
開催日 センター名 区分 目的 検討内容 実施の成果 残された課題 地域課題会議や推進会議への課題

10月18日 旭町 地域課題
1.ケアマネジャーと民生児童委員等との顔の見える関係作
り。　2.既存の社会資源を知り、地域の課題を抽出・共有
する。

高齢者の食生活を通じて、地域の課題を探る。
・高齢者の食の問題点。
・既存の社会資源（配食サービス）のメリット、デメリッ
ト。

・第6地区民生児童委員、ケアマネジャー、CSW,生活支
援コーディネーターの顔合わせができた。
・高齢者が健康を維持する為の食事のポイントを学ぶ
ことができた。
・高齢者が抱える食の問題点を出席者で共有できた。
・高齢者が利用している配食サービスを試食できた。

経済的に余裕がなく、配食サービスを利用できない高
齢者の食の確保。

低所得の高齢者が経済的に負担できる金額で、健康を維持
するために必要な食事確保できる方法をご検討いただきた
い。

4月10日 大横 地域課題 本郷町住民の居場所をつくる。
「本郷町地域ケア会議」
公園での体操教室について。

本郷町で体操教室を開催することに町会のメインメン
バーに賛同いただいた。

体操教室の回数・時間・内容等。
町会会館がない町会での高齢者の居場所作り。（空き家の
活用など）

9月13日 恩方 地域課題
医療・介護が連携を図り相互理解を深め、地域課題を発見
し、医療が必要な高齢者が安心して暮らしていける地域作
りにつなげていく。

「医療・介護のネットワーク会議」
・医療、介護連携において「専門職として大切にしている
事」についてグループワークで幅広く検討する。より多く
の参加者が意見交換や交流できるように、ワールド・カ
フェ方式を採用した。

医療・介護連携の必要性を再認識する機会を設けるこ
とが出来た。特にヘルパーをはじめとする介護専門職
が医療関係者と対話することで、認識の違いや目標の
同一性が理解でき、連携の基礎である親和性が持て
た。

医療・介護連携の必要性は理解されているが、在宅医
療を含む地域包括ケアシステム構築のために、どのよ
うな取り組みが必要であるか。また、地域課題につい
て共通認識のずれ。

医療・介護・福祉の連携の継続。

4月11日 片倉 地域課題

・定期的に地域の自治会や民生委員との情報交換の場を持
つため。
・定期開催によって時期ごとの地域課題の発見（地域加地
の定点観察」的要素）につながるとともに、継続的な話し
合いを行うことを目的とする。

「片倉台見守りネットワーク運営会議（第6回）」
①消費者被害、特殊詐欺等に関する情報交換。

・地域でどのような手口がおうこうしているかを把握
することが出来たこと。
・情報共有ができ相互に注意すべき点が見えてきたこ
と。

どのように地域に対して広報啓発を行うか。

市に申請した自動通話録音機の設置について。
※警察は設置に来てくれるが、市は申請すると市役所に取
りに行かなければならず、市役所まで取りに行くことがで
きない高齢者は利用できない。

4月23日 片倉 地域課題
地域の状況に関する情報提供を定期的に行うとともに、前
回から今回までの各取り組み等の共有化を図る。また、今
後の取り組みについての検討を行う。

「平成31年度第1回　民生委員16-1・2地区　民生委員交流
会」　　　①消費者被害、特殊詐欺等に関する情報交換。

・様々な手口が横行していることの情報共有がはかれ
たこと。
・特に「市役所」を騙る電話が入っているという現状
を把握することができたこと。

今回把握した事を整理し、圏域内の被害状況の把握
と、被害に遭われた方々への支援等の体制、および、
地域で同様の被害を防ぐためには何が必要かを検討し
ていく。

令和元年度地域ケア会議（地域課題）開催状況について

資料２－３
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開催日 センター名 区分 目的 検討内容 実施の成果 残された課題 地域課題会議や推進会議への課題

5月28日 片倉 地域課題
地域における休憩場所の設置を通して、住民主体の社会資
源の発掘と開発、地域包括ケアに向けた住民菱木の向上を
図る。

「片倉台地域の移動支援、居場所づくり（第１３回）
・前回協議事項の報告。
・イス設置者からの意見等収集、使用状況等の現状確認。
住民への取り組み報告事項の最終検討。
・イス設置個所掲載の自治会マップの評価。
・POPの周知。

①イス設置者より、住民の利用状況を確認し、メン
バー間で情報共有が図れた。（利用者が増加してい
る）　　　　　　　　②イス設置者より、活動に対し
ての要望を確認し、要望に基づきメンバー間で新たな
取り組みを検討することが出来た。（イスの存在を
もっと住人に周知してほしい、イスを介在したイベン
ト等の実施提案）　　　　　　　　　　　　　　③話
し合いを行うことで、住民自らの活動への受胎的参加
意識を強めることが出来た。

・活動、取り組みの周知不足。
市全体の取り組みとして高齢者の移動時の休憩場所の検討
をし、高齢者の自立支援のための環境整備、住民の福祉の
向上に資する資源の開発が必要と思われる。

6月13日 片倉 地域課題
地域の状況等に関する情報提供を定期的に行うとともに、
前回から今回までの各種取り組み等を共有化を図る。ま
た、今後の取り組みについての検討を行う。

「片倉台見守りネットワーク運営会議（第6回）」
①消費者被害、特殊詐欺等に関する情報交換。
②「片倉台を話そう」（住民座談会）の持ち方について。
③日頃の「安否確認」について。
④その他情報交換。

