
マチコエ全体会（第１回）

安心なまちづくり部会
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開催日時：令和４年３月26日（土）午後１時

発表者：安心なまちづくり部会 部会長



部会の体制

安心なまちづくり部会

部会長 １名

副部会長 １名

健康・医療・ヘルスケアグループ
グループリーダー

サブリーダー
１名
１名

障がい者福祉・高齢者福祉グループ
グループリーダー

サブリーダー
１名
２名
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これまでの部会活動実績（１月以降）
部会・グループ 会合名 開催日時

安心なまちづくり
部会

振り返り交流会
部会グループリーダー会

1月 8日（土）16：00～17：00＠マチコエ
3月20日（日）16：30～17：30＠協働センター

健康・医療・
ヘルスケア
グループ

第１回グループ会議
第２回グループ会議
第３回グループ会議
第４回グループ会議
第５回グループ会議

1月 9日（日）10：00～12：00＠協働センター
1月29日（土）10：00～12：00＠連雀コミセン
2月12日（土）10：00～12：00＠連雀コミセン
2月26日（土）10：00～12：00＠協働センター
3月12日（土）10：00～12：00＠協働センター

障がい者福祉
・高齢者福祉

グループ

第１回グループ会議
第２回グループ会議
第３回グループ会議（第１回勉強会：

地域包括ケアシステム）
第４回グループ会議
第５回グループ会議
第６回グループ会議
第７回グループ会議
第８回グループ会議（勉強会を予定）
第１回グループリーダー会議
第２回グループリーダー会議

1月16日（日）13：00～15：00＠協働センター
1月30日（日）13：00～15：00＠協働センター

2月 5日（土）18：30～20：30＠マチコエ

2月13日（日）10：00～12：00＠協働センター
2月27日（日）13：00～15：00＠協働センター
3月13日（日）14：00～16：00＠協働センター
3月20日（日）16：30～17：30＠協働センター
3月31日（木）18：30～20：30＠マチコエ
3月 3日（木）18：30～20：30＠協働センター
3月13日（日）16：00～17：30＠協働センター
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※今後の進め方 健康・医療・ヘルスケアグループ：月1回のグループ会議の開催
障がい者福祉・高齢者福祉グループ：月1回個別小グループ会議・月1回グループ会議の開催



「政策テーマ（グループごと）」
グループ名 政策テーマ アイデア（赤字は関連する部会・グループ） テーマに掲げた理由

健康・
医療・
ヘルス
ケア
グループ

「市民が
健幸にな
ることを
目指しま
す」
※「健幸
活動」とは
：栄養・運
動・頭を使う
等の日常活動
を通じて健康
の維持増進を
図り、それに
よって生き甲
斐や幸福感を
より感じる様
になり、併せ
て医療費・介
護費の節約に
も繋げるため
の市民活動

共通項目として
「わかりやすい情報発信と共有」
１．行政サービスを身近なものにする。

➀頼りになるコンシェルジュの配置
（行政サービスを身近なものにする）

②「暮らしの便利帳」にある情報し、市のホーム
ページを使う人（市民）目線に整理

２．その他のインフラ活用
①地元ラジオ局などでの情報発信
②Yahoo!やLine等の民間企業との連携

中テーマ１
「健康維持・推進のためのイベント運営や

ツールの作成、医療・行政の支援」
１．若い世代からの健康推進 → 教育、スポーツ

①スポーツ推進のベントの運営
②三鷹市独自のスポーツ啓発・推進/健康管理アプリ

の作成
２．生活習慣病、認知症の予防→スポーツ、教育、福祉

➀１－②と同様
②専門医による講演・その後の参加者同士のグルー

プ座談会の開催
３．コロナ化による健康被害対策

➀コロナ感染対策による弊害の実態を明らかにし、
その対策を行うための仕組み作り

中テーマ１・２の中間として
１．地域毎の健康寿命の延伸活動 →コミュニティ

➀多世代に渡る多様な健康増進活動を、今より
簡便に一般市民が起こせる仕組みづくり

・既存・新規を問わず市政サービスを周知、アクセスを円滑に
し、有効活用を促進する。
⇒ 20年後の三鷹市の人口・財政を意識し、自助でできる

こと、公助でやるべきことの明確化に繋げる。

・既存の民間サービス等に相乗りすることで、多方面からより
スピーディーに市政情報に接しやすくする。

・スポーツを楽しんで継続できる為の動機付け、運動に無関心な
人も運動したくなる街作り。例：「市民の日」を制定。

・スポーツ・健康への動機付け。始めるハードルの低い使い勝手
の良いものが有ると良いのでは。例：既存サービス（yahoo、
ポケモンGOなど）と協働、若者にも親しめるキャラクターの
活用。

