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■議題概要 

めざす姿 

ご近所さんを気にかけ、声をかけ、学区単位に気軽に話せる居場所があり、気
楽に助け合える素地を地域に取り戻すこと。 
 
 
 

現状の問題 

近所づきあいや、人と人とのつながりが少しずつ切り離されて久しく、独居死、
ひきこもり、ＤＶ等、地域の活力、自衛力、助け合いの基礎体力が落ちてしまっ
たように思える事。 
 
 

問題解決への主
体的な係わり 

100 人委員チームが、3つの提案を実現すべく、モデル地区を市より推していた
だき、コーディネーター、触媒として機能していきたい。（2期以降） 

広い意味での福祉が実現した京都にしていくために、コミュニティを再生する。そのコミ
ュニティ再生は人のつながりから始まる。 

課題 A 
＜人がつながる仕組みをつくり、孤立しつつある人や孤立している人が地域に出
ていきやすい環境をつくる＞ 
その仕組みとして、「つながってほっとライン」構築事業 

課題 B ＜人が集いつながる機会と活動を生み出す場をつくる＞ 
つながる機会と創出の場として、「まちのつながりどころ」創出事業 

解
決
す
る
課
題 

課題 C ＜つながる仕組みや連携の調整、活動を生み出す地域の調整役をつくる＞ 
世話焼き、調整機能として、「まちのほっときません隊」配置事業 

① 議題チーム 提言・行動計画一覧票 
議題チーム名 「人をつなぐ福祉のコミュニティづくり」 
メインテーマ 「人と人のきずな」、「地域の力」を取り戻す。 

私たちが考える『人をつなぐ福祉のコミュニティ』とは、 
福祉を特定の人のものと考えるのではなくその地域で暮らすみんなのものと考え、 

暮らす人々が、それぞれの人生を実現していくために、 
いのちが守り育てられ、生活と心の豊かさが得られる、 

人のつながりが豊かなコミュニティです。 
 

そのコミュニティは、町内や自治会、学区といった地域でのつながりや、 
共通のテーマや目標を持った人たちのつながりによるものなど、 

人の集まりを楽しみながら活動し、共に生活を豊かにしていくものです。 

１．地域の住民相互のつながりが希薄になり、地域で生活課題を抱えている人が孤
立したり排除されたりしていないか。 

２．自治会や町内会への参加が減少し、地域住民自治能力が低下していないか。 
３．行政による支援制度につながることができない人、制度の狭間にあって困って
いる人が地域に埋もれていないか。 

４．NPO やボランティア組織と自治会・町内会の交流がもっと進めば地域が活性化
するのではないか。 

５．地域の課題が埋もれてしまっていないか。 
６．住民の地域への愛着が低下し、環境が悪くなっていないか。 
７．シニア・シルバー世代が地域に戻ってくる時代にマッチしたコミュニティ形成
が必要ではないか。 
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■行動計画一覧＜各課題とその解決策、及びそれらの行動計画＞ 
「つながってほっとライン」、「まちのつながりどころ」、「まちのほっときません隊」は、相互に

関係しており、【人をつなぐ福祉のコミュニティづくり】を実現するための ＜情報の流れ＞、＜空
間＞、＜人＞を具現化する三位一体の事業となる。この事業は小学校区単位を基本地域と考える。 

 

＜小学校区単位＞ 
 行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

住民・住
民組織 

・見守りチーム、学区コーデ
ィネーターとして事業参加 

京都市 ・ 既存の制度・事業の連携
調整 
・ 経費支援（補助） 

○事業立ち上げのコーディネーター 
・ 関係機関等のヒアリング、情報交

流 
○モデル事業実施の準備 
・プロジェクトチーム設置 
・ 事業説明資料、予算化資料の作成 
・ モデル実施の行政区・小学校区の選
定 
・ 住民説明会、ワークショップ等の開
催 等 

企業 民間通報サービス会社の事
業参加 

取組時期・スケジュール 必要経費 

課 
題 
A 

「つなが
ってほっ
とライン」
構築事業 

H21.10～H22.2 事業課題の洗い出し 
実現に向けた方策の検討 

H22.3～9  モデル事業実施の準備 
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行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

住民・ 
住民組織 

小学校区に少なくとも一つの
「つながりどころ」を創出・
運営 

京都市 ・予算化資料の作成協力 
・シンポジウム開催に係る経
費支援 

○事業立ち上げのコーディネーター 
・既存事例の調査、ネットワークづくり 
・関係機関等のヒアリング、情報交流 
○「まちのつながりどころシンポジウム」
の開催（(財)さわやか福祉財団との共催） 

