　容　「中央区地域福祉活動計画」の素案に関するご意見について
●募集期間　平成 27年 8月 20日（木）から平成 27年 8月 31日（月）
●閲覧場所　中央区社会福祉協議会�2 階�窓口（中央区八丁堀 4－ 1－ 5）
　　　　　　さわやかワーク中央�窓口（中央区東日本橋 2－ 27－ 12）
　　　　　　ホームページ
●意見の提出方法　社協管理部窓口へ持参、郵送、ファックスまたはEメール
●意見の提出数　　 4名・計 13件
●意見等の概要及び回答の公表（平成 27年 11月）

　寄せられた意見等に対しては、その意見の概要及び社協としての考え方をホームページ
で公表した。

（2）主な意見と回答

意　見 回　答

❖アウトリーチの積極的な推進とCSWの配置を希望しま
す。地域の支えあいを作り上げる核となるCSWの配置
により地域住民の意識、社協への認識も変わるのでは
ないかと期待しています。

❖どんな住民に対しても窓口になれるマンション等の管
理会社との関係強化が必要と思います。

➡
◦今後社協内に検討チームを設け、中
央区におけるアウトリーチのあり方
について、CSWの設置を含め検討
し、効果が発揮できるよう体制を整
備していきます。また、今後、マン
ション管理組合へのアプローチに取
り組んでいきます。

⇒P.40〜41「アウトリーチの取り組み」

❖既存のサービス（区のお知らせやホームページ、地域
密着型の紙情報誌、コミュニティサイトなど）を活用し
て情報発信・共有してほしい。

➡
◦地域の拠点となる場所や広報のあり
方、また、情報発信の仕組みづくり
について、地域の情報が行き渡るよ
う、地域の情報発信源となる方々と
も協力したいと考えています。

⇒P.29〜31
　取り組み①「地域活動に参加しやす

い仕組みづくり」

❖常設の居場所づくりへのより具体的な提案と計画期間
中のモデル試行などの取り組みをしてほしい。

❖よろず相談などができる場所があればと思います。

➡

◦社協独自の取り組みに加え、町会・
自治会や事業所などと協力し居場所
づくりの具体化に取り組みます。

◦居場所づくりや課題解決のシステム
づくり等を通して、身近に相談でき
る、立ち寄れる場所を増やしていき
たいと考えています。

⇒P.26〜27
　課題3「制度のはざまへの対応」に

おけるめざす姿として
⇒P.37〜38

取り組み④「気軽に立ち寄れる居場
所・拠点づくり」
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策定委員からのコメント

　鹿島副委員長
　川上委員長指導のもと委員の皆様と種々の話し
合いをしていく中で、今後、町会・自治会と新旧住
民、企業、マンション住民などとのつながりをつくっ
ていくことはとても大変なことだと感じました。イ
ベントなど何か一つのことをするとしても人集めが
大変ですが、災害があった時は、自分の安全を確
認した後、町会の見回りをし、次に防災拠点に行き

手伝いをするなど、何事も町会で考え、何か問題が
起きた時に助けあい、解決していきたいと思います。�
最後に、今、下町の人情が薄らいでいるので、近所
同士のちょっとした助けあいや声かけ、見守りなど、
昔ながらの良いつながりがなくならないようにして
いきたいと思います。

　鈴木委員
　策定委員会や地域懇談会では、色々な立場の
方々の意見・思いを聞くことができました。9割
近くの世帯が集合住宅に住んでいるという中央
区の現状に、住民主体の地域での助けあい・支
えあいの必要性を強く感じました。地域で動き
始めた若い世代と手をつないで！

　松井委員
　近年、中央区の人口が増加している中、必要
とされる基本的な福祉は充実されている感のあ
る中で、自分は地域の中で必要とされ、喜ばれ
る「心の充実」をと、少しのボランティアの心に
も社協は共に考えてくれる所、今、5年先を目標
に進んでいる感が見えました。

　髙橋委員
　今回、委員を行い地域福祉の問題やニーズが
多岐にわたることを知りました。委員会ではそう
いった課題への取り組みを5つの分野に整理し
具体的な活動につなげやすい計画となりました。
今後は計画を基に住民の方々と共に地域で支え
あうまちづくりに努めたいと思います。

