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目 
的 

対 象 市民，地域活動団体，福祉サービス事業者，福祉団体 
意 図 地域で役割分担して暮らしを支え合うことができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ84＞ 

だれもが住み慣れた場所でいきいきとした生活を送ることのできるよう，豊かであたたかな地域で支え合うまちづく

りを推進するとともに，市民主体の地域福祉の輪を広げます。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 地域福祉コーディネー

ターの活動件数【☆】 
6,351件 1万1,845件 1万2,071件 1万958件 

6,800件 

（平成28年度） 

２ ボランティア登録団体

数【☆】 119団体 121団体 — 132団体 
155団体 

（平成30年度） 

３ 福祉人材育成事業の利

用者数【◎】 
－ 延べ881人 延べ523人 延べ705人 

延べ600人以

上 

（平成31年度） 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 地域福祉コーディネーターの活動件数【☆】 
平成２９年度は，平成２７年度に地域福祉コーディネーターを２人から４人に増配置し，市内４地域に

拡大してから３年目となります。また，モデル事業を含め事業実施から５年目を迎えて，地域福祉コーデ
ィネーターの活動が地域に浸透してきています。地域における支え合いの仕組みづくりである地域支援
や，制度の狭間の問題や複合的な福祉課題を有する個人・世帯に対する個別支援の事例の幅も広がりをみ
せており，地域福祉の中核を担う活動を展開しています。 
 
２ ボランティア登録団体数【☆】 
 市民活動支援センターに登録している団体のうち，「保健・医療・福祉」分野の団体を，特にボランテ

ィア登録団体としています。 
 既存の団体への支援とともに，新規登録団体の確保に向け，市民活動支援センターを中心に取り組んで
います。一方で，団員の高齢化に伴う団体の活動停止などの課題や，インターネットを媒体とした既存の
仕組みにとらわれないボランティア活動の普及などの現状があります。引き続き，市民活動支援センター
を中心に，継続的・効果的な支援を模索し，新規登録団体の拡充に努めます。 
 
３ 福祉人材育成事業の利用者数【◎】 
 平成２９年度は，資格研修１５５人，就職説明会１００人，専門研修１６６人，講演会１８０人，事業
所職員連絡会１０４人の参加がありました。研修等の実施については，研修内容の検討とともに，参加し
やすい時間の設定にも配慮しました。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 

 



（施策№07 共に支え合う地域福祉の推進） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０７-１ 地域が一体となった福祉のまちづくりの推進（総合戦略Ｃ－①）  

