★インクルファンドで助成した団体を紹介します★

パソコンのあるみんなの居場所
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NPO 法人コンチェルティーノ（世田谷区）
特定非営利活動法人コンチェルティーノは、世田
谷区を拠点に、障害のあるなしにかかわらず、地域
の中で誰でもが明るく元気に暮らし続けられる社会
の実現をめざして設立して 10 年になりました。１
人ひとりの持てる力を出し合い補いながら、清掃事
業をはじめ封入やポスティングのほかコミュニティ
カフェの運営など多様な事業と活動を進めていま
す。
2019 年に他団体のパソコン講座の講師をする機
会がありました。パソコンを使えるようになること
で前向きになる受講者の姿にふれ、コンチェルティ
ーノでもパソコンを活用した居場所作りをしたいと
考えました。パソコンをきっかけとして地域の人が
交流できる場を作り、お互いに教え教えられること
で集う人が元気になれたらと計画をしました。
インクルファンドの助成を受けてパソコンを 6 台
用意し、初心者向けの「パソコン講座」を月 1 回、
自由にパソコンにふれられる「パソコンサロン」を
月 2 回、11 月から実施しました。講座はワードと
エクセルをテーマとし、生活クラブの組合員や地域
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の人の参加がありました。サロンでは、コンチェルテ
ィーノのメンバーの他、生活困窮者の相談窓口からの
紹介、パソコン教室の参加者などが思い思いに楽しん
でいました。
スタートしたばかりの居場所事業は、新型コロナウ
イルスのため現在は中止していて、感染症の広がりの
様子を注視しながら再開する予定です。お知らせを見
かけたら、ぜひ遊びにいらしてください。

田中のり子

2020 年度も市民版地域福祉計画の策定と実現を応援！
生活クラブ運動グループ・インクルーシブ事業連合 第 9 回総会報告
今年度の総会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面表決による議決を行い、2020 年度活動
方針などすべての議案が賛成多数で承認されました。代議員の皆様からいただいた主なご意見と、市
民版地域福祉計画の策定と実行の支援の活動についてご紹介します。
市民版地域福祉計画に関
するフォーラムを開催する
際の支援などをもっと広く
知らせてほしい
➡

NPO 法人コンチェルティーノ
所在地：世田谷区若林 3-8-5
お問合せ：電話&FAX 03-6450-9846
メール：npo.concertino@gmail.com

● 市民版地域福祉計画フォーラム開催支援
地域協議会が主催する、市民版地域福祉計画の策
定や実行につながるフォーラム等の開催に対して、
講師料・広報費・会場費を対象に 3 万円を上限とし
た費用を助成します。

サポーター登録のお願い

あなたの１日 10 円で、つながり・支えあう豊かなまちを！
インクルファンドではこれまでに居場所づくり、子育て支援、障がい者（児）支援事業など、様々な分野の
活動団体に助成を行ってきました。財源となるのはサポーターの登録寄付（1 口 300 円/月）です。
ぜひサポーターになって地域福祉のしくみづくりをご支援ください。

班・個別配送の方は OCR 用紙に６桁の注文番号と
申込口数をお書きください。

インクルファンド登録寄付

からもお申込みいただけます。

１口３００円

申込期間

9/14～9/18

注文番号

101303

集金月

10 月

＊中止のお申し出がない限り継続します。既にサポーター登録
されている方は、改めての申し込みは不要です。

デポー組合員の方は、下記の申込書をファックスまたは郵送していただくか、
WEBページからご登録ください。

https://www.inclusive-gr.com/supporter/ ➡

お問合せ：インクルーシブ事業連合事務局

電話：03-5426-5207 ファックス: 03-5426-5203

お名前

組合員コード
番号

お電話番号
申し込み口数

（

）口

・・・1 口

３００円/月

＊ご記入いただい個人情報は、インクルーシブ事業連合のサポーター登録およびお知らせの送付に限り使わせていただきます。

インクルーシブ通信や WEB ページを通じて運動
グループ地域協議会への周知をすすめます

インクルファンドを 運動
グループ団体他の事業
継続のための資金として
活用してほしい
➡

新型コロナウイルス感染防止対策のため、運動グ
ループ団体の事業所も通常の運営ができず資金
繰りが厳しくなっています。インクルーシブ事業連
合でできる支援を検討し、できることから実施して
いきます。

出前講座の
オンライン開催を
➡その方向ですすめます

● 出前講座
地域福祉推進のため、運動グループ団体のメンバ
ーが講師となる出前講座の開催を生活クラブ、生活
クラブ運動グループ、地域協議会を対象に呼び掛け
ています。テーマは下記の５項目です。開催の 3 カ
月前までに、インクルーシブ事業連合事務局まで T
電話またはメールでご連絡ください。
① 市民版地域福祉計画をつくろう！
② 社会を豊かにするお金の循環をつくろう
（ファンド説明会）
③ あなたのまちに「まちのほっとスペース」を
つくろう（まちのほっとスペース構想）
④ 福祉事業の現場を知ろう
（希望に応じて運動グループ団体の見学会を設
定します。
）
⑤ 働きづらさを抱えている人も「共に働く」場を
増やそう

