
 

 

 

平成３０年度 

第１回高齢者総合サポートセンター評価委員会 
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日時：平成 30 年７月 18 日（水）18:30～20:30 

場所：高齢者総合サポートセンター（かがやきプラザ）1 階 ひだまりホール 
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■開催日時・出席者等 

日時 平成３０年７月１８月(水) １８：３０～２０：３０ 

場所 高齢者総合サポートセンターかがやきプラザ １階 ひだまりホール 

出席者 

委員 

井藤委員長、高野委員、佐々木委員、加賀委員、小林委員 

杉山委員、船曳委員、廣瀬委員、中出委員、中村委員、齊藤委員、吉

澤委員、安原委員、柳委員、小林委員 

事務局 

歌川保健福祉部長（高齢者総合サポートセンター担当部長兼務）、 

小玉在宅支援課長、七澤福祉総務課長、土谷高齢介護課長、 

佐藤在宅支援課在宅支援係長、高山在宅支援課相談係長、 

井上在宅支援課医療と介護連携係長、 

丸山在宅支援課施設調整担当係長 

庶務 在宅支援課在宅支援係：白井、本庄、荻田 

欠席者 南委員、秋保委員、渡部地域保健担当部長、舟木健康推進課長 

 

【議 事】 

１ 平成 30 年度評価委員会のスケジュールについて 

２ 平成 28 年度実績への指摘事項に対する改善策について 

３ 平成 29 年度高齢者活動拠点、人材育成・研修拠点、多世代交流拠点の評価について 

 

【要 旨】 

１ 平成 30 年度評価委員会のスケジュールについて 

昨年度の評価委員会は、採点式の評価を各拠点業務に対して行ったうえで、在宅ケア

拠点（九段坂病院）1 回、相談拠点 1 回、指定管理者の評価 1 回と、全 3 回開催した。 

しかし、評価項目が 40 項目にわたる採点にかかる労力、その点数の妥当性の議論に要

する労力に見合った成果が得られるかという点に反省点があった。この課題を解消する

とともに、高齢者総合サポートセンターをより良い施設にしていくためのご意見をいた

だけるような会議運営をしたいという事務局の思いから、今年度は医療と介護の連携の

視点から在宅ケア（医療）拠点と相談拠点の評価で１回、指定管理者の評価で１回、全

2 回の会議とした。 

加えて、高齢者総合サポートセンターの運営の現状とこれからの運営について委員の

皆様と共有し、議論できるように、評価シートを記述式のシートに見直した。 

大きな変更点は３点である。 
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①去年度まで 40 項目あった評価項目を各拠点の評価基準表（Ａ３縦）に集約した。 

②３拠点の運営に対する考え方を総括表にまとめる。 

③評価基準表の大項目ごとに評価個表を作成し、関連のある成果や課題をまとめ、説

明資料を添付する。 

 

各回の議事の流れは昨年度までと同様で、平成 28 年度評価に対する改善策を議論した

後、平成 29 年度の高齢者活動拠点、人材育成研修拠点、多世代交流拠点の活動について

報告を受ける流れである。 

評価委員当日は、説明と意見交換を中心に運営するため、委員の皆様からの評価は、

本日配付の評価表にご記入のうえ、配布の返信用封筒で 8 月 1 日までにご返送をお願い

したい。２回目の評価も同じ流れで９月５日に開催予定である。 

全２回終了したのち、平成 30 年 11 月下旬を目安に今年度の最終報告書を作成してい

きたい。 

 

２ 平成 28 年度実績への指摘事項に対する改善策について【指定管理３拠点】 

（１）高齢者活動拠点からの改善策 

◆指定管理者説明 

（ア）健康状況アンケートの実施に評価できないとの指摘について 

本アンケートは、平成 29 年 7 月に活動センターの利用者・1,005 名の方に郵送に

て実施した。期間は 7 月 5 日から 7 月 31 日まで、回収率は 52.7％、530 名の方に回

答いただいた。アンケート項目（40 項目）の項目設定にあたって、活動センターの

看護師等と相談しながら、お悩みやお体の不安、持病等について相談相手がいるか

どうか、ストレスの有無や解消法など含めたものとした。集計結果を踏まえて 30 年

度以降の事業に活かしていきたい。 

（イ）地域貢献活動が未実施で評価できないとの指摘について 

平成 29 年度から、高齢者活動センターで活動する踊りや歌の同好会などが、社会

福祉協議会が運営しているサロンや各地区の長寿会に出向いて演芸を披露し、地域

の高齢者の外出機会、交流の機会を創出している。また、同年 9 月に実施しました

秋祭りの会場に飾る折り鶴の作成を、長寿会や区内の企業、活動センターの利用者

の皆様方にお願いし、秋祭り後千代田区平和使節団に譲渡したり、千鳥ヶ淵戦没者

墓苑に備えたりなどの広がりを見せている。今後もこの活動を広げていきたい。 
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（２）人材育成・研修拠点からの改善策 

