
新座市

生活支援体制整備事業 ３年の歩み

高齢社会の到来により、高齢者のひとり暮らしや夫婦のみの世帯が増加しています。2025年（令和
7年）には、団塊の世代が後期高齢者（75歳）の年齢に達し、医療や介護などの社会保障費の急増が懸
念されています（いわゆる「2025年問題」）。
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、医療や介護サービスだけでなく、日常的

な「生活支援」や「介護予防」が必要になります。つまり、医療や介護サービスだけでは解決しづらい

暮らしの困りごとを助け合う「生活支援」、高齢者が楽しく取り組める「介護予防」を充実させる必要

があるのです。これらの実現には、行政サービスのみならず、地域住民をはじめ、民間企業や社会福祉

法人、NPO法人やボランティアなどの多様な団体が協力し合い、高齢者が住み慣れた地域で安心して
暮らし続けることができるように、皆で支え合う地域づくりを目指さなければなりません。

新座市では、平成 30年 4月、「新座市生活支援体制整備事業実施要綱」を定め、住み慣れた地域で
いつまでも暮らし続けられるために、地域における支え合いの仕組みづくりをスタートしました。高齢

者に限らず、「障がいのある人」、「子育て世代」なども含めて、すべての人びとが、住み慣れた地域で

自分らしく暮らせる「地域共生社会」の実現を目指しています。

市全域と 6つの圏域に「協議体」を設置し、それぞれに「生活支援コーディネーター（地域支え合い
推進員）」を配置して、地域の皆さんの力を集結し、地域住民が主体となった支え合いの仕組みづくり

に取り組んでいます。

生活支援体制整備事業の本格的な稼働から 3年が経過しましたので、これまでの活動や取組を振り
返り、ここに「新座市 生活支援体制整備事業 3年の歩み」を作成しました。これにより、地域の皆さ
んが主体となった支え合いの仕組みづくりをより一層推し進める一助になればと期待しています。

西部協議体の会議風景
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これまでの活動・取組（時系列）

平成 28年度～平成 29年度
埼玉県より「地域包括ケアシステムモデル事業」の指定を受ける。

支え合い、つながり合い、すべての高齢者が尊厳をもって自分らしい生活が送れる、活力ある「健

康長寿のまち」の実現を目指す（第 7期新座市高齢者計画・新座市介護保険事業計画）。
平成 29年度、第 1層生活支援コーディネーターを配置

平成 29年
8月 30日（水）「支え上手・支えられ上手になろう！ーにいざ支えあいフォーラム 2017ー」が市民会

館で開催

平成 30年
1月 「総合福祉部福祉政策課」が新設され、生活支援体制整備事業を所管

4月 新座市生活支援体制整備事業実施要綱が制定され、生活支援体制整備事業が本格的にスタート。

6圏域に生活支援コーディネーターを配置
「自立支援型地域ケア会議」に生活支援コーディネーターが出席開始

5月 生活支援体制整備事業のホームページを開設

6月 「213（ニイザ）ささえあい隊NEWS」創刊号を発刊
6圏域で地域住民を対象とした生活支援体制整備事業の勉強会をスタート

9月 西部、南部、北部第一、北部第二の 4圏域で正式に第 2層協議体が発足。以降、毎月開催
10月 東部第一、東部第二の2圏域で正式に第2層協議体が発足。以降、東部第一は毎月、東部第二は隔月

開催

平成 31年・令和元年
2月 「地域デビューセミナー2019」に参加
4月 生活支援体制整備事業補助金制度の開始

5月 第 1層協議体が発足。以降、年 4回開催
9月 29日（日）「支え上手・支えられ上手になろう！―にいざ支えあいフォーラム Part2―」が市民会

館で開催

10月 20日（日）「我が事・丸ごと支えあい講座」開催（全 5回講座。12月 1日（日）まで）

令和 2年
2月 3日（月）「我が事・丸ごと支えあい交流会」を野火止公民館で開催
3月 新型コロナ感染症の感染拡大により全協議体の活動を休止

4月 緊急事態宣言が埼玉県下に発令（5月まで）。協議体の活動を自粛
5月 第 2層協議体のホームページを開設
7月 休止中の西部協議体の活動を再開

8月 休止中の南部協議体、第 1層協議体の活動を再開
9月 休止中の北部第一協議体の活動を再開

10月 休止中の東部第一協議体、東部第二協議体、北部第二協議体の活動を再開

令和 3年
1月 再び緊急事態宣言が埼玉県下に発令（3月まで）。全協議体の活動を休止（3月まで）
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にいざ支えあいフォーラム Part 2

令和元年 9月 29日（日）、「支え上手・支えられ上手に
なろう！―にいざ支えあいフォーラム Part2―」が、市民
会館ホールにて開催され、270人を超える市民が来場さ
れました。

