
  

 

問合せ先 

TEL 0422-29-9235 （直通） 

FAX 0422-48-1794 

https://www.city.mitaka.lg.jp 

「地域ケアネットワーク」について 

令和４（2022）年７月発行 

 

三鷹市 健康福祉部 地域福祉課 地域ケア推進係 



2 

 

地域ケアネットワークとは １ 

子どもから高齢者まで誰もが暮らしやすい地域をめざして  

構成団体・機関 

 地域ケアネットワーク（ケアネット）と

は、おおむね中学校区に重なる７つの

「コミュニティ住区」を基盤エリアとし、

子どもから高齢者までを対象に住民

参加の新たな支え合いの仕組みづくり

をめざす諸団体・関係機関やボラン

ティアと行政とのネットワークです。 

 ケアネットでは、地域の課題や、課題

解決にむけた協議を行うとともに、地

域サロンやちょっとした生活のお手伝

いサービスなど、各地域にあった事業

を地域が持つ「福祉力」を生かして企

画・実施しています。 

地域で活動する
様々な団体・機関などが
ネットワークで
つながります

※構成団体は各ケアネットによって異なります。 
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地域ケアネットワークとは ２ 

つながろう！ 広げよう！ 深めよう！ 支え合いの輪  

 ケアネットでは、各地域の課題などに応じて以下のとおり、大きく４種類の取組をしています。 
 取組内容は、毎年ケアネットの構成団体で組織している委員会で企画し、実施しています。 

積極的にあいさつをする運動や声かけ、見守りの

方法を学ぶ学習会、小さな生活の困りごとや買

い物を近所の住民がお手伝いするサービスなど、

各ケアネットごとに工夫し、子どもや高齢者などを

ゆるやかに見守る仕組みづくりを進めています。 

ケアネットの 

主な取組 
見守り 
支え合い 

多世代交流 

ネットワークの
強化 

サロン・講座 

会議等で情報共有等を行い、様々な構成団体

同士のつながりを強化することで、地域の課題に

複数の目線から取り組めるネットワークを目指し

ています。 

つながることで強くなる 

「地域のネットワーク」 

気軽に参加できる 

「地域の情報交換の場」 
健康づくり、認知症、防災、子育てなど、多彩な

テーマで、サロン、講座を開催しています。知識を

学ぶとともに、参加者同士が情報交換もでき、地

域住民のための交流、出会いの場にもなっていま

す。 

昔遊びや、紙芝居など、子どもと親と高齢者世代

が、みんなで遊びながら交流できる催しを企画・実施

しています。普段の生活では触れ合う機会の少ない

世代の、異なる住民同士が知り合い、顔の見える関

係を作ることは、地域の安全・安心につながります。 

子どもと大人が一緒に楽しめる 

「遊びを通した様々な催し」 

顔見知りの関係で広がる 

「地域の見守りの場」 
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各地域ケアネットワークのエリアとサロン事業 

井の頭 
ふれあいサロン・

井の頭 

奇数月第１火曜日 
午後1:30～3：30 
場所：主に井の頭コ
ミュニティ・センター 

しんなか 

しんなかサロン 

毎月第４木曜日 
午後1:30～3：30 
場所：新川中原コミュ
ニティ・センター 

おおさわ 

サロンおおさわ 

年６回 
午後1:30～3：30 
場所：主に大沢コミュ
ニティ・センター 

東部 
ひだまりサロン・

東部 

毎月第１水曜日 
午後1:30～2：30 
場所：牟礼コミュニ
ティ・センター 

駅周辺 

風のサロン 

年10回（おおむね木曜） 

午後1:30～3：00 
場所：三鷹駅前コミュ
ニティ・センター 

にしみたか 
よってらっしゃい・

にしみたか 

毎月第４月曜日 
午後1:30～3：30 
場所：井口コミュニ
ティ・センター 

連雀 

連雀サロン 

毎月第３火曜日 
午後1:30～3：00 
場所：連雀コミュニ
ティ・センター 

※サロン事業は、新型コロナウイルス感染症の

影響により中止している場合があります。 
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地域ケアネットワーク 令和３年度の主な取組 １ 

 コロナ禍で外出機会が減り、筋力減少

が懸念される方への働きかけとして、薬

樹薬局三鷹の協力を得て、10月に筋力測

定会を実施しました。参加者18人 

「健康ウォーキング」 

「フレイル予防！筋力測定会」 

「しんなかサロン」 

11月 白百合女子大学 構内散策ウォーキング 

12月 井の頭公園 紅葉ウォーキング 

 毎月第４木曜日午後１時30分～３時30分に、

事前申込制かつ二部制の「しんなかサロン」を

予定し、消毒・換気を徹底するなど感染症に対

する配慮を十分に取り入れて実施しました。 

４月 井の頭公園 春の花々とウォーキング  

９月 深大寺周辺 緑陰ウォーキング 

10月 防災拠点めぐりと地域の古老の話を 

     聞くウォーキング 

 日頃の行いのおかげか（？）全日程お天気に恵まれ、高齢の方を

中心に多様な世代の方にご参加いただけました。毎回コースに趣向

が凝らされ、地域の魅力を再発見できたと好評でした。 

 