● インクルファンド助成
地域福祉に関わる活動や事業に対して、年間予算
700 万円で年 2 回の助成を行います。
2020 年度第 1 回助成には、市民版地域福祉計
画に基づく事業として、町田・ワーカーズまちの
縁がわ小山田桜台より「ほっとスペースさくらさ
くら」の立上げへの助成について応募がありまし
た。9 月のプレゼンテーション・選考委員会を経
て、運営委員会で助成を決定します。第 2 回の助
成は 2021 年 4 月以降に開始する事業を対象とし
て、2020 年 10 月 12 日より募集を開始します。

昨年度実施した出前
講座の様子（北東京
生活クラブ）

連絡先はこちら
インクルーシブ事業連合事務局
電話：03-5426-5207
メール：info@inclusive-gr.com

【インクルーシブ事業連合構成団体】生活クラブ生協・東京/NPO法人アビリティクラブたすけあい（ACT)
社会福祉法人悠遊/東京ワーカーズ･コレクティブ協同組合/東京・生活者ネットワーク/東京 CPB（コミュニティパワーバンク）
認定 NPO 法人市民シンクタンクひと･まち社/認定 NPO 法人まちぽっと/環境まちづくり NPO エコメッセ

出前
講座

インクルーシブ事業連合構成団体の活動を紹介します

ACT と生活クラブが考えるまちのほっとスペース構想（多摩南生活クラブ）

まちのほっとスペースは 特定 NPO 法人 ACT（アビリ
ティクラブたすけあい） の 「まちのネットワーク構
想」に基づき、運動グループとともにすすめていく地
域の拠点づくりです。居場所、またはスペースを利用
してもらうなどの「スペース事業」
、困りごとを気軽に
相談できる「相談事業」
、ちょっとした手助けを行なう
「ほっとサービス事業」の 3 つを基本としています。
インクルーシブ事業連合の出前講座のテーマのひとつ
としても取り上げ、7 月 29 日、多摩南生活クラブの
地域協議会連絡会の学習会として開催された出前講座
では、リモート参加も含め 40 人が参加しました。
「あなたのまちに『まちのほっとスペース』をつ
くろう（まちのほっとスペース構想）」としてリクエ
NPO 法人 ACT 人とまちづ
ストに応じて実施しています。
くり理事長の香丸眞理子さん
からは、介護保険のサービス
だけではカバーしきれない地
域のニーズに応える実践の場
としてほっとスペースという
拠点をつくり、人と人がつな
香丸眞理子さん
がり、困ったときには助
け合えるようコーディネイト機能を持ち、地域の資源を
つなぐ包括的な窓口になっていくことを「まちのほっと
スペース構想」として描いたとのお話がありました。
現在 12 カ所の常設のほっとスペースと 3 カ所のサ
テライトがあり、活動の継続性を確保するために、個人
ではなくワーカーズ・コレクティブを立ち上げて運営し
ています。

土谷雅美さん（生活クラブ
東京前理事長）からは、なぜ
ACT と生活クラブが共にす
すめるのかをお話いただき
ました。
生活クラブでは、「ほっとス
土谷雅美さん
ペース構想」と同時期に、エッ
コロたすけあい制度をベースに組合員以外にたすけあ
いを広げ、地域におたがいさまのしくみをつくる「ボラ
ンティアネットワーク構想」が描かれました。この構想
を、ほっとスペースの機能のひとつである「ほっとサー
ビス事業」を地域で展開することで具体化していくた
め、ＡＣＴと生活クラブが共に進める構想として生活
クラブ運動グループ地域協議会と協力しながら拡げて
いくことになりました。
多摩南生活クラブでは地域
福祉の方針としてもほっとス
ペースの推進を掲げ、
4 月から
八王子市で初めてのほっとス
ペースが開設され、10 月から
町田市でも開設される予定で
多摩南生活クラブ理事長 す。こうした新たなほっとス
落合由美さん
ペースがコミュニティの核と
なり、たすけあいのコーディネイト機能を発揮できる
ように、地域協議会との連携がさらにすすむことを期
待したいと思います。
インクルーシブ事業連合事務局 平岡晴子

インフォメーション

介護保険・どう変わる？2021 年度改定に向けて
日時：2020 年 9 月 22 日（火・祝）13：30～15：30（開場 13：00）
講師：小竹雅子さん（市民福祉情報オフィスハスカップ主宰）
会場：生活クラブ館 地下スペース 1・2
（世田谷区宮坂 3-13-13 小田急線 経堂駅より徒歩 3 分）
主催：インクルーシブ事業連合
参加費：無料
★オンライン（ZOOM）での参加を希望される方はメールにてご連絡ください。
お問合せ・お申込み先
インクルーシブ事業連合事務局 担当：平岡・藤田