第1部

「お互い様の地域づくり、支え支えられの関係づくり」

講師：十文字学園女子大学人間生活学部 佐藤陽教授

フォーラムの開催にあたり、並木傑市長が挨拶。続いて、

新座市社会福祉協議会 小川清会長から祝辞をいただき

ました。

基調講演は、佐藤陽教授による「お互い様の地域づくり、

支え支えられの関係づくり」。私たちの暮らしにあるさま

ざまな福祉課題（老々介護、認知症高齢者、8050問題、
生活困窮、虐待、ごみ屋敷等近隣とのトラブルなど）を取

り上げ、ちょっと「おせっかい」で、見て見ぬふりをしな

い「支え合い」の関係づくりを分かりやすく解説していた

だきました。

並木傑市長 新座市社会福祉協議会 小川清会長 十文字学園女子大学 佐藤陽教授

第2部

「支え合いの仕組みづくり」

第 2部は、市内 6つの圏域（東部第一、東部第二、西部、南部、北部第一、北部第二）に設置された第 2層協
議体の活動報告。これまで取り組んできたことやこれから取り組もうとすること、協議体に参加して感じている

ことなどを発表しました。

圏域（愛称） 発表内容

東部第一圏域協議体

（東 1 KIND）

協議体メンバー12人が登壇して発表を分担。発表内容は、①地域の困りごとを出
し合うことからスタート。②議論の焦点が「ごみ出し」に集中。③「ごみ出し」を

支援する有償ボランティア組織を立ち上げよう！

東部第二圏域協議体

（東二よつばの会）

協議体の愛称が、4つの地区を「四つ葉」にたとえ、「東二よつばの会」に決まっ
たことなど、これまでの活動をスクリーンに画像を投影して発表。

西部協議体

発足以来、協議体メンバーの一番の関心事項は「子どもの安全」。どうしたら子ど

もの安全を守れるか。どうしたら見守りの担い手を増やすことができるか。話し合

った結果、犬の散歩の際、子どもや高齢者、周囲の状況に意識を向けて見守る「わ

んわんパトロール（わんパト）」を広めることに。わんパトの周知活動を発表。

②



東部第一 東部第二 西部

南部 北部第一 北部第二

パネル展示

会場の市民会館ホワイエでは、6圏域の第 2層協議体、新座市社会福祉協議会、地域福祉推進協議会、地域で
福祉活動を行っている事業所・団体などのパネルが展示され、それぞれの活動状況を写真やイラストで紹介。

十文字学園女子大学生による「暮らしの中の支え合い調査」

十文字学園女子大学佐藤ゼミの学生たちが、「暮らしの中の支え合い調査」を実施。来場者から「地域で私が

できること」と「地域の困りごと」を聴取し、項目別に集計。その結果をフォーラムの最後で発表。

パネル展示 暮らしの中の支え合い調査 フォーラムで発表

圏域（愛称） 発表内容

南部協議体

「南部協議体のあゆみ」をテーマに、協議体が取り組んだことと、協議体に参加

して感じていることを発表。協議体の取組は、①地域の困りごとを調査すること、

②協議体を周知するためのチラシの作成。困り事調査の用紙を回収するために「聞

いて聞いて BOX」を老人福祉センター「えがおの里」に設置。

北部第一圏域協議体

「支え合いの地域づくりを目指して、行動する協議体！」をテーマに、4つの構造
の柱を紹介。①課題を掘り起こし整理、②住民活動の見える化、③できることは即

実行、④活動の充実と拡大。

北部第二圏域協議体
これまでの協議体の活動状況を発表。主な内容は、①PPK・NNKダイアグラム、
②健康寿命を延ばすヒント、③これまでの活動、④現在の活動状況など。
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我が事・丸ごと支えあい講座・交流会