◆指定管理者説明 

   （ア）多職種研修の開催について 

年１回の開催では少ないのではないか、開催パターンに変化をもたせたりユマニ

チュード研修など魅力あるテーマを取り上げたりしたらよいのではないかとの指摘

をいただいた。 

平成 29 年度の結果をもとに、実施方法などを区と協議をして企画していきたい。

平成 30 年度については 1 回増やし、年 2 回開催で準備をしている。 

（３）多世代交流拠点からの改善策 

◆指定管理者説明 

（ア）地域特性を踏まえた事業実施、地域貢献活動への広がりを目指した多世代交流

の実施について、地域特性に合わせた企画や参加者を増やす工夫が必要である

というご指摘をいただいた。 

 平成 28 年度の多世代交流事業「バリスタ・傾聴ボランティア養成講座」の受

講生が終了後もグループ活動を続け、高齢者活動センターの事業や社会福祉協

議会が運営している子育てサロン、はあとカフェ等でコーヒーを提供し、地域

の皆様と交流している。 

 また、同 29 年度に高齢者活動センター利用者で構成する企画運営サポーター

が新たに立ち上がり、高齢者活動センター事業で子ども向けレクリエーション

プログラム等運営するなど、多世代交流の場づくりに主体的に参加している。

さらに季節行事に区内の園児を招くほか、高齢者活動センターの皆さんが区内

保育園に出張して読み聞かせ等を行ったり、小学校に出向いて給食会に参加す

るなど、世代間の相互交流を進めている。 

 今後もより多くの区民にかがやきプラザに来ていただけるよう、地域特性を

意識した多様な多世代交流を企画するとともに、アウトリーチという視点に立

って積極的に地域に出向き、活動を広げて参加者を増やしていきたい。 
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（４）福祉避難所運営について 

◆指定管理者説明 

（ア）地域特性を踏まえた事業実施ということで、福祉避難所物資の確保だけでなく、

実際の運営に向けた指針等を作成し、いつ起こるか分からない災害に備えていた

だきたいというご指摘について千代田区の福祉避難所の運営に関する基本方針を

踏まえ、早急に区と協議し作成する。 

◆委員からの質疑・意見 

 福祉避難所は、緊急医療救護所とは異なり、お身体の不自由な方、ご高齢な方、障

害のある方が生活をする避難所として位置づけている。発災直後の緊急対応から避

難生活への切り替え、24時間のお世話をどうすべきかなど、詳細を議論すべきこと

がたくさんあると区の立場を説明。それに対し、かがやきプラザ以外の施設の連携

を考慮すべき。 

 

３ 平成 29 年度高齢者活動拠点、人材育成・研修拠点、多世代交流拠点の評価について 

（１）高齢者活動拠点の評価 

◆指定管理者説明 

総括表の全体所感として（事務局注：総括表の上段左側）、区内在住の高齢者の皆

さんが元気で暮らしていただけるように利用者の皆さんのご意見を伺いながら安全安

心に参加できる様々な事業、また機能回復訓練等の場を提供し、健康づくり、生きが

いづくり、仲間づくりを進めるとともに、元気な高齢者による地域貢献活動の参加を

支援している。 

29 年度は、前回の評価委員会でご指摘のあった健康づくり利用者アンケートの実施

及び元気高齢者の地域貢献活動について重点的に取り組んでいる。健康づくり利用者

アンケートの結果を事業に反映するのは 30年度になるが、神田方面に出張して体力測

定を行う事業など、ご要望を踏まえた講座等を計画、実施する予定である。 

地域の貢献活動では常に働きかけを進めており、社会福祉協議会が運営している高

齢者サロン等に参加し演奏や演芸を披露することで、かがやきプラザに来ることがで

きず地域のサロンを利用している方々に喜んでいただいて、同好会の出演者の方々も

張り合いを感じていただいている。こうした元気な高齢者による地域貢献活動をさら

に広めていきたい。 

「Ⅱかがやきプラザ内各拠点との連携について」（事務局注：総括表の上段右側）
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は、まず相談センターとは、１階の相談センターと共催で、５階のフリースペースで