　
・最近、地域でどのような手口が横行しているかを把
握することが出来た。
・情報共有ができ、相互に注意すべき点が見えてき
た。

消費者センターとの連携の取り方について（個人情報の取
り扱いの観点から）

6月25日 片倉 地域課題
地域住民等が一同に会し、地域のストレングスや課題等を
話し合ってもらい、今後の地域作りの意識付けを行う。

「住民座談会/片倉台を話そう会（第1回）」
①日頃の安否確認について。

4月に検討を検討した内容について具体的に自治会内で
見守りの体制構築に向けての検討がなされていること
が把握できた。

名簿作成後の見守り活動等について、必要に応じて助
言をしていく必要がある。

7月23日 片倉 地域課題
地域の状況に関する情報提供を定期的に行うとともに、前
回から今回までの各種取り組み等を共有化を図る。また、
今後の取り組みについての検討を行う。

「令和元年度第2回　民生委員16－1.2地区　民生委員交流
会（センター支援会議）」
①消費者被害、特殊詐欺等に関する情報交換。

・様々な手口が横行していることの情報共有が図れ
た。　　　　・業者が訪問をしたお宅で「探り」を入
れることで、スムーズに入り込む手口を使う、という
現状を把握することが出来た。
・これまではがきで「法務省管轄支部」という架空の
行政機関を偽っていたが、封書にて「民間訴訟最終通
達所」を送り、不安に思わせる特殊詐欺が横行しつつ
ある、という現状を把握することができた。

今回把握した事を整理し、圏域内の被害状況の把握
と、被害に遭われた方々への支援等の体制、および地
域で同様の被害を防ぐためには何が必要かを検討して
いく。

消費者被害や特殊詐欺における、市民への啓発手段につい
て。

8月8日 片倉 地域課題
地域の状況等に関する情報提供を定期的に行うとともに、
前回から今回までの各種取り組み等の共有化を図る。ま
た、今後の取り組みについての検討を行う。

「片倉台見守りネットワーク運営会議（第3回）」
①高齢者の自動車運転に関する情報交換

自治会にて実施している、いわゆる「青パト」のドラ
イバーについて、年齢制限を設けることで、リスク軽
減に努めていることが把握できたこと。

免許証を返納し、車を持たなくなった方々の移動手段
についてどうするかを検討する必要がある。

市内の安全運転支援装置促進事業取り組み業者に対して
の、高齢者に関する理解促進について。
※加齢に伴う認知機能や運動機能の低下について理解して
いただいたうえで、当該事業者が適切に対応ができるよう
になること（使用方法の十分な説明や必要に応じて相談機
関へ連絡をする、等）

8月27日 片倉 地域課題
地域における休憩場所の設置を通じて、住民主体の発掘と
開発、地域包括ケアに向けた住民意識の向上を図る。

「片倉台地域の移動支援、居場所づくり（第14回）」
・前回協議事項の報告（慈眼寺に新規イスの設置）
・イスのメンテナンス　　　・新規設置場所の検討
・周知方法の再考　　　　　・集いの場所検討

①新規にイスを設置でき、地域に資源を増やすことが
出来たことの情報共有、評価を行うことができた。
②今後のイスのメンテナンスに関しての必要性の確認
と、メンテナンスの具体的方策を検討することが出来
た。　　　　　　③住民同士が続ける機会、場所の検
討を行い休憩場所である公園の有効活動について意見
交換することが出来た。

集いの場所として公園等の有効活用。

市内全域においても同様のニーズを抱える高齢者は多く存
在する。そこで市全体の取り組みとして高齢者の移動時の
休憩場所の検討や、公園の有効活用、環境整備、住民の福
祉の向上に資する資源の開発が必要。

2



開催日 センター名 区分 目的 検討内容 実施の成果 残された課題 地域課題会議や推進会議への課題

10月10日 片倉 地域課題
地域の状況等に関する情報提供を定期的に行うとともに、
前回から今回までの各種取り組み等を共有化を図る。ま
た、今後の取り組みについて検討を行う。

「片倉台見守りネットワーク運営会議（第4回）」
①消費者被害、特殊詐欺に関する情報交換

・最近地域でどのような手口が横行しているかを把握
することが出来た。
・情報共有が出来、度後に注意すべき点が見えてき
た。

・地域住民に対して早急に新しい手口の広報啓発を行
う方法。
・不本意な契約をした場合の、消費生活センターへの
相談方法の周知。

10月29日 片倉 地域課題
地域の状況に関する情報提供を定期的に行うとともに、前
回から今回までの各種取り組み等を共有化を図る。また、
今後の取り組みについての検討を行う。

「令和元年度第3回　民生委員16-1・2地区　民生委員交流
会（センター支援会議）」
①消費者被害、特殊詐欺等に関する情報交換。

・台風直後に不安を煽るような業者が回っている、と
いう現状についての情報共有が図れたこと。

旬な詐欺被害についての、地域への周知方法。

11月19日 片倉 地域課題
地域における休息場所の設置を通して、住民主体の社会資
源の発掘と開発、地域包括ケアにむけた住民意識の向上を
図る。

片倉台地域の移動支援、居場所作り（第15回）
・前回協議事項の報告　　・新規設置地区、場所の検討
・集いの場所検討

①設置場所における状況変化、利用状況等参加者全員
で共有することができた。
②新規休憩場所の検討と、新たなイス設置者の情報共
有。　　③集いの場となりえるための仕掛け、機会づ
くりの検討。