住み慣れた地域で、誰もがいつまでも安心して暮らし続けるために、地域の日常の困りごとを支える担い手を

養成する「我が事・丸ごと支えあい講座」が、令和元年 10月～12月に 5回開催されました。

交流会

回 日時・場所 内容 会場風景

1

10月 20日(日)
9時~12時
市役所本庁舎

3階会議室 301

八王子市の市民活動コーディネーター尾崎靖宏（おざき

やすひろ）さんによる講話「地域を楽しむ」。尾崎さんの活

動内容や社会参加のきっかけ、ネットワークづくりなど、

社会参加を身近に感じられる話を聞くことができました。

講話のあと、3グループに分かれてグループワーク。自
己紹介をしたあと、本講座に参加した思いや今後行いたい

活動などを披露し、意見交換。

2

10月 30日(水)
10時~12時
市役所第二庁舎

1階会議室 2

介護保険課が「高齢になっても安心して暮らせる地域を

めざして」、こども支援課が「新座市のファミリーサポート

センター」、障がい者福祉課が「地域で暮らすために」をテ

ーマに、新座市の現状を解説。

グループワークは、「自分たちなら何ができるか」を考える

ディスカッション。参加者にはすでに社会参加している人が

多く、地域ならではの問題点や課題を出し合いました。

3

11月 9日(土)
9時~12時
市役所本庁舎

5階第 2委員会室

新座市内で活動中の 4つのボランティア団体、「桑の実公
園体操会」「シルバー人材センター」「だれでも食堂」「スル

ーネットピンポン」の代表者をお招きし、団体の特色や活

動内容などを紹介。

グループワークは、ボランティア団体の代表者と実際に

新座市内でボランティア活動中の人にも加わってもらい、

ボランティア体験をテーマにしたディスカッション。

4

11月 20日(水)
10時~12時
市役所第二庁舎

1階会議室 2

新座住宅で生活支援のボランティア組織を立ち上げ、今

では、すっかり地域住民の生活の支えになっている「お助

け隊」。関係者をお招きして、発足の経緯やそれに至った思

い、現在の活動状況などを話していただきました。

「もしお助け隊に自分が参加できるのであれば、どのよ

うなことができるか、を探してみよう」という課題を作成

したあと、グループに分かれて作成した課題を発表。

5

12月 1日(日)
9時~12時

市役所本庁舎 3階
会議室 301･302

6グループに分かれて、「ある地域」における「ある 1つ
の困りごと」を解決するためのボランティア組織を立ち上

げる体験ゲームを実施。ゲームのあとは、参加者同士の交

流を深めるため、4つの助け合い活動グループに分かれて
意見交換会を開催。

今回の講座の締めくくりとして、全 5回の講座中 3回以
上出席された受講者に修了証を授与。

-

令和 2年
2月 3日(月)
14時~16時
野火止公民館

講義室 1・2

「我が事・丸ごと支えあい講座」の修了者が集まり、交

流会を開催。第 1回講座で講師を務められた尾崎靖宏さん
をゲストにお招きし、「生涯現役名刺」をテーマにした講話

をいただきました。いろいろな特色ある名刺が披露された

あと、各自思い思いの名刺を作成。ティータイムのあと、

でき上がったばかりの名刺を使って、参加者同士の名刺交

換を行い、親睦を深めました。
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第1層協議体の活動状況

本市は、都心から 25ｋｍ圏内に位置しており、東京都内に通勤・通学する方が住むベッドタウンとして人口
が増加してきました。

現在、人口約 16万 6千人を擁しており、市域には、雑木林や黒目川、妙音沢等の自然環境、野火止用水や平
林寺など歴史的文化遺産も多く残されています。

そして、ボランティア団体が 600団体を数えるなど市民との連帯と協働によるまちづくりを進めています。
第 1層協議体は平成 28年度から「地域包括ケアシステム推進会議」の構成員により話し合いが行われていま
したが、平成 29年に一旦解散し、令和元年に住民の代表 13名を構成員として新たに発足しました。

第1層協議体の役割

○第 2層の協議体が取り組んでいる情報を共有し、第 2層協議体で解決が困難な課題が有れば、解決するた
めの協議をします。

○市全域に係る社会資源との連携及び協議をします。

○行政との連携による解決しか望めないことを行政へ発信する。

○担い手の発掘・養成、補助金の制度など市全域にまたがることを協議する。

○支え合いの仕組みづくりへの理解、協力を広げるための啓発活動をする。

第1層協議体の構成員

○第 2層協議体（各圏域ごと）の代表者
○社会福祉協議会

○地域包括支援センターの代表者

○社会福祉法人の代表者

○介護及び福祉施設事業者

○町内会連合会からの被推薦者

○民生委員・児童委員協議会からの被推薦者

○老人クラブ連合会からの被推薦者

第 1層協議体の歩み

令和元年度第 1回 生活支援体制整備事業と第 1層協議体の役割について

令和元年度第 2回 「生活支援体制整備」フォーラムについて

令和元年度第 3回 「生活支援体制整備事業」のフォーラムの報告と振り返り

令和元年度第 4回 「生活支援体制整備事業と第 1層協議体の役割」についての勉強会

令和 2年度第 1回
（書面会議）

第 2層協議体（北部第 1）からの提案に対する回答と今後の運営について

令和 2年度第 2回
（オンライン開催）

委員が所属する組織の 1年間の活動発表と次年度の協議内容について

⑤



第2層協議体の活動状況

①東部第一圏域（片山・池田・野寺・道場）

愛称は「東1 KIND（とういちかいんど）」！

東部第一圏域とは、新座市の南側、東京都練馬区と西東京

市に接するエリア。「東一」の略称でお馴染みです。

東一協議体の発足当初、メンバー全員で協議体の愛称を検

討しました。片山（Katayama）の「K」、池田（Ikeda）の
「I」、野寺（Nodera）の「N」、道場（Doujyou）の「D」、
それぞれの頭文字を合わせて「KIND（かいんど）」。これに「東
一」を冠につけて、「東1 KIND（とういちかいんど）」を愛称
とすることに決まりました。