利用者の介護相談として相談センターの職員に対応していただく事業（７月～３月）

を実施した。また、５階の受付業務をシルバー人材センターに委託し、高齢者の社会

参加の場づくり寄与している。さらに９月から内科相談の名称を変更して、内科に限

らず広く身体や健康に関して相談ができるよう、かがやきプラザ運営協議会でシルバ

ー人材センターが全会員にこのチラシを配布して、健康相談の窓口として利用するよ

う勧めていただいた。 

九段坂病院とは利用者のけが等緊急事態で常に連携をするようにしているが、土日

祝祭日など診療時間外の緊急対応を依頼した際、宿直の医師が専門外のため診療が受

けられないケースがあった。このケースでは、結局けがをされたご本人が自身のかか

りつけ医を受診し、圧迫骨折の診断を受けた。このようなケースで、今後病院との調

整が必要と感じている。 

「Ⅲ.その他」（事務局注：総括表の下段）については、社会福祉協議会がこれま

で培ってきた町会や区内企業等との顔の見える関係を基盤として、区内企業等と連携

して事業を展開することができており、社会福祉協議会が指定管理を受けている最大

の利点と考えている。例えば、連合長寿会主催の「ふれあい秋まつり」は、平成 28年

度からある区内企業一社が運営を一手に引き受けてくれ、●人の社員の方が従事した。

こうして運営側の人数が増えたことで、これまで敬老の日前後に開催してきた 5 種類

の体力測定「にぎわい健康パーク」を平成 29年度から「ふれあい秋まつり」と同時開

催できるようになった。同時開催の相乗効果で「にぎわい健康パーク」の体力測定の

参加者は前年度比約２倍に増加した。また、別の企業からは健康器具等の寄贈があり、

今後利用者の健康相談、栄養相談の基礎資料に役立てていきたい。 

評価票には記載していないが、事業全体を通じて利用者にアンケートを取るなどご

意見をいただきながら集計して運営に活かしているものの、アンケートの取り方、集

計方法のスキルが不足している感がある。科学的な分析によって事業の具体的な効果

を数値化する方法がないものかと思案している。 

個表「３.１利用者サービスの向上」の「成果」については、区民ニーズの把握と事

業への反映、利用者とのコミュニケーション・関係づくりにチェックをいれた。先ほ

どご説明した利用者アンケートの添付資料として、資料№１を添付した。これは社会

福祉協議会の広報紙にアンケートの概要を掲載したものである。資料では、同好会、

講座、交流機会の増加の３つを合わせると約 53％で、利用者の半数以上の要望はこの
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あたりであることが読み取れると思う。 

また、利用者で構成される企画運営サポーターの事業も順調に進んでおり、資料№２

として春の工作サロン等の資料を添付した。「課題点」は、視覚障害を持つ利用者の

平常時の安全確保について障害者福祉課を交えてケース会議を行っている。今後、九

段会館の本格的な工事が始まるため、安全確保に向けた話し合いを進める必要がある。 

    下段の「その他」には、各月で利用者懇談会等を実施する、ご意見箱を設置するな

どして利用者からのご要望等に個別的に対応している点を記載した。また、利用者同

士のコミュニケーション関係づくりということでは、同好会がない麻雀、ビリヤード

の団体活動の中にビリヤードの活動している方々が有志ということで自主的に交流大

会を開催するというような動きも出てきている。 

評価個表の「３.２高齢者の健康保持・増進」については、「機能回復訓練の実施」

にチェックをつけた。身体のお悩みということでスポットの部位の痛みというものが

あり、これまでは「リハビリ体操」と称していたが、改めて「スポット体操」として

特定の部位にスポットを当てて簡単にできる運動アドバイスをする内容に変更したと

ころ、参加者が増加した。また、5 階に設置しているトレーニングマシンのトレーニ

ングに「マシンサポートボランティア」を養成し、サポートデイを週２日から 4 日に

拡充したところ、利用者数が 2.2 倍となった。 

右側の「課題」は、今お話ししたトレーニングマシンの利用者は増えているが、利

用者の住所を調べると富士見、神保町地区に偏りがある。資料４のように白地図上に

赤い点を振ってみると、トレーニングマシンの利用者がやはり富士見、神保町に偏っ

てしまっていることがわかる。 

「その他」については、社会福祉協議会が発行している広報紙の通り、事業への参

加者が増えていることがわかる。今後は活動センターの広報紙だけでなく、社会福祉

協議会の広報紙にも積極的に掲載をしていきたい。 

続いて、評価個表の「３.３ 高齢者の活動支援」については、「高齢者の活動機会

の提供」「同好会活動支援の状況」「グループ活動から地域貢献活動への展開支援」

にチェックを入れている。まず「成果」として、29 年度からかがやき大学の少人数制

のゼミを行って好評をいただき、写経ゼミが終了後に同好会として立ち上がった。ま

た、ゴスペルゼミは自らが学ぶだけでなく、その後の仲間づくりや活動センター事業

の活性化にもつながっている。一番下の「12」のように、社会福祉協議会が地域で展

開している事業に自主的に協力し活動の場を広げる同好会も出始めており、こういっ
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た活動も支援していきたい。 