○モデル事業実施の準備 
・設置構想策定 
・事業説明資料、予算化資料の作成 

さわやか福
祉財団 

「まちのつながりどころシン
ポジウム」共催 

取組時期・スケジュール 必要経費 

課 
題 
B 「まちのつ

ながりどこ
ろ」創出事
業 

H21.10～H22.3 
・既存事例の調査、ネットワークづく
り 
・商店街空き店舗活用の検討 
・(財)さわやか福祉財団との共催によ
る「まちのつながりどころ」シンポジ
ウムの検討 
・行政機関等のヒアリング、情報交流 
H22.3～9 
・シンポジウム共催計画作成 
・モデル事業実施の準備 

シンポジウム開催に係る経費 
・開催補助費用として、20 万円程度 
 
 
 

行動計画／提言 議題チームや 100 人委員会の役割 行動の主体ごとの役割 

住民・住民
組織 

小学校区に最低一人を配
置 

○候補者の掘り起こし 
・関係機関等のヒアリング、情報交
流 
○モデル事業実施の準備 
・配置構想策定 
・事業説明資料、予算化資料の作成 

京都市 予算化資料の作成協力 

取組時期・スケジュール 必要経費 

課 
題 
C 「まちの

ほっとき
ません隊」
配置事業 

H21.10～H22.3 
・類似機能を担っている既存の人の把
握 
H22.3～9 
・モデル事業実施の準備 
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② それぞれの提言・行動計画 
 
（１）「つながってほっとライン」構築事業 

①「つながってほっとライン」とは 

事業（活動）名 「つながってほっとライン」 
（緊急通報システムと連携した地域ぐるみの見守り事業） 

目的、実現すること 高齢者や支援を必要としている孤立しがちな人たち（高齢者等）が安心
して暮らせる地域づくり。 
学区全体がこの活動を通じて、きずなとつながりを深め、福祉のコミュ
ニティづくりができること。 

概要 京都市がサービス提供している高齢者単身者宅の緊急通報システム（あ
んしんネット 119）と民間通報サービス会社のシステムを活用し、当シ
ステムに協力する見守り隊員が高齢者等からの通報（緊急・安否確認・
相談見守り等）により支援、対応を行う。学区コーディネーターは、学
区社協、地域包括支援センター等と連携調整を行い、見守り隊員の確保
を行うとともに、地域全体での日ごろからの高齢者等の総合的な見守り
支援を実現していく。 

参加者 ・ 支援を希望する人（学区住民） 
・ 見守りチーム（学区住民） 
・ 京都市あんしんネット 119（消防及び近隣協力員） 
・ 民間通報サービス会社 
・ 地域包括支援センター、地区社会福祉協議会等行政諸団体 
・ 老人福祉員・民生委員等 
・ 学区コーディネーター 

参加の仕方 通報を受け支援を行う見守り隊員〔ボランティア〕はできる限り多くの
人員を確保する（例えば老人福祉員・民生委員・社協会員・町内会役員
等の協力も得る）。 
その人のできる範囲で参加する。専門的なことなど対応困難な場合のバ
ックアップ体制（専門機関・事業所等）をつくる。 

参加者の役割 見守り隊員は緊急時のみならず、通報者の相談、見守り等にも対応する
とともに、横のつながりをもって、福祉のコミュニティづくりの実践者
となる。 
学区コーディネーターは学区の高齢者等支援の要として総合調整を行う
と共に、福祉のコミュニティづくりのリーダーとなる。 

運営・継続方法 まずこのようなシステムの構築を市内の2～3ヵ所のモデル地区で先行的
に実施する。そのキーマンは学区コーディネーターであるが、100 人委
員会のメンバーもモデル地区に入り実証を行う。 
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②チームの役割と行動計画 

【目標】：「つながってほっとライン」構築事業立ち上げのコーディネーター役となる。 
【今後の具体的行動】： 
 ○京都市あんしんネット１１９事業のヒアリング 
 ○民間サービス事業者ヒアリング 
○先進事例調査（山科区、春日学区、東京都世田谷区等） 
○学区社会福祉協議会ヒアリング 
○地域包括支援センターヒアリング 

 ○上京区基本計画策定との情報交流 
○伏見区深草支所、醍醐支所との情報交流 

 

○モデル事業実施の準備 （2010 年 3 月～9 月）   
・プロジェクトチームの設置 
・事業説明資料の作成 
・予算化（市の助成活用） 
・説明会の開催、広報 
・候補となる行政区と小学校区（募集、指名）の選定 
・参加機関組織のミーティング開催 
・住民説明会、ワークショップ開催 