英語の「KIND」には、「親切心」「優しさ」「思いやり」とい
う意味があり、「この地域に住んで良かった！」と喜ばれるよ

うな優しさがあふれる地域づくりを目指しています。

地域の困りごとを出し合うことからスタート！

東 1 KINDでは、まず「皆さんの身近で話題になってい
る困りごとって、何でしょうか？」と、問いかけること

から始め、日常見聞きするいろいろな課題や困りごとの

事例を出し合いました。

出てきたのは、「ごみ出し」、「買い物」、「掃除」、「洗濯」、

「病院の付添」、「ちょっとした大工仕事」、「庭の掃除」、

「電球の交換」など。中でも、議論に時間を費やしたの

が、「その困りごとと、どう向き合うのか」。つまり「地

域の力で何ができるのか」、「どんな支え合いができるの

か」、「善意に頼るだけでは限界があり、長続きしないの

ではないか」など、月 1回中央公民館に集まり、繰り返
し議論を重ねました。

ごみ出し・ごみ当番のお手伝いならできるかも！？

出しあった困りごとの中で、年齢に関係なく「ごみ当番ができない」ことがあるという話になりました。生

活していると必ずごみが出ます。各地域でごみ出し方法やごみ当番など工夫されていることとは思いますが、

さまざまな生活環境がある中で、「難しい」「困った」と感

じている人がいるようです。

「ごみ当番」に着目してみます。ごみ当番の方法も地域

でさまざまです。1週間ごと、1ヵ月ごとなど、当番制で
持ち回りをする地域が多いでしょうか。ごみ収集の世帯数

が多ければその分だけ捨てられるごみの量も増えます。量

が多い地域では、回収に使用するカゴやネットも大きくな

る傾向があります。自宅で保管するとなると、収集日に自

宅から集積所まで運ばなければならず、体力・身体的に不

安を抱える人もいるようです。

一方で、若い人たちも困難を感じていることがあるよう

です。朝、ネットやカゴの設置はできても、収集された後

の片づけが難しかったり、仕事の都合で朝の設置が難しか

ったり。

このような話をしている中で、「ごみ出し・ごみ当番なら自

分たちにもできることがあるかもしれない」と考えました。

↑カゴにも様々なサイズがあります！

←収集ネッ

トもサイズ

や用途がさ

まざまです。
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地域によっては、「金属製ごみ入れを塀などに設置してすぐに使えるようにしている」、「手作りで大型のごみ

入れを設置している」などの情報を受けて、現地に視察にも行きました。また、市内で既に行われている生活

のサポートについての勉強会も行いました。このような議論を重ねながら、東1 KINDでは、まず当面の取組を
「ごみ出しサポート」とすることにしました。

住民参加型有償ボランティア組織「東1 KINDおたすけ隊」

「ごみ出しサポート」が地域に定着すれば、ごみ出し・ごみ当番を負担に感じている人たちは、とても助か

ります。東 1 KINDでは、サポートする側と受ける側を少しでも対等の立場に近づけるために、これらのサポ
ートを「有償」にすることにして、住民参加型の有償ボランティア組織「東1KINDおたすけ隊」の立ち上げ

を目指して検討を始めました。

これまで取り組んできた勉強会や現地視察なども参考にしながら、活動内容を少しずつ検討しました。

①ごみにかかわること（ごみの分別、ごみ出し、ごみ当番など）

②買い物代行

③病院の診察受付順番とり

今後は組織の規約を作成し、地域への周知方法を検討します。実際に活動をするモデル地区が決まり次第、

テスト運営を開始する予定です。

←金属製のごみ

入れを設置して

いる地域。蓋を

開ければすぐに

使用でき、使用

しないときはた

たんでおける。

←新座市社

会福祉協議

会、新座市シ

ルバー人材

センターの

取組みを聞

きました。

←手作りと思

われるごみ入

れ。ネットを

かぶせて使用

するタイプ。

←新座住宅

お助け隊の

皆さんに話

を伺いまし

た。
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②東部第二圏域（畑中・馬場・栄・新塚）

東二よつばの会って？

協議体発足前の準備会で、東部第二圏域協議体の愛称を協議し「東二よつ

ばの会」に決定しました。“よつば”というのは、畑中・馬場・栄・新塚の

4つの地域を表しています。
東部第二圏域協議体は、3回の勉強会と協議体設立に向けての準備会での
愛称決定を経て、平成 30年 11月に正式に東二よつばの会（東部第二圏域
協議体）が発足しました。

東部第二圏域とはどんなところ？

東部第二圏域は、「東二」の略称でお馴染みです。新座市の南側に位置し、北側は台地で坂が多く、東側は練馬

区と朝霞市に接しており、黒目川土手は近隣の方々の散歩コースになっています。

東二よつばの会のロゴ
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「集まれる場所」を探して

東二よつばの会では、まず、地域の社会資源と課題を話し合いました。その中で多く挙がった「集まれる場所」

について協議を行いました。東二よつばの会の参加メンバーの 1人から自宅を開放して「集まれる場所」を作り
たいとの話しがあり、メンバーである東部第二地区地域福祉推進協議会（東二福進協）の方とつながりができた

ことで、東二福進協の活動として新しい居場所が 1つ誕生しました。
その後も「集まれる場所」について話し合いを続け、障がいのある方の就労支援施設「就労継続支援 B型事業
所ここから」が平成 30年 4月に開設され、施設内の多目的室を地域活動の場として利用可能日時を設定し地域
に開放してくれることになり、「ここから」の場所から居場所つくりが始まりました。

居場所つくりのテーマを「世代を超えたふれあう場所つくり」と決定し、「ここから」のある馬場以外の東部第

二圏域（畑中・栄・新塚）にも広めていきたいと考え、「ここから」の場所で開催される居場所の名称を「ここル

ーム」と決めました。

「ここルーム」について・・・

令和 2年 1月・2月に「就労継続支援 B型事業所ここから」で「ここルーム」を開催しました。今後の日程や
運営について話し合い、これから地域の皆さんに知ってもらおうとしていた時に、新型コロナウイルスの影響に

