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八王子市社会福祉審議会 

会 長  和田 清美 

 

令和３年度（2021 年度）第１回八王子市社会福祉審議会 

地域福祉専門分科会（書面会議）の資料の送付について 

 

日頃より八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会の運営にご理解ご協力を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

標記会議につきまして、書面開催といたしましたので下記のとおり会議資料を送付いたしま

す。別添の「意見書」の提出をもって出席といたしますので、郵送、FAX、電子メールにて、

５月３１日（月）までに下記担当へご提出ください。 

 

記 

 

１ 会議内容 

＜議 題＞  

「２ 送付資料」をもとに御審議願います。 

（１）八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会会長の選任について 

（２）地域福祉推進拠点の愛称の選定について 

 

２ 送付資料 

・【資料 1】八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会議事内容等説明資料 

・【資料 2】八王子市社会福祉審議会条例 

・【資料 3】八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会会長の選任について 

・【資料 4】地域福祉推進拠点の「愛称」を募集します！ 

・【資料 5】地域福祉推進拠点愛称選定資料 

・【資料 6】地域福祉推進拠点パンフレット 

・（参考資料）地域福祉推進拠点愛称応募全件 

・意見書 

 
 

＜八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会事務局＞ 
八王子市福祉部福祉政策課 担当 深澤・星野・鎌田 
電 話 042-620-7240 FAX 042-628-2477 
メール b440100@city.hachioji.tokyo.jp 

mailto:b440100@city.hachioji.tokyo.jp


（参考）地域福祉推進拠点　愛称応募まとめ
愛称 愛称（フリガナ） 愛称の説明 備考

1 サポトモ サポトモ
親身にサポートし共に生きる福祉社会づくりに貢献
する拠点を意味します。

2 サポーナ サポーナ
サポートする仲間を意味します。容易にイメージし
てもらえます。

3 サポイチ サポイチ
サポートイチバンを意味します。いち早い適切サ
ポートをイメージしてもらえます。

4 えがお エガオ

つながりが希薄になり、コロナ禍で更に弱くなって
いる地域の力をつなげる地域福祉拠点は大事な存在
です。つながれば希望がうまれる笑顔が広がる、と
の言葉を新聞で見かけました。つながって安心、笑
顔になる場所の意味を込めました。

要項規定により除外

5 きずな すてーしょん キズナステーション

さまざまな年齢、立場の人たちが、「駅」のように
当たり前のように、また気軽に立ち寄れて、そこに
来た人たちが、共に考え、共に支え合い、絆を深め
また、新たな生活、地域、に出発していけるような

 場所。
絆を強め出発できる場所という意味で『きずな す
てーしょん』を考えました。ひらがななのは子ども
や外国籍の方も読めるようにと思いました。

要項規定により除外

6 はちくる ハチクル

「八王子」に、輪になる・仲間の「CIRCLE(サーク
 ル)」です。

八王子の福祉の輪を広げてゆくイメージで名付けま
した。

7 みらいあ ミライア

 
いい未来を創っていくイメージで。未来に灯りをと

 もすことをイメージして
要項規定により除外

8 福活110番(百問う番) フッカツヒャクトウバン
地域福祉活動推進拠点から、福活百問う番(110番)
を連想しました。

9 ささえ愛 ササエアイ

相談することで生活を支えてくれる喜びを感じとれ
る、多くの人が愛着をもって末永く利用できる施設
になってほしいという想いを込めて考えました。地
域全体で問題解決に取り組み、困っている人を支え
あえることを願っています。

要項規定により除外

10 エウェプベ エウェプベ

エは地域のエアリアのエ。ウェは福祉のウェルフェ
アのウェ。プは推進のプロモーションのプ。べは拠
点のベイスのべ。頭文字を取りエウェプベと付しま
した。

11 Ｇo's ゴーズ
八王子縁起にまつわる牛頭天王にちなみました。英
語表記して、地域福祉拠点に「行く」意味ももたせ
ました。

12 地域相談ささえーる チイキソウダンササエール

地域住民が「支え合う」共生社会、地域住民の取り
組みを後押しし、「エール」を交わし合う拠点にと
いう思いを込めました。（例）「地域相談ささえー
る台町」、「地域相談ささえーる大和田」など

13 コミュニティケア八王子 コミュニティケアハチオウジ

コミュニティケアは地域社会で支えるという意味
で、八王子の地域で一丸となって福祉を増進させて
いける拠点の施設となれることを願い「コミュニ
ティケア八王子」と名付けました。

14 はちまるサポート ハチマルサポート

地域住民の困り事を身近で気楽に何でも「丸ごと」
相談できる場、地域の複合化・ 複雑化した課題を
包括的に「丸ごと」受け止める場、解決に向けて地
域住民や関係機関などと「丸ごと」連携しながら支
援、推進していく場として「八王子まるごとサポー
トセンター」の略称「はちまるサポート」という愛
称にしてみました。

15 POKAPOKA ポカポカ
「心がぽかぽかする場所」であって欲しいとの願い
を込めました。

要項規定により除外

16 With Needs HAO ウィズ　ニーズ　ハオ
地域住民の様々なニーズを共に解決できる、ハチオ
ウジの施設という想いを込めました。

17 ふくまるセンター フクマルセンター

福祉の「ふく」＋丸ごと・丸くの「まる」＋セン
ターの組み合わせ。地域福祉の色んな問題を、みん
なで知恵を合わせて円満に解決していくイメージ
で、覚えやすく・親しみやすく名付けました！

18 タスカル タスカル

働く者にとって行政サービスを夜間や休日に受けら
れることは本当に「助かる」ものです。みんなが思
う気持ちを施設の名称にしました。「タスカル」の
おかげで助かる人がたくさんいるはずです。

要項規定により除外

19 まごころつばめ マゴコロツバメ
相談にまごころがあり、そしてその真心でつばめが
巣立っていくように成長出来たらな、と思いつけま
した。

20 ウイズユー ウイズユー
 with you

 あなたとともに考えるをテーマとして 要項規定により除外



（参考）地域福祉推進拠点　愛称応募まとめ
愛称 愛称（フリガナ） 愛称の説明 備考

21 フクロウの子 フクロウノコ  福来ろう　不苦労　フクロウの子　子達
という事で

要項規定により除外

22 いい暮らし八王子 イイクラシハチオウジ
安定して日常をいとなむための、相談を受け付ける
ための、いい暮らしセンター

23 いきいき・あいあいステーション イキイキ・アイアイステーション

市民の皆様がいきいきと生きて、助けあい、支えあ
い、ふれあい、いたわりあい、たくさんの愛に包ま
れる居心地の良い拠点であるようにという願いを込
めました。

24 ようこそスポット ヨウコソスポット

全体として親しみ感があり、困りごとのある人等に
気軽に利用してもらえる相談窓口を、覚え易いよう
に、また、忘れ難いように命名した。「よう」：八
王子の八（よう）に因んでいる　　　「こそ」：
CSW（コミュニティ・ソーシャルワーカー）のコ
ミュニティの頭文字コ（こ）とソーシャルワーカー
の頭文字ソ（そ）に因んでいる　　「ようこそ」：
当然に、一語にまとめて歓迎、感謝等の意味合いの
「ようこそ」でもある（英語のwelcome）。　ス
ポット：八王子市の地域の中の拠点、中心地、頼り
になるところ・窓口　の意味合い（英語のspot）。
「ようこそスポット」：総てまとめて、八王子市の
中でお困りごと等のある人は、何時でも気軽に相談
に来てね！　優しい専門職（CSW）の人がお困り
ごと・お悩みごとの問題解決に向けて一緒に考えま
すからね！！　　各拠点を示し使用する際には、例
えば　「ようこそスポット石川」あるいは「石川よ
うこそスポット」等となろうか。　　市外に対して
は、「八王子 ようこそスポット石川」等か。