「課題」には、「高齢者の交流促進」にチェックを入れた。新しい利用者向けに交

流促進のための「かがやきサロン」という事業を始めたが、利用者が伸び悩んでいる。

今後、利用者で構成する企画運営サポーターの方々と運用方法等見直していきたい。 

「その他、拠点の特色や利用者の特性を踏まえた取組み」としては、先ほどのかが

やき大学が非常に好評ですが、アンケートの結果で神田方面からの参加が少ないとわ

かったため、和泉町の施設をお借りして出張する「分校」として開講している。今年

度も同様に出張して分校という形で開設し、かがやきプラザの周知を行いたい。 

 

◆委員からの質疑・意見 

 地域のサロンの説明があったが、千代田区ではプライベートなサロンが作られてい

るか。 

→（指定管理者回答）住民の方々が運営しているサロンは 20 か所、社会福祉協議会

が運営しているサロンが 4 か所ある。 

 各サロンの連合体、それぞれの代表が集まって活動内容や課題を話し合う場がある

か。 

→（指定管理者回答）まだ設けていない。 

 板橋区の高島平で、認知症の方が地域で安心して住める地域づくりを展開するなか

で、地域のサロンの方が興味を持ち協力してくれることが大きな力になっている。

その意味では地域のサロンが独自に活動するだけでなく、連合して何かしようよと

いう場を作ったら今後大きな力になると思うので、検討してほしい。 

→（指定管理者回答）了解した。 

 認知症の方がこれだけ増えている中で、認知機能がしっかりしている方にこういう

活動を勧めるのはよいと思うが、認知機能の低下した認知症の方にどう対応してい

くかは避けて通れないと思うので、アプローチを考えていただきたい。 

 少数派かも知れないが、知的障害者の方の高齢化が認知症の方よりは少ないものの

ある。少数派だからとおざなりにするのではなく、何らかの手立てを考えていただ

く必要な時代になってきたと思うがどうか。 

→（指定管理者回答）認知症のカフェは、昨年区から委託を受けて区内に２か所あ

る。認知症と特定していない一般のカフェで約３割の方が認知症に近い、あるい

はその可能性のあることを踏まえて現在２か所設置している。 
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知的障害者については区と協議をしながら区内の障害者等の団体と連携を図って

いるが、ご指摘の点については具体的な対応をしていないので、区と協議して進

めていきたい。 

 アンケートの話があったが、そこで何が分かって、何を今後に生かそうということ

か。 

→（指定管理者回答）アンケートは総合的に判断するスキルを持ち合わせてないた

め単純集計だが、一つひとつの項目に目を通し、内容を精査した際に感じたこと

がいくつかあった。 

ひとつは、利用者がかがやきプラザに期待しているものは、自分が参加できる

ような同好会をもっと増やしてほしい交流できる機会をもっと増やしてほしい、

といったご希望が利用者の方の半数以上のご意見だったということ。 

それから、トレーニングマシンを利用していない方も実は利用者の６割おり、

どうして利用していないのかと考えてみると、トレーニングマシンのサポーター

を増やすと利用したい人が増えてくるのは利用したいがどうしたらいいかわから

ない方が多いということのようである。利用できる環境を整えさえすれば、高齢

者の方々がもっと利用できるようになるのではないかと期待している。 

また、かがやき大学に参加している方々の講座別の地域特性をみると、麹町地

区の方は文化芸術的な講座にすごく興味があり、神田方面の方は、どちらかとい

うと生活面に近い講座に興味があるという様子が見えてきた。何回か続けて統計

を取り、この傾向がはっきりすれば、神田に向けてはこういう事業、麹町に向け

てはこういう事業と企画ＰＲして、参加者を増やしていける気がする。 

 かがやきプラザはかなり思い切った施設としてつくったと思うので、これとこれは

うまくやってますという風に、はっきり宣伝できるような活動をそろそろ生み出し

てほしいなと思っている。その意味で、活動拠点の中でこれはずっとうまくいって

利用者に喜ばれ、いろいろな活動につながっているというものはあるか。 

 今後、高齢社会に問われていることは、高齢者の健康寿命をできるだけ延伸させ、

老後を楽しめる環境づくりをどうするかということだと思う。その意味では、高齢

者の健康長寿に有効な、例えば栄養だが、例えばかがやき大学の中でどういうプロ

グラムとか講義が必要かという視点を忘れずにプログラムを考えていただきたい。） 

→(指定管理者)先ほどご説明したアンケート調査の中には、ご指摘の栄養について

相談したい、献立、メニューを考えたい、体力測定の問題、その一方で健康づく



 