（◆ネットワークの構築とコーディネート機能の整備推進） 

  地域福祉コーディネーター事業については，前年度に引き続き，地域福祉コーディネーターを市内４地

域に各１人ずつ配置し，事業展開をしました。具体的な取組としては，地域の福祉課題に対する個別の相

談支援や，自治会，地区協議会及び地域包括支援センターなどの地域における団体とのネットワークづく

りを行ったほか，ひだまりサロン（住民主体の交流活動の場）や地域活動等の立ち上げ支援のほか，生活

困窮への取組や子どもの居場所づくりなど，地域において，幅広い活動の支援を行いました。 

 地域福祉計画，高齢者総合計画及び障害者総合計画の福祉３計画を同時策定し，新たに３計画共通の将

来像や各計画を貫く共通の理念を定めたほか，これまで計画ごとに異なっていた圏域設定を，福祉，教育，

地域コミュニティ等の共通基盤である小学校区で構成される新たな８つの福祉圏域に再編・整理しまし

た。また，新たな「地域福祉計画」（平成３０年度～３５年度）の策定に当たっては，学識経験者や公募

市民，関係団体の代表者等で構成される地域福祉推進会議での検討をはじめとして，パブリック・コメン

トや地域別説明会等の市民参加を実施しました。新たな「地域福祉計画」には，多問題を有する個人や家

庭が抱える福祉課題に対応するため，地域福祉コーディネーターを中心とした調布におけるトータルケア

を充実することや多機関の協働による包括的な支援体制の構築を明記し，地域における支え合いの仕組み

づくりや地域での生活を支えるネットワークづくりをすることとしています。 

（◆虐待の防止と権利擁護の確立） 

  見守りネットワークの啓発活動に引き続き取り組み，支援の必要な高齢者の早期発見につなげるなど，

地域で安心して暮らせる仕組みの充実を図りました。 

  成年後見制度は，認知症の高齢者や知的障害者，精神障害者など，判断能力が十分でない方の財産や生

活を法律的に守る制度で，調布市では，引き続き，窓口に専門の相談員２人を配置して，成年後見制度に

関する相談に随時対応しました。また，近隣５市（調布市，日野市，狛江市，多摩市，稲城市）が共同運

営している「多摩南部成年後見センター」において，法人後見等，より具体的な支援を実施するとともに，

社会貢献型後見人（市民後見人）の養成も行いました。 

（◆福祉人材の育成） 

 平成27年度に開設した福祉人材育成センターを拠点とする研修，就労支援及び普及啓発等の総合的な

事業展開を支援し，専門性を備えた福祉人材の確保及び地域の福祉人材の育成を図りました。 

（◆ユニバーサルデザインの考えに基づく福祉のまちづくりの推進） 

 だれもが住み慣れた地域で快適に暮らすことができるユニバーサルデザインに基づくまちづくりや，福

祉の視点を持ったぬくもりある個人行動としての「心のバリアフリー」を踏まえた，多分野に渡る１０２

事業を包括的に盛り込んだ新たな「調布市福祉のまちづくり推進計画」（平成３０年度～３５年度）を策

定しました。 

０７-２ 参加と協働による地域福祉活動の推進 

（◆地域福祉活動の人材育成の支援） 

  地域のボランティア活動の活性化を図り，身近な地域に密着した活動の拠点となるように，地域福祉セ

ンター等にボランティアコーナーを設置しています。平成２９年度も，広く市民がボランティアを経験で

きる環境づくりのため，引き続き市民活動支援センターとボランティアコーナーが連携し，各種講座等を

開催し，地域の世代間交流やボランティアの啓発を行いました。 

（◆地域福祉活動の推進と活動団体への支援） 

 社会福祉協議会と連携を図りながら，地域の支え合いにより，だれもが住み慣れた地域で生活をおくる

ことができるよう，市民の主体的な仲間づくり活動や活動団体の交流機会の充実，及びネットワークの形

成を支援する事業展開を行いました。特に，住民が主体的に運営している「ひだまりサロン」の設立が市

内で１００箇所を超えるなど，地域での支え合いの仕組みづくりが進展しています。 

また，民生児童委員協議会，保護司会，更生保護女性会，赤十字奉仕団，遺族厚生会等の福祉関連団体

の事務局として，それぞれの団体運営を側面から支援し，活動の活性化を図りました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 

 



（施策№07 共に支え合う地域福祉の推進） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・調布市地域福祉計画の重点施策である地域福祉コーディネーターの配置については，過去２年間の実績を検証し，これまでの２地

域を４地域に増やすなど，事業拡大を図った。その結果，活動件数が，前年度の６，３５１件から平成２７年度は１万１，８４５件

へ，ほぼ倍増した。 

・福祉人材の確保・育成を総合的に推進するための新たな研修・育成拠点として，福祉人材育成センターを開設し，資格研修や就職

説明会を開催した。 

・市が委託し，調布市社会福祉協議会が事務局として実施している地域福祉活動支援事業では，４団体の活動支援を行った。 

・社会福祉法人の認可・指導検査については，平成２７年度は市内の６法人に対し，指導検査を実施した。 

 

 

（平成２８年度） 

・地域福祉コーディネーター事業については，地域の生活課題に対する個別の相談対応や，各種団体等とのネットワークづくり，ひ

だまりサロン（住民主体の交流活動の場）の立ち上げ支援などを行い，地域福祉の推進に努めた。 

・市民の生活実態や地域の福祉に対する意識・ニーズを把握し，調布市地域福祉計画等を改定する際の基礎資料とするため，調布市

民福祉ニーズ調査を実施した。 

（平成２９年度） 

・「地域共生社会の実現」に向けた国の取組等を踏まえ，平成30年度から35年度を計画期間とする「地域福祉計画」を策定した。 

・従来からの計画ごとに異なる圏域設定や各専門機関等の担当者が異なるエリア分けでは，複合的な福祉課題を有する個人や世帯を

支援する際に連携する専門機関が異なるケースも見られ，顔の見える関係の中での効果的な支援や地域の支え合いが十分には機能し

なかったケースも散見された。そのため，専門機関等の担当エリアを一致させる必要性があることから，今回の地域福祉計画，高齢

者総合計画，障害者総合計画のいわゆる福祉３計画の改定に併せ，これまで計画ごとに異なっていた圏域の整理・統一化を図るため

に３計画共通の福祉圏域を設定した。 

・地域福祉コーディネーター事業については，新たな地域福祉計画の策定に当たり，事業の検証を行い，国が推進する地域共生社会

の実現に向けた取組を踏まえて，地域福祉コーディネーターの役割の精査等を行った。また，民生委員・児童委員や地域支え合い推

進員，地域包括支援センター等の関係機関と連携し，個別支援や地域支援に取り組んだ。 

・地域福祉活動支援事業は，地域福祉の視点に立ってこれから活動をスタートさせる団体の基盤づくりや新たなチャレンジに対し助

成することで，３団体の活動支援を行った。高次脳機能障害当事者の活動や育児期の孤立化防止，子どもの居場所づくり（子ども食

堂）の幅広い活動を支援することで，住民主体による多様な福祉サービスの向上につなげることができた。 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ◎ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 
 