・新規イス設置者へのヒアリング

市内全域においても同様のニーズを抱える高齢者は多く存
在する。その市全体の取り組みとして高齢者の移動時休憩
場所の検討や、公園の有効活用、環境整備、住民の福祉の
向上に資する資源の開発が必要と思われる。

11月26日 片倉 地域課題
地域住民が一同に会し、地域のストレングスや課題等を話
し合ってもらい、今後の地域づくりの意識付けを行う。

住民座談会/片倉台を話そう会（第2回）
・八王子市社協より、地域での支え合いが必要である主旨
の問題提起をもらい、また、地域共生社会の実現に向け
て、このような住民座談会が必要である旨を補足説明した
うえで、以下の住所等でグループ討議を行う。
・昨年度片倉台自治会が作成をされたマップをもとに、地
域の状況を自由に出し合ってもらい、参加者間での「地
域」の考え方等について共有。
・グループごとで「気になること」を共有化し、それにつ
いて話し合いを行う。
・話し合いの内容を踏まえて、個人レベル、自治会レベ
ル、関係機関との連携等、今後の取り組みの方向性を検討
する。

・地域住民同士で自由に話し合うことで、様々な視点
から地域を捉えなおすことが出来たこと。
・同じ悩みを抱えていることで「私だけではない」と
安心することができ、住民同士のつながりの強化にな
るとともに、住民のエンパワメントにつながったこ
と。　　　　　　　・国の流れ（地域共生社会の現
実）の現状を理解していただき、地域づくりの重要性
を、参加者全員で共通確認が図れたこと。

12月12日 片倉 地域課題
地域の状況に関する情報提供を定期的に行うとともに、前
回から今回までの各種取り組み等を共有化を図る。また、
今後の取り組みについての検討を行う。

「片倉台見守りネットワーク運営委員会（第5回）」
①消費者被害、特殊詐欺等に関する情報交換
②災害時の対応について
③公園を活用した介護予防について

①・最近、地域でどのような手口が横行しているかを
把握することが出来た。
・情報共有が出来、相互に注意すべき点が見えてき
た。　　　　・具体的に地域や関係機関が行うべきこ
との役割分担を行うことが出来た。
②・災害時の避難所開設等、行政の動きについて共有
ができた。
・それに伴い地域としての課題を把握し、共有ができ
たこと。
③・現時点での各公園での活動内容を把握し、関係者
間でできたこと。
・各公園で取り組まれている内容を把握し、今後の活
動の「拠点」にしていくという方向性を共有、確認し
たこと。
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1月28日 片倉 地域課題
地域の状況等に関する情報提供を定期的に行うとともに、
前回から今回までの各種取り組み等を共有化を図る。ま
た、今後の取り組みについての検討を行う。

「令和元年第3回　民生委員16-1・2地区　民生委員交流会
（センター支援会議）」
①消費者被害、特殊詐欺等に関する情報交換

台風3ヶ月を経過しても、いまだに業者が回っていると
いうことや、個別にメールを送り付けるという手口に
ついて情報共有が図れたこと

旬の詐欺被害についての、地域への周知方法。

2月13日 片倉 地域課題
地域の状況等に関する情報提供を定期的に行うとともに、
前回から今回までの各種取り組み等を共有化を図る。ま
た、今後の取り組みについての検討を行う

「片倉台見守りネットワーク運営会議（第6回）」
①消費者被害、特殊詐欺等に関する情報交換

・最近、地域でのどのような手口が横行しているかを
把握することが出来た。
・情報共有ができ、相互に注意すべき点がみえてき
た。　　　・具体的に地域や関係機関が行うべきこと
の役割分担を行うことができた。
・地域住民でスマホ講座を開催できる人材がいるとい
うことを把握できたこと。

2月25日 片倉 地域課題
地域における休憩場所の設置を通して、住民主体の社会資
源の発掘と開発、地域包括ケアに向けた住民意識の向上を
図る。

「片倉台地域の移動支援、居場所づくり（第16回）」
・休息場所の無いブロックの調査、住民へのヒアリング等
の実態調査。
・設置にあたっての役割分担。

①フィールドワークを通じて、設置必要箇所の情報共
有を図ることが出来た。
②既設置個所の現在の状況共有を図ることができ、新
たな花壇を設置する活動等が始まっていることなどを
参加者で確認できた。

東京工科大、サンライス幼稚園とどのような連携を図
り、どのような効果を期待するのかの具体的な検討。

市内全域においても同様のニーズを抱える高齢者は多く存
在する。そこで市全体の取り組みとして高齢者の移動時の
休憩場所の検討や、公園の有効活用、環境整備、市民の福
祉の向上に資する資源の開発が必要と思われる。

9月21日 子安 地域課題 地域の防災対応力を高める。

「上野町の防災について」
①あんしん相談センター子安から情報提供・子安圏域の高
齢者人口の状況・防災への備えの状況・災害への備えと防
災時の対応
②町会別による災害時に活用するマップ作り・独居高齢
者、独居ではないが心配な世帯の確認、シール貼り・避難
場所、備蓄倉庫、給水所、危険な箇所等の確認、マーキン
グ。　　　　　　　③情報交換、質疑応答。

地域住民と地域の状況について確認する良い機会と
なった。地域住民同士で地域の資源や危険な場所を確
認し合うことが出来た。

・地図の更新をどのように行ていくか。
・近隣の町会の情報を地図に記載すると良いのではな
いか。
・危険箇所等重要な場所について写真を撮って地図に
貼っておくと良いのではないか