より開催が中止となりました。今後も検討を継続していきます。

令和２年度の活動

東二よつばの会の休止期間中は、書面による意見交換を実施し、コロナ禍の生活の中の困りごと、工夫しているこ

と、今できること等の情報を共有しました。東二よつばの会の再開時には、意見交換した中から「見守り活動」のイ

メージを、その次の回では、「日常生活の延長線上でできる見守り」を意識して近所を歩いて気が付いたことを話し、

これらを踏まえて東二よつばの会として「もっと話し合いたいこと・気になること」を話し合いました。

以下、話し合いで出た意見です。

〇「見守り活動」のイメージ

・新聞・洗濯物の異変をチェックする

・見守りが必要な人がどこに居るか分からない（「〇〇さんを見て」と言われないと行動しづらい）

・異変を見つけた時のつなぎ先※を知らない？ ・・・等

〇「日常生活の延長線上でできる見守り」を意識して近所を歩いて気が付いたこと

・子どもが一人で下校していたり、今まで居なかった場所に子どもが集まるようになっていて心配になった。

・通り沿いにあるごみ集積所は、通りすがりにごみを捨てていく人がいて汚れている。市民清掃の補助がな

くなるので、町が汚くなっていくのではないかと思う。 ・・・等

〇東二よつばの会として「もっと話し合いたいこと・気になること」

・「ここルーム」の再開を考えてみてはどうか？

・訪問することも大変になってきているため、直接訪問しなくてもゆるやかな見守りを行いながら、異変に

気が付いたら専門機関※に相談してほしい。 ・・・等

※つなぎ先・専門機関として：高齢者相談センター、市役所の各担当課、警察、民生委員、自治体の相談窓口等

⑨
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課題を抽出中
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③西部圏域（野火止1～4丁目、本多、あたご、菅沢、西堀、新堀）

新座市の西側に位置する最も大きいエリア

新座市にある第2層協議体の中でも一番大きいエリア、
それが西部圏域協議体です。

多くの町内会があり、新興住宅地や畑、商業地区や雑

木林、東京都に挟まれている地区などさまざまな環境が

混在する多面的な圏域と言えます。

圏域内には陣屋小、野火止小、西堀小、新堀小、新座

中があり、それぞれの学校が地域と連携して児童・生徒

の育成に取り組んでいます。

協議体に参加されている方の中には、登下校時の見守

り活動をされている方もいます。

西部圏域協議体に参加される理由

現在、西部圏域協議体は、性別も居住地もさまざま、年齢も 40代から 80代と幅広い層の住民のみなさんに
ご参加いただいています。共通しているのは、「地域を今より良くしたい」、「今までよりも住みやすくしたい」

という思いです。

西部圏域協議体は、平成 30年の立上げ当初から一貫して「子どもと高齢者」を主たるテーマにしています。
数十年後も新座で生活する子どもたちが暮らしやすくなるために、今ある地域の困りごとに対してどのよう

な解決策があるか、参加される方のさまざまな視点やこれまでの経験をもとにアイディアを出し、話し合いを

進めています。

お友達、活動仲間、ご近所さんなどのつながりがきっかけで参加されている方もいて、関心のある方はいつ

でもご参加いただけます。

協議体の開催状況

毎月第 2金曜日の午前 9時 30分から開催しています。
令和2年3月～6月、令和 3年1月～3月及び5月は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止しました。

これまでのテーマ

テーマ 期間 内容

通学の見守り、防犯
平成 30年 9月
～令和元年 5月

子供の安全について

地域の見守る担い手を増やすため

『わんわんパトロール』の周知を実施

高齢者・子育て世代の孤立

問題

令和元年 7月
～一時中断

（コロナのため）

地域とのつながりがなく孤立する育休母子や高齢者へ

のフォロー体制について

高齢者と子育て世代との交流の場づくり／町内会単位

の見守りシステムの構築

※検討中だったが、コロナの感染拡大に伴い、訪問や通所する

活動の検討は一時中断

コロナ禍でもできること

～勉強会でスキルアップ～
令和 2年 11月～

話し合いを進める上で必要な知識を得ることを目的と

して、講師をお呼びしてテーマ毎に勉強会を実施

11月～：「うつ」
【ストレスとうつ病について】

令和 3年 4月～：「認知症」
【「認知症の方」ではなく「〇〇さん」としてのお付き

合い～想いを形にする地域づくり～】

6月～：「子ども」
【子どもの課題・困りごとに関する現状について】（予定）
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通学の見守り・防犯

圏域内の 4つの小学校を訪問したり、実際に「スクールガードリーダー」をされている方にお越しいただき、
通学の見守りをする際の心配事や注意点、感じることなどを伺いました。年々人手が足りなくなっている現状

を知り、どんなことが住民の力でできるのか検討しました。

平成 31年 4月、今ある活動を活性化させようと新座市が開催する狂犬病予防接種の会場の一部をお借りし
て、協議体参加者やボランティアと共に「わんわんパトロール※の周知」を市内 3か所で行いました。