25 はじめの一歩 ハジメノイッポ

市民皆さんが自分の問題、悩みを解決するために公
助、共助の第一歩となる気軽に相談できるはじめの
一歩としての場所をイメージでネーミングをさせて
いただきました。

要項規定により除外

26 ふくしテラス フクシテラス

地域で生活していくうえで、どこに相談すればよい
かわからない「困りごと」を受け付け、本人や地域
の方々と共に問題解決に向けて一緒に考える。地域
福祉推進拠点として地域、地域の人々を「照らす」
役割。またその施設・建物（テラス）であるためこ
の名前を付けました。

要項規定により除外

27 地域の社協（拠点地域名：由井など） チイキノシャキョウ

社会福祉協議会の「社協」は愛称として親しまれて
おり、活動自体も比較的認知されています。その前
に「地域」を付けると自分たちのいる地域という意
味になるので、より親しみやすくなると思われま
す。加えて、地域名称が入ればこの地域の社会福祉
活動を推進して貰えるという安心感が出るのではな
いでしょうか？

要項規定により除外

28 まるはち相談室 マルハチソウダンシツ

「福祉まるごと相談室はちおうじ」を略して「まる
はち相談室」としてはいかがでしょうか。相談者に
寄り添い、その人自身だけでなく、ご家族や生活環
境など、その人まるごとに目を向けて、相談にのっ
ていただき、必要な機関につながるよう支援してい
ただきたいとの願いを込めています。

29 地域寄り添いセンター チイキヨリソイセンター
地域に身近に相談できる場所とのことなので、社協
で働いている人達は地域の人に寄り添って働いてい
ると思い名前を考えました！

30 テルミーセンター テルミーセンター
なんでも話してくださいね。相談に乗りますよ！の
気持ちを込めて。

31 はちおうえんじ ハチオウエンジ

地域福祉の専門職であるCSW（コミュニティ・
ソーシャル・ワーカー）が、地域で生活していくう
えで、どこに相談すればよいかわからない「困りご
と」を受け付け、本人や地域の方々と共に問題解決
に向けて一緒に考えていく役割を担う八王子市の包
括的な相談窓口である「地域福祉推進拠点」の愛称
ということで、「はちおうじ」を活かす形をとり、
一人ひとりに寄り添い、「応援」する想いを込め
て、「はちおうじ」と「おうえん」を組み合わせた
造語である「はちおうえんじ」という愛称で、力強
く頼もしく、一人ひとりに寄り添い、全ての方々を
応援する存在となる地域福祉推進拠点の想いが感じ
られるように、呼びやすく覚えやすく親しみやす
く、身近な安心感と愛着を感じていただけるような
名前にしました。

32 福祉の台所 フクシノダイドコロ

相談事やお困り事など、ここには何でも解決手段が
揃っていると言う安心感を、家にある台所（何でも
揃っている場所）に重ねて台所とつけました。江戸
時代の大阪が呼ばれていた、天下の台所からもヒン
トを得ました。宜しくお願い致します。



（参考）地域福祉推進拠点　愛称応募まとめ
愛称 愛称（フリガナ） 愛称の説明 備考

33 ハチＯＨ！ ハチオー
八王子の王をＯＨ！に変えて元気が出そうな雰囲気
にしました。

34 誰でも ふらっと相談室『COCO』 ダレデモフラットソウダンシツココ

由井市民センターに行くと、いつもここの職員さん
が娘に声をかけてくださり、すっかり『お友だち』
なのですが、高齢者や障害関連など、成人向けの拠

 点だと思っていました。
誰でも、いつでも、ふらっと寄れるような所だとい
う発信を、もっとしていったら良いなと思い、愛称

 に込めました。
『COCO』は、「ココで相談できますよ！」が伝わ

 ればいいなと思いました。
 
「ココ」と呼んでも良いですし、「だれココ」と略
すのも可愛いと思います。

要項規定により除外

35 よろずや八ちゃん ヨロズヤハッチャン 八王子の相談事、困りごとを含めて考えました。

36 エリアン エリアン

地域を表す英語の「エリア＝area」にフランス語で
「絆」を表す「リアン＝lien」を付してネーミング
したものです。地域の絆を深める地域福祉の理念を
盛り込みました。

要項規定により除外

37 とどくて トドクテ
配慮が行き届き、些細な要望にも満足に応えること
ができている状態を言う「痒い所に手が届く」か
ら、「届く手」→「とどくて」といたしました。

38 まもりん八王子 マモリンハチオウジ 八王子市の地域福祉を守る施設

39 ココソコーネ ココソコーネ

地域福祉推進拠点の3つのキーワード「地
域:Community」「相談:Consultation」「つなが
る:Connect」に社会の一員としての社会とのつな
がりを意識して「社会:Society」を加え、愛称のコ
ンセプトを「地域」で「相談」し、「社会」と「つ
ながる」としました。これら4つのキーワードのア
ルファベットの頭文字を順につなげると「Co  Co
So Co(ココソコ)」となります。その上で「ーネ」
を加え全体として呼びやすくソフトな感じがするよ
うにし、併せて「市内のここそこにある9か所の拠
点で相談してね」という呼びかけの意味も込めまし
た。

40 なでしこセンター ナデシコセンター 大和なでしこの意より

41 八福心 ハチフクシン

「八王子の心のこもった福祉」という言葉から連想
 し浮かびました。

言葉のイメージや音が「七福神」と似ていて覚えや
すく親しみがわくと考えます。

42 地域福祉ベクトル チイキフクシベクトル
　地域における福祉の方向性を示してくれるといっ
たニュアンスです。

43 あおぞら アオゾラ 明るく 要項規定により除外

44 ぶらっとホーム ブラットホーム
いつでも気軽に立ち寄れ、さまざまなことへのプ
ラットホーム的役割を担うポジションであること
を、駅に準えてみました

要項規定により除外

45 ＦＵ慈ＭＯ八王子 フジモハチオウジ
八王子の丘陵地「富士森」からきた愛称。福祉、慈
愛、モアベターの略またはその施設を意味します。

46 Linkpot リンクポット

つなげる、結ぶの意味を持つLink(リンク)と場所を
意味するSpot(スポット)を組み合わせた造語です。
人と人とをつなぐ場所であってほしいとの思いを込
めました。音の響きの良さや、みなさんが覚えやす
いように考慮しました。

要項規定により除外

47 フローラプラザ フローラプラザ

助けを求めるべきひとは助けを求める力を失ってい
る場合が多いとの認識を前提に自立で足を運べるよ
うに、との思いで、あそこには安らぎがあり、そこ
からその困難を乗り越える第一歩を踏み出して欲し

 い。
市民のほんとうの豊かさが咲き誇る広場でありたい
ものです。

48 安らぎコミュニティー ヤスラギコミュニティー
八王子市の全ての福祉拠点が、地域住民の方の心の
安らぎになるようにとの思いで作成しました。

49 おおるり相談所 オオルリソウダンジョ
オオルリは八王子市の支鳥であり、渡り鳥でもある
ので地域の方々との橋渡しになればいいなと思い愛
称とさせていただきました。

50 井戸端スペース イドバタスペース

「1人ではなく、地域を巻き込んで協力し悩みを解
決する場所」を示すために"井戸端"というカジュア
ルなイメージの言葉を使った。同時に、自己開示が
苦手な人も気軽に立ち寄ってもらえるように"井戸
端会議"をするかのようにまずは、雑談をしにきて
欲しいという意味を込めている。そして、"スペー
ス"とすることで、"集う場所"というイメージを持
たせ、会議のような硬いイメージを緩和させた



（参考）地域福祉推進拠点　愛称応募まとめ
愛称 愛称（フリガナ） 愛称の説明 備考

51 うけとめビューロー ウケトメビューロー
地域の困りごとを丸ごと受け止める施設ということ
で、うけとめビューローとしました。

52 コモド八王子 コモドハチオウジ
コモドというのは音楽用語で気楽にという意味にな
りますが、気楽にきてほしいというイメージから、
この名前にしました。

53 君.僕 キミドットボク 小数点以下は僕

54 ウェルはちおうじ ウェルハチオウジ
福祉を意味する英語のwelfareからウェルの音を取
り、より良いを意味するwellの音と掛けています。

55 あいさぽーと アイサポート
地域福祉の専門職たちが、様々な困りごとの相談を
受け付け、問題解決に向けて愛情を込めサポートを
行う場所を思い浮かべ、名付けました。