　相澤委員
　中央区全体が大きく変貌し人口も増加してい
る現在、旧住民（町会）と新住民（マンション等
共同住宅）との関係について多くの人の意見を
聞き、その難しさを実感致しました。相互の理
解により話し合う場を一日も早く作り、イベント
等を合同で行うことにより、住民と住民のふれ
あいが出来、ひいては子育て世代と団塊世代と
のふれあいも出来、町の活性化にもつながると
思います。一日も早く実現出来るよう努力して
いかなければならないと思いました。

　渡辺委員
　地域の違いにより住民意識や考え方が様々で
はあるが、以前より地域活動やボランティア等 、々
住民が参加活動していく場も多くなる中、社協
のあり方や取り組みにどのようにつなげ、民生
委員としての活動の中に生かせるかが、課題だ
と思いました。

　竹内委員
　本委員会に参加させていただくこととなり、
初めての会合では、地域の福祉への思いが篤い
方々ばかりで、大変勉強になり、また刺激を受
けたことを覚えています。計画の実行にともなっ
て区民の方々が実感・納得できるように結実さ
れるよう願っております。

　品川委員
　地域福祉活動計画策定委員会に参加させて
いただいてありがとうございました。日本橋地
域以外の方々のお話を聞き参考になる点が多々
ありました。今後の業務に生かせるように検討
してみたいと考えています。

　加藤委員
　生まれ育った中央区が再び人口が増えて嬉し
く思っていましたが、区民の各々の立場で不都
合や不安のあることを知りました。新住民が入
りやすい町会活動や災害時に助けあいがスムー
ズにいくよう企業の人達とのふれあいも日頃か
ら考えていく必要性を感じました。
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　矢作委員
　微力でしたが中央区の未来の姿を描く作業に
参加できたことは嬉しいことでした。理想実現
のためには、現況を把握した上で丁寧に改善の
繰り返しを続けなければなりません。現場にか
かわる方 こ々そが主役であるべきと思っておりま
す。

　東條委員
　勤務しております企業の経営理念「本物志向
に徹し、美しい感動と信頼の和を世界に広げる」
に基づき、社員一人ひとりが地域社会に属する
良き企業市民として、事業活動を通じ積極的に
中央区の継続発展に貢献してまいります。

　小笠原委員
　個々の福祉活動は様々で部分的です。策定委
員会でいろいろな方々を知り、その多様さに驚
き又ニーズの多さを知りました。根底に流れる理
念、意識を共有することで中央区のより良いま
ちづくり、福祉社会を目指せると思います。委員
会に参加させていただき大変勉強になりました。

　竹ヶ原委員
　2020年のオリンピックを控えてここ晴海の街
は著しく変容することでしょう。障害のある長
男とその仲間たちと一緒に歩みつつ支援を続け
たいと思っています。お知り合いになった策定
委員の皆様からたくさんの情報をいただきまし
た。これからもよろしくどうぞ�。

　斎藤委員
　どんどん変化していく中央区の姿を見ながら、
委員の皆さんをはじめ多くの方々の意見や考え
を聞かせていただき、本当に実のある時間でし
た。5年後、10年後の中央区が笑顔にあふれた
素敵なまちになるよう、皆さんと力を合わせて
社協も頑張ります。

　大谷委員
　「誰もが安心していられる場所」がある社会が
いいなと思っていました。今回この委員会に参
加して、人の思いが実に実に多様なことを再認
識し、「安心」という、たった二文字の内容の多
様さを考えました。どの人も自分らしい人生を
全うできる地域であればいいな。

　石橋委員
　当委員会を通じ、中央区の地域福祉の課題を
学ぶとともに、改めてこのまちの魅力を実感し
ました。一区内事業者として、区民の皆様と一
緒に発展していきたいと思います。そしてまた、
関係者の皆様との“新しいつながり”を得られた
ことに深く感謝申し上げます。