防災について、継続して地域に働きかけていく必要があ
る。

2月14日 子安 地域課題
地域のごみ出しについて地域住民、関係機関、民間企業と
の意見交換、情報共有を図る。

テーマ「圏域のごみ出しの現状と課題について」
①高齢者あんしん相談センター子安からの情報提供
・子安圏域の町別の状況　　・個別ケア会議についての報
告　　　・小地域ケア会議についての報告
②「ごみの減量とリサイクル」
・八王子市ごみ総合センター
③「ごみ屋敷への対応について」
・整理収納事業所　株式会社　御用聞き
④グループワーク、意見交換
⑤まとめ

行政や民間企業から情報提供を受けることが出来た。
また地域住民と地域のごみ出しの状況について検討す
る良い機会となった。

高齢化、認知症などが原因でごみの仕分けができな
い、集積場まで持っていけない等の「ごみ出し困難世
帯」が増かしてきている。ごみ屋敷の方の支援として
中の様子がわからないために発見が困難な事がある。
加えて自宅に支援者が入っていけず介入が困難なケー
スもある。地域住民、関係機関の協力やふれあい収
集、ごみ屋敷条例などを活用していくことが重要とな
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　またごみを
片づけた後、再びごみ屋敷にならない為予防的なフォ
ローアップが必要になる。地域で情報を共有し住民同
士が声を掛け合える関係性作りができる機会を継続的
に設ける必要がある。

2月4日 左入 地域課題
災害時に避難所に行くことが出来ない高齢者を守るため、
地域住民と福祉避難所である施設との協力体制作り（防災
協定）についてみんな検討する。

「左入町会・滝山一丁目町会・滝山二丁目町会とファミ
リーマイホームとの防災協定に向けて」
・災害時における地域の現状と課題を共有する。
・福祉避難所の受け入れ状況と災害時の対応について理解
する。

町会長からの「災害時における地域課題」に関する相
談に対して、他の町会にも声を掛け、町会三か所と福
祉避難所であるファミリーマイホームと顔の見える関
係を作ることで、協力体制を作ることが出来た。

・防災協定の具体的な内容について、市に確認する必
要がある。
・要支援者の名簿作成と管理、災害時の活用方法。
・防災協定確定後、民生委員、消防署等との協力体制
づくり。

・災害時における要支援者の避難場所。
・災害時における地域の防災及び協力体制づくり。

4



開催日 センター名 区分 目的 検討内容 実施の成果 残された課題 地域課題会議や推進会議への課題

5月24日 寺田 地域課題
館ヶ丘団地で生活される皆さんが抱える様々な困りごとを
共有し、関係機関が連携を強化する。

「平成31年度第１回　館ヶ丘団地地域ケア会議」
前回の振り返りを行った後、2グループに分かれワーク
シップを行った。　・個人情報ガイドラインの作成を検討
していたが、緊急時に救急隊員に医療情報をもらえない事
例があり、優先して取り組む事項と判断し検討内容を変更
した。　　　　　　　　　・精神疾患の方の対応について
支援者が困っている。勉強会の企画を検討した。

ワークシップの中で課題を共有し「皆で支え合える団
地」となるよう話し合いを進めることが出来た。

・緊急時に救急隊員に医療情報を伝えられない事例が
あった。個人情報の取り扱いよりも優先すべき課題が
見つかったことで新たな取り組みが必要となった。
・勉強会開催に向けて詳細を検討する。

7月22日 寺田 地域課題
館ヶ丘団地で生活される皆さんが抱える様々な困りごとを
共有し、関係機関が連携を強化する。

平成31年度第2回　館ヶ丘団地地位ケア会議
前回の振り返りを行った後、2グループに分かれワーク
シップを行った。
①高齢者支援に向けて救急医療情報の浸透を目指すことを
参加者間で共有できた。
②問題を相手に置くのではなく、支援者の態度によって相
手が変わることに気づけた。

①高齢者支援に向けて救急医療情報の浸透を目指すこ
とを参加者間で共有できた。
②問題を相手に置くのではなく、支援者の態度によっ
て相手が変わることにきずけた。

①準備することの洗い出し、役割分担、住民参加のタ
イミング。
②勉強会の日程決め。

5月19日 長沼 地域課題
互助会の活動を行う上で、住民のニーズの把握とボラン
ティアの発掘。

「第１回プチボランティア活動に向けて」
互助活動についてのワークシップ
①援助が必要なこと、援助できること。
②料金や時間の設定、ボランティア募集や規約について。

前回より参加人数が減ったが、支援したい人が集まり
より具体的な話し合いができた。

・互助活動に対する住民への周知。
・自治会と自助グループの方向性の相違（自治会の自
助グループとして活動するのか、自助グループが独自
で活動していくのか）

住民の互助会に対する意識啓発。

6月15日 長沼 地域課題 互助活動を行っていく上で住民の意見収集。

「第3回プチボランティア活動に向けて」
互助活動についてのワークシップ
①対象範囲　　　②受付時間、曜日
③利用料　　　　④愛称

小人数ではあったが初めての参加者から意見を収集で
きた。
参加者にボランティア活動に対する意識付けができ
た。　　　　自治会が主体となり会議の進行、運営が
できた。