※「わんわんパトロール」とは犬の散歩時にいつもより周囲に視線を向けてもらい、地域の見守り、防犯

の【目】を増やす活動です。

勉強会

コロナ禍でさまざまな活動が自粛を余儀なくされました。地域の困りごとを考える上で必要な人との接触が心置

きなくできるようになるまで、個々のスキルアップや次の活動につなげる下地づくりとして、地域で話題に挙げら

れる困りごと、かつ、参加されているみなさんの関心の高い内容について勉強会を開催することになりました。

【うつ】：「ストレスとうつ病について」

＊一般的うつと精神科医の言ううつの違い

＊うつに見える病気やうつの治療法

＊メンタルヘルスにおける誤解 など

【認知症】：「『認知症の方』ではなく、『〇〇さん』としてのお付き合い ～想いを形にする地域づくり～」

＊徘徊しているの方へ声掛け実例と声掛けポイント

＊地域とのつながりづくりの事例
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④南部地区（栗原・石神・堀ノ内）

南部地区は、東京都東久留米市・西東京市に隣接しています。中央には黒目川が流れており、昔から水害に悩ま

されてきた地域でもあります。栗原エリアは西武池袋線ひばりヶ丘駅に近く、石神や堀ノ内は住宅街が広がってい

ます。

◎協議体は平成30年4月から勉強会を開始、活動が始まっています。これまでの活動について、ご紹介します◎

①月1回の会議（令和元年11月までは月1・2回開催）

地域の課題や活動内容などを話し合います。協議体として活

動をはじめた頃は月2回開催していました。現在は第3金曜日
午後と定例開催になっています。毎回 8～10名程度の参加があ
り、和気あいあいとした雰囲気で話し合いをしています。

②協議体チラシと困り事調査

協議体を地域に知ってもらうため「協議体チラシ」を作成しました。また、地域の生の声を聞くため、「困り

事調査」も同時に作成しました。A3サイズのこのチラシは、堀ノ内町会のご協力を得て、堀ノ内地区へ全戸配
布しました。

困り事調査の回収ＢＯＸは老人福祉センターえがおの里へ設置のご協力をいただいています（※コロナ禍の

ため現在撤去中）。
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③地域の居場所づくり

困り事調査回収ＢＯＸに「地域に気軽に集まれる場所がない」という声が入っていました。そこで協議体で

は「気軽に集まれる居場所」について検討をはじめました。

居場所づくりに関して、日中だけのお茶会が多く、日中だとどうしても高齢者だけになってしまうのではな

いかということで、多様な人が来られるように早朝から夜まで開いていると良いなど意見が挙がりました。

「気軽に集まれる場」ということで、常設の場所が必要と考えましたが、現状では常設できる場を確保する

ことが難しく、地域の集会所を利用することに決めました。

居場所の名前「ルポス」はフランス語で「ひとやすみ」という意味があります。ここに来た人がゆっくり一

休みできる場でありたいという願いも込められています。

テスト開催第 1回 みんなの居場所～ルポス～ 10：00～18：00

④まち歩き

コロナ禍、密にならない取組として開始したのが「まち歩き」です。

これまでに石神 1・5丁目、堀ノ内 2丁目・黒目川遊歩道でまち歩きを実施しています。自分が住んでいる
地域を改めて歩いてみると、いろいろな発見があるようです。もちろん、その地域に住んでいない人にとって

は、自分の住んでいる地域と比べてみたり、気付きがあったりと、好評な活動の 1つです。
協議体参加者の中でも居住者が多かった石神 1・5丁目エリアでは 3班に分かれて歩きました。各グループ
には居住している参加者を配置し、案内人として活躍してもらいました。3ルートそれぞれに特色や気付きが
あり、「住んでいた自分でも気付かなかった！」などの感想が聞かれました。

堀ノ内 2丁目、黒目川遊歩道エリアでは、町内会長に案内人としてご協力いただきました。地域に長年住ん
でいるからこそ知っている豊富な知識を披露してくださいました。新しく設置された施設なども紹介してくだ

さり、とても勉強になりました。

まち歩きは今後も他のエリアでも実施していく予定となっています。
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⑤北部第一圏域（東北・東・野火止５～８丁目）

暮らし応援のネットワークを広げよう！

北部第一圏域協議体、通称北一協議体は、エリアの

中に東武東上線の志木駅と武蔵野線の新座駅を含み、

商業地・住宅地・そして工場や畑もありと多様な方が

お住まいです。鉄道の駅周辺には親御さんが出勤途中

にお子さんを預けるのに便利なように、多くの保育園

が集まっています。

北一には、駅に近い特性から大型病院も存在します。

半面農園も存在する複合的エリアになっています。地

域では地域福祉推進協議会（福進協）や老人クラブそ

して自主サークルなど、地域福祉活動が活発に行われ

ています。

アイデアを出し合い地域の困りごとを抽出

このような人が北一協議体に参加しています。

北一では、平成 30年 6月から 3回の勉強会を経て、平成 30年 9月 5日に正式に協議体が発足して活動を開
始しました。その後月 1回のペースで協議体が開催され、地域の皆さんとともに、地域の支え合いの仕組みづ
くりを推し進め、住み慣れた地域にいつまでも安心して暮らせる地域にしようと取り組んできました。

