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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 

だれもが住み慣れた場所でいきいきとした生活をおくることができるよう，地域でともに認め合い，助け合い，支え
合うまちづくりを推進し，住民主体の地域福祉の充実を図ります。 

 

まちづくり指標 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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【☆】 
1万1,845件 1万2,071件 1万958件 １万6,415件 

6,800件 
（平成28年度） 

２ ボランティア登録団体数【☆】 121団体 — 132団体 131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708人 

延べ600人

以上 
（令和元年度） 

 

◆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３０年度は，地域福祉コーディネーターを２人増配置し，６人体制で地域福祉活動を展開しました。

また，制度の狭間の問題や複合化・複雑化する福祉課題を抱える個人・世帯に対する個別支援を的確に行

っていくため，新たに専門相談支援機関をコーディネートする役割を担う「相談支援包括化推進員」を兼

務し，多分野にわたる関係機関の連携支援を行いました。 
２ ボランティア登録団体数【☆】 
 市民活動支援センターの登録している団体のうち，「保健・医療・福祉」分野の団体をボランティア登録

団体としています。 
市民活動支援センターやボランティアコーナーでは，既存の団体への支援を行うとともに，ボランティ

ア活動や団体登録手続等に関する窓口相談やインターネットを通じた普及啓発など，新規登録団体の確保

に向けて取り組んでいます。一方で，会員の高齢化に伴う団体の活動停止や廃止などの課題があります。 
３ 福祉人材育成事業の利用者数【◎】 

 平成３０年度は，資格研修１２８人，就職説明会１２２人，専門研修１７４人，講演会１９０人，事業 
所職員連絡会９４人の参加がありました。その他，今後増えていくと予想される医療的ケアが必要な方へ

対応するため，新たに介護職を対象とした医療的ケア研修を実施しました。 
 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 地域福祉コーディネータ

ーの活動件数 

共に支え合う地域福祉を一層推進するため，地域福祉コーディ

ネーターの増員による活動件数の増加を見込んだ目標値とし

た。（福祉総務課資料） 

1万958件 

（平成29年度） 

2万件 

（令和4年度） 

２ ひだまりサロン登録団体

数 

既存のひだまりサロンの運営団体等に対する支援の継続に加

え，毎年度7団体程度増加させていくことを目標とした。 

（福祉総務課資料） 

107団体 

（平成29年度） 

140団体 

（令和4年度） 

 

  

１ 平成３０年度の振返り — 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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

０７－１ 地域におけるトータルケアの推進 

◆支援につなぐ体制の構築とコーディネート機能の強化 

平成３０年度は，地域福祉計画，高齢者総合計画及び障害者総合計画のいわゆる福祉３計画に基づき，

その初年度として，３計画の共通事項である将来像，基本理念，福祉圏域を踏まえ，福祉施策を展開し，

市民福祉の向上を図りました。 

 地域福祉コーディネーター事業については，地域福祉コーディネーターを２人増配置し，６人体制で事

業展開を図りました。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，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。 

◆相談・支援機関のネットワークの構築 

 近年，複合的な生活課題を抱える世帯に適切に対応していくため，高齢，障害，健康，児童，教育など

各分野の庁内所管部署，社会福祉協議会や保健所等の関係機関で構成される「相談支援包括化推進会議」

を１０月に設置し，各相談支援機関の業務内容の理解や具体的な連携方法等について検討を進めていま

す。 

また，複雑化・多様化する地域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トータル

ケアの充実に向けて，地域における支え合いの仕組みづくりや地区協議会等の地域組織との連携のもとネ

ットワークづくりを進めています。 

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。 

０７－２ 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 

◆地域課題の解決力の強化 

地域福祉計画の重点施策の一つに「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」を新

たに加え，地域のつながりの希薄化が進む中，地域福祉コーディネーターや地域支え合い推進員，市民活

動支援センターやボランティアコーナーが連携・情報共有を図りながら，地域における支え合いの体制づ

くりやボランティア活動の活性化支援を行いました。 

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，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。 

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。 

◆住民主体の交流活動の場の拡充 

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，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」については，新

たに３箇所のサロンが設置されて１０７箇所となり，全体で約８００人の方がスタッフとして参画するな

ど，地域での支え合いの仕組みづくりが進展しています。 

 「近隣関係の希薄化」や「高齢者や子どもの孤立化」等の地域課題が顕在化されつつある中で，地域福

祉コーディネーターや民生委員等の福祉関係者の支援の下，地区協議会等の地域組織がイベントや各種事

業を実施するなど，高齢者や子どもの居場所づくりを創出し，地域コミュニティの醸成を図りました。 

２ 平成３０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３０年度における施策の成果についての総括 
・平成３０年度は地域福祉コーディネーターを２人増配置し，6人体制のもとで，地域と行政，専門機関等とのネットワークの構