互助活動に対する住民への周知。
規約等の作成。
ボランティアの募集、コーディネーターの役割整理
等。

住民の互助活動に対する意識啓発。

11月29日 長沼 地域課題
駅周辺の団地における、高齢者の集う場の継続的な提供や
高齢者支援いついて

「高齢者の集いについて」
・高齢者の集いの今後の取り組みについて

今後の高齢者の集いの案
・人生会議についてシリーズで関わる関係機関につい
ての勉強会
・地域で支える関係機関をマッピング　　など

・マンション内で一緒に活動してくれる人の発掘 ・マンション内で一緒に活動してくれる人の発掘

7月24日 中野 地域課題

・清川町に住む支援を要する高齢者を孤立させない見守り
を行う際の、住民主体団体きよぴー・包括・民生委員それ
ぞれの役割の確認と、それぞれが連携するために必要な具
体的なルートの確立を目的とする。

「清川町に住む高齢者支援のための役割分担と連携の在り
方について」
今年度より新しい事業展開が始まったきよぴーの現状につ
いて確認するとともに、これまでのきよぴー関係者による
対応だけでは困難となっている要介護高齢者の今後の支援
の在り方を検討する。

今年度より新たに始まったきよぴーでの取り組みや、
それに関わる役員・地域高齢者の状況が把握できた。
一方で役員の高齢化や、必ずしも地域住人全てがきよ
ぴーに賛同している訳ではなく、要支援高齢者の把握
に取りこぼしも多くあるという課題も明らかとなっ
た。前年度より引き続きの開催となり、この1年におけ
る関係者間での連携強化も実感することができた。

「包括の出張相談会」「認知症を抱える家族の会とも
合同開催」実施後、介在が定着するか。また、清川町
全域の高齢者が活躍できる場となるか。

八王子全体の地域住民主体の活動を担う人材不足による後
継問題の検討が必要。
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開催日 センター名 区分 目的 検討内容 実施の成果 残された課題 地域課題会議や推進会議への課題

9月6日 中野 地域課題

買い物ができる能力はあるが、移動手段がないために実現
できない要介護高齢者が多くなっている。移送手段の確保
という困難の解消により、自立支援、重度化防止に向けた
意識の拡充を図ることを目的とする。

「きよぴーを主体とした清川町における買い物支援につい
て」　　①清川町に住み高齢者の買い物困難な状況につい
て。　　　　　　②社会福祉法人として親和福祉会が社会
貢献事業として対応できることについて。
③市内、他地域での支援状況について。
④具体化に向けた役割分担や確認すべき事項について。
⑤今後の実現に向け、次回以降の開催において検討すべき
事項の確認。

移動手段がないことによる買い物困難はきよぴーの解
決すべき課題であったが具体的な解決案が見つからず
行き詰っていた。今回実施に向けた前向きな話し合い
の場を設けたことで「食から生活を楽しむ」というき
よぴーのコンセプトの再確認や、閉じこもり高齢者の
解消、地域高齢者の活躍の場の創出など今後の地域展
開に向けた取り組みとして共通認識することができ
た。

・数少ないきよぴー役員で新たな事業を担えるか。
・実施に向けた具体的なタイムスケジュールの再確
認。　　　　・付き添いなどで活躍できる地域高齢者
の発掘をどうしていくか。
・若い世代の取り込み方法の具体化。

移動手段の不足により買い物困難な地域は八王子市内に多
く存在するが、高齢化に伴い住民団体だけでは解決が難し
い状況である。「店に出かけて自分の目で季節の商品を見
ながら選ぶ」という本来の食生活に必要な行動のためには
社会福祉法人や民間企業などの協力が不可欠であるが、検
討すべき課題も多く実施に繋がっていない。

9月20日 中野 地域課題

①圏域高齢者に対する消費者被害についての情報共有と課
題の把握。
②介護サービス事業者、地域住民、民生委員、行政関係者
等の協力体制についての検討。
③地域関係者が顔の見える関係作り、今後の高齢者を地域
で支援していく体制を整備する。

「地域の高齢者を消費者被害から守るために」
①八王子市における消費者被害の状況について知る。（消
費者センターより）
②高齢者に多い被害とその対策について知る。（八王子警
察より）
③3つのテーマ（地域でどのような事例があったか、また
被害に遭った人はどのような人物だったか/被害の早期発
見・防止に向けてグループメンバーでできる連携は何か/
早期発見・防止できる「まちづくり」に必要なことは何
か）についてグループワークで検討した。

多くの参加者があり各所において関心が高いテーマで
あることを実感した。最新の情報を専門機関から周知
することで、関心が高まる結果となった。多方面より
参加者があったことで普段は接点が少ない事業所と民
生委員、地域住民等、普段は関りが少ない間の交流の
機会となった。グループワークで話すことで、お互い
の役割についての理解が深まり、更に顔の見える関係
を築くことが出来たとたいへん好評だった。今後の地
域連携にも大いに役立つと思われる。

・被害が想定されるのは高齢者だけではない点をどう
対応していくか。
・防災や若い世代を取り入れたまちづくりについても
検討す場が必要という声が多数あり。

民生委員に対し地域住民の情報開示が少なすぎるという不
満の声が自治会より多く出ていた。民生委員自身が持って
いる役割の認識についても、地域によって大きな差がある
ことが分かった。八王子全体での民生委員の役割について
統一し、包括システムの中でどのような役割を果たすべき
か、改めて認識していく必要がある。

10月4日 中野 地域課題

買い物ができる能力はあるが、移動手段がないために実現
できない要介護高齢者が多くなってきている。移送手段の
確保という困難の解消により、自立支援・重度化防止に向
けた意識の拡大を図ることを目的とする。