要項規定により除外

56 ウィズポート ウィズポート

一緒に＝withの「ウィズ」と、支援＝supportの
「ポート」、拠点＝portの「ポート」を組み合わ
せ、地域福祉の専門職たちが様々な困り事の相談を
受け付け、本人や地域の人たちと一緒になって問題
解決に向けサポートを行う拠点（ポート）の意で、
名付けました。

57 Live　Happily リブ　ハピリー 全ての市民が幸せに生きられるように。

58 ボランコ ボランコ

 ボランコ
 ボランティア活動とブランコを合わせました。

ブランコは誰もが乗って楽しい遊び道具です。ま
た、人に押してもらうことで、さらにチカラ強くこ

 ぐことが出来る。
イメージ的には、アルプスの少女ハイジが乗ってい

 るイメージ。
自分だけでは、限界があるブランコも人から押して
もらう。人の手助けがあることで、更に、もっとこ

 ぐことができる。
 そうすればみんな、笑顔になる。元気になる。

 そういうイメージで考えました。
 よろしくお願いいたします。

59 ココロトコロ ココロトコロ 心の拠り所という意味です

60 八王子しあわせみらいセンター ハチオウジシアワセミライセンター
自然があふれ、暮らしやすい八王子市内での生活の
中でそれぞれの幸せ、未来を実現するための居場所
であることを伝える。

61 sou-kaiセンター ソウカイセンター

 相談(soudan)から解決(kaiketsu)へ。→sou-kai
相談した方々が爽快(soukai)になれる地域福祉推進

 拠点を目指します。

62 ウィズ ウィズ
ともに　係わりあって　ともに　解決していこう
という意味

要項規定により除外

63 優絆 ユウキ
優しい絆とたくさんの勇気が生まれる場になりと信
じて。

64 一歩一歩 イッポイッポ
悩みや問題点。簡単に解決しない難しいことばか
り。だからこそ焦らず助け合いながらに一歩一歩前
に進んでいこうという意味。

要項規定により除外

65 八王子福祉ピボ ハチオウジフクシピボ
バスケットボール用語のピボットを用い、拠点とし
ての機能、コミュニティの形成を計ることを期待し
ます。

66 ウエルカム八王子 ウエルカムハチオウジ 地域拠点としていらっしゃい八王子へを願って

67 ライフ・テル・ハチオウジ ライフ・テル・ハチオウジ
ライフは生活、テルは（話す、語る、言う、述べ
る、知らせる、）など話し合える場が八王子の各所
にある。

68 ウェルフェア一センター ウェルフェアセンター

　市の包括的な相談窓口である「地位福祉推進拠
点」について市民の視点からイメージとして浮かび
上がってくる言葉を考えると、「福祉」と「中心の
組織」ではないかと思われます。この言葉にれに該
当する英語はそれぞれ「ウェルフェア」と「セン
ター」です。この言葉を合わせると「ウェルフェア
センター」になります。この言葉だけだと、スポー
ツクラブと間違われる可能性があると思われるた
め、頭にで行政機関であることが分かるように「八
王子市」という言葉を冠して「八王子市ウェルフェ

 アセンター」と考えました。
この呼び方にすると、日本語で例えば「八王子市地
域福祉推進拠点」とするよりも市民に親しみやす
く、何か新しい取り組みが始まるのではないかとい
う期待感も感じさせる呼称になるのではないかと思
います。



（参考）地域福祉推進拠点　愛称応募まとめ
愛称 愛称（フリガナ） 愛称の説明 備考

69 しあわせ相談所 シアワセソウダンジョ

地域福祉推進拠点では、相談を受け、住民の【幸
せ】を目指しているので、そのことが分かるように
シンプルな愛称を作りました。また、子供からお年
寄りの方まで簡単に覚えられ、親しみやすいものに
するため、【幸せ】を【しあわせ】としました。ま
た、相談できる場所ということを伝えるため、【相
談所】という言葉をプラスし、誰でも分かるように
工夫しました。採用していただけると嬉しいです。

70 包括支援拠点 ホウカツシエンキョテン
「地域住民に包括的な支援体制を推進する拠点であ
る」と言う意味合いを、簡潔に表現しました。

要項規定により除外

71 こくふくねっと八王子 コクフクネットハチオウジ

わかりやすくイメージしやすい愛称を意識して考え
ました。「こくふく」は生活の苦手な部分や困って
いる事を寄り添い解決できるような意味がありま
す。「ねっと」は網のようにそれぞれの拠点が連携
し合い協力できる意味あいがあります。こくふく
ねっとをひらがなにした理由は、ひらがなの方がや
さしく書きやすく全ての人に配慮した文字になって
いるからです。

72 C H i W el（チィウェル）八王子 チィウェルハチオウジ
地域の中の世代間交流がふれあえる開かれた施設に
なってほしい願いを込めて名付けました。

73 きかせてスポット キカセテスポット
ひとりで悩まないで話をきかせてほしい、そして一
緒に問題を解決したいという、施設の思いを表現し
ました。

74 福ニコ　コミテイ フクニコ　コミテイ
「身近な地域福祉で、少しでも笑顔になって欲し
い」と、願いを込めました。

75 八王子クローズパートナーホーム ハチオウジクローズパートナーホーム

困りごとを相談できる親しい（クローズ）パート
ナーがいる、家庭（ホーム）のような温かみのある
施設になってほしい、という願いをこめた愛称で
す。

76 八王子の福祉王子 ハチオウジノフクシオウジ 福祉の王子様 要項規定により除外

77 八王子福祉相談所 ハチオウジフクシソウダンジョ

 八王子福祉相談所。略して『八福』。
高齢者にとっては愛称の意味が分かりづらくなって
いる世の中。カタカナ、英語その意味を理解されて
いないなら、日本語でいいですよね？そして、読ん
ですぐ分かることで相談していいんだと分かって貰

 えたらと思いました。
老々介護を目にして分かったことは、家族の介護だ
けでも大変な毎日のご家族に向けるのなら、本当に
この世代にあったネーミングにすることです。他に
もたくさんの候補があると思いますので、どうか対
象になる方の年齢向きに愛称が指定される事を祈り

 ます。
『八福』八王子の皆さんに幸福がありますように。
コロナの中、大変な中、福がきますようにの願いを

 込めて。
 
良く最近は都知事などの会見を目にしますが、３０
代の私でさえも横文字で言われるとスマホで検索し

 ないと意味が理解出来てません。
やはり日本人は日本語で伝えてほしいです。

78 八王子マイトリー ハチオウジマイトリー

マイトリーとはサンスクリット語で友情、深い慈し
みの心という意味です。八王子市民のために様々困
りごとを慈悲深い対応で対応していくという意味を
込めて考えました。

79 かなエール カナエール
パンフレットをよんで、いろんな人の夢をかなえる
ばしょだと思ったので、夢をかなえる「かなエー
ル」はどうかなと考えました。

要項規定により除外

80 さぽてらす サポテラス

さぽ（サポート）/てらす（照らす）/てらす
（terrace　テラス、安心してくつろげる場所）
から、地域で困っている方をサポートの光で照ら
し、安心して暮らせるようにする拠点、という愛称
です。

81 いきいき福祉 イキイキフクシ
行きやすく、生き生きとした生活を支援、相談出来
るような場所であってほしいとの意味を込めて。

82 ささえーる八王子 ササエールハチオウジ 八王子市の地域福祉を支え、応援(エール)する施設

83 ハチマール ハチマール
八王子の皆さんがその福祉施設を真ん中にして、た
くさんの温かい輪ができますのうにと願いを込め
て。

84 ふくCすぽっと フクシースポット

「福祉」という言葉と、コミュニケーションを英語
にしたときの頭文字「C」を合わせて、「ふくC」
という言葉を作りました。スポットはひらがなで表
記し、柔らかい印象と共に、親しみやすさを演出し
ました。



