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調布市民プラザあくろす「市民活動支援センター」見学報告　諏訪間千晃 
参加メンバー　佐藤　水津　江並　諏訪間 

10/3（火）14:00～新福祉会館市民検討委員会の委員有志メンバーにて見学て調布市民プラザ「あ
くろす」の中の「市民活動支援センター」へ行きセンター長にお話を伺って、見学をしてきまし
た。 
　新福祉会館市民検討委員会の素案には、「市民協働センター」と「ボランティア・市民活動セ
ンター」の機能が入っていますが、現在このふたつは社会福祉協議会内に入っており、「市民協
働センター」は準備室の状態で本格的な活動は出来ていない状態です。 
新福祉会館にこの機能が入る際には、これらの機能が行政と市民の協働の拠点となるようなもの
するべきだと思い、見学しました。 

調布あくろすのサイト 
http://www.chofu-across.jp 
市民活動支援センターのサイト 
http://chofu-npo-supportcenter.jp 

あくろすの中には 
男女共同参画推進センター 
産業労働支援センター 
市民活動支援センター 
の三つのセンターがあります。 

■市民活動支援センターの概要 
この中の「市民活動支援センター」が小金井の「市民協働センター」「ボランティア・市民活動
センター」と同じような機能となります。センターの中は大きくわけると事務スペース、特徴的
な大きなマルチスペース「はばたき」、資料コーナー、パソコンコーナーとなっています。 

■市民活動支援センターの団体への支援 
・補助金を出す支援（えんがわファンド） 
・活動に関するあらゆる相談 
・場所の提供（マルチスペース、ロッカー、
印刷機、コピー機など） 
・それぞれの活動の告知活動（ホームペー
ジへの団体活動の掲載、チラシ、広報誌な
どの資料コーナーでの紹介など） 

■フレキシブルに使える大きなマルチス
ペース 
マルチスペースは「はばたき」という名の
とても広いエリアで、間をホワイトボードで仕切っただけのフレキシブルな貸しスペースになっ
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ています。こちらはすべて無料で、団体予約も必要なく借りられます。 
あらかじめ予約して借りる事も出来、空いていればその場ですぐ使っても問題ありません。 
当日はそこで囲碁をしているお年寄りもいらっしゃいました。また、数名のグループがなにか活
動のミーティングをしている様子もありました。また、6つのテーブルは若い方が自習で使ってい
ました。（自習スペースとしてすべてが埋まってしまう事が最初あったため、手前6つだけを自習
スペースとして使える、という事にしたそうです） 

この「はばたき」は「街のえんがわ」がコンセプトで、実際に中に昔なつかしい雰囲気の縁側が
しつらえてあります。ちょっと立ち寄って話をしたり、相談したり、お茶を飲んだり、飲食して
も良い事になっています。 

また、ホワイトボードの仕切りをとっ
て50人くらいの講演会をする、とい
う使い方も可能です。ただしマルチ
スペースなので、あまり大きな音を
出したり、音楽を流すという事は出
来ない、という制限はあります。個
室を使いたい場合は、あくろすの中
の有料の会議室などを予約して使う
事が出来るようです。 

 
 
 

 
■えんがわファンド 
市民活動を支援する資金援助は、「えんがわファンド」というしくみで、サポーター会員として
年間3000円会費として支払うと、スペースの予約が通常1ヶ月前からのところが2ヶ月前から予
約でき、専用のチラシラックも使えます。市の予算は使わず、ここで集まった資金でほとんどの
資金援助がまかなえているそうです。 

■あくろすの他の会議室、ホール、調理室などは有料 
市民活動支援センター以外の貸しスペースはあくろすの指定管理者が管理、貸し出し業務を行っています。 
営利目的以外の用途であればほぼ使用に関しては自由。個人での登録も可。 

市民協働、ボランティア・市民活動センター、また多目的室やマルチスペースの使い方について
はかなりこちらの施設のあり方は参考になると思われました。今回行かれなかった委員の方もぜ
ひご見学していただければと思います。
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問問問問４４４４        貴団体では担い手を増やすための取り組みを行っていますか。貴団体では担い手を増やすための取り組みを行っていますか。貴団体では担い手を増やすための取り組みを行っていますか。貴団体では担い手を増やすための取り組みを行っていますか。((((１つに○１つに○１つに○１つに○))))    

 

〇〇〇〇担い手が増えているのは担い手が増えているのは担い手が増えているのは担い手が増えているのは３３３３件件件件((((18.818.818.818.8％％％％))))ですですですです    

最も多いのは「担い手不足だが、増やすための取り組みは行えていない」５件(31.3％)

です。次いで「取り組んでいるが、担い手は思うように増えていない」４件(25.0％)、

「取り組んでおり、担い手が増えている」３件(18.8％)の順です。 

 

図図図図２－２－２２－２－２２－２－２２－２－２    担い手を増やすための取り組み担い手を増やすための取り組み担い手を増やすための取り組み担い手を増やすための取り組み((((全体全体全体全体))))    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４－１問４－１問４－１問４－１        取り組み内容や取り組めていない理由等を簡潔にご記入ください。取り組み内容や取り組めていない理由等を簡潔にご記入ください。取り組み内容や取り組めていない理由等を簡潔にご記入ください。取り組み内容や取り組めていない理由等を簡潔にご記入ください。    