「きよぴーを主体とした清川町における買い物支援につい
て（第2回）」
①保険について　　　②開催主体の明確化　　　③感染症
対策　　④対象者の検討及び同行者（付添）について
⑤参加者の情報の取り扱いと緊急時対応について　　　⑥
開催日と時間・行先・ルートについて　　　⑦集合解散
（出発時・買い物先・帰宅時）について　　　⑧スタート
時期と住民周知の方法について　　　⑨次回以降の開催に
おいて検討すべき事項の確認

実施に向け具体的な内容について話し合うことができ
た。様々な機関が参加しての検討であることから、現
段階で想定されるリスクや対策についても、より現実
的・多角的な意見交換が行われ、けあぴー役員も実施
状況をイメージしながら検討する事が出来た。
初回の実施時期が具体的に決まったことで、きよぴー
役員側の準備工程が明確となった。
それまでサポート役を担っていた人が中心的役割を担
う等、きよぴー役員内での役割分担していくきっかけ
となった。

きよぴー役員での準備が予定通りにすすむか。

移動手段の不足により買い物が困難な地域は八王子市内に
多く存在するが、高齢化に伴い住民団体だけでは解決が難
しい状況である。「店に出かけて自分の目で季節の商品を
見ながら選ぶ」という本来の食生活に必要な行動のために
は社会福祉法人や民間企業などの協力が不可欠であるが、
検討すべき課題も多く実施に繋がっていない。

11月22日 中野 地域課題

買い物ができる能力はあるが、移動手段がないために実現
できない要介護高齢者が多くなっている。移送手段の確保
という困難の解消により、自立支援・重度化防止に向けた
意識の拡充を図ることを目的とする。

「きよぴーを主体とした清川町における買い物支援につい
て（第3回）」
①地域住民への周知・申し込み状況について
②会則の確認　　③使用する車両及びドライバー情報につ
いて　　④参加者情報の取り扱いと緊急時対応の流れの再
確認　　　　　　⑤きよぴー役員同行者の確認　　⑥実施
当日の流れの再確認　　　⑦スタート日時の確認　　⑧そ
の他検討事項（試行実施・実施状況の確認　　⑨次回の開
催について

実施に向けた具体的な意見交換により、共通認識のも
と深い検討が行えた。また、一般会員を対象としてい
く場合の細かな手続きや取り決めについても各所より
様々な提案があり、最善策の検討ができた。きよぴー
側は、まず実施してから修正したいという意向であっ
たが、いざ議題が数多く上がってみると、事前検討の
重要性を理解していただいた様子である。当初より、
実施にむけた連携について前向きかつ検討的な話し合
いが重ねられてきており、想定よりも早いペースで実
施にこぎつけられた。話し合いを重ねるごとに参加者
間の関係構築も深まる結果となった。

・今回の検討により、修正が必要となった規約・会則
の再作成（会費の記載について表現修正、途中入退会
の対応、当日欠席・災害時の自己責任についての承諾
等）が必要。　電話連絡が取り決め通りに機能する
か、模擬練習を行っておらず確実とは言えない状況で
ある。

（第1回、第2回より継続）
移送手段の不足により買い物が困難な地域は八王子に多く
存在するが、高齢化に伴い、住民団体だけでは解決が難し
い状況である。「店に行って自分の目で季節の商品を見な
がら選ぶ」という、本来の食生活に必要な行動のためには
社会福祉法人や民間企業などの協力が不可欠であるが、検
討すべき課題も多く、実施に繋がっていない。

12月3日 中野 地域課題

昨年度開催した地域ケア会議（包括中野圏域においる地域
医療～薬局の利用方法について～）にて明らかになった
「高齢者本人の服薬管理が適切に行われていない」という
課題に着目し、高齢者本人が主体的に管理を行える体制を
どのように構築していくのか、また医療介護の連携による
管理体制作りに向けた検討を行う。

「（第2回）高齢者本人が主体的に服薬ができる体制を整
えるために」
①使用ツールの検討（使用リールの設定）について
②モデルケースの選定について
③次回開催に向けた確認事項について

前回開催から間を空けずに次の段階に向けた検討に入
れたことで実施の目的が参加者間で共有認識されてお
り、より具体性を持った活発な意見交換ができた。ま
たケアマネージャー側・病院側双方が連携強化を望ん
でいたことが明らかとなり、一体感を持って取り組め
ている。

・使用ツールの具体的な内容の検討。
・モデルケースの設定。
・試行実施期間と検証する内容についての決定。

独居高齢者の日常でのちょっとした困りごとを支える社会
資源不足。
・高齢者、医師、薬剤師、ケアマネジャー間でのリアルタ
イムな情報共有。ツールの不足
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開催日 センター名 区分 目的 検討内容 実施の成果 残された課題 地域課題会議や推進会議への課題

3月6日 中野 地域課題

「きよぴーを主体とした清川町における買い物支援につい
て（第4回）」
①試行期間（令和元年12月～令和2年3月）の実施状況報告
②修正すべき課題についての確認
③4月以降の本格実施に向けた確認（事務局機能の再確
認、緊急時・災害時対応の再確認）
④次回、開催の必要性について

「きよぴーを主体とした清川町における買い物支援につい
て（第4回）」
①試行期間（令和元年12月～令和2年3月）の実施状況報告
②修正すべき課題についての確認
③4月以降の本格実施に向けた確認（事務局機能の再確
認、緊急時・災害時対応の再確認）
④次回、開催の必要性について