   9 

りに興味があるが、活動センターの健康づくりの部門がまだ区民に知られていな

いという結果も出ている。ご指摘の件は改めて検討したい。 

 戦略的には、地域の町内会、老人会といろいろな組織があるので、ここ（活動セン

ター）だけでは限界がある。受講する人は、例えば１回 20 人であれば、その方に 3

か月いろんな話を聴いてもらうとすると 20 人ずつで数百人。あまり広がりが出てこ

ない。その意味で、このかがやきプラザで勉強したことは地元に持って帰っていた

だいて、地元の同世代の方にお話しして下さるというようなシステムができていか

ないと、ここだけで四苦八苦しても千代田区全体では役に立たないということにな

る。今後のシステム開発も含めて、ここで学んでいただいたことをどう地域に組織

的に還元するか、組織づくりを考えていただきたい。 

→（指定管理者）かがやき大学を始めたときは、1 回の講座で 50 人、80 人、100 人

が受講する大人数制だったが、平成 29 年度からゼミ制を導入して少人数制にした。

これは、まさに委員長がおっしゃるように、ここで自分たちが学んだことを地域

に持ち帰り、自分の住んでいる地域の皆さんのために今度はやってもらえないか

という意図で始めた。今２つのグループがあり、なかなかそこまで行けていない。 

最終的にはここで完結するのではなく、ここを卒業された方が地域に戻り、今

度は地域社会のために自分が学んできたことを地域の方たちに教えたり、交流し

ながらその交流の輪が広がっていくことを望んでいたが時間がかかっている。 

 かがやきプラザの利用者数を増やすために常々感じていることだが、ひだまりホー

ルの横で食事するときに、九段坂病院に通う待ち時間の長い方と話をする。そうす

ると「ここのかがやきプラザって何やってるの？」と聞かれるので、講座などの話

をするととても関心を持ってくださる。講座やサロンのチラシは入口には置いてあ

るがひだまりホールの周りには置かれていない。この近くに置いてあれば時間があ

って、診察待ちをしている方々はとても興味があるので宣伝をしたらよいと思う。 

 かがやきプラザが神保町にあった高齢者センターの後継であれば、実際の利用者と

施設の距離感がだいぶ違う気がする。こちらの方が施設も大きく立派なので、施設

の運営側と利用者の距離が少し離れているような気がする。何か銭湯的な親近感が

特に神田の方にはあったのかもしれないが、それと比べるとやはりこちらはかなり

立派でおしゃれになっているので、そういうところで利用者の感覚が微妙に違うん

じゃないかなという気がする。 

→（指定管理者回答）職員も機能も充実してはいるが、ほぼ変わっていない。ただ
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建物だけが間違いなく変わっている。昨年も加賀先生からも少し敷居が高くなっ

たんじゃないかという話も受けて、どうしたらいいのか考えている。職員の意識

はそれほど変わっていないが、一方では建物が新しくなって活動センターの機能

も充実し、講座・講習会もより多くなり、かがやきプラザが５つの機能をあわせ

持った施設であることで、果たして今までの高齢者センターでいいのかどうか、

実はもう少し発展した施設にしなければいけないんじゃないかという意識はある。

そういう気持ちも持ちながら、一方では今までの敷居の低い来やすかった施設と

いうのは当然目指さなければいけないと思っている。 

 （区）今の話のとおり、高齢者センターの後継であることは間違いないが、区の目

的としては高齢者センターの建物が新しくなって立派になった高齢者総合サポート

センターを考えたわけではなく、いくつかの拠点がここに一緒にあることによって

相乗効果を考えたというところで敷居が高くなったという見方にもつながっている

のかもしれない。 

一方で活動センターが、使っている人にとってはすごく心地よくなって立派にな

ったけれども、使ってない人の方が多い。使っている人にアンケートをとれば、も

っとこういう風にしてほしいとなるが、このサポートセンターを千代田区の真ん中

につくった意義を重視すると、高齢者センターの使い心地が良かった人からはちょ

っと前と違うぞという話になって、このバランスをどうとるかが悩みでもある。こ

こに作った意味は、使っている人がより心地が良い、使いやすいということよりも、

やはり区全体の高齢者の長寿健康にどう機能し、貢献できるかでみる活動センター

であってほしいという思いが区の方にはある。 

 きれいになると入りにくくなるというのがあるので、来やすさとは、猥雑な所が有

る程度ないと、ぽっと来た場合には敷居が高く感じる。それは受付の態度であると

か玄関をもう少しホッとできるイメージにするとか、あるいは色を少し考えるとか、

壁の貼り紙とか、場の雰囲気づくりを工夫する必要があると思う。 

 

（２）人材育成・研修拠点の評価 

◆指定管理者説明 

人材育成・研修拠点は大きく分けて 3 区分に分かれる。1 つ目は区民向けの人材

育成、2 つ目は事業所（専門職）向け、３つ目が福祉専門職の求人・復帰支援とな

っている。 
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区民向けの研修については、家族介護者の方々の支持、ボランティアの養成、介