（参考）地域福祉推進拠点　愛称応募まとめ
愛称 愛称（フリガナ） 愛称の説明 備考

85 森の風 モリノカゼ
木をひとりの人間と見立て、その集合体の中で、さ
わやかに吹き抜ける風。　気持ちがやすらぐ森の風
のイメージ。

要項規定により除外

86 ウェルピア八王子 ウェルピアハチオウジ
八王子の福祉(well-being)の中心(ピア)となること
を意図して名付けました。

87 フクシアーク八王子 フクシアークハチオウジ

「福祉」と「シア（幸せ）」と「アーク（架け
 橋）」を合わせました。

福祉として困りごとを受け付け、本人や地域と共に
幸せに向かって考える架け橋となる愛称をイメージ

 しました。
また、地域と地域のみんなとつながる架け橋となる
意味合いもあります。

88 よりどころ八王子 ヨリドコロハチオウジ
だれが見てもイメージしやすいような場所の名前に

 なりますよう

89 八フクシン ハチフクシン

七福神のリズムで、八王子の「八」と「福祉」を組
 み合わせた愛称です。

フクシンとわざわざカタカナにしたのは、「どんな
ことでも打ち明けて相談できる相手」という意味の
「腹心」にも掛けているからです。

90 みんなの福祉の輪支援センター ミンナノフクシノワシエンセンター
福祉の輪が広がってほしいという願いと、皆が訪れ
やすくなるようになってほしいため。

91 ソルブ ソルブ
solve…問題などを解決するという意味からネーミ
ング

要項規定により除外

92 いどばたさん イドバタサン

昔、井戸の周りには、そこに暮らす人々が集まり、
助け合いながら暮らしてきました。困っているのを
見かけたらお節介が持ち寄られ、行き違いから生じ
た諍いは水に流され。先達たちから溢れる知恵の泉
は、未来に向かう若者たちの背中をそっと押してき

 ました。
こういった様に、かつては井戸端で、命を支える
「水」を介して「自助」「共助」そして「公助」と
いった循環が育まれてきた様に、敢えて「福祉」と
いう単語を用いなくてもこうした循環が自然発生し
ていく「場」となって行きますように、またそうし
た「場」への敬意もあり『いどばたさん』という名

 前を考えました。
出勤で八王子に通っており、地域の皆さんに可愛
がって頂いて楽しく働かせて頂いております。地域
の皆さま方が「自助」「共助」「公助」という循環
の中で、より豊かな毎日を過ごして行かれますよう
祈念いたしております。

93 八王子オアシス ハチオウジオアシス
市民の皆様の困難・困窮した場面での、オアシスと
なるような場所を表現致しました。

94 ささえつなぐ ササエツナグ

地域の福祉拠点として支えて、つながる施設となる
ことを願って「ささえつなぐ」と名づけました。八
王子市民のみなさんの支えになる頼りになる、愛さ
れる施設となることを願っています。

95 シェルター八王子 シェルターハチオウジ
困った時の緊急避難場所・一時避難場所的な空間を
表しました。

96 相愛(あいあい)ステーション８(はっち) アイアイステーションハッチ

話し相手や相談相手、愛する八王子、愛される八王
子、困りごとや誰かに何かを話したいだけの時にこ
そ、心の拠り所として気軽に立ち寄っていただく最
寄り駅のような愛される場所を目指して、あいあい
ステーション８(はっち)をご提案致します。八王子
の八と持続可能な施設を目指して縁起の良い末広が
りの８を使用しました。略称はあいあい、あいはっ
ち、はっちなどで、ミツバチのように一生懸命に働
く小さな命に寄り添うイメージでキャラクターをつ

 くることを合わせてご提案申し上げます。

97 希望の館 キボウノヤカタ あらゆる悩みを解決する施設となるように 要項規定により除外

98 SOLVE ソルヴ
英語の「solve」（解決する）をイメージして
「SOLVE」と表現しました。

要項規定により除外

99 止まり木 トマリギ
心休まる場所、小休止できる場所をイメージして
ネーミングしました。

要項規定により除外

100 あいサポ八王子 アイサポハチオウジ
「愛サポート八王子」を略して、呼びやすく覚えや
すく！優しさ、親しみ、心、繋がり、架け橋を意味
し、みんなが気軽に利用できる施設になるように！

101 キャン・ウォーク八王子 キャン・ウォークハチオウジ
市のスローガンの「あなたのみちを、あるけるま
ち」から発想しました。

102 てとて テトテ

手と手を携えて問題を解決へ導いていくイメージで
す。また手には優しく包み込む様な印象もある為、
気軽に訪れて相談して欲しいと言う願いも込めまし
た。

要項規定により除外



（参考）地域福祉推進拠点　愛称応募まとめ
愛称 愛称（フリガナ） 愛称の説明 備考

103 ねがいかなうとこ ネガイカナウトコ
訪れる誰もが帰るときには希望が持てる場所であり
ますように。

104 みなくるプラザ ミナクルプラザ

地域福祉の大切な拠点なので、皆が気軽に来られる
 場所という意味で、名付けました。

「みなくるプラザ○○」として、○○に各拠点の名
前を入れても、地域の人に覚えてもらいやすいと思
いました。

105 まちぐるみらい マチグルミライ
八王子市内の各地域ごとに「まちぐるみ」で、人そ
れぞれの生活相談に応じる「未来志向」の相談窓口
を表しました。

106 ほっとねっと八王子 ホットネットハチオウジ

地域での包括的な支援ということを念頭に考えまし
 た。

温もりを感じる支援であり利用者がほっとするだろ
うと考え、英語の「HOT」と日本語の「ほっとす
る」をかけて。また縦や横の繋がりを大切にし、福
祉は切れ目のない支援を目指していることから、繋
がりや人を困りごとから救い出す網をイメージした
「ネット」を用いました。

107 ハートフル八王子 ハートフルハチオウジ 市民によりそう心温まる場所なので

108 ウィーフーレ八王子 ウィーフーレハチオウジ

『ウィーフーレは』街全体みんな（ウィー）で福祉
に携わる方、利用される方それぞれにエール（フ
レーフレー）を送る意味で言葉を掛け合わせ造語で
考えました。ネーミングを通じ街全体で福祉に理解
を示し個人の尊厳が守られるきっかけになればと願
いを込め考えました。

109 ミマモル ミマモル 見守る場所 要項規定により除外

110 八王子あんしんスッキリホーム ハチオウジアンシンスッキリホーム

八王子市の市民の皆様、そして何かでお困りの方
が、老若男女問わず分かりやすいような愛称を目指
しました。悩みを相談しやすい「安心」感を持って
お越しいただける、そして「スッキリ」とした気持
ちで人も街も幸せになる、そんな拠点（ホーム）と
なることをイメージして願いを込めました。ご縁が
あって選んでいただけたら大変嬉しく思います。

111 ポート八王子 ポートハチオウジ
拠点が市民の方々の母港であり、有事の際には寄港
地となるよう名付けさせて頂きました。

112 komattara コマッタラ

日常の困り事の相談窓口であるいうことを端的に分
 かりやすく表現した。

小文字のアルファベットにすることにより、可愛ら
しさと親しみやすさを求めた。

113 助かる和 タスカルワ

地域福祉推進拠点として地域の日々とが持つ課題の
解決を行うことにより、人々が助かるだけでなくそ
の人たちが新たな地域活性を行い新たな地域の輪を
つくり、地域全体に和をもたらすイメージです。