現在、北一協議体には、生活支援コーディネーター、社会福祉協議会、高齢者相談センターの職員のほか、地域

住民、民生委員・児童委員、町内会・自治会、老人クラブ等で活動されている方、子育て支援センター職員、障が

い者の方、保育園、シルバー人材センター、地域でボランティア活動をしている方などが参加しています。

協議体の過去の開催状況

平成 30年 9月 5日から毎月開催を目指してきましたが、新型コロナウイルス感染予防で、下記の開催を中止し
ました。この休会以外は、毎月開催を続けてきました。

※令和2年3月～8月、令和3年1月～3月の開催は、新型コロナウイルス感染予防で中止しました。

地域の困りごとを解決しよう！

協議体発足間もない平成 30年 10月 3日（水）に、地域の困りごとについてアイデアを出し合って、参加者
で分類整理してみました。その結果、最初に取り組むべきお困りごとは「高齢者の買い物が不便」とし、その

解決方法について意見を出し合いました。同年 11月 7日（水）の協議体に、コーディネーターが手配して、
新座市で移動販売を開始する業者の方にお越しいただき、移動販売に関して質疑応答を行いました。

その結果翌月の 12月には、協議体が地域に移動販売を誘致しました。

移動販売の業者を協議体にお招きして

質疑応答を行いました。

協議体が誘致した移動販売（コロナ禍では民生委員・児童委員さ

んのご協力で、高齢者の方の見守りや相談の場にもなっています）
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世代間交流の場をつくろう！

協議体発足当初から、「高齢者の高齢者による高齢者のための活動」ではいけない、高齢者とお子さんや親御

さんとの交流の場が必要とのご意見が多く、そのために子育て支援センターの活動に、高齢者の方の知識と経

験をお借りする「つぼみサポーター」が平成 31年 4月 19日（金）に発足しました。

ボランティアの皆さんが、経験を活かして保育園の畑で農作物の栽培のお手伝い。そして子育て支援センタ

ーつぼみの利用者のママさんたちが、高齢者の方達のサロンで生演奏でミニコンサート＆トークでお返し。高

齢者の方が利用者に手づくり離乳食のつくり方を伝授したり、世代間交流のきっかけがここから生まれました。

協議体の仲間を増やそう！

協議体のメンバーをもっと増やそうと、参加者で何度も作っては直しを繰り返すこと 1年以上。協議体の活
動を地域に知ってもらうための、手づくりリーフレットを作成しました。

北一協議体ホームページを開設！

市のホームページの中に、生活支援体制整備事業の

1つのページとして「北一協議体」のホームページを
開設。「協議体に関する連絡」「北一協議体からのお知

らせ」「これまでの活動状況」「トピックス」にて構成。

原則毎月 20日～月末での間に更新をしています。

（北一ホームページのQRコード）
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⑥北部第二圏域（中野・大和田・新座・北野）

北二には、福祉施設が多く、地域福祉活動が活発！

「北二（きたに）」とは、「北部第二圏域」の愛称。新座市の

北部の西側エリアで、北を志木市と三芳町、西を所沢市と清瀬

市に接し、北側に柳瀬川が流れています。川の土手には、散歩

コースが整備され、四季を通じて散歩やジョギングを楽しむ人

たちが集まり、近隣住民の憩いの場になっています。

北二には、居宅介護や通所介護などの高齢者支援施設､地域活

動センターや就労継続支援、放課後デイサービスなどの障がい者

支援施設が多く、地域福祉推進協議会（福進協）や老人クラブな

ど、地域福祉活動が活発に行われているのも、地域の特徴です。

このような人が北二協議体に参加しています！

北二では、3回の勉強会を経て、平成 30年 9月に正式に協議体が発足。月 1回のペースで協議体が開催さ
れ、地域の皆さんとともに、地域の支え合いの仕組みづくりを推し進め、生活支援の充実・強化が図れるよう

取り組んでいます。

現在、北二協議体には、生活支援コーディネーター、社会福祉協議会、高齢者相談センターの職員のほか、

地域住民、民生委員・児童委員、福進協、町内会・自治会、高齢者支援施設、障がい者支援施設、保育園、子

育て支援センター、シルバー人材センター、ボランティア活動をしている人などが参加しています。

これまで、平成30年度7回、平成31（令和元）年度11回、令和2年度3回、計21回開催され、延べ500人を超
える住民が参加しています（コロナ感染症の影響により、令和2年3月～9月、令和3年1月～3月の開催は中止）。

毎回、事業所紹介を開催！

北二協議体では、毎回、団体や事業所などの活動内容を紹介する「事業所紹介」を行い、地域の社会資源を共有

して理解を深めています。これまでの紹介された事業所は、次のとおり。

№ 開催日 事業所名

1 平成 30年 10月 25日 第二老人福祉センター「元気の里」

2 平成 30年 12月 20日 デイサービス「ふじのはな」

3 平成 31年 1月 24日 北部第二高齢者相談センター

4 平成 31年 2月 28日 UR都市再生機構新座団地管理サービス事務所
5 平成 31年 3月 28日 サービス付き高齢者向き住宅「日生オアシス」

6 平成 31年 4月 19日 障害者地域活動センター「ふらっと」

7 令和元年 5月 17日 就労継続支援 B型事業所「くるみの木」
8 令和元年 6月 21日 地域子育て支援センター「つぼみ」

9 令和元年 7月 19日 新座市シルバー人材センター

10 令和元年 8月 16日 北部第二地区地域福祉推進協議会

11 令和元年 10月 18日 新座自然宿

12 令和元年 11月 15日 デイサービス「隣家」

13 令和元年 12月 20日 北部第二地区民生委員・児童委員

14 令和 2年 1月 17日 北野三丁目町内会

15 令和 2年 2月 21日 ファミリーサポートセンター
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グループ討議で活発な議論！