・主体的に健康管理を行えるように情報を提供。認知症・生活習
慣病の日常チェックシートの作成。使用した際の地域ポイント
や通貨などのインセンティブの付与。

・市民の意識を向上させる。同じ悩みを持つ人のための交流の場
を提供する。

・コロナ感染対策により、在宅時間が増えたことで、全世代で
心身の機能低下を起こしている可能性があり、その対策は急務。

・現状の社協/包括の枠内では、市民アイデアによる 「この指
とまれ」的な活動は困難である。例：夜に若者が健康スポーツ
やストレッチを行える、高齢者が市民農園で野菜作りを楽しめ
る、育て研修をうけて高齢者が保育園等でボランティアを行う
等のアイデアをすぐに実行できる活動 。 4



「政策テーマ（グループごと）」
グループ名 政策テーマ アイデア（赤字は関連する部会・グループ） テーマに掲げた理由

健康・
医療・
ヘルス
ケア
グループ

「市民が
健幸にな
ることを
目指しま
す」
※「健幸
活動」とは
：栄養・運
動・頭を使う
等の日常活動
を通じて健康
の維持増進を
図り、それに
よって生き甲
斐や幸福感を
より感じる様
になり、併せ
て医療費・介
護費の節約に
も繋げるため
の市民活動

中テーマ２
「健康・美容・医療費に関する意識改革」
１．小中学校教育課程への取り組み → 教育

➀生活習慣病、介護、認知症/精神疾患（目に見え
ない要支援者）の理解の手目の過程への盛込み

２．医療費・介護費に関する啓発 → 教育、福祉
➀無駄な医療費・介護費を使わないような教育・

啓発。施設から地域への医療資源の振り分け
３．美容・健康に関するフォロー

➀整容（美容・健康）を整えることで、精神的に
も身体的にも健康でいられる仕組みづくり。

中テーマ３
「多世代交流の為の場所、繋がる仕組み作り」
１．居場所づくり →施設、コミュニティ、農業

➀コミュニティセンターへの設置
②要支援者を応援する心の健康サロン（居場所・

ピアカウンセリング・一時的な窓口設置）
③支援者の生活を地域で支援する体制作り
④農園と健幸と保育所の融合

⑤その他、繋がりづくり
２．市民同士の情報交換の仕組みづくり

➀「これぞ三鷹！」例：自慢写メ募集などのイベ
ント運営

②緊急時に簡単に知らせる連絡システム作り

・偏見なく安心して暮らせる社会づくり。子供部会と協働
（例：課外活動での施設訪問（バザーや交流イベントなど）、
出前講座等）

・医療費・介護費削減により社会保険料の負担軽減に繋げる
（例：介護用品などの再利用に関する情報共有、展示即売会の
実施）

・地域で疾患や障がいを持ったまま生活を送れるようにすること
で、再入院を予防し、医療費の削減に繋げる。

・健康だからこそ整容に気を使える。女性が本来持っている能力
を発揮しやすい環境を作るための基礎作りの一助、ジェンダー
レス社会を意識したサポートを行う。

・若い世代にも関心のある美容をテーマにすることで行政との接
点を持つきっかけづくりにして欲しい。

・孤立をなくす。繋がりを密にする。アウトリーチ活動。
・子供の心の健康（いじめによる自殺）、若者の相対的貧困への

支援、中高生世代の幸福感、高齢者健康寿命、ヤングケアラー
・例：退院後の一人暮らし高齢者が地域で安心して暮らせる、再

入院を予防する体制作り。
・市民農園で高齢者の健康維持、若者の稼ぐ能力の実践研修、地

域型保育所に高齢者も参加、交流カフェで多世代交流、若者・
高齢者の有償（地域ポイント活用などによる）ボランティア。

・趣味・運動・教育・活動等

・市のホームページで運営。（例：雑木林編、公園編、施設編
等）、ベンチを置いたり使途が集まるきっかけに。

・例：ボタンでつながる仕組みづくり
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「政策テーマ（グループごと）」
グループ名 政策テーマ アイデア（赤字は関連する部会・グループ） テーマに掲げた理由

障がい者
福祉・

高齢者
福祉

グループ

生まれて
から生涯
を通じ
｢切れ目
なく｣
互いに

支えあえ
る三鷹を
つくる

中テーマ１ 「情報」
１．利用者目線でのライフサイクルに合わせたコンテンツ再構成

（市役所HP刷新）
２．パーソナライズと情報提供の双方向性

① AIを活用して当事者ニーズに個別化された情報の提供
② 支援者と支援要請を結びつける仕組み → コミュニティ
③ アクセス状況からニーズを把握しPDCAを回す