114 はちどりの輪 ハチドリノワ
幸せを運んでくるといわれるハチドリにちなんで地
域の拠点として愛されてほしい。

115 ハチ・テラス ハチテラス
八王子（ハチ）の地域福祉の拠点として、皆さんの
心を明るく照らす（テラス）ような場所であってほ
しいと思い名付けました。

116 コミュニティケアセンター コミュニティケアセンター 地域福祉の拠点。 要項規定により除外

117 COCOT ココット ココロとココロをつなぐ場所をイメージしました。 要項規定により除外

118 ベンチ　八王子 ベンチ　ハチオウジ

赤ちゃんからお年寄りまで、困った時には、少しベ
ンチで休んだり、お話をしたりすることができるよ
う、包括福祉拠点のイメージを、ベンチの名前に込
めました。

119 ハピパチセンター ハピパチセンター 八王子のハッピーな場所になるように考えました。

120 ミナクル ミナクル
皆が来る、集まる場所という想いを込めて作成しま
した。

121 地域密着なんでも相談窓口 チイキミッチャクナンデモソウダンマドグチ
いつでも、気楽に地域の特有な、あるいは住民の相
談にのれる場所をアピールしたいという思い

122 ふくしーる フクシール
福祉＋知る＝ふくしーるとしました。課題を知り、
一緒に解決策を考える形をあらわしています。

123 カワセミ館 カワセミカン

川口川にはかわせみがいます。体は美しい瑠璃色を
しており「空飛ぶ宝石」と言われます。翡翠のよう
に光輝く（光輝光麗者）の支援の拠点の願いを込め
て命名しました。

124 たんぽぽ タンポポ 明るく、楽しく前向きに生きるさま。 要項規定により除外

125 みんながつながる相談拠点 ミンナガツナガルソウダンキョテン
つながることの出来る場として、気軽に来れる所を
イメージしました。

126 さぽふく サポフク
地域福祉の専門職の方を手助け、サポートをする場
所であることから”福祉”の「福」と”サポート”の
「サポ」という言葉を合わせて表現しました。



（参考）地域福祉推進拠点　愛称応募まとめ
愛称 愛称（フリガナ） 愛称の説明 備考

127 おおきなふくし802 オオキナフクシハチオージ
包括的な相談窓口を「大きな福祉」と分かりやす
く、ひらがなで親しみやすく表現した。802は八王
子の語呂合わせ。

128 ハチワタシ ハチワタシ

八王子の「ハチ」と「ハシワタシ（橋渡し）」とい
う言葉を組み合わせました。CSWが受けた相談ご
とを解決できるように地域のさまざまな力との橋渡
し役を担うことにちなんで名付けました。

129 ウェルカムサポート ウェルカムサポート おいでよ楽しい未来の話できるといいね。 要項規定により除外
130 夢楽里 ユラリ 楽しく夢あふれる場所 要項規定により除外

131 愛設計センター（Love design center） アイセッケイセンター

人々が、市民がお互いに手を取りあって（東日本大
震災時に3か月間福島いわき市にボランティアに参
加してました。いつ自分が、家族が、友人が、隣人
が、の思いです。ハチドリの消防士です。）

132 ハッチーよろず相談所 ハッチーヨロズソウダンジョ
八王子の何でも相談ができる所ということを言いや
すく親しみやすく伝えられたらと思って

133 コミサポ コミサポ

地域福祉を英語でCommunity welfareということ
で、そして推進拠点がそれを支援（英語support）
することからcommunityの「コミ」とsupportの
「サポ」を紡いでネーミングしたものです。

要項規定により除外

134 ココサポ ココサポ

地域福祉を英語でCommunity welfareということ
で、相談をconsultation、そして推進拠点が支援
（英語support）することからそれぞれの語頭等を
つなぎ合わせてCOCOSUPOとし、これをカタカナ
表記にしてネーミングしたものです。

要項規定により除外

135 くるまざ クルマザ 要項規定により除外

136 八王子お困りネット ハチオウジオコマリネット

地域福祉に関する幅広い”困りごと”に対し、幅広く
受け入れる意味の”ネット”と必要なサポートにつな
げたり、コミュニティ同士をつなげるネットワーク
としての”ネット”という２つの”ネット”の意味があ
ります。よろしくお願いします。

137 ラブリーコミュニティ ラブリーコミュニティ
安心して相談ができ敷居が高くないイメージ。ラブ
リーなので、誰からも愛される拠点になるように

138 おいでー屋 オイデーヤ
近くにあり、何でも、いつでも相談でき、軽い気持
ちで行ける場所を意識した。

139 福祉相談センター「ふくふく」 フクシソウダンセンター「フクフク」
誰もが寄りそえるような相談センターであり、親し
みがわかるように。

140 にっこり相談所 ニッコリソウダンジョ
気軽に相談してにっこり笑顔で帰って行かれるよう
な場所であってほしいという願いを込めました。

要項規定により除外

141 福祉にこにこ相談窓口 フクシニコニコソウダンマドグチ いつも笑顔いっぱいで過ごす！

142 地域かけはしセンター チイキカケハシセンター

「困りごと」の解決のため、相談員や公的機関、
サービス、ボランティア団体などと、地域に暮らす
人をつなぐかけ橋のような施設、という意味を込め
ました。地域に開かれた施設なので、省略しすぎ
ず、どなたでも一見してどのような施設かわかるよ
うな名称を心がけました。

143 みんなの相談窓口（みんそう） ミンナノソウダンマドグチ
誰でもみんなが何でも相談窓口であってほしいとの
思いで考えました。ありきたりですが。

要項規定により除外



 

令和３年度第１回八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

（書面開催）説明資料 

  
 
 この度は八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会委員に御就任いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

 先般御連絡しましたとおり、当初５月２４日に開催予定としておりました社会福祉審議会

地域福祉専門分科会につきましては、書面による開催とさせていただきます。本来社会福祉

審議会は、委員皆様にお集まりいただき、内容の確認、議事の審議をいただくところですが、

現在におきましても新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、感染拡大防止のための

対応となりますので、何卒御理解いただくようお願いいたします。 

 本資料は、本来であれば開催する際に、事務局から御説明させていただく内容をまとめ、

説明資料としたものになります。内容を御確認いただき、審議事項の御回答も含めて令和３

年度第１回社会福祉審議会地域福祉専門分科会の書面による開催とさせていただきたいと思

います。 

 
 
八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会会長の選任について 
 

送付資料等：資料２、資料３ 

・令和３年（２０２１年）４月１４日に書面により開催いたしました、八王子市社会福祉審

議会において、八王子市社会福祉審議会の会長を和田清美委員に御就任いただくこととな

りました。 

・書面開催時にも御説明させていただきましたが、八王子市社会福祉審議会条例（資料２）

では、第６条第１項において、審議会に、社会福祉における専門的な事項を調査審議等す

るため専門分科会を置くこととしており、また第６条第３項に基づき、委員の皆様には和

田会長により地域福祉専門分科会への指名も済み、指名書の送付もさせていただいている

状況となっております。 

・また、各専門分科会では、同条例第６条第４項において、互選により会長を定めることと

なっており、今回の書面開催では、八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会の会長を

決定する必要がございます。 

・本来であれば皆様にお集まりいただき、互選により選出することとしておりますが、書面

による開催としたことから、今回につきましては事務局から事務局案を出させていただき、

委員の皆様に御審議いただきたいと考えております。 

・つきましては、事務局案を資料３にまとめましたので意見書にて御提出いただくようお願

いいたします。なお御提出につきましては、ＦＡＸ、メール（同内容であれば別様式でも

可）、郵送によりお願いいたします。 

 
◆審議内容等 

別紙意見書により御回答願います。 

本意見書の提出をもって今回の書面開催の出席とさせていただきますので、 

お手数ですが、５月３１日（月）までに御提出願います。 

 

 

資料１ 



 

地域福祉推進拠点の愛称の決定について 
 

 送付資料等：資料４、資料５、資料６ 

【地域福祉推進拠点とは】 

・八王子市社会福祉協議会（以下「社協」という。）が第２次いきいきプラン八王子（八王子

市地域福祉推進計画）に基づき設置を行うこととし、コミュニティソーシャルワーカー（以

下「ＣＳＷ」という。）が常駐し、「地域の身近な相談の場」「地域活動の支援の場」「地域の

力がつながる場」として、平成２６年１２月より開設を進めております。 

・八王子市においても、平成３０年３月に策定した「第３期八王子市地域福祉計画」におい

て、『“多様化する福祉課題に対する包括的な相談・支援体制の推進”を図り、そのコーデ

ィネート役として、各機関との連携を図る役割を担う社協との連携を図り、適正な人員体

制や活動拠点の確保・整備など、その体制強化を実施する』こととしており、地域福祉推

進拠点の設置について社協と調整を進めてきております。 

・令和３年４月時点で、市内に９か所の地域福祉推進拠点を開設済であり、本年４月からは

重層的支援体制整備事業の一環として市の事業として社協へ委託しております。 

 ＣＳＷとは・・・地域で生活していく上で、どこに相談すればよいかわからない“困り 

ごと”などの相談を受け付け、地域のさまざまな力をつなげて解決で 

きるようお手伝いを行う社協の職員です。 

 

