平成 31 年度 東京ホームタウンプロジェクト

ホームタウン共創力アップ・プログラム
～地域包括ケアの「基盤整備」を土台として、地域の「コーディネート力」を強化～

募 集 要 領
東京の強みである、活発な企業活動、豊富な経験と知識を持った多くの人材等を活用し、地域包括ケアシス
テムの構築に資する地域貢献活動の活性化を目的とした「東京ホームタウンプロジェクト」では、区市町村、
社会福祉協議会、地域包括支援センター（以下「区市町村等」という）の地域づくり担当者の取組を応援する
「ホームタウン共創力アップ・プログラム」の内容を再構築し、平成 31 年度も引き続き実施します。
地域包括ケアの推進には、個別ケースへの対応に加えて、
「地域づくり」
、つまり、多様な関係者と協力し、
2025 年以降の超高齢社会に向けて必要な地域基盤を整えていくことが求められています。そのために、地域に
必要な活動のニーズ把握、主体的な担い手の発掘、関係者の合意形成や協働、活動を継続できる仕組みづくり
といったコーディネート力を高めていく必要があります。
そこで、本プログラムでは、区市町村等の地域づくり担当者を対象に、
「いくつになっても、いきいきと暮ら
せるまちをつくる」を各地域で実現するための“ホームタウン共創力”を体系的に学べるプログラムを実施します。
下記のとおり、平成 31 年度の本プログラム参加者・参加団体を募集します。各地域の取組段階に応じてご活
用いただけますので、どうぞ奮ってご応募ください。

１．支援対象及び応募主体
地域包括ケアの地域づくりの推進に向けて、新たな担い手の発掘や新たな活動の創出等に取り組む支援機
能を有する以下の職員
（１）区市町村 生活支援体制整備事業、介護予防・日常生活支援総合事業等の担当部署
（２）区市町村社会福祉協議会
（３）地域包括支援センター
※上記の関係者がご一緒に受講されるとより効果的です。
※上記以外の団体（NPO 支援センター等の中間支援機関）は、上記団体の職員と一緒に参加していただくこ
とが参加の条件になります。参加希望の場合は、上記団体の職員にご相談ください。
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２．本プログラムの構成

３．プログラムの内容
（１）プログラムⅠ【公開講座】
（同内容にて２回開催）
開催日時
a 日程
b 日程

セミナー概要

6/5(水)
13:30～16:30

地域包括ケアにおける地域づくりの基盤を整える

6/19(水)

には？

会場
三鷹産業プラザ(三鷹)
ちよだプラット

13:30～16:30

フォームスクウェア(竹橋)

＊いずれかご都合のよい日時にご参加ください。
＊詳細、会場等については別紙のチラシをご覧ください。

（２）プログラムⅡ【地域づくりのための基盤整備セミナー】
（全２回）
開催日時
第１回

第２回

セミナー概要

会場

7/3(水)

地域包括ケアにおける地域づくり推進の課題整理

10:00～16:00

ワークショップ

7/31(水)

午前：課題解決ワークショップ

ちよだプラット

10:00～16:00

午後：目標設定ワークショップ・個別相談

フォームスクウェア(竹橋)

三鷹産業プラザ(三鷹)

＊会場については、別紙「開催場所のご案内」をご確認ください。

第 1 回では、地域包括ケアにおける「地域づくり」推進に向けて、各地域における現状の課題等を確認
した上で、合意形成などの基盤整備手法を学習します。
第 2 回では、各地域で今期の地域づくり業務を進めるに当たって、担当者として悩んでいる課題や業務
についてワークショップ形式で共有しながら、今期の目標を具体化します。その上で、必要に応じて、今後
の進め方について個別相談を行います。
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(３)プログラムⅢ【課題解決支援（地域づくりゼミ ＋ 伴走支援）
】
今期の実践のレベルアップのために、公募形式にて参加者を募ります。集合研修や個別伴走支援への参加
を通し、アドバイザーや他の参加者とともに相互に連携して解決・推進していきます。
期間

概要

2019 年 9 月～
2020 年 2 月

アドバイザー

【地域づくりゼミ】

NPO 法人コミュニティビジネス

地域に必要な仕組みやモデルの作り方、立ちあげ方などのコーディネ

サポートセンター代表理事

ート力養成、組織内外との関係構築、広報やマーケティングの基礎、 永沢映
実際の事例共有、実践と振り返りなどを集合研修形式でサポート
【個別伴走支援】

株式会社エンパブリック

具体的な課題を持つ地域について、
「地域サロンの立ち上げ支援」
「合

代表取締役

意形成を行う会議の場をサポート」など、個別に取組をサポート

広石拓司

他

＊実際のテーマや日程、会場などは参加団体のニーズと状況によって決定します 。決定次第、個別にご連絡します。
＊原則として（２）プログラムⅡ【地域づくりのための基盤整備セミナー】にご参加いただき、今期、担当者として地
域で進める取組、課題、目標等が明確になっていることを前提とします。