護や福祉のことについて理解を深めて頂くことを目指した取組みとなっている。事

業者向けの研修については、福祉介護従事者の方、医療、多職種参加型の研修、資

格取得に関わる部分の研修を行っている。 

人材確保の研修については、資格取得の部分だけではなく、資格を取得した後、

また一回お仕事されて辞めた方が、また復職できるような取組み、これから新たに

介護などの仕事につきたいという方々に向けた取組みとなっている。 

まず総括表の１の全体所感の研修事業の参加状況について、29 年度は、98 回の事

業を行った。参加者の延べ人数は 2,360 名で、前年度に比較すると 5 割近く参加者

が増加した。 

２点目が研修の体系化。これまでは単発での事業実施が多かったが、基礎編や応

用編などのレベル分けをし、事業の組み立てを行った。また、受講者のニーズの聞

取りを行い、計画を立てた。また、単発化した事業を連続講座として実施すること

で学びを定着化させていこうという取組みも進めた。 

３点目はニーズ把握。これまでは講座受講者のアンケート調査や個別にヒアリン

グを行った結果でニーズ把握をしてきたが、昨年度区内の介護サービス推進協議会

の会員事業所約 130 カ所に管理者と職員向けで調査を分けて郵送でニーズ調査を行

った。それから関係機関や関係職員の方にも個別にヒアリングを行い、関係の薄か

った事業所の方々とも関係づくりを図ってきた。 

４点目はボランティアの養成。養成した後の活動につなげることが非常に重要だ

が、個人の方々のボランティア希望のコーディネートは、継続性が担保し難いと感

じており、受講された方々にボランティアグループになってもらい組織化しようと

いう取組みを行った。認知症カフェやはあとサロングループなどの集まりに入らず

個別に活動したいという方については個別のコーディネートを行った。 

５点目は平成 29 年度の新規事業。社会的な課題でもあるが介護福祉人材の確保を

どうしていくかという取組みで、千代田区内にある人材養成校、専門学校２校と区

内の事業所間で協定を結び、専門学校に通っている学生の養成段階から施設事業所

の皆様に実習や事業の協力をいただき、将来千代田区内の事業所に就職していただ

けるような関わりを持てるような取組みを行った。 

６点目は様々な機関との連携研修事の実施。 

研修センターだけではニーズ把握やプログラムの組み立ての部分で弱い部分があ
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る。講座の目的に合わせて関連する機関の協力をもらい、それぞれの得意分野を活

かして企画を組み立てた。 

拠点の連携については、研修センターの事業を検討するにあたり、かがやきプラ

ザの中にある各事業、事業所と連携してきた。在宅支援課や高齢介護課、相談セン

ター、九段坂病院、それから障害の部分についても区の担当課と検討を進め事業を

組み立てた。 

2 番目の協働研修については関係機関とテーマや進め方を検討し、寸劇を取り入

れて事業を実施した。また、高野先生を初め医師会、歯科医師会、薬剤師会の先生

や関係機関の皆様にも多くご参加いただいた。 

3 点目の九段坂病院との連携については、区内の医療や介護、福祉職向けに摂食

嚥下に関する研修を連続５回実施し、区民の皆様には、糖尿病をテーマにした公開

講座を実施した。 

４点目のボランティアの養成では、かがやきプラザの中の多世代交流拠点事業、

として多世代交流食堂というあらたな取組みを行った。この事業を実施するために、

料理のボランティアをする人たちを養成する講座を研修センターで実施した。また、

傾聴ボランティアの養成講座については、社会福祉協議会内部で連携しボランティ

アを組織化した。 

「その他」の 3 番目。千代田区のケアマネジャーの方たちとの連絡会、理学療法

士会の千代田支部と連携し、研修を行った。 

また、作業療法士の有志の方から研修を行いたいとの相談を受け、かがやきサポ

ートネットという自主グループの立ち上げサポートをし学習会を進めてきた。 

3 点目、区内の訪問看護ステーションの方々向けの研修。これまでは医療関係者

との関わりが薄かったが、今回訪問看護ステーションの皆様に少しご意見を聞きな

がら企画を組み立てた。障害者の福祉制度がよくわかっていないという話もあり、

区の障害者福祉課の方に説明をいただき、お茶の水の障害者福祉施設センターの見

学を行った。 

4 点目、認知症サポーター修了生の講座の連携。認知症サポーターの修了生をど

う活動センターに結び付けていくのかが大きな課題だが、区の在宅支援課や認知症

地域支援推進員、認知症カフェの開催団体の方々と連携してボランティアの受け入

れを進めてきた。 

5 点目の高齢者の生活支援ボランティアの養成。区民の皆様に高齢者が施設の中
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だけでなく在宅にも出ていけるような生活支援を行うための養成講座を実施した。