【重層的支援体制整備事業】 

・国は地域共生社会の実現に向けて、令和２年６月に社会福祉法を改正し、市町村における

包括的な支援体制の構築のため「重層的支援体制整備事業」を実施することとしました。 

・市町村の任意事業としているものの、本市では本年度より社協に委託を行うことにより実

施しております。 

・重層的支援体制整備事業では、既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複

雑化・複合化した支援ニーズに対応する「包括的な相談支援体制の構築」をするものとし

ており、地域福祉推進拠点や各専門相談機関を中心とした包括的相談体制を構築します。 

・地域福祉推進拠点は、「断らない相談窓口」として、各専門機関をはじめ、地域のさまざま

な力につなげることで解決に結びつけます。市では、地域福祉推進拠点の施設の認知度を

高め、市民にとってより親しみやすく利用しやすい窓口とすることで、本市の包括的な支

援の取組を推進することを目的として、愛称募集を実施いたしました。 

 

【愛称募集について】 

・地域福祉推進拠点の愛称募集については、市の広報、ホームページ等を通じて、４月１日

から３０日までの１か月間募集を行いました。（資料４） 

・応募は市内外より１４３通あり、このうち同一人物からの複数応募や、類似の施設等との 

 重複名称などを除いた１０４件を選定の対象といたしました。 

・第１次審査については、地域福祉推進拠点で事業を実施してきている社協において、選考

対象を９件に絞り込みました。 

・今回、選考対象として絞り込みを行った９件について、委員の皆様に選考していただく 

 ようお願いいたします。選考につきましては、愛称募集要項の選定基準にあるように、 

 （１）施設の目指す姿や特徴がイメージできるもの 

 （２）覚えやすく親しみやすいもの 

 を基準として選考いただくようお願いいたします。なお基準（４）にある「他の応募者と

の愛称の重複」は今回ございませんでした。また基準（３）については、事務局で確認いた

します。 

・選考方法は、委員の皆様に原則上位３件を選んでいただき、それぞれ上位から３点、２点 

 １点とし、委員の皆様の合計点で決定することといたします。 

 



 
◆審議内容等 

別紙、「地域福祉推進拠点愛称募集地域福祉専門分科会委員選考シート」によ

り御回答願います。 

意見書と本書の提出をもって今回の書面開催の出席とさせていただきますの 

で、お手数ですが、５月３１日（月）までに御提出願います。 

 

 

 

 

以上御審議のほどよろしくお願い致します。 
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○八王子市社会福祉審議会条例 

平成２６年９月２４日 

条例第３０号 

（設置） 

第１条 社会福祉に係る施策に関する事項について調査審議するため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、市長の附属機関として、

八王子市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる社会福祉に係る施策に関する事項につ

いて調査審議し、答申する。 

(１) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７条第１項に規定する社会福祉に関す

る事項（同法第１２条第１項に規定する児童福祉に関する事項を含む。） 

(２) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７７条第１項各号に掲げる

事項 

(３) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第１７条第３項、第２１条第２項及び第２２条第２項に関する

事項 

(４) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく介護保険事業の円滑な運営に関

する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉について市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 社会福祉事業に従事する者 

(２) 学識経験者 

(３) 市議会議員 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことがで

きる。 

４ 前項の臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項の調査審議が終了したときは、解

資料２ 
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職されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 審議会の会長は、委員の互選により定める。 

３ 審議会の会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 審議会の副会長は、審議会の会長が指名する。 

５ 審議会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

３ 第３条第３項の規定により臨時委員を置いた場合における前２項の規定の適用につい

ては、臨時委員は、委員とみなす。 

（専門分科会） 

第６条 審議会に、社会福祉における専門的な事項を調査審議等するため、次に掲げる専

門分科会を置く。 

(１) 地域福祉専門分科会 

(２) 民生委員審査専門分科会 

(３) 高齢者福祉専門分科会 

(４) 障害者福祉専門分科会 

(５) 児童福祉専門分科会 

２ 市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ、審議会に専門分科会を置くことがで

きる。 

３ 専門分科会は、審議会の会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

４ 専門分科会に会長を置き、当該専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選により定

める。 

５ 専門分科会の会長に事故があるとき、又は専門分科会の会長が欠けたときは、あらか

じめ専門分科会の会長の指名する委員がその職務を代理する。 

６ 第４条第３項の規定は専門分科会の会長の職務について、前条の規定は専門分科会の

会議について、それぞれ準用する。 
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７ 審議会は、その定めるところにより、専門分科会の決議をもって、審議会の決議とす

ることができる。 

（部会） 

第７条 前条第１項第４号に規定する障害者福祉専門分科会に、次に掲げる部会を置き、

その所掌事項は、次に掲げる部会の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とす

る。 

(１) 障害程度審査部会 社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５号）第３条第１

項に規定する身体障害者の障害程度の審査に関する事項 

(２) 自立支援医療機関審査部会 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項に規定する指定自立支援医

療機関の指定に関する事項 

(３) 指定医審査部会 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１

項に規定する医師の指定に関する事項 

２ 前項に定めるもののほか、専門分科会は、その決議に基づき、専門分科会に部会を置

くことができる。この場合において、専門分科会は、速やかにその旨を市長に報告しな

ければならない。 

３ 部会は、専門分科会の会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

４ 部会に会長を置き、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。 

５ 部会の会長に事故があるとき、又は部会の会長が欠けたときは、あらかじめ部会の会

長の指名する委員がその職務を代理する。 

６ 第４条第３項の規定は部会の会長の職務について、第５条の規定は部会の会議につい

て、それぞれ準用する。 

７ 審議会及び専門分科会は、その定めるところにより、部会の決議をもって、審議会の

決議とすることができる。 

（関係者の出席） 

第８条 審議会、専門分科会及び部会の会長及び副会長は、調査審議のため必要があると

認めるときは、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出

を求めることができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。 

（委任） 
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第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会、専門分科会及び部会の運営について必

要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（八王子市子ども・子育て支援審議会条例の廃止） 

２ 八王子市子ども・子育て支援審議会条例（平成２５年八王子市条例第３３号）は、廃

止する。 

（八王子市介護保険条例の一部改正） 

３ 八王子市介護保険条例（平成１２年八王子市条例第２６号）の一部を次のように改正

する。
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八王子市社会福祉審議会地域福祉専門会長の選任について 

 
 

令和３年（２０２１年）４月１日から令和６年（２０２４年）３月３１日を任期とす
る、第三期八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会会長について、八王子市社会福
祉審議会地域福祉専門分科会事務局案として下記のとおり推薦いたします。 
 
 

記 
 
 
１ 推薦委員名 
  和田 清美 委員 
 
２ 推薦理由 
   和田委員は、令和３年４月１４日付で書面による開催とした、令和３年度第１回

八王子市社会福祉審議会において、令和３年４月１日から令和６年３月３１日を任
期とする、第三期八王子市社会福祉審議会会長に、審議会委員互選により御就任し
ていただいております。 

また、平成２７年に八王子市社会福祉審議会が組織されて以来、第一期、第二期
と引き続き社会福祉審議会委員に御就任いただき、平成２８年からは、地域福祉専
門分科会会長として「第三期八王子市地域福祉計画」の策定に御尽力いただきまし
た。 

   八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会事務局としては、こうした経歴も含
めて、第三期八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会においても、引き続き和
田委員に会長に御就任いただき、社会福祉審議会の運営に御尽力いただきたいと考
えております。 