これらから事業課題の洗

い出しと、実現に向けた

方策を検討していく 

（2009年 10月～2010年３月） 
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（２）「まちのつながりどころ」創出事業 

福祉のコミュニティづくりの基盤となる場所として、学区（小学校区）に少なくとも一つのつな
がりどころを創出していく。 

①「まちのつながりどころ」とは 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
②チームの役割と行動計画 

【目標】：「まちのつながりどころ」創出事業立ち上げのコーディネーター役となる。 
【今後の具体的行動】： 
（2009 年 10 月～2010 年 3 月） 
○市内の既存事例（「まちの縁側」、「コミュニティカフェ」、「ふれあいの居場所」など）の見学
とネットワークづくり 
○商店街空き店舗活用の検討 
○（財）さわやか福祉財団（ふれあいの居場所）と 100 人委員会「まちのつながりどころ」共催
シンポジウムの検討 
○区役所まちづくり推進課ヒアリング 
○学区社会福祉協議会ヒアリング  
○地域包括支援センターヒアリング 
○上京区基本計画策定との情報交流 
○伏見区深草支所、醍醐支所との情報交流 

 
 
（2010 年 3 月～9 月） 
○「まちのつながりどころ」シンポジウム共催計画作成 
○モデル事業実施の準備    
（モデル学区での「まちのつながりどころ」設置構想を策定する。） 
・事業説明資料の作成 
・予算化資料の作成（市と協働） 

○つながってほっとラインに参加する人たちをはじめ学区内の人々だれもが気軽にいつでも立ち

寄って時間を共有できる場所。 

○高齢者も障がい者も子どもも大人も様々な立場の人が自由に集える場所。 

○ご近所や学区内の人が顔見知りになりつながりができていく場所。 

○何でも気軽に相談ができる場所。 

○つながりやきずなが発展することでよりよい地域づくりをめざしての様々な活動が創出されて

いく場所。 

○「まちの縁側」、「コミュニティカフェ」、「ふれあいの居場所」など様々な名前で呼ばれている

場所。 
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（３）「まちのほっときません隊」配置事業 

福祉のコミュニティづくりのための連携、調整、活動推進の地域調整役となる人を学区（小学校
区）に少なくとも一人配置していく。 

①「まちのほっときません隊」とは 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②チームの役割と行動計画 

【目標】：候補者の掘り起こし（自らも含めて） 
【今後の具体的行動】： 
（2009 年 10 月～2010 年 3 月） 

 ○区役所まちづくり推進課ヒアリング 
 ○学区社会福祉協議会ヒアリング 
○地域包括支援センターヒアリング 
○上京区基本計画策定との情報交流 
○伏見区深草支所、醍醐支所との情報交流 

 
 
○モデル事業実施の準備 （2010 年 3 月～9 月）   
（モデル学区での行政委託の「まちのほっときません隊」配置構想を策定する。）  
・事業説明資料の作成 
・予算化資料作成（市と協働） 

 
（４）必要経費・予算等 

○「まちのつながりどころ」シンポジウム開催（（財）さわやか福祉財団と共催） 
開催補助費用・・・20 万円程度 

 
 
 
 

○福祉のコミュニティづくりを世話焼きする人（既にされている方々も含む） 

○行政と住民の橋渡しもお役目 

○公務員でも民間人（行政が委嘱した人）でも OK（100 人委員会委員も候補者） 

○小学校区ごとに最低 1人 

○「つながってほっとライン」立ち上げの中心になる 

○学区ごとに「まちのつながりどころ」をコーディネート 

○コミュニティソーシャルワーカーとなる人 

類似機能を担っている 
既存の人の把握 
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③活動記録 

活動項目 日時／場所 内容／概要 

【第 5 回定例会
議】 
 

1/24、創生館 ＜福祉という概念の共有化＞ 
・ 高齢、障害、児童といったくくりのものではなく、Well-being

（生活の質の向上）、や物質的充足と精神的な充足、自分だ
けでなく隣人の幸せも願う、平安な生活、といった広い概念
でとらえる。 

・ いのちを守るという視点 
・ 公的なものだけが福祉ではない 
・ 隣同士のつき合いができることも福祉の向上 
・ 話し相手がいること、情報のやり取りがあること 
・ 不安の解消 
＜コミュニティの意味の共有化＞ 
・ 地理的つながりだけではない 
・ 地域コミュニティとテーマコミュニティがある 
・ 自治ができること 
・ コミュニティとは人の集まりを楽しむもの、といったやわら