築と地域の生活課題を解決するコーディネート機能の強化を図り，地域福祉が大きく増進した。また，関係相談機関との連携支援

を実施する相談支援包括化推進員の役割を新たに付加し，包括的な相談体制の構築を検討した。８つの福祉圏域への再編に伴い，

圏域毎の地域福祉活動の充実を図るため，早期に各圏域へのコーディネーターの配置に努める。 

・「高齢者の孤立化」，「近隣関係の希薄化」等の地域課題に対し，住民が集える場の立ち上げに向けた働きかけを行い，「ひだ

まりサロン」を新たに３箇所立ち上げ，地域での住民主体による福祉活動が拡充した。今後，社会問題として顕在化したひきこも

りへの対応を含め，地域での孤立の予防の観点からも，引き続き「ひだまりサロン」等の地域での住民活動の支援に努める。 

・複合化・複雑化する福祉課題に対応するため，福祉・子ども・教育等の分野を超えた庁内所管部署や関係機関で構成される「相

談支援包括化推進会議」を10月に設置した。市全体に係る施策・制度面からの包括的な支援体制の整備を検討する本会議１回と，

実務者の視点から具体的な支援方法等を検討する部会を２回開催し，多機関にまたがる複合的な課題の抽出等を行った。 

・地域福祉をスタートさせる団体の基盤づくり等に助成する地域福祉活動支援事業については，7団体に活動支援を行った。高次

脳機能障害者の活動や育児期の孤立防止などに支援することで，住民主体の多様な福祉サービスの向上につなげることができた。 

・「井上欣一社会福祉事業基金」を活用し，障害児等の医療的ケア事業や特養老人ホーム建設費補助等，障害福祉や高齢福祉に関す

る支援等を行った。 

評価 Ａ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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

った。今年１０月以降に地域福祉コーディネーターを２人増員す

る予定であり，８つの福祉圏域に専任で配置される。圏域内での

関係機関同士の連携構築を支援するとともに，地域福祉コーディ

ネーター間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。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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 

①ボランティア登録団体数 

 

 

 

 

①団体の新規登録がある一方で，会員の高齢化等による廃止もあ

り，伸び悩んでいる状況である。今後も，市民活動支援センター

やボランティアコーナーにおける支援の充実を図り，ボランティ

ア団体数の増加に努める。 

 
 
 
 
 
 
 

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策07 共に支え合う地域福祉の推進） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 

（平成２７年度） 

・地域福祉コーディネーター事業は，平成２５年度にモデル的に導入し，平成２７年度には４人体制に拡充するなど，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，専門機関と連携しながら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

する個別支援を行い，地域福祉の中核を担う活動を展開している。（平成３０年度には，更に２人増配置し，６人体制で活動） 

・福祉人材の確保・育成を総合的に推進するための研修・育成拠点として，平成２７年度に福祉人材育成センターを開設した。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，４年間で延べ約２,８００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。 

（平成２８年度） 

・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。 

・従来は，各福祉分野の圏域が異なっており，専門機関等の担当エリアとも一致していなかったことから，複合的な福祉課題を抱え

る個人や世帯を支援する際に，効果的な支援や地域の支え合いが十分に機能しなかったケースがあった。そのため，専門機関等の担

当エリアの整合や地域における顔の見える関係づくりを行う必要があることから，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，計画毎に異なっていた圏域の整理・統一化を図るために共通の８つの福祉圏域を設定した。 

（平成３０年度） 

・住民同士のつながりの場である「ひだまりサロン」は市内で１００団体を超え，この４年間で３０団体以上増加しており，高齢者

等の孤立防止や生きがい対策として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。 

・複合化した課題に的確に対応するため，福祉，児童，教育等各分野の庁内所管部署，社会福祉協議会や保健所等の関係機関で構成

される「相談支援包括化推進会議」を設置した。これにより，「２０２５年問題」をはじめ，将来予想される福祉課題への対応や児

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を推進する。 

評価 Ｓ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

 

 

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「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が制定され，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努力義務とされたほ

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。 

②「再犯の防止等の推進に関する法律」が制定され，地方公共団体に

おいては，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。 

①認知症高齢者や知的障害者等の財産管理や日常生活を

支援するため，多摩南部成年後見センターを運営してい

る５市共同で，成年後見制度利用促進計画を策定する。 

②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
自
治

体
等
の
動
向
等 

①平成３０年３月に「東京都地域福祉支援計画」が，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地域福祉においては，地域における多様なニーズや福祉課題を踏ま

え，地域における支え合い仕組みづくりを構築する必要がある。 

①市民の生活実態や福祉に対する意識や意見等を把握

し，地域における福祉課題の集約・分析を行うために，

市民福祉ニーズ調査を実施する。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策07 共に支え合う地域福祉の推進） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・地域福祉コーディネーターを８つの福祉圏域に配置し，住民の身近な地域で，住民が主体的に地域課題を把握し，解決を試みるこ