 
３ 所属 
  東京都立大学客員教授（学識経験者） 
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地域福祉推進拠点の
「愛称」を募集します！

市の包括的な相談窓口である「地域福祉推進拠点」をより多くの方に知ってもらい、親しみを持って利
用してもらえるように愛称を募集します。（詳しくは、裏面の募集要項をご覧ください。）

募集期間 令和3年（2021年）4月1日（木）～4月30日（金）（必着）

◇「地域福祉推進拠点」ってどんなところ？

地域福祉推進拠点では、地域福祉の専門職であるCSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）が、地域

で生活していくうえで、どこに相談すればよいかわからない「困りごと」を受け付け、本人や地域の方々と
共に問題解決に向けて一緒に考えていきます。令和3年4月現在、市内9か所に設置をしています。

◇これからの八王子市の取組について

令和2年6月に公布された改正社会福祉法により、 「重層的支援体制整備事業」が令和3年4月に施行

されます。これは、既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かし、地域住民の複雑化・複合化した
支援ニーズに対応する包括的な支援体制を各自治体において構築するものです。本市では、令和3年4
月から「重層的支援体制整備事業」に取り組んでいきます。

エリア 所在地

石川 石川町481 石川事務所2階

川口 川口町908-1 川口事務所1階

恩方 下恩方町3395 恩方事務所１階

浅川 高尾町1652-1 浅川市民センター1階

大和田 大和田町5-9-1 大和田市民センター3階

台町 台町3-20-1 台町市民センター1階

由井 片倉町702-1 由井市民センター1階

由木 下柚木2-10-6 由木中央市民センター1階

由木東 鹿島111-1 由木東事務所内

愛称募集ホームページ 応募・お問い合わせ先

八王子市HP下部の「募集」内

の「地域福祉推進拠点愛称募
集」、または右のQRコードから
アクセスできます。

八王子市福祉部福祉政策課
電話：042-620-7241 FAX：042-628-2477
電子メール:b440100@city.hachioji.tokyo.jp
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地域福祉推進拠点 愛称募集要項

募集内容 地域福祉推進拠点の愛称 ※施設全体で一つの愛称とします。

選定基準

（１）施設の目指す姿や特徴がイメージできるもの
（２）覚えやすく親しみやすいもの
（３）自作かつ未発表のもので、第三者が有する著作権等の権利を侵害しないもの
（４）他の応募者と愛称が重複する場合は、愛称の説明を加味して選定を行う。

応募資格 どなたでも応募できます。

募集期間 令和3年（2021年）4月1日（木）から4月30日（金）まで（必着）

応募方法
（１）要項下部の応募用紙による応募。必要事項を記入し、郵送、FAXにて下記応募先まで送
付。または、下記応募先へ直接持参、各地域福祉推進拠点に設置された回収箱に投函。

（２）愛称募集HP（表面参照）の応募フォームによる応募。

選定方法 選定基準に基づき、市長が決定します。

結果発表 結果は、採用作品応募者本人に直接通知するとともに、市広報及びHP等で公表します。

賞 採用作品応募者には賞品を贈呈します。

その他

（１）応募作品は返却しません。また、応募に伴う一切の費用は、応募者負担となります。
（２）応募は一人につき１点までとします。
（３）採用作品に関する一切の権利は八王子市に帰属するものとします。
（４）採用作品は、施設のサイン、広報紙やホームページへの掲載など、広く使用します。
（５）応募いただいた方の個人情報は、愛称募集に関わる事項以外には一切使用しません。
（６）採用作品応募者の個人情報の取り扱いについては、応募された段階で同意を得られた
ものとし、採用作品とともに氏名、住所(市町村名まで)、職業(例：会社員、高校生)等を報
道機関や広報紙、市ホームページ等で公表します。

応募先
八王子市福祉部福祉政策課 〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1 1階（25番窓口）
電話：042-620-7241 FAX：042-628-2477 電子メール:b440100@city.hachioji.tokyo.jp

‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ き り と り ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ ‾

地域福祉推進拠点 愛称応募用紙
八王子市福祉部福祉政策課宛 令和3年（2021年） 月 日

氏名（フリガナ） 年齢 歳

住所
（〒 - ）

電話番号 職業

メールアドレス（任意）

愛称（フリガナ）

愛称の説明 ※愛称の意味や愛称に込めた思い等を記入してください。



 
地域福祉推進拠点の愛称選定について 

 
 
  改正社会福祉法に基づいた、「重層的支援体制整備事業」を本市において令和 3 年（2021

年）４月から開始したことを踏まえ、本市の包括的な相談窓口である地域福祉推進拠点の
認知度を高め、市民にとってより親しみやすく利用しやすい窓口とすることを目的に、施
設の愛称募集を行いました。 

  つきましては、下記のとおり地域福祉専門分科会委員による愛称の選考を依頼いたし
ます。 

 
記 

 
１ 愛称募集の概要 
  別紙「愛称募集要項」のとおり 
 
２ 選考候補 
  別紙のとおり（9 件） 

※選考候補は、応募総数 143 件（別紙のとおり）の内、募集要項の規定により 39 件
を除外した 104 件の中から、地域福祉推進拠点の運営主体である社会福祉協議会に
おいて 9 件を選出。 

 
３ 選考方法 
（１）各委員による選考 

別紙「愛称募集要項」の選定基準に基づき、各委員において愛称候補を１位～３
位まで選出し、選考シートにより福祉政策課へ提出する。 

（２）集計 
選考シートを事務局において集約し、１位＝3 点、２位＝2 点、３位＝1 点として最

高得点のものを地域福祉専門分科会による決定候補とする。なお、同点となった場合、
１位票の多い方とし、1 位票まで同数となる場合は、地域福祉専門分科会会長により決
定する。 

 
４ その他 

決定候補に基づき市長による意思決定を行い、市広報等で周知する。 
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地域福祉推進拠点　愛称候補
番号 愛称 愛称（フリガナ） 愛称の説明

1 地域相談ささえーる チイキソウダンササエール
地域住民が「支え合う」共生社会、地域住民の取り組みを後押しし、「エール」を交わし合う拠点にという思いを込めました。
（例）「地域相談ささえーる台町」、「地域相談ささえーる大和田」など

2 はちまるサポート ハチマルサポート
地域住民の困り事を身近で気楽に何でも「丸ごと」相談できる場、地域の複合化・ 複雑化した課題を包括的に「丸ごと」受け止め
る場、解決に向けて地域住民や関係機関などと「丸ごと」連携しながら支援、推進していく場として「八王子まるごとサポートセ
ンター」の略称「はちまるサポート」という愛称にしてみました。

3 地域寄り添いセンター チイキヨリソイセンター
地域に身近に相談できる場所とのことなので、社協で働いている人達は地域の人に寄り添って働いていると思い名前を考えまし
た！

4 八王子福祉相談所 ハチオウジフクシソウダンジョ

 八王子福祉相談所。略して『八福』。高齢者にとっては愛称の意味が分かりづらくなっている世の中。カタカナ、英語その意味を
理解されていないなら、日本語でいいですよね？そして、読んですぐ分かることで相談していいんだと分かって貰えたらと思いま

 した。老々介護を目にして分かったことは、家族の介護だけでも大変な毎日のご家族に向けるのなら、本当にこの世代にあった
ネーミングにすることです。他にもたくさんの候補があると思いますので、どうか対象になる方の年齢向きに愛称が指定される事

  を祈ります。『八福』八王子の皆さんに幸福がありますように。コロナの中、大変な中、福がきますようにの願いを込めて。
良く最近は都知事などの会見を目にしますが、３０代の私でさえも横文字で言われるとスマホで検索しないと意味が理解出来てま

 せん。やはり日本人は日本語で伝えてほしいです。

5 ささえーる八王子 ササエールハチオウジ 八王子市の地域福祉を支え、応援(エール)する施設
6 地域密着なんでも相談窓口 チイキミッチャクナンデモソウダンマドグチ いつでも、気楽に地域の特有な、あるいは住民の相談にのれる場所をアピールしたいという思い