3ヶ月間の試行実施で細かな部分までしっかりと課題が
修正されるなど理想的な思考が行えた。これは。事前
に地域ケア会議を複数回開催したことで、各方面の意
向をそれぞれがしっかり理解したこと、またコミュニ
ケーションが深まったことで実施に向けた調整の中で
も、連携がより強化されたことが要因と考えられる。
包括支援センターや社協・情勢が、清川町住民の抱え
る課題について、決定に向けて共に取り組むという
「目に見える形」で寄り添えたことも、地域からの信
頼をより強く得られる結果となったと考える。また、
買い物難民だった高齢者が定期的に出られるようにな
る等、生活に根付いた支援として定着しつつある。

移動手段の不足により買い物が困難な地域は八王子市内に
多く存在するが、高齢化に伴い、住民団体だけでは解決が
難しい状況である。「店に出かけて自分の目で季節の商品
を見ながら選ぶ」という、本来の食生活に必要な行動のた
めには社会福祉法人や民間企業などの協力が不可欠である
が、検討すべき課題も多く、実施に繋がっていない。

5月9日 長房 地域課題
長期に連絡が取れない高齢者への自治会としての対応方法
について検討を行う。

「長期不在・連絡が取れない高齢者への対応について」
独居高齢者の入院等による長期不在・長期連絡が取れない
ケースがこの３月より４件発生した。郵便物が溜まったま
まになったり、自治会費の集金ができないなど近隣住民の
心配や自治会の対応に苦慮している。ケース内容を理解す
るとともに、それによって生じる困りごとを把握し、過去
にも同様のケースがし生じているかを確認、各自治会での
対応方法を共有する。また、今後独居高齢者の増加により
同様のケースが生じた際の対応についても検討を行う。

「困った」と言い合うだけでなく問題点の整理と共有
がなされた。関わった各自治会に対応を任せるだけで
なく連合自治会や関係者がサポートすることで解決で
きることを理解してもらうことが出来た。

具体的な取り組み結果について半年後に確認を行う。
身寄りのない独居高齢者が、長期入院、長期入所した場合
に対象となる保証・管理サービス（成年後見制度以外）な
ど在宅復帰を支える仕組みについて。

5月21日 長房 地域課題
皆で共有し、共有した課題を抽出しその課題に対して具体
的解決策を検討する。

「ケアマネから見た「地域課題」とその解決に向けてⅢ」
長房圏域の住民が安心して生活できるように具体的解決策
について①具体的解決策の第一弾として開催した高齢者い
きいきサロンとの意見交換会の振り返りをする。
②認知症、精神疾患を抱えている住民やその家族が多い。

高齢者いきいきサロン意見交換会…CM側としては社会
資源の知識拡大につながった。サロン側としては高齢
化に伴い担い手不足や介護に対する知識不足の課題が
あることが分かった。CMとサロンとの関係性の構築が
できた。今後CMがサロンの現場に出向くことで新たな
住民のニーズを聞く機会を作ることが出来た。

長房圏域では「認知症独居」「精神疾患」「高齢者世
帯による介護力不足」「キーパーソン不在」等の課題
を抱える住人が多い。地域のCMとして重度化防止・自
立支援をより推進する必要がある。

6月13日 長房 地域課題
都営団地の孤独死を防止するため、地域の状況、要望を踏
まえた仕組み作りを行う。

孤独死防止対策への各単一自治会長の意見、要望を共有し
連合自治会と各単一自治会との情報連携方法について検討
した。

包括に寄せられた孤独死対策についての単一自治会会
長からの意見を共有することで、単一自治会への情報
連携強化の必要性について連合自治会並びに各関係機
関と合意した。自治会の定例会議に議題として挙げて
いただくことになり、現実的な運用に沿った仕組み作
りにつながる。

孤独死防止対策における連合自治会、単一自治会、自
治会長の役割を検討する。

8月9日 長房 地域課題
地域住民として身体状況の異なる独居高齢者へ対応する方
法について、統一した対応ルールを作成し、住民へ周知す
る。

「気になる高齢者に地域住民が対応する方法について」
・対応に困ったり、判断に迷った事例共有。
・身体状況と世帯構成による分類を行う。
・分類ごとに対応方法を検討する。
・以上の結果について、自治会を通じ住民に周知する。

①自治会で収集した個人・世帯情報を分類したこと
で、わかりやすくグループ化することが出来た。
②グループごとの対応策を具体的に、統一した対応
ルールを査定することが出来た。

7



開催日 センター名 区分 目的 検討内容 実施の成果 残された課題 地域課題会議や推進会議への課題

2月20日 長房 地域課題 共通した課題の抽出と今後の活動を検討する。
「ケアマネから見た「地域課題」とその解決に向けて」
①ケアマネから見た長房地域課や困難ケースについて。
②今後の活動について

⑴長房圏域の各居宅介護支援事業所の抱えている課題
が共有できた。
⑵共通する課題を抽出することが出来た。
⑶⑴⑵課題に対する対策として
①社会資源の情報（認知症家族会・民生委員等）
②医療機関等との連携
③スキルアップのための事例検討会（成功例）などを
強　雨するための交流が気軽に持てる機会を作りたい
との意　見でまとまった。
④住民向けに介護保険制度（自立支援）の講座を開催
す　る。

・長房圏域の中では「認知症独居ご利用者」「精神疾
患のご利用者」「高齢者世帯の為介護力不足」「キー
パーソン不在」等により緊急時の対応やケアマネ
ジャーとして医療機関・民生委員などの関りが少な
く、社会資源の活用の一環として交流する機会を持ち
たい。また、住民向けての介護保険制度についての説
明する機会を持ちたい。