３．ICTアクセス困難者への対応

中テーマ２ 「法制度の壁を利用者が感じない利用者目線の徹底」
１．縦割り行政を利用者目線で作り替える

① 福祉サービスを包括的に展開する拠点として地域包括支援センターの解体的
再構築

② マイナンバーカード普及後の個別性と効率性を両立させる個人情報活用
→ 健康

③ 住宅困窮者、認知症のグループホームなど住まいの多様化による居住保障
→ 住宅、人権

④ 高齢者、障がい者のカテゴリーに入らない人への福祉（例：ヤングケアラー、
貧困、ストレス社会で精神を病む人々、児童養護施設退所者等）
→ 人権、子育て

⑤ バリアフリーからユニバーサルデザインへ → 交通、公園・施設、住宅
⑥ 利用者のニーズにあったプログラムの多様化、支援メニューの柔軟化、線引

きの問題
２．市役所デジタル改革（デジタルファースト、ワンストップ、ワンスオンリー）

→防災、施設、コミュニティ
① ２４時間スマホ、ライン可能な行政手続・相談実現(AIの導入、ICTの活用)
② 市役所庁舎は現場活動に適した小規模・分散型に
③ 既存の現場支援組織も抜本再構築（AIの導入、ICTの更なる活用も視野に）

・福祉に関する情報の中には、似ているが
異なった内容が多く、介護分野に関する
用語がわかりずらい。

・縦割りの行政組織単位で情報が構成され、
利用者は必要な情報全てにアクセスする
のが大変。

・ICT技術の活用が低調。(民間の力活用)
・市民が求める情報がリアルタイムで把握

できない。

・介護保険の枠組みの限界の打破。
・委託先の違いや区割りの見直し。
・社協や行政担当部署等の連携課題。
・個人情報の壁が福祉領域の質を低下。
・バラバラの支援団体からの住宅相談。
・硬直的な分類基準、収入基準が実質的な

不公平を生んでいないか。
・法制度の狭間にいる市民。

・LRT（Light Rail Transit:路面電車）導入。
・月単位固定支援枠は実情に合わない。

・現場に行政職員が少ない。
・行政職員が多忙すぎる。
・手続事務に関わる職員が多すぎる。
・休日夜間も可能なオンライン手続きの

世間常識からの立ち遅れ。
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「政策テーマ（グループごと）」
グループ名 政策テーマ アイデア（赤字は関連する部会・グループ） テーマに掲げた理由

障がい者
福祉・

高齢者
福祉

グループ

生まれて
から生涯
を通じ
｢切れ目
なく｣
互いに

支えあえ
る三鷹を
つくる

④ 優秀な職員の現場シフト
⑤ リアルタイムで市民の声を施策に取り込む

３．障がい者と家族双方を支える柔軟な運用
① 障がいを持つ親の支援の充実
② ご家族や介護者の休養を目的とした短期入院（レスパイト入院）充実

４．医療と介護の接点領域としてのACP（advanced care planning)普及活動
の推進

中テーマ３ 「福祉を支える担い手の育成」
１．福祉サービスの技術革新による生産性革命

① 見守りロボット、ロボットパワースーツ等の導入で制度の持続可能性を
高める

② 障がい者、日本語のできない外国人等の活動や就業へのICTを活用した
サポート → 労働

２．介護サービス等（障がい者支援も同様）供給サイドの強化
① 有限の物的・人的医療介護資源でニーズを満たすには、既存福祉関係組織

の経営体制強化と抜本的な再編が必要 → 健康
② 福祉サービスの中でキャッチするニーズを捉えて事業化する民間ビジネス

導入（社会的起業：町田市の100BLG 、立川市のこたつ生活介護等)  
→ エコ、労働

③ 介護予備軍の男性参加拡大を目的に介護施設・健康教室でeスポーツゲー
ム導入 →スポーツ

３．誰もが福祉の担い手であり、福祉の利用者である関係
① 福祉の網から漏れる人も対象の居場所づくり

→ コミュニティ、多世代交流、住宅
② 認知症の人にやさしいまちをつくる基盤となる100BLGに三鷹市も参加

→ 人権

・人によって必要なものが違うことか
ら制度化が難しく個別要望を柔軟に
受けることが必要。

・家族介護の厳しい状況。

・無防備な死を迎え、本人も周囲も不
本意な形になってしまう現状。

・社会保障費用は増加の一途。
・介護事業での恒常的な人材不足。
・専門能力を持つ有人対応の限界。
・視覚障害者からの音声案内化の要望。

・介護か医療かの線引きの危うさと実
りある協力関係構築の余地は大きい。

・新しい視点での参入が少ない福祉
領域ビジネス。

・活動に楽しさを取り入れて継続する
ようにする。

・なんでも相談できる場所が少ない。
・介護に関する情報格差が大きい。
・認知症を市民が知ることから具体的

な支援行動へ向かう時期。（文京区の
取り組み）
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「政策テーマ（グループごと）」