以下に主なものを掲載します。    

    

取り組んでおり、担い手が増えている取り組んでおり、担い手が増えている取り組んでおり、担い手が増えている取り組んでおり、担い手が増えている：３件：３件：３件：３件    

・当会主催の中級音訳講習会を開き、技術の向上及び新入会員の獲得をめざしている。 

・会員全員でグループ活動を支えている。 

・学生ボランティアには卒業する前に後輩を紹介してもらうようにしている。 

取り組んでいるが、担い手は思うように増えていない取り組んでいるが、担い手は思うように増えていない取り組んでいるが、担い手は思うように増えていない取り組んでいるが、担い手は思うように増えていない：４件：４件：４件：４件    

・学齢部対象の方を募集するため、バンビーノ活動を始めていますが、思うようには増

えていない、むしろ減少のため休止せざるを得ない現状。 

・団体の紹介資料を市や関係施設に置いたり、公開講演会やボランティア養成講座等で

団体を紹介しているが、新しい会員が増えない。 

・市民掲示板への定期的“募集案内”の掲示。他の市民団体への働きかけ等。 

担い手不足だが、増やすための取り組みは行えていない担い手不足だが、増やすための取り組みは行えていない担い手不足だが、増やすための取り組みは行えていない担い手不足だが、増やすための取り組みは行えていない：５件：５件：５件：５件    

・外に対してあまり発信していないため。 

・業務多忙のため。 

・会のチラシを配って呼び掛けをしたり、公の場所に案内書を置いてもらう様、要望を

してこなかった。役員も会員も年齢的・体力的に会員が増えても対応できるか不安も

あり、又、障がい者対策も変化し種々の場所、会で各々が対応できる機会も増えてい

ることも要因と思われる。 

・代表者、支援者が高齢者ばかりで悩んでいる。次世代への移行が課題。 

取り組んでおり、

担い手が増えている

18.8%

取り組んでいるが、

担い手は思うように

増えていない

25.0%

担い手不足だが、

増やすための取り組み

は行えていない

31.3%

特に担い手不足

ではないので、

取り組んでいない

6.3%

その他

6.3%

無回答

12.5%

(N=16)



 

４４４４．．．．障がい者福祉施策について障がい者福祉施策について障がい者福祉施策について障がい者福祉施策について    

問問問問 11111111        障がいのある方が相談しやすい体制をつくるためには、どのようなことが必要だ障がいのある方が相談しやすい体制をつくるためには、どのようなことが必要だ障がいのある方が相談しやすい体制をつくるためには、どのようなことが必要だ障がいのある方が相談しやすい体制をつくるためには、どのようなことが必要だ

と思いますか。と思いますか。と思いますか。と思いますか。((((いくつでも○いくつでも○いくつでも○いくつでも○))))    

 

〇〇〇〇７７７７割強が「信頼できる相談者がいる」をあげています割強が「信頼できる相談者がいる」をあげています割強が「信頼できる相談者がいる」をあげています割強が「信頼できる相談者がいる」をあげています    

最も多いのは「信頼できる相談者がいる」(72.0％)です。次いで「ちょっとしたこと

でも相談に応じてくれる」(56.0％)、「身近な場所で相談できる窓口がある」(48.0％)

の順です。 

図図図図２－３－７２－３－７２－３－７２－３－７    相談しやすい体制づくり相談しやすい体制づくり相談しやすい体制づくり相談しやすい体制づくり((((全体全体全体全体：複数回答：複数回答：複数回答：複数回答))))    
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信頼できる相談者がいる

ちょっとしたことでも相談に応じてくれる

身近な場所で相談できる窓口がある

自分の話を聞いてもらいながら、ゆっくりと

時間をかけて相談できること

曜日や時間に関係なく、

いつでも相談に応じてくれる

電話での相談を充実する

インターネットでの相談ができる

その他

特にない

無回答

(％)

(N=25)



 

問問問問 13131313        障がいのある人がその人らしく地域で生活するために、障害者総合支援法や児童障がいのある人がその人らしく地域で生活するために、障害者総合支援法や児童障がいのある人がその人らしく地域で生活するために、障害者総合支援法や児童障がいのある人がその人らしく地域で生活するために、障害者総合支援法や児童

福祉法によるサービス以外で特に必要と思われる支援はありますか。福祉法によるサービス以外で特に必要と思われる支援はありますか。福祉法によるサービス以外で特に必要と思われる支援はありますか。福祉法によるサービス以外で特に必要と思われる支援はありますか。    

((((いくつでも○いくつでも○いくつでも○いくつでも○))))    

〇〇〇〇７７７７割弱が「身近な相談サービス割弱が「身近な相談サービス割弱が「身近な相談サービス割弱が「身近な相談サービス」をあげています」をあげています」をあげています」をあげています    