7 さぽふく サポフク
地域福祉の専門職の方を手助け、サポートをする場所であることから”福祉”の「福」と”サポート”の「サポ」という言葉を合わせ
て表現しました。

8 ハッチーよろず相談所 ハッチーヨロズソウダンジョ 八王子の何でも相談ができる所ということを言いやすく親しみやすく伝えられたらと思って

9 地域かけはしセンター チイキカケハシセンター
「困りごと」の解決のため、相談員や公的機関、サービス、ボランティア団体などと、地域に暮らす人をつなぐかけ橋のような施
設、という意味を込めました。地域に開かれた施設なので、省略しすぎず、どなたでも一見してどのような施設かわかるような名
称を心がけました。



地域の身近な相談窓口

〒192-0063 八王子市元横山町1-29-3 八王子市ボランティアセンター内
電　話：042 -649 -8477　FAX：042 -649 -8478

社会福祉
法　　人 八王子市社会福祉協議会 支えあい推進課

地域福祉
推進拠点

谷地川

田島橋

JR
八
高
線

JR
八
高
線

59

中央自動
車道

中央自動
車道

石川市民
センター
石川市民
センター

地域福祉
推進拠点
石　川

田島橋
バス停
田島橋
バス停

〒192-0032
八王子市石川町481番地
石川事務所２階
電　話：042-649-3390 
交通案内：「田島橋」バス停下車
　　　　徒歩３分
駐車場：有

地域福祉推進拠点　石川

下川口
郵便局
下川口
郵便局

川口小学校川口小学校

川口中学校川口中学校

秋川街道
秋川街道

川口川

圏
央
道

圏
央
道

地域福祉
推進拠点
川　口

32

協和病院協和病院

川口事務所
バス停
川口事務所
バス停〒193-0801

八王子市川口町908番地１
川口事務所２階
電　話：042-652-9116
交通案内：「川口事務所」バス停
　　　　下車　徒歩１分
駐車場：有

地域福祉推進拠点　川口

将来的には
日常生活圏域内に
1箇所の開設を
目指しています。

地域のお困りごと

地域で活動したい

にご相談ください

開所日時 月曜日～土曜日　９：00～ 17：00
休　　日 石川・川口　 / 日曜日・祝日・年末年始

浅川・大和田 / 市民センター休館日・日曜日・祝日・年末年始

平成30年３月発行

甲州街道甲州街道

高
尾
街
道

高
尾
街
道

町
田
街
道

町
田
街
道

中央本線中央本線

京王高尾
線

京王高尾
線

南浅川

地域福祉
推進拠点
浅　川

川原宿
バス停
川原宿
バス停

高　尾高　尾

浅川小学校浅川小学校

〒193-0844
八王子市高尾町1652-1
浅川市民センター１階
電　話：042-629-9444
交通案内：JR・京王高尾駅北口
　　　　から徒歩８分
駐車場：有

地域福祉推進拠点　浅川

甲州街道甲州街道

浅川浅川

地域福祉
推進拠点
大和田

大和田
バス停
大和田
バス停

八王子八王子

南多摩
中等教育学校
南多摩
中等教育学校

16
号
バ
イ
パ
ス

16
号
バ
イ
パ
ス

京王八王子

京王八王子

20 号バイパス
20号バイパス

〒192-0045
八王子市大和田町5-9-1
大和田市民センター３階
電　話：042-649-3228
交通案内：「大和田」バス停
　　　　下車　徒歩３分
駐車場：有

地域福祉推進拠点　大和田

　通称「社協」と呼ばれ、社会福祉法に基づき
地域における地域福祉の推進役として全国に
設置されています。
　八王子市内において唯一の総合的地域福祉活動
を行う公共性の高い民間組織です。

　八王子社協では、地域の方が安心して暮らして
いく為に様々な事業を行っています。

　地域福祉推進拠点でも窓口を担っています。
　お気軽にお問合わせください。

●ボランティア登録・紹介
●ボランティア保険加入受付
●車イスの無償貸出し
●有償家事援助サービス
●サロン活動支援など

社会福祉協議会って何？

八王子社協の主な事業

地域の身近な相談の場
地域活動の支援の場
地域の力がつながる場

1.1.
2.2.
3.3.

地域福祉
推進拠点の
つの場３

地域のことは地域力で解決

suishin02
スタンプ

suishin02
スタンプ

suishin02
スタンプ

suishin02
スタンプ

suishin02
スタンプ



私たちにご相談
ください！

CSW

2. つなぐ

CSW　　　の相談支援の流れ

どこに相談したら
いいのかしら？

高齢者あんしん相談センター

保健所・保健福祉センター

障がい者の相談支援事業所

子ども家庭支援センター

その他の行政機関

町会・自治会・シニアクラブ

民生委員・児童委員

市民活動団体・NPO

地域のサロン団体

社会福祉法人・社会福祉施設

1. 相談受付

CSWの
３つの働き

地域課題・生活課題を受け付けます。
内容に応じて公的機関やサービスにつないだり、
地域の活動団体や資源との橋渡しを行います。
課題を解決するために専門機関をはじめ、地域の方と連携し、課題を
共有します。

地域課題・生活課題を受け付けます。
内容に応じて公的機関やサービスにつないだり、
地域の活動団体や資源との橋渡しを行います。
課題を解決するために専門機関をはじめ、地域の方と連携し、課題を
共有します。

2. 

3. 

1. 

地域福祉
の専門職（　　）

3. 

つ
な
が
る
（
地
域
力
で
解
決
）

暮
ら
し
や
す
い
地
域
づ
く
り
へ

安心した～♪

地域に気になる
人がいるけど…

地域のために何か
活動したい。

　CSWは、地域で生活していく上で、どこに相談
すればよいかわからない“困りごと”などの相談
を受け付け、地域のさまざまな力をつなげて解決
できるようお手伝いをします。

●相談無料です。（秘密は厳守します。）
●訪問相談も可能です。
ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。

地域福祉推進拠点では、社協の職員である
CSWが常駐し、高齢者や要援護者に限らず
全ての方を対象に、お困りごとの相談を受け
付けます。

はじめまして！
地域福祉の専門職
 C コミュニティ
 S ソーシャル
W ワーカー です。
お気軽にご相談ください！

CSWの
３つの心得

寄り添う
選ばない
見つけ出す

1.1.
2.2.
3.3.



地域福祉推進拠点愛称募集 

地域福祉専門分科会委員 選考シート 

 

委員名            
 

 

順位 愛称名 

1 位  

2 位  

3 位  

 

 

選定基準：「愛称募集要項」の選定基準のとおり 

 

5 月 31 日（月）までにメール、FAX 等で福祉政策課までご提出ください。 

担当：深澤・星野・鎌田 



【  意  見  書  】 

 

送付先 ： 八王子市福祉部福祉政策課（送付票不要） 

      〒１９２－８５０１ 八王子市元本郷町三丁目２４番１号 

      電話 ０４２－６２０－７２４０（直通） 

      FAX ０４２－６２８－２４７７ 

      Mail b440100@city.hachioji.tokyo.jp   

 

件 名 ： 令和３年度第１回八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会（書面開催）について 

 

送付者 ：                       

                           

＊審議事項等につきまして御記入ください。 

＊意見書の提出をもって会議出席といたします。 

令和 3 年（2021 年）   月   日 

【審議事項】 

（１）八王子市社会福祉審議会地域福祉専門分科会会長の選任について 

   事務局案に   □ 同意します 

           □ 同意しません 

   ※どちらかわかるように☑等をお願いいたします。 

（２）地域福祉推進拠点の愛称の選定について 

   地域福祉推進拠点愛称募集 地域福祉専門分科会 選考シートにより 

   御提出願います。 

 

【その他意見等】 

 

 

 

 

 

 

 

＊郵送、FAX 又は e メールで令和３年（２０２１年）５月３１日（月）までにお送りください。 

＊メールの場合は、様式の定めはございませんので、分かるように送付してください。 