メール info@inclusive-gr.com
TEL 03-5426-5207 FAX 03-5426-5203
インクルーシブ事業連合 事務局 平岡晴子

東京 CPB（コミュニティパワーバンク）
東京 CPB は、生活クラブ運動から生まれた市民に
よる新しい金融のしくみです。21 世紀を迎えるに当
たり、必要な新たなしくみを考えた生活クラブ・東京
の第 4 次長期計画に基づき、2003 年に設立しまし
た。当時は、NPO や市民事業が事業に必要な資金を調
達する場合、一般金融機関には相手にされないような
時代でした。それを、市民が出資した『志金』を原資
として、地域を元気にし、人のつながりを大切にする
福祉・環境・まちづくりなどの社会的事業に融資する
非営利の金融(NPO バンク)を立ち上げることで、
応援
体制を作ったのです。それから 17 年、東京 CPB は
100 件 5 億円以上の融資を通して、出資者の想いを
活かして市民事業を支援してきました。
融資先は、生活クラブ運動グループの団体にとどま
らず、多くの NPO や市民団体・企業に亘ります。単
に貸借の関係に終わらず、訪問・相談等によって顔の
つながった関係を築き、返済終了後も情報交換等に努
めているため、
新しい事業展開の時にはまた東京 CPB
に融資相談に来られる団体も増えています。
出資者の方とも、関係性づくりを進めています。出
資者が融資先を訪問し出資金がどのように地域事業
に活かされているか自分たちの目で確かめる『志金循
環ツアー』はその一つです。

融資先を決める審査会は、出資者・理事・専門家か
らなる『市民審査委員会』で申請者のプレゼンと質疑
応答で文字通り顔を見て行ない、融資先も HP 等で公
開しています。
一般の金融機関に預金したお金は、私たちの知らな
いところで環境破壊、兵器産業、原発、人権侵害等の
事業に投融資されている場合もあります。一方東京
CPB は、市民の意志あるお金を目に見える形で地域に
循環し、人が大切にされる幸せな地域社会をつくるた
めに活かしています。東京 CPB の主旨に賛同される
方は、出資者となる、または、資金調達を考えている
社会的事業団体にお話し下さるなど、私たちへの支援
をお願いします。

アースデイへの出展

志金循環ツアー

東京 CPB（コミュニティパワーバンク）
Tel：03-3200-9270、Fax：03-3207-1945

認定 NPO 法人 市民シンクタンクひと・まち社
ひと・まち社の主な事業は、調査研究と福祉サービス第
三者評価です。1998 年、市民政策の立案を目標に東京・
生活者ネットワークの調査研究機関として設立。介護の
社会化を謳った介護保険法が制定されたばかりで 2000
年施行に向けた準備期間と重なりました。当時行った高
齢者の生活実態調査をはじめ、東京・生活クラブ運動グル
ープ福祉協議会と共同による 5 年間の継続調査「介護保
険制度検証のための基礎調査」は、利用者の自立支援の視
点が重要であることや介護者の実態が明らかになるなど
利用者の目線でサービスを検証する必要性を見出しまし
た。
20 周年 第三者評価事業 18 年の記録誌発行
ひと・まち社は東京都福祉サ
ービス第三者評価事業の試行段
階から関わり、NPO 法人格を取
得し評価機関となって18 年が経
ちました。また、ひと・まち社設
立より 20 年が経過したことか
ら、利用者の立場に立った評価を
振り返り、その思いを記録に留め
ておこうと記録誌として「ひと・
まち社 20 年 第三者評価事業 18 年の記録」をまとめ

ました。記録誌を作成することで、市民参加型のまちづ
くりをめざすひと・まち社が、第三者評価機関として活
動するのは必要なことだと改めて実感する機会となり
ました。利用者の視点を重視した評価に努めている「ひ
とまち社らしい評価とは」をお伝えできると思いますの
で、記録誌をご覧ください。

地域包括支援センターに関する調査報告、完成！
ひと・まち社の調査研究事業は、設立当初から介護保
険制度について調査してきました。2015 年から 3 年間
継続して地域づくりが盛り込まれた介護予防・日常生活
支援総合事業（総合事業）に関する調査を行い、その結
果を踏まえて 2019 年は地域づくりの要となる地域包
括支援センターを対象に調査し、報告書にまとめまし
た。各自治体は行政と地域包括支援センターの機能強化
を進めています。それぞれの自治体の取り組みを知り市
民参画を実現するために報告書を活用して下されば幸
いです。記録誌と報告書にご興味のある方は、ひと・ま
ち社までご連絡ください。
＊1 冊 1000 円＋送料 370 円（レターパック代）
認定 NPO 法人市民シンクタンクひと・まち社
Tel：03-3204-4342、Fax：03-6457-6202
E-Mail：npo ＠ hitomachi.org