この講座は、小川町、淡路町にある多摩同胞会と連携して実施。継続した活動と毎

月 1 回定例の勉強会を以ってボランティアの人たちのスキルアップを図っている。 

6 点目、福祉知識の普及における連携。わかりやすく福祉のことを理解して頂く

ため映画上映会を実施。かがやきプラザ及びいきいきプラザ一番町地下のカスケー

ドホールで実施した。カスケードホールで実施の際は、いきいきプラザ一番町の運

営をしている東京栄和会さんと共催で実施した。 

最後、指定管理者の運営協議会。町会の皆様や民生・児童委員の皆様、それから

福祉施設の方に参加していただく委員会があり、そこでのご意見を反映して事業を

実施。 

個表を用いての補足。 

1 枚目、区民向けの講座、研修の部分について、右側に課題点を掲載している。

高齢者の生活を支える人材育成は、地域包括ケアシステム、地域包括ケアの中でも

大きな部分になると考えているが、人が集まらないことが課題になっている。参加

者の話によると、「事故が起きた時の責任ってどうなるの？」「少し専門的な活動

をするのでは。」とハードルの高さを皆さん考えており、そういった考えをどのよ

うに広報して皆様に魅力あるプログラムとして集まっていただくかというところが

大きな課題になると考えている。 

2 枚目、事業所向けの人材育成。こちらもなかなか人が集まらなかったというの

が最初の年にあった課題だった。色々アンケート調査を見て、夜間帯の開催を受講

する人が多かったことから研修の開催時間を夜間に移したことで、参加者を少しず

つ増やすことができた。新たな課題としては、介護職、現場で働いている介護職の

方の参加が少ないという所や介護職の現場の方が研修に行ってしまうと人材不足で

まわらないという意見も多数出ており、どう研修を組み立てればいいのかというこ

とが課題になっている。 

3 番目、福祉専門職の求人・復帰支援。2 回目の実施で、「介護・福祉のしごと面

接会」という会を実施。昨年度は、参加者が 51 名で参加した方々のうち 4 名の方が、

区内の事業所に就職した。ハローワークとの共催実施で、ハローワークから紹介さ

れた方も参加している。課題としては参加している方の 6 割が 40 代から 50 代の層

になっているが、求人事業所はバランスの良い人材確保を目指しているため、若い

世代の方にもっと参加をしてもらうための広報や企画の工夫をしなければならない
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点だ。昨年度は若い世代にも来ていただけるように杉本浩司さんの入門講座も実施

しながら、取り組んできたところだ。 

◆委員からの質疑・意見 

 千代田区で介護職は不足しているのか。 

→（指定管理者回答）アンケート調査をしたところ、会員になってくれる事業

者の 7 割が人材不足と回答している。 

 外国の方へのアプローチも広がりつつあるが、千代田区はいかがか。 

→（指定管理者回答）すべてを把握しているわけではないが、ある法人から聞

いた話では、外国人を千代田区の施設に受入れすることも考えていて、具体的

に外国に行って説明しているという話を聞いている。 

 日本に来た外国人は言葉や仲間の問題で孤立しがちだ。すぐに帰国しないよう

な支援も必要になるのでは。 

→（指定管理者回答）これまでも様々な取組が行われてきた。情報を少しづつ

収集しながら我々から事業者に情報提供することもしていきたい。 

 「その他」の部分で区障害者福祉課障害者福祉係、区立障害者福祉センターに

協力を得たというところで、具体的な話を教えて欲しい。 

→（指定管理者回答）訪問看護ステーションに関わる利用者の方でも障害のあ

る方がいらっしゃり、そういう方たちへのサービスがどのようなものがあるの

か、また、千代田区ではどんなサービスが用意されているのか知りたいとの話

があり、それらについて説明していただいた。また、区の障害者福祉施設であ

る「えみふる」という施設についても見学会を行うなど周知を行った。 

 障害者福祉施設を利用されている方の中でも高齢化の問題はあって、介護保険

とどう繋げていくか、何らかのアプローチをしていかないといけない部分があ

ると思うので、周知も含めて意識していただきたい。 

→（指定管理者）ありがとうございます。 

 

（３）多世代交流拠点の評価 

◆指定管理者説明 

多世代交流拠点では、都心区である千代田区の中で季節感を感じていただきなが

ら、お子さんから高齢者の方まで幅広い世代の皆さんが集い、出会い、交流できる

場を提供して活力ある地域社会づくりを目指していきたい。事業の運営にあたり、
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高齢者活動センターの利用者の方が主体となって構成する企画運営サポーターの方