参加人数が多くなっても、できる限り参加者全員の発言機会を確保する

ためにグループ討議を導入。最初は、「高齢」「障がい」「子育て」「地域」

の 4グループでスタート。討議しているうちに、「地域」で取り上げる内
容が、他のグループと重複することが多くなったためこれを廃止し、「高

齢」「障がい」「子育て」の 3グループで活発な議論を行いました。
グループ討議を何度か重ねていくうちに、3グループに共通する課題と
して「引きこもり問題」が見えてきたところで、全体討議に戻し、「見守り

の仕組みづくり」を当面の課題として、高齢者、障がいのある人、子育て

世代を問わず、引きこもりがちの人を見守る仕組みについて検討すること

になりました。

安全・安心地域見守り活動の輪を広めています！

見守りの仕組みづくりの一環として、圏域内の事業所に対して在外業務

に付随して安全・安心地域見守り活動（異変情報の通報）の協力を要請。

その結果、主に福祉関連の 19事業所が協力してくれました。
今後、福祉関連以外の事業所にも協力を要請して安全・安心地域見守り

活動の輪を広げる予定です。

「北二イベント情報」を作成するも、配布は自粛！

「地域のイベントや行事に参加したいが、いつ、どのようなもの

があるのか、分からない」という声に応えて、地域の住民や事業所

から情報を募り、「北二イベント情報（2020年度版）」を作成。残念
ながらこの年度は、コロナ感染症の感染拡大により市内のイベント

が軒並み中止。配布を自粛しました。

北二の地域資源を作成

地域の支え合いを推進するためには、地域にある資源を有効に活

用しなければなりません。それには、地域資源を可視化､簡単に言っ

てしまうと、「見える化」する必要があります。資源があっても、知

らなければ使う術がなく、宝の持ち腐れになってしまうからです。

北二協議体では､地域の皆さんからご提供いただいた情報やホー

ムページで公表されている情報をもとに､「北二の地域資源」の見え

る化を図りました。これらの情報を地域の皆さんと共有し、地域の

支え合いが活発に行われるよう積極的に活用されることを願って

います。

「北二の地域資源」は、令和 3年 6月発行。ホームページでも公
開しています。

北二協議体ホームページを開設！

市のホームページの中に、生活支援体制整備事業の 1つのページ
として「北二協議体」のホームページを開設。ページ構成は、「おし

らせ」「地域の特徴」「活動状況」「議事概要」の 4つ。情報発信の有
効なツールとして活用することになりました。

デイサービス「アシスト SOUKI」、福祉工房「楓」、地域密着型デイサービス「くーねるの里」、
就労継続支援 B型事業所「くるみの木」、ケアサポートにいざ、児童発達支援元気キッズ新座教室、
健康倶楽部新座、訪問リハビリマッサージ「さんぽあん」、デイサービス「七福新座」、

就労継続支援 B型事業所「シンフォニー」、放課後等デイサービス「太陽の家」、
児童デイサービス「どれみ」、日生デイサービスセンター新座、デイサービス「ふじのはな」、

障害者地域活動センター「ふらっと」、放課後等デイサービス「ぽかぽか」、pomme北野ルーム、
居宅介護支援事業所「山吹」、デイサービス「隣家」 （50音順）
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第2層協議体の活動エリア

第 2層協議体は、高齢者相談センター（地域包括支援センター）の所轄単位に 6つの区域に区分したエリアを
それぞれ活動領域としています。これを「圏域」と称し、新座市では、「東部第一」「東部第二」「西部」「南部」

「北部第一」「北部第二」の 6つの圏域に、それぞれの協議体が設置され、生活支援コーディネーターが配置さ
れています（西部のみ、西堀・新堀と合わせたエリア）。

新座市 生活支援体制整備事業 3年の歩み

発行日：令和 3年 8月 30日
発行者：新座市役所 総合福祉部福祉政策課（本庁舎 2階）

〒352-8623 新座市野火止 1丁目 1番 1号
TEL:048-424-4693 FAX:048-482-5221
mail:fukushi@city.niiza.lg.jp
https://www.ctiy.niiza.lg.jp/soshiki/23/taiseiseibi.html

圏域 愛称 地区

東部第一 東 1 KIND 片山、池田、野寺、道場

東部第二 東二よつばの会 畑中、馬場、栄、新塚

西部 － 本多、あたご、菅沢、野火止 1～4丁目、西堀、新堀
南部 － 石神、栗原、堀ノ内

北部第一 － 東北、東、野火止 5～8丁目
北部第二 － 中野、大和田、新座、北野


