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はじめに 

 

世田谷区では、平成 26年３月に策定した「世田谷区地域保健医療福祉総合

計画」において、誰もが安心して住み慣れた地域で暮らし続けられる地域社会

を築くという観点から、地域包括ケアシステムを推進することとしている。 

 

この推進にあたっては、まず、身近な地区での福祉相談の充実と地域の人材

や社会資源の開発に取り組むこととした。平成26年10月から、砧地区におい

て、身近な地区の出張所・まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター及

び社会福祉協議会の三者が連携し、それぞれが持つ相談支援や地域づくりのノ

ウハウを活かしながら、区民の身近な福祉相談に対応するとともに、地区で顕

在化する様々な課題の解決に取り組む「地域包括ケアの地区展開」をモデル事

業として開始した。 

  

本報告書は、「地域包括ケアの地区展開」について、平成27年度に予定して

いる５地区でのモデル実施や、平成 28年度の全地区展開に向け、砧地区のま

ちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会等が参加する

「砧地区モデル事業検討会」の検討経過や、モデル事業の実施状況、現時点の

課題等を整理し、検証したものである。 
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