かい柔軟な概念でとらえればいい 
＜最終目標のイメージ化＞ 
（広い意味での）福祉が実現した京都 
その手段としてコミュニティづくりがあり、 
それは人と人のつながりづくりから 
＜9 月のゴールは？＞ 
福祉を実現するためのコミュニティをつくる手段として実現可
能なものを提案する。 
＜解決すべき課題＞ 
福祉を実現するためのコミュニティはどうあるべきか？ 

【第 6 回定例会
議】 
 

2/28、西京高
校 

＜チーム議題のコンセプトづくり＞ 
 
＜人をつなぐしくみについてのアイデア出し＞ 
・ 居場所、井戸端空間 
・ 誰でも（年齢を問わず）相談できる場所→駆け込み相談室 
・ 話を聴いてくれる人と場所 
・ おしゃべりの場 
・ 悩みを聞いてもらえる場 
・ 地域の子ども達や高齢者、現在の生活者と話し合う場 
・ 学区寄り合いコミュニティづくり 
・ 町内オープンミーティング 
・ 京都コミュニティサイトが動き出す 
・ 場所は自分らで作るもんや、（施設を）建てるという意味で

はないよ 
・ けれどグループホームやミングル居住つくってほしい 
・ お年寄りは話したい。これが根本。話相手が必要 
・ おやじの背中を見せる場と機会を演出 
・ 200 円で 1 日過ごせる居場所が大阪にある。泥くさいけどい

い。 
・ 自分らで考えて場づくりする知恵 
・ 新旧住民の交流の場 
・ NPO、自治会を巻き込む 
・ 班、組で様々な勉強会を定期的に行う 
・ 気軽に集まれる小さなコミュニティを先ず作ることから 
・ 高齢者同士、老若男女間での交流、交遊を深めていく環境づ

くり。趣味や生きがい学習、まちづくり活動など多様なサー
クル活動の育成 
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・ 地域学習と語り部養成を目指した熟年・高齢者カレッジの創
設 

・ 地域を歩く。地域を知る 
・ 孤立している人との交流 
＜「福祉のコミュニティ」という意味について＞ 
・ 「福祉」というコトバを超えたコミュニティ 
・ Welfare からWell-Being へ 
・ 心の福祉もあるよ 
・ 福祉という言葉にしばられぬよう、負けんように 
・ でも福祉という言葉にこだわりたい 
・ 福祉を前に出しすぎると広がらない 
・ 次世代につなぐんや 
＜コミュニティの機能と目的について＞ 
・ 地域の力 
・ 参加と支え合い 
・ 地域に学ぶ 
・ 心の垣根を低くする 
・ 地域は常に動いている 
・ 安心、安全なまちづくり（警察力だけが防犯やない） 
・ 高齢者が生活の母体として暮らす場所 
・ 高齢者が活躍でき、生きがをもてるところ 
・ 隣組で今困っていることを見つけあう 
・ ご近所のことをよく知る 
・ 社会的に弱い立場にある高齢者の安全や生活上の見守りや

生きがい創出のサポート 
・ 行政だけでできないことをする 
・ 行政への提案、要求 
・ いざという時の助け合い 
・ 暮らし、働き、学び、憩うことができる 
・ 同じ目的を共有できる 
・ 認め合える、表現し合える 
・ つながっていてしばられない 
・ 競争社会、市場社会でない地域社会 
 

【第 7 回定例会
議】 
 

3/14、創生館 ＜「人をつなぐしくみ」の具体例やアイデア出し＞ 
・山科区老人クラブ連合会の事例紹介 
（高齢者の見守りシステム） 
☆ 高齢者に限らず支援を必要とする人へ広げれば良い（障

がい者、心の支援、育児、引きこもりなどなど） 
→老人クラブだけでなく他の組織・団体も関われるように
する（町内会、自治会、NPO、ボランティア団体などな
ど） 

＜目指す方向＞ 
◎ 福祉のコミュニティの実現は人がつながることから始まる。

人をつなぐための具体的な仕組みや活動を提案できればい
い。 
→何にどの程度の費用がかかるか、動く人や組織は、など具体
的なことを示し提案することで行政などが動く 
→京都府が実施している「地域力再生プロジェクト」のような
しくみを京都市でもできるような提案も合わせてできればい
い。（具体な地域活動の行政バックアップとしてのしくみ、2
段構え） 

◎ 人のつながりを考える時、便利なシステムに頼りすぎた結
果、人同士の絆や関係性が弱まってしまったという視点も忘
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れないようにしたい。 
◎ 門掃きや軒先の花壇などベタベタのアナログコミュニケー