４．実施主体・講師
【所管部署】 東京都福祉保健局 高齢社会対策部 在宅支援課 在宅支援担当
※東京都より委託を受け、下記２団体が本事業を実施いたします。
【プログラムの実施主体】
NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター、株式会社エンパブリック
【講師・アドバイザー】
永沢 映 （NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター代表理事）
広石 拓司（株式会社エンパブリック代表取締役）

他

５．費用負担について
ホームタウン共創力アップ・プログラムの参加経費は無料です。
ただし、伴走支援については、内容によってアドバイザーの移動に伴う交通費や実費経費の負担が発生する
場合があります。

６．応募書類の提出について
下記 URL より申込フォームに入力していただくか、本募集要項に添付の申込書に必要事項を記入の上、
メールまたは FAX にてご提出ください。
（URL）https://hometown.metro.tokyo.jp/

トップページバナー、又は、トップページ →「プログラム紹介」
→「ホームタウン共創力アップ・プログラム」
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７．応募の流れ
東京ホームタウンプロジェクトに関する区市町村等向け説明会を開催します。
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事業実施説明会

平成 31 年４月 24 日（水）9：30～11：30
＊お申し込み方法及び会場等の詳細は、事業説明会開催通知及び東京ホームタウンプロジェクトホー
ムページをご確認ください。https://hometown.metro.tokyo.jp/

●応募受付：4 月 24 日（水）～6 月 16 日（日）
２

プログラムⅠ
【公開講座】

※それぞれ開催の 3 日前までにお申込ください。
●実施日：6 月５日（水）
、6 月 19 日（水） ※どちらか都合の良い方にご参加ください。
＊できるだけ多くの地域・組織の方にご参加いただくため、同一組織内から複数人でご応募いただい
た場合、応募状況によって参加人数を調整させていただくこともございますのでご了承ください。

プログラムⅡ
２

●応募受付：4 月 24 日（水）～6 月 30 日（日）
※それぞれ開催の 3 日前までにお申込ください。

【地域づくりのた
めの基盤整備セミ

●実施日： 7 月 3 日（水）
、7 月 31 日（水）

ナー】

＊区市町村、社協、包括などの関係者がご一緒に受講されるとより効果的です。

●申込受付：6 月５日（水）～8 月 16 日（金）
プログラムⅢ
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＊参加希望者の課題や人数などを踏まえて、ゼミのテーマ、グループ、参加者を決め、

【課題解決支援
（地域づくりゼミ

8 月下旬に応募者の方にご連絡いたします。確認いただいた段階で確定となります。

●実施期間：2019 年９月～2020 年２月
＊ゼミのグループ、伴走支援の内容によって開始日、活動日は異なります。

＋伴走支援）
】

●最終報告会：2020 年２月（予定）

８．事前の相談、お問い合わせ
本プログラムの活用を考える支援対象団体の皆さまを対象に、正式なご応募の前の気軽な相談を受け付け
ます。以下のとおり相談受付をしております。是非ご利用ください。
(1) 相談窓口開設期間
期 間： 平成 31 年 4 月 24 日（水）～6 月 14 日（金）
時 間： 平日 10 時～18 時 ※左記時間外・土日祝日については、個別にご相談ください。
(2) 相談方法
来所してのご相談の場合、以下の相談・問い合わせ先に電話または電子メールでご連絡をいただき、
事前にご予約の上、お越しください。電話でのご相談は、募集期間中いつでも受け付けております。
【相談・問い合わせ・申込書等送付先】
NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター
〒115-0044 東京都北区赤羽 1-59-8 ヒノデビル 2F
Mail:houkatsu@cb-s.net
担当：原島

tel:03-5939-9503 fax:03-5939-9502
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別紙

開催場所のご案内
１ 三鷹産業プラザ 701 会議室
東京都三鷹市下連雀 3-38-4
アクセス：JR 中央線・総武線 三鷹駅南口より徒歩約 7 分

２ ちよだプラットフォームスクウェア 会議室 505,506
東京都千代田区神田錦町 3-21
アクセス：東京メトロ 竹橋駅 徒歩 2 分、都営新宿線 小川町駅 徒歩 8 分、JR 神田駅 徒歩 12 分、他
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