グループ名 政策テーマ アイデア（赤字は関連する部会・グループ） テーマに掲げた理由

障がい者
福祉・

高齢者
福祉

グループ

生まれて
から生涯
を通じ
｢切れ目
なく｣
互いに

支えあえ
る三鷹を
つくる

４．皆んなが労働によって社会に貢献できる、貢献を実感できる社会
① 65歳以降の新たなチャレンジの仕組みと企業リタイア世代の地域戦力化

→ 労働

② 高齢者、障がい者等の「農」とのふれあい農園事業実現 → 農業
③ 支援される側が支援する人に伝える役割の重要性の再認識 → 芸術、健康
④ スタッフ全員が聴覚障がい者のスターバックスを三鷹市に
⑤ 『分身ロボットカフェ DAWN ver.β』を三鷹市に

５．次世代育成
① 「何かしてあげる」ではなく、共に生きることを教育カリキュラムの柱に

→ 教育

６．心の病の方の医療と福祉の連携を地域で支え会う取り組みを構築 → 健康

７．有償も含めたボランティア活性化
① 近隣の互助を進めるためにボランティア保険の対象拡大
② 資格を要求することが福祉領域での人材不足に拍車をかけている現状の

見直し
③ 「三鷹版福祉サポーター」の新しい仕組みの創設 → コミュニティ

三鷹市内の福祉団体への寄付にポイント使用で様々な地域活動を知ることに
④ 現役就労世代のボランティア活性化
・「福祉活動デジタルカタログ」（ふるさと納税・クラウドファンディングの

ように、三鷹の福祉活動を掲載している電子上のページ）
・福祉活動に携わったことの「証明書」を市が発行。証明書を勤めている 会社

に提示することで休暇取得できる（ボランティア休暇のような）仕組みを
構築 → 労働

・高齢化の進展により国の政策も転換
する一方で、既存のシルバー人材セ
ンターがかつての役割から抜け出せ
ていないのではないか。

・自然と分断された社会生活での孤立
感の深まり。

・いじめや職場不適応の増加。
・車椅子の人、寝たきりの人から学ぶ
・地域で暮らす様々な個性に触れるこ

とで「障がい者」、「認知症の人」
ではなく一人の人間として認識する
ことが現状では不十分。

・多様性のあり方の理解。

・近隣の互助はボランティア保険の
対象外。

・自分ができる範囲で資格が無くても
できるボランティア参加可能な仕組。

・サラリーマンが帰宅中の電車の中や
昼休み中のちょっとした時間で手軽
に、翌日や週末に福祉活動をするこ
とを検討できるようにしたい。

・現状ではサラリーマンは仕事と福祉
活動の両立が難しい。

・社会全体が福祉を支えることへの
大切さが広まらない。
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部会運営の課題

部会・グループ 現状の課題

部会全体

１．参加できていないメンバーは、現在進めているグループでの議論をどう思って
いるのか？また、今後はグループの活動への参加をどのように考えているのか
把握できていない。

２．2つのグループは検討テーマが幅広い。テーマによって部会やグループを横断
している場合の進め方やメンバー間の情報共有が大きな課題となる。

健康・医療・ヘルス
ケアグループ

１．定例的に参加しているメンバーが少人数で固定化されている。
２．健康、医療、ヘルスケアの分野は幅が広く、他のグループと共通する点が多い。

今後は部会やグループを横断した内容や進め方の整理が必要。
３．グループを横断した人材集め。

障がい者福祉・高齢
者福祉グループ

１．生まれてから生涯を通じたテーマのため期間が長く、幅が広いため、他のグ
ループと共通する点が多い。今後は部会やグループを横断した内容や進め方
の整理が必要。

２．グループを横断した人材集め。
３．課題を知ってもらうための情報交流とリクルーティング。
４．正確な情報を得るための、ヒヤリング先や情報収集の手法。
５．福祉には境目が無いので、グループ名を変更出来たら良い。
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