とができる体制の構築を支援し，地域の生活課題の解決力の強化を図る。 

・相談支援包括化推進会議を通じて，福祉，子ども，教育等の分野横断的な多機関の協働による包括的支援体制を深化することによ

り，複合的な課題の対応を適切に図っていく。 

・調布市福祉人材育成センターを中心に，市民や専門職を対象とした研修や講座等を実施し，地域福祉活動を担う人材の発掘と育成

を推進する。 

・地域の中での孤立の予防のため，ひだまりサロンや子ども食堂などの交流拠点づくりを推進するなど，市民の主体的な福祉活動を

促進し，地域での住民による支え合い体制づくりを構築する。 

・地域で福祉活動を実施している民生児童委員協議会をはじめとして，保護司会，遺族厚生会，赤十字奉仕団等各種団体との連携を

図りながら，地域福祉の更なる向上に努める。 

・高齢社会対策の一環として，判断能力が低下した認知症高齢者等の財産管理，契約支援等の充実を図るうえで，成年後見制度の適

切な利用を促進するため，調布市，日野市，多摩市，稲城市，狛江市の５市で運営する多摩南部成年後見センターをその中核を担う

機関として位置づけ，５市共同で計画を策定する。 

 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
☆令和元年度に地域福祉コーディネーターを全ての福祉圏域に配置することにより，住民主体の交流活動の場である「ひだまりサロ

ン」の充実等の地域力強化に向けた取組の推進，併せて多機関協働として各福祉圏域内における関係団体の担当者等による段階的な

ネットワーク化の構築を図る。 

☆多機関協働の支援の深化を図るため，「相談支援包括化推進会議」の構成団体を拡充していく。 

☆「相談支援包括化推進会議」に新たに８０５０問題に関する専門部会を立ち上げるなど，昨今，社会問題として顕在化しているひ

きこもりの問題を含めて，庁内横断的に検討する体制を構築する。 

◆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 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・福祉相談機関の連携強化により，複合的な福祉課題を抱える家庭への包括的な支援体制の推進が必要である。 

・児童虐待や高齢者の孤立など，身近な地域でなければ発見することが困難な事例が増加しており，民生委員・児童委員やみまも

っと等の地域で活動する関係組織とのより緊密な連携が必要である。 

・地域支え合い推進員と地域福祉コーディネーターの協働により，高齢者の介護予防や生きがい対策を推進する。 

・地区協議会や自治会等との協働による催し等を通じて，地域住民のつながりや支え合い等を創出する。 

・再犯者や非行少年の更生に関する支援活動をされている保護司会や更生保護女性会等の更生保護団体との連携により，犯罪のな

い明るい社会づくりや再犯防止に努める必要がある。 

 

 ≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ1 「地域共生社会の実現に向けた取組」 

・「地域共生社会」の実現に向けた取組として，「地域課題の解決力の強化」と「包括的な相談・支援体制の充実」，「新た

な担い手とつながりの創出」の３つの方向で施策を展開する。 

・高齢者・障害者福祉等の地域における様々な課題に対して，住民が地域課題を主体的に解決するための土壌づくりを進めて

きた地域福祉コーディネーターを中心に，地域支え合い推進員や民生委員等との連携のもと，地域課題の解決力を強化してい

く必要がある。 

・複合的な生活課題を抱える家庭が地域で安定した生活がおくれるよう，関係機関が顔の見える関係を作り，協働して取り組

む必要がある。そのため，高齢，障害，健康，児童，教育など各分野の庁内所管部署，社会福祉協議会や保健所等の関係機関

で構成される「相談支援包括化推進会議」を通じて，多機関協働による包括的な相談支援体制の構築を推進する。 

・自治会や地区協議会といった地縁組織等の活動や地域住民との懇談会の実施を支援し，地域における支え合いの仕組みづく

りや新たな交流の場を創設するなど，地域のつながりによる福祉の醸成が必要である。また，「２０２５年問題」をはじめ高

齢社会の進展に対応するため，福祉人材育成センターにおける市民育成講座等を通じて，福祉の担い手の拡充を図る必要があ

る。 



（施策07 共に支え合う地域福祉の推進） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

  ●       

        

 

● ●      ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 
◆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。 

 

○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 

・各福祉分野を重層的に支援するため，関係機関の担当区域やケースワーカー等の担当者の活動地域を整理・統一化した８つの福

祉圏域を設定していること 

・住民が主体的に運営している「ひだまりサロン」が市内で１０７団体あり，地域での支え合い活動が進展していること 

（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） 

・地域福祉コーディネーターを令和元年１０月以降に２人増配置することにより，８つの福祉圏域全てに専任で配置予定である。 