8月26日 南大沢 地域課題
地域課題である高齢者の移動支援を具体化、実現してい
く。

「鑓水第二団地における移動支援について」
鑓水第二団地のボランティア団体から、地域の高齢者に楽
しみのある移動支援の要請あり。また、社会福祉法人美薗
会から高齢者デイサービスセンター送迎者の空き時間を地
域の買い物等移動支援に提供したいとの要望あり。情報共
有と意見交換を行い、鑓水地区移動支援の第一歩について
検討した。

ボランティア団体と社会福祉法人美薗会職員との顔合
わせ及び双方の移動支援に対する思いや意見のすり合
わせを行うことで、支援の第一歩を踏み出すことが出
来た。

実施時期、参加者の選定。

8月27日 めじろ 地域課題 地域高齢者に必要な具体的な取り組みを地域で考える。
「東雲町会地区における高齢者に関する取り組みについ
て」　　　それぞれの地域での取り組みを把握し、現在の
課題や今後の取り組みたい内容を明確にしていく。

参加された関係者それぞれの活動を把握し共有でき
た。

地域でのほんの少しの困りごとを、町会やシニアクラ
ブに所属していない高齢者も含めてご近所同士で助け
合えるようにしたい。

地域包括センターと生活支援コーディネーターが相互に連
携を図り、機能をさらに生かしていくことが必要ではない
か。どのようにしていけば生活支援コーディネーターの機
能がより発揮されるか。

9月6日 めじろ 地域課題
地域高齢者の居場所づくりについて具体的な取り組みを地
域で考える。

「散田東町高齢者の居場所づくりについて」
各参加者より現在の活動について発表。
各参加者より高齢者の居場所づくりについての意見交換。

ケアマネや薬剤師に地域の活動（自治会の趣味活動や
シニアクラブの活動内容）を知ってもらい、地域の方
にケアマネや薬剤師の現状等を知ってもらうなどお互
いの情報共有ができた。相互理解することが出来た。

居場所づくりの中心となる方が欠席だったため詳しく
はなしあうことが出来なかった。

地域に合わせた居場所づくりのサポート体制。

1月30日 めじろ 地域課題
センティ富士森で今後どのような取り組みが必要かを検討
する

「センティ富士森」での取り組みについて」
関係者でセンティ富士森の現状について確認できたこ
と。

長く住んでいる住民と新しく住み始めた住民の温度差
があり小さなトラブルなどが起きていることがあり解
決方法がない。

地域住民が防災への取り組みを始めるきっかけを作るため
の様々な手段やそれを伝える人材の紹介。

8月28日 元八王子 地域課題
ケアマネと圏域内で活動している方々の交流の機会を設
け、情報交換・不足している資源について共通認識を持つ
ことで新たな資源の開発へつなげる。

「シニアクラブ・サロン・ケアマネ交流会」
シニアクラブ・サロン・ケアマネがお互いの活動について
理解し、下記の項目についてグループごとに情報交換及び
検討を行い、地域マップを作製した。
①地域資源（シニアクラブ・サロン・介護サービス事業
所・その他の耳寄り情報）　　②地域の課題　　③地域の
良い点　　　④地域にあったら良いと思うこと（必要な資
源や取り組み）

①地域で実際に活動している住民や介護関係者が直接
顔を合わせて話すことにより、顔の見える関係となっ
た。　　　②地域の資源・課題・良いところ・必要な
資源や取り組みについて、地域住民が中心となり意見
を出すことが出来た。

会議で出された情報や提案などを整理し、課題を明確
にし、必要な資源や取り組みについて深める必要があ
る。
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1月22日 元八王子 地域課題
地域の高齢者がいつまでも地域でいきいきと生活できるよ
う、地域住民及び地域関係者が話し合い、地域の課題及び
実現できそうな取組みを見つけ出す。

「みんなでつなごう！元八の「わ」プロジェクト」
小地域に分かれて検討。
①地域にとって必要な資源。
②地域で実施できそうな取組み。

地域のキーパーソンである町会長及び民生委員が加わ
ること、小地域で話し合うことで課題が多く見えてき
た。　　　　　地域によっては「できそうな取組み」
について話が具体化することが出来た。
今後の継続的な実施についても、ほとんどの参加者が
意欲的だった。

「今後の支援計画」に記載した地域以外「出来そうな
取組」が具体化されなかった。地域によって具体化す
るスピードに差が出ることは当然ではあるものの、次
回は町会より複数人参加する等、より具体的かできる
ような工夫が必要。

9月4日 もとはち南 地域課題
もとはち南圏域における消費者被害の早期発見等、地域で
の見守り体制構築を進めるため

「地域で防ごう消費者被害」
・八王子市における消費者被害の報告。
・意見交換。

八王子市における消費者被害の報告や意見交換を圏域
内の訪問介護事業所や民生委員に対して行うことで、
消費者被害の早期発見や相談への意識付けにつなげる
ことが出来た。

民生委員からは消費者被害について興味関心がない地
域住民が多い地域があるとの課題が挙げられた。まず
は地域ごとに消費者被害の相談が多いか少ないか等の
情報を取りまとめ、情報発信の行い方等効果的な働き
かけの方法を検討していく必要がある。

地域住民に対する情報提供の機会を増やす等の働きかけが
まだまだ不足していることが明らかになった。また消費者
生活センターまで行く手段がない方に対しての支援につい
ても課題として残っている。
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