最も多いのは「ちょっとした不安や困りごとでも相談にのってくれる身近な相談サー

ビス」(68.0％)です。次いで「話し相手や地域の人の声かけ、訪問」(48.0％)、「買い

物など外出に付き添ってくれるサービス」(44.0％)の順です。 

 

図図図図２－３－９２－３－９２－３－９２－３－９    障害者総合支援法以外の必要なサービス障害者総合支援法以外の必要なサービス障害者総合支援法以外の必要なサービス障害者総合支援法以外の必要なサービス((((全体全体全体全体：複数回答：複数回答：複数回答：複数回答))))    
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ちょっとした不安や困りごとでも相談に
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話し相手や地域の人の声かけ、訪問

買い物など外出に付き添ってくれる

サービス

趣味やスポーツなどの集まり

食事の配達サービス

外出の時に自動車で送迎して

くれるサービス

その他

特にない

無回答

(％)

(N=25)



 

問問問問 14141414        障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのためには、どのようなことが必障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのためには、どのようなことが必障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのためには、どのようなことが必障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのためには、どのようなことが必

要だと考えますか。要だと考えますか。要だと考えますか。要だと考えますか。((((５つまで○５つまで○５つまで○５つまで○))))    

 

〇〇〇〇「相談体制の充実」「相談体制の充実」「相談体制の充実」「相談体制の充実」と「保健・医療・福祉のサービスの充実」と「保健・医療・福祉のサービスの充実」と「保健・医療・福祉のサービスの充実」と「保健・医療・福祉のサービスの充実」ががががともにともにともにともに５５５５割弱割弱割弱割弱となっとなっとなっとなっ    

ていますていますていますています    

最も多いのは「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」(48.0％)と「在

宅での生活や介助がしやすいよう保健・医療・福祉のサービスの充実」(48.0％)です。

次いで「差別や偏見をなくすための福祉教育や広報活動の充実」(44.0％)の順です。 

    

図図図図２－３－２－３－２－３－２－３－10101010    障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのために障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのために障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのために障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのために    

((((全体全体全体全体：複数回答：複数回答：複数回答：複数回答((((５つまで５つまで５つまで５つまで))))))))    
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何でも相談できる窓口をつくるなど
相談体制の充実

在宅での生活や介助がしやすいよう
保健・医療・福祉のサービスの充実

差別や偏見をなくすための
福祉教育や広報活動の充実

障がいの有無にかかわらず、住民同士が
ふれあう機会や場の充実

災害のときの避難誘導体制の整備

公営住宅の優先入居や、グループホームの
整備など、生活の場の確保

リハビリ・生活訓練・職業訓練
などの通所施設の整備

職業訓練の充実や働く場所の確保

視覚・聴覚などの障がいの特性に
配慮した情報提供の充実

障がいのある人が参加しやすい
スポーツ、サークル、文化活動の充実

重度の障がいがある人のための
入所施設の整備

一人ひとりの個性を生かした
保育や教育内容の充実

様々なボランティア活動の育成

障がいのある人の権利を守る
ための制度の充実

公共交通や道路、公共施設等の
バリアフリー化

その他

無回答

(％)

(N=25)



 

問問問問 15151515        障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのためには、どのようなことが必障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのためには、どのようなことが必障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのためには、どのようなことが必障がいのある人にとって暮らしよいまちづくりのためには、どのようなことが必

要だと考えますか。要だと考えますか。要だと考えますか。要だと考えますか。((((５つまで○５つまで○５つまで○５つまで○))))    

 

〇〇〇〇５５５５割強が割強が割強が割強が「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」をあげていますをあげていますをあげていますをあげています    

最も多いのは「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」(52.6％)です。

次いで「在宅での生活や介助や介護がしやすいよう保健・医療・福祉のサービスの充実」

(47.6％)、「職業訓練の充実や働く場所の確保」(45.2％)、「公共交通や道路、公共施

設等のバリアフリー化」(41.8％)の順です。 

 

図図図図２－４－２－４－２－４－２－４－19191919    障がいのある人にとって暮らしよいまちづくり障がいのある人にとって暮らしよいまちづくり障がいのある人にとって暮らしよいまちづくり障がいのある人にとって暮らしよいまちづくり((((全体全体全体全体：複数回答：複数回答：複数回答：複数回答((((５つまで５つまで５つまで５つまで))))))))
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バリアフリー化

差別や偏見をなくすための福祉教育や
広報活動の充実

一人ひとりの個性を生かした保育や
教育内容の充実

重度の障がいがある人のための
入所施設の整備

リハビリ・生活訓練・職業訓練などの
通所施設の整備

障がいの有無にかかわらず、住民同士が
ふれあう機会や場の充実

公営住宅の優先入居や、グループホームの
整備など、生活の場の確保

災害のときの避難誘導体制の整備

視覚・聴覚などの障害の特性に配慮した
情報提供の充実

障がいのある人が参加しやすいスポーツ、
サークル、文化活動の充実

様々なボランティア活動の育成

障がいのある人の権利を守る
ための制度の充実

その他

無回答

(％)

(N=361)