ションと携帯電話による通報システムなどのハイブリッド
で考えていけばいいのでは。 

◎ 場づくりの方法 
→まちの縁側づくり 

例）・山科「地域と共生する土地利用研究会」 
 ・東山グループリビング研究会 
 ・紫野福祉共同住宅をつくる会 
→井戸端空間の創出 
・ばったん（元々商家の商品陳列台）＝ばったり床机、軒先
での囲碁など 
に活用 

・マンション内のキッズルーム・・・世代間交流  
  ・小学校の空き教室・・・学校が地域のセンターだった。 

→駆け込み相談室 
・誰かがいつもいる場所、フリースペース 
・話を聴く人がいる 

  ・必要であれば専門機関へつながる 
◎ 西新道商店街の例 

買い物注文 FAX に合わせて困りごとも書くことができる。 
→商店街が窓口で商品だけでない対応も。 

◎ 参考資料として 
・ 国民生活白書平成１９年版（つながりが築く豊かな国民生

活） 
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h19/10_pdf/03_
youshi/index.html 
・ これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書 
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/03/s0331-7.html 
◎ 当日別資料 
・ 山科区老人クラブ連合会 調査票 
（高齢者福祉での提言、在宅高齢者サポート提案） 

【第 9 回定例会
議】 
 

6/27、創生館 ＜9月までの予定について＞ 
 
＜提案活動（事業）の方式について＞ 
A：「市民が活動する具体的事業」の提案 
こんなことができそうです、各地域でやってみませんか？ とい

う提案→チームメンバーがコーディネーター役になる。 
B：「京都市やその他機関が市民の活動を支援（バックアップ）
する事業」の提案 
基金づくり、助成 
・「まちの世話焼きさん発掘事業」（ほっときません隊） 
・「セーフコミュニティ認証支援事業」  

→10 月以降の検討でもいいかも 
C:委員自らが活動するもの→Aと合わせる 

→結局、Aの「市民が活動する具体的事業」の提案に絞って
まとめていく方向。 

 
＜提案事業案の整理＞ 
５グループに絞込み（ほっとライン、つながりどころ、ほっとき
ません隊、おしゃべり会、セーフコミュニティ） 
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【第 10回定例会
議】 

 

7/25、創生館 ＜「つながってほっとライン」について＞ 
・システムをつくることが目的ではなくこれは手段 
・目的は個々人が地域でいかによく生きることができるかという
こと 
・地域の単位は「小学校区」とする。 
・対象は独居高齢者だけでなく 2人世帯、同居世帯など幅広く精
神や母親も含めて。 
・「地区担当者」→「学区担当者」は、「まちのほっときません隊」
とリンクする。 
・学区の社協、地域包括、自治会など連携して学区担当者が地域
の人的、組織的基盤をつくるイメージ。 
・次回までに「支援連絡員」、「学区担当者」の作り方、動き方な
ど掘り下げ、全体像をさらに具体化していく。 
＜9 月の報告に向けて＞ 
・チームとして３つの提案に絞る 
①「つながってほっとライン」→具体的提案レベルまで 
②「まちのつながりどころ」（つながりの家＋ほっとカフエ＋

おしゃべり会）→機能メニューや作るしかけ 
③「まちのほっときません隊」→位置づけ、役割、創り方 

①②③は互いにリンクし三位一体、③は「学区担当者」の創出で
①や②のキーマンとなる。 

【第 11 回定例会
議】 
 

8/22、創生館 第 1期活動の整理 
＜「つながってほっとライン」について＞ 
・事業の概念図と各主体の役割などの修正、整理 
＜「まちのつながりどころ」について> 
＜「まちのほっときません隊」について＞ 

【個別会議】 9/12、創生館 第 1期成果報告書、内容の詰め 
 

【調査・ヒアリ
ング】 
 

7/26 
 
8/22 

・東京都世田谷区の「高齢者安心コール」事業についてヒアリン
グ及び資料入手 
・「まちのつながりどころ」の先進事例としての「まちの縁側：
とねりこの家」及び「かたりば朋」の見学及びヒアリング 
 

【その他】 6/13、創生館 
 
7/25、創生館 
 
9/9 

・京都市次期基本計画策定支援プロジェクトチーム Cユニット
との情報交流会実施（地域コミュニティづくりに関しての意見交
換） 
・京都市保健福祉局地域福祉課と情報交流会実施 
（「京（みやこ）・地域福祉推進指針」についての意見交換） 
・上京区次期基本計画策定委員会 自治･安全部会 

同 福祉･健康部会 
（「人をつなぐ福祉のコミュニティづくり」の紹介） 

 
 
 