　伊藤委員
　中央区全体が大きく変貌しつつある現在、町会
（旧住民）とマンション等（新住民）および団塊世
代と子育て世代等のかかわり方の難しさを多数の
人達から意見を聞き、これからの行事等を行う場
合でもそれぞれの交流の場または方法を一日も
早く作っていくことの必要性を実感いたしました。

　黒川委員
　計画の基本理念に謳われた「新しいつながり
と支えあい」は、まさに都心中央区が抱える様々
な課題を解決に導く重要なキーワードです。地
域での活動を原動力として、本計画の取り組み
が着実に推進されるよう、行政の立場からもしっ
かりと連携を図っていく所存です。

　井口オブザーバー
　大切な計画の策定に関わらせていただいて、
ありがとうございました。グループワーク形式の
委員会では、たくさんのお話をお伺いすること
ができました。多くの方の意見を取り入れてつく
られたこの計画が実施される、これからの中央
区を楽しみにしています。



ご　挨　拶
　今、中央区の地域社会は大きな変化の中にあります。 近年、わが国
においては少子高齢化と人口減少が進んでいますが、ここ中央区では、
活発な再開発に伴うマンション建設などを背景に30代、40代の子育て
世代を中心とした人口増が続き、年間の出生数も10年前の2倍以上とな
る2,000人に迫ろうかという数になっています。さらに、区民の約9割が
マンション等集合住宅に居住していることや、区内全域での開発の進
行、そしてオリンピック・パラリンピックの選手村の設置など、大きな環
境の変化に伴い、さまざまな新しい地域課題も顕在化してきています。
　こうしたなかで、社会福祉協議会におきましては、区内の町会・自治
会、福祉関係者、福祉施設、ボランティア団体、事業者等から委員を募
り、策定委員会を設置し、中央区の実体に基づいた「中央区地域福祉

活動計画」を策定いたしました。基本理念を「新しいつながりと支えあいを創る～一人ひとりが
自分らしく、安心して暮らせるまちをめざして～」とし、地域住民が中心となって行う支えあい・
助けあい活動の指針となるものです。区民の皆様や関係機関・団体と協働し、平成28年度から
32年度の5年間、計画の実現に向けて取り組んでまいります。
　最後になりましたが、この計画策定にあたりご尽力をいただきました策定委員会の川上富雄委員
長をはじめ熱心にご審議いただきました委員の皆様、貴重なご意見をお寄せいただきました区民
の皆様に心から感謝いたしますとともに、今後一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

中央区地域福祉活動計画によせて
　このたび、中央区地域福祉活動計画策定に委員長として関わらせて
いただきました川上富雄です。委員を代表してこの計画に込めた願いを
含め、ご挨拶をさせていただきたいと思います。
　中央区地域福祉活動計画は、中央区の福祉のあるべき姿と現状との乖
離をどのように埋めていくかを示したものです。そのため、計画策定にあた
り、アンケート調査やヒアリング調査などを行い、当事者・活動者を含む区
民の皆様の思いや意見を承りました。これらを区民代表である策定委員会
において分析・整理・議論し、「地域活動に参加しやすい仕組みづくり」「地
域福祉の担い手の発掘・支援」「企業とのタイアップ」「気軽に立ち寄れる
居場所・拠点づくり」を柱に計画を推進していくこととしました。この中には、

従来の法制度論的な福祉対策思想ではなく、区民の生活上の困難や不安を、縦割りではなく全体と
して捉え、分野を超えて連携して解決に取り組もうとする思いを盛り込むことができたと思います。
　さて、来年度からは計画実施段階となりますが、地域福祉活動計画＝社会福祉協議会（以下

「社協」）の活動計画ではありません。社協は地域福祉を推進する機関ではありますが、主人公
は地域福祉の担い手であり享受者である区民の皆さんです。区民のみなさんによる計画への取
り組みを社協がサポートしようとするものです。超少子高齢化とともに無縁社会化が進み、様々
な暮らしにくさや不安が顕在化している今日、この計画書が、今一度、私たちのつながりのあり
方について考え、地域活動や団体活動に参加してみるきっかけになれば幸いです。

社会福祉法人　　　  
中央区社会福祉協議会

会 長　中野 耕佑

中央区地域福祉活動計画
策定委員長　川上 富雄
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