（施策№07 共に支え合う地域福祉の推進） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 地域福祉コーディネーターの活動件数【☆】 
（目標値：6,800件（平成 28年度）  
現状値：１万 958件） ◎ 

【要因・課題】 

地域支援，個別支援の活動件数や事例が増え，対応

検討に要する幅も広がりをみせており，今後も地域

福祉の中核を担う活動の展開に努めたい。 

２ ボランティア登録団体数【☆】 
（目標値：155団体 現状値：132団体） 

〇 

【要因・課題】 

定年退職時期の延伸等により，地域においてボラン

ティアの担い手のメインとなる世代が減少している

ことが，登録団体数の伸びに影響している。引き続

き，市民活動支援センターを中心に継続的・効果的

な支援を実施し，団体の増加に努めたい。 

３ 福祉人材育成事業の利用者数【◎】 
（目標値：延べ 600人以上（平成 31年度） 
 現状値：延べ 705人） ◎ 

【要因・課題】 

より受講しやすい研修内容や研修時間にしたことに

より目標値は達成した。引き続き普及啓発を図りな

がら受講生の確保に努めたい。 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①地域福祉コーディネーター事業の推進 

 

②福祉人材育成拠点の整備 

 

①地域共生社会の実現に向け，地域の支え合いづくりや包括的な

相談体制の整備等について，先駆的に地域福祉コーディネーター

を配置していることにより，円滑な事業展開が図られている。 

平成３０年度は２人増員し，６人体制で事業を展開するとともに，

新たに相談支援包括化推進員の機能を付加するなど充実を図る。

あわせて，地域福祉コーディネーター相互の連携を図ることで，

より効果的な事業展開に努める。 

 

②市内の福祉人材の育成を推進する研修・養成拠点を整備し，将

来にわたって福祉・介護ニーズに的確に対応できる人材を安定的

に確保していく取組を実施するため，調布市福祉人材センターを

設置し，運営している。  

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

  

  
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・地域福祉コーディネーター事業については，計画当初の平成２６年度において２人体制で活動件数が６，３５１件であったが，平

成２７年度から４人体制に拡充し，平成２９年度の活動件数は１万９58件となった。目標値の約１．５倍の活動となっており，地

域住民の信頼を得ながら地域に根付いた活動を展開している。平成３０年度は更に２人増員の６人体制となり，新たに相談支援包括

化の機能を付加するなど，活動の充実を図る。 

・住民や地域組織が運営している「ひだまりサロン」は，計画当初の７３団体から平成２９年度は１０７団体と大幅に増加しており，

孤立の防止や生きがい対策等，市民の主体的な仲間づくり活動が推進され，地域での支え合い体制が進展している。 

・平成２７年度に開設した福祉人材育成センターでの資格研修，就職説明会，専門研修，講演会等において，３年間で延べ約     

２,１００名の受講があり，専門性を備えた福祉人材の確保及び地域の福祉人材の育成を図った。 

・多問題を有する個人や家庭が抱える福祉課題に対応するため，専門機関等の担当エリアの整合や地域での顔の見える関係づくりを

行うことで，より重層的な支援による解決を図る必要があること等を踏まえ，これまで計画ごとに異なっていた圏域の整理・統一化

を図るために，福祉３計画に共通の福祉圏域を設定した。また，地域福祉コーディネーターを中心に「地域におけるトータルケア」

を引き続き推進するとともに，複合化した課題に的確に対応するため，新たに，複数の機関との協働による包括的な相談支援体制を

整備する。これにより，「２０２５年問題」をはじめ，将来的に予想される福祉課題の対応や児童福祉分野との連携を図るなど，地域

共生社会の実現に向けた取組の推進が期待できる。 

評価 Ａ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№07 共に支え合う地域福祉の推進） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・２０２０年代初頭に全面展開するとされている地域共生社会に向けた取組や団塊の世代の全てが後期高齢者となる２０２５年問