 井の頭に暮らす方々の日
常生活でのちょっとした困
りごと（例：電球や電池の
交換、庭の草取り、買い物
の手伝いなど）を地域の住
民がお手伝いする取組で
す。コーディネーター２人
と協力員21人を配し、利用
登録をした方に10分100円
（最大50分まで）のサービ
スを提供します。 

「ちょこっとサービス支えあい」 

 当年度は、利用登録者157人に対し計146件のサービス提供を 
行いました。 

ふれあいサロン・井の頭 

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り、11月の１回のみ、茶話会を設けず開催しました。 

三鷹みんなで地域体操

「うごこっと」を行いま

した。 
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地域ケアネットワーク 令和３年度の主な取組 ２ 

地域のほっと♡スペース「よってらっしゃい・にしみたか」 

ラジオ体操会 ひだまりサロン・東部 
 令和２年度から新たに開始したラ

ジオ体操会を令和３年度も実施しま

した。毎週日曜日の９時から９時15

分まで、井口コミュニティ・セン

ターで開催し、中止する日もありま

したが、スタッフを含めて延べ927人

が参加しました。 

 令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けな

がらも５回開催し、三鷹みんなで地域体操「うごこっと」や

恒例の手話講座などを楽しみました。  

地域をぐるっとウォーキング 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けにくい屋外での新

たな事業として、「地域をぐるっとウォーキング」を３月に

開催しました。  

 桜が満開の中、ラジオ体

操終了後に、大鷲神社～野

崎八幡～井口院～井口八幡

神社などを巡り、25人の皆

さんが楽しみました♪ 
大鷲神社の石板について説明を聞く参加者 

 令和２年度に引き続き、事前申込

制や参加人数を制限する等、コロナ

禍に対応した方法で実施しました。

新型コロナウイルス感染症の新規感

染者が落ち着いた10月、11月、12月

に開催し、39人が参加しました。 

 ひだまりサロン恒例の「ひだまり

体操」やおしゃべりの時間をメイン

にしたもので、参加者から満足いた

だくことができました。 
ひだまり体操の様子 

情報発信 

 情報発信チームの打合せを３

回開催し、６月、11月、１月、

３月に空色のチラシを発行しま

した。 

 情報発信チームが作成するチ

ラシの裏面では、コロナ禍で自

粛生活が続いている住民に向け

た「東部地区の身近な相談窓

口」の紹介や主催事業、ひだま

りサロン・東部についての情報

を記載しました。 
ケアネット・東部発行チラシ 
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紙面版駅前 風のサロン 

 

地域ケアネットワーク 令和３年度の主な取組 ３ 

「子育て応援！にこにこマップ」の更新 

 にこにこマップは、令和元年５月に作

成し、地域の子育て世代に配付していま

す。発行から２年が過ぎ、新型コロナウ

イルス感染症の影響により地域で開催し

ていた子育て世代対象の事業が中止や変

更するなど、掲載内容の見直しが必要に

なりました。そこで、にこにこマップを

更新するために、小チームを結成し作成

しました。 

 連雀地区の各施設の子育て向け事
業を掲載している、子育て世代向け
のマップを更新しました。 

 マップは、民生・児童委員による
「乳児家庭全戸訪問事業」で配付し
ました。 

子育て世代向け事業「ここイクMAP in連雀」の更新 

「連雀サロン」 

 令和３年度は、新型コロナウ

イルス感染症の感染状況を見な

がら、11月と12月に２回開催す

ることができました。 

 サロンの再開を楽しみにして

いた皆さんが、三鷹みんなで地

域体操「うごこっと」で、体を

動かして楽しみました。 

三鷹みんなで地域体操「うごこっと」を楽しむ参加者↑ 

 令和３年度も、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、風のサロン

を開催することはできませんでした

が、令和２年度に引き続き、「紙面

版 風のサロン」チラシを発行しま

した。令和３年度は、「風のサロ

ン」の内容紹介に加えて、地域の方

と連携するツールとしてチラシを活

用することができました。 
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 平成29年から「ケアネット・おおさ

わ買い物送迎支援グループ（愛称：買

い物ツアーかわせみ）」が、社会福祉

法人にじの会と協力し、買い物ツアー

（買物送迎支援事業）を実施してきま

した。 

 令和３年度は、社会福祉法人にじの

会による買物代行（電話で必要なもの

を聞き取り、買物をし自宅に届ける）

と新型コロナウイルス感染症感染防止

対策を徹底した上での買い物ツアーの

実施に協力しました。 

認知症サポーター養成講座 

地域ケアネットワーク 令和３年度の主な取組 ４ 

令和３年度実績 回数：129回 延べ利用者数：398人 

↑写真は、コロナ禍 

 以前の様子です。 

買物支援事業 

 認知症の人にも安全でやさしいまちを目指

して、11月６日に大沢住民協議会厚生部会 

健康づくり推進委員会と共催で開催しまし

た。ケアネット・おおさわの事業としては、

１年８箇月振りの実施となり、15人の方が参

加しました。 

 講師の実体験を踏まえた講義は、参加者が認知症について正しく知

り、認知症の方をゆるやかに支え、認知症にやさしいまちづくりを考

えるきっかけになる講座となりました。 

  