にもご協力いただくなど地域住民との協働の他多世代交流の運営に関わるボランテ

ィアの皆さんによる地域貢献活動の促進も行ってきた。 

かがやきプラザ内各拠点との連携については高齢者活動拠点を始め、人材育成拠

点や社会福祉協議会のボランティアセンター、その他の部署ともいっしょになり

「多世代交流食堂かがやキッチン」等の連携事業を行っている。 

「その他」、社会福祉協議会が培ってきた関係を基盤とした区内企業や NPO 等と

行う協働事業は、昨年度と同様、それぞれの団体の方から声をかけていただいてお

り、定着してきたと感じている。 

また、事業運営でご協力いただいているボランティアの皆さんにはこのかがやき

プラザの中での活動にとどまらず、区内の施設やサロンにおいて運営を展開する事

業にも参加・協力いただいている。ボランティアの数も少しずつ増加しており、今

後はさらに皆さんの活動を支援し、地域に出向いて活動して下さっている方々にか

がやきプラザに来ていただけるような流れを作りたい。 

これまで個人を集めて新しい交流を作るというテーマで、重点的に取り組んでき

たが区内にはいろんな組織体がある。その組織体は独自にいろんな関係性を持った

所謂コミュニティと言いますか地域社会というのがありますので、今後につきまし

てはそれらの団体間をつなげ、交流の場を広げていくことにも取り組んでいきたい

と考えている。 

◆委員からの質疑・意見 

 「多世代交流事業かがやキッチン」事業の参加者はどのような方か。 

→（指定管理者回答）地域の高齢者が基本です。その高齢者を地域に住まう子

供たちにエスコートしてきてもらい、お互いにコミュニケーションとレクリエ

ーションをしてもらう。それから食事も一緒にとってもらい交流を図るという

内容になっており、大学生も参加する。 

 小学校や幼稚園への呼びかけはあるのか。 

→（市営管理者）小さすぎてしまうと高齢者とのコミュニケーションが難しい。

小学校の低学年を呼んでみて「おもてなし」を教えたことがあるが、なかなか

理解してもらうのが難しかった。そこで 30 年度は高学年の子が良いのではとい

う議論をしている。 

 小さい子は「癒し」にはなるが「交流」は難しいという点も踏まえて、高齢
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者の方とその地域に住むこどもたちが町の中で会った際に「こんにちは」と言

えるような関係づくりを目指していきたい。 

 和食ブームでもあるので、中学・高校生に和食の作り方を教えるとか、栄養士

を招き入れて栄養教育を行うというのでも良いのでないか。 

→（市営管理者）今はクックボランティアとして、一般の方にやってもらって

いるが、栄養面に関する知識を子供たちに理解してもらうという点でも検討し

たい。 

 高齢者の持つレシピ（煮物など）も重要だ。教える側も生きがいとなることも

あるので、試しながらやっていただきたい。 

→（指定管理者）わかりました。 

<全体を通しての質疑、意見等> 

 和泉橋地区に住む者だが、地区の講座講演の参加者にばらつきがあり、和泉橋

分校を作るということだが、内容はどのようなものか。 

→（指定管理者回答）昨年度は和泉町町会の会館を使わさせていただいた。前

回（12 月 7 日）行ったテーマは「日本経済話」だったが、今後は色々なテーマ

を考えていきたい。 

 今年度の内容は決まっていないということか。 

→（指定管理者回答）今年度は、7 月 20 日の金曜日にこもれび千桜にて熱中症

の出張講座を行う予定だ。 

 まず地域の方に高齢者総合サポートセンターというものがどういうものかとい

うことを広めていくことが大事ではないかと思うがいかがか。 

→（指定管理者回答）その通りだ。我々はここから情報を発信するだけでなく、

現地へ出向いて地域の方に直接参加して頂ける身近な場を作って行こうと考え

ている。 

 評価委員会で評価するにあたり、机上と話だけで評価するのは難しい。評価委

員がかがやきﾌﾟﾗｻﾞを自由に見学できたり、講座を覗けるなど触れ合える機会が

あればと思うがいかがか。 

→（指定管理者）我々としても見学は大歓迎だ。地域の皆さんにもお伝えいた

だければ幸いだ。 

 

４ その他 



 

   17 

（１）評価票の記入・送付について 

配布した評価票は、お持ち帰りいただいて記入をお願いしたい。高齢者活動拠点、

人材育成・研修拠点、多世代交流拠点それぞれ拠点毎に分けてあるので評価できると

感じられた点、不足していると感じられた点、提案等をいただきたい。全部記入しな

くても良いので、お気づきの点があれば負担のない範囲での記入をお願いしたい。 

（２）第２回評価委員会の開催について 

次回の開催は 9 月 5 日を予定している。資料は 8 月下旬に送付するので事前にお目

通しいただきたい。 

 

 