題への対応を図るため，地域福祉計画，高齢者総合計画，障害者総合計画のいわゆる福祉３計画の施策を有機的に展開し，推進し

ていくとともに，地域におけるトータルケアを推進していく必要がある。 

・上記の国の動向や福祉施策全般の動向等を踏まえ，地域福祉コーディネーターを増配置していく必要がある。 

・調布市福祉人材育成センターにおいて，介護事業者等における専門的な人材の育成を図るとともに，福祉サービスの担い手とな

る市民の育成や参画を図る必要がある。 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①「地域包括ケアシステム強化法」の制定により社会福祉法が改正され，

地域共生社会の実現に向けた法整備がされた。 

②平成２９年に，厚生労働省で「地域における住民主体の課題解決力強化・ 

相談支援体制の在り方に関する検討会（地域力強化検討会）」が設置され，

市町村における包括的な支援体制の構築等地域福祉に関する体制整備の

最終とりまとめが示された。 

③「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が制定され，国の「成年後

見制度利用促進基本計画」が閣議決定された。地方公共団体においては，

基本となる計画を定めることが法で努力義務となっているほか，必要な措

置を講ずるよう努めることと定められている。 

④「再犯の防止等の推進に関する法律」が制定され，国の「再犯防止推進

計画」が閣議決定された。地方公共団体においては，国の計画を勘案して

「地方再犯防止推進計画」を定めることや，国との適切な役割分担を踏ま

えて，地域の状況に応じ，各施策を講ずることが努力義務となっている。 

 

①②新たな「地域福祉計画」（平成３０年度～３５年

度）において，重点施策のひとつに「地域におけるト

ータルケアの推進」を掲げ，相談支援包括化体制の構

築等を規定したほか，重点施策に「住民が主体的に地

域課題を把握して解決を試みる体制づくり」を追加す

るなど，国の地域共生社会の実現への取組を踏まえて

計画を改定した。 

③成年後見制度の体制整備に向けて，多摩南部成年後

見センターを中心に，地域連携ネットワーク等の段階

的な整備が必要である。 

④再犯防止の体制整備に向けて，地域における立ち直

り支援のネットワーク等を整備するため，犯罪をした

者等を支援する関係団体等との連携・支援体制の整備

が必要である。 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①東京都は，平成３０年３月に「東京都地域福祉支援計画」を策定し，福

祉分野の各計画との関係において，「支える」「はざまを埋める」「横につ

なぐ」の三つの役割を果たすことで，東京都の総合的かつ計画的な福祉施

策の推進に資するとともに，広域的な見地から市区町村の地域福祉を支援

することを目的として策定された。 

 

①東京都の計画も参酌し，調布市の実情も踏まえて，

適宜，整合を図りながら，着実に計画を推進する。 

そ
の
他 

①施策０７「共に支え合う地域福祉の推進」には，地域が一体となった福

祉のまちづくりと，参加と協働による地域福祉活動の推進が求められてい

る。基本的な福祉ニーズには公的な福祉サービスで対応するという原則を

踏まえつつも，地域における多様なニーズへの的確な対応を図る上では，

成熟した社会における自立した個人が主体的に関わり支え合う「共助」の

拡大・強化が求められている。 

 

①「地域福祉計画」「高齢者総合計画」「障害者総合計

画」のいわゆる福祉３計画において，将来像や共通の

理念，福祉圏域の整理・統一化のもとで連動しながら，

誰もが安心して生活できる地域社会の実現を推進す

る。 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 

 



（施策№07 共に支え合う地域福祉の推進） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，地域や福祉に対する関心を持ち，市民同士による地域での支え合いに努めます。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・地域福祉計画，高齢者総合計画，障害者総合計画の福祉３計画の連携を図るほか，多様化・複雑化する地域の生活課題に対応す

るため，多機関の協働による包括的な支援体制の構築など，庁内横断的な連携により取組を推進する。 

・高齢福祉分野で実施している生活支援体制整備事業において配置・設置されている地域支え合い推進員や協議体と連携し，支え

合いの地域づくりを進める。 

・複合的な生活課題に対応するため，庁内関係各課や福祉関係団体等との連携のもとで，専門職の担当エリアや福祉関係機関等の

区域割を８つの福祉圏域に整理・統一化を図っていく。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・地域共生社会の実現に向け，地域の支え合いづくりや包括的な相談体制の整備等について，先駆的に地域福祉コーディネーター

を配置していること 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・福祉圏域に合わせた地域福祉コーディネーターの増配置を検討する必要がある。 

 

 

 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


