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会長 

これより、今年度第１回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体を始めます。まず、本会議は公

開の会議となっております。本日の傍聴希望者はおりますか。 

 本日の傍聴希望はありませんので、議題に入らせていただきます。 

 まず、松戸市生活支援体制整備事業の平成 27年度から現在までの概要について事務局より説明をお

願いします。 

 

事務局 

 事務局より説明させて頂きます。先ほど部長から説明ありました通り、次期計画策定に向けて今期

を総括的にご報告させていただければと思っています。生活支援体制整備事業でございますが、上段

に書かれていますように日常生活支援体制の充実・強化として、高齢者の社会参加の更なる推進を立

体的に図っていく事を目的に行なわれているものです。年度ごとに記載をしておりますが、27年度に

つきましては、この協議体を実施する前から事業者の方々に色々な説明会、勉強会をさせて頂きまし

た。その結果として職能団体として、いくつかの団体が設置されたという経過もあります。こちらは、

生活支援コーディネーターのネットワーク化推進の一旦として実施した部分でございます。その中で

この 27年度協議体を設置し、さらに作業部会を設置致しまして色々ご提案を頂きました。この提案を

地域の中に広げていこうという事で、「さわやか福祉財団」の協力を得ながら地域への導入普及啓発を

図っていったという経過がございます。その中でここに記載してありますように明第一・新松戸・五

香松飛台と３地区では勉強会が継続されています。この勉強会につきましては自主的な集まりとして、

定期的に行なわれています。この間、行政と致しましては作業部会から頂いた提案に基づいて、いく

つかの施策の検討を行い、元気応援サービス、通いの場の公募、介護支援ボランティア、そして提供

して頂ける活動場所、こういうものをやりながら全体的には生活支援体制、冒頭に申し上げました通

り、支援体制の充実強化、高齢者の社会参加の推進を図っていこうという事を謳っております。また、

昨年の１１月には、千葉大学予防医学センターと都市型介護予防モデルということで住民主体の活動

を推進しながら高齢者の介護予防につなげる活動を総合的に行なってきたということでございます。 

 

会長 

 ありがとうございます。ではこの件につきまして皆さんご質問なりご意見ありますでしょうか。も

う３年目に入りますので今年は初めての会議になります。なければ続けていって総合的にご議論させ

ていただきます。では次の議題を踏まえて事務局よりお願い致します。 

 

事務局 

 介護制度改革課の○○と申します。支え合う地域づくり勉強会の現状について報告いたします。資

料４、２ページをご覧ください。こちらは平成 28年５月に作業部会のご提言として発表されたまとめ

でございます。この協議体の場やアンケートを通じて委員の皆様からの多様なご意見を作業部会でま

とめた内容です。地域資源の場所、人、情報という３点に集約致しまして、作業部会からのスローガ

ンとして「みんなと元気に暮そう松戸」のご提案を頂きました。このご提言を活かす為に、視点を地
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域全体から生活圏域に向けまして、生活支援体制整備のご理解を得る為に、さわやか福祉財団のご協

力のもと、支え合う地域づくり勉強会を開催致しました。本日は現在も勉強会を継続しています３箇

所の地域の現状についてご報告を致します。資料４、３ページをご覧ください。勉強会はどの地域も

既に地域の中で何らかの活動をしている方が多いのですが、生活支援体制の地域づくりに関心がある

という共通点のもと、２月から各地区で本格的に話し合いを始めました。話し合いは、所属団体の有

無に関わらず、地域住民という視点で、みんなで自分の地域を見つめなおし、自由に情報共有をしな

がら目指す地域像を決めて、地域の困りごとやあること探しをしているうちに参加者同士のネットワ

ークも構築されているという現状です。参加人数は、どの地区も 10名から 15名で、比較的男性の参

加が目立つような構成です。また、市社会福祉協議会、地域包括支援センター、行政担当者はほとん

ど毎回参加をしております。まず、新松戸地区についてご説明致します。主な参加者は、大型マンシ

ョン住民で、マンション自治会関係者や民生委員 OB、ＮＰＯ法人、元気応援くらぶ主催者、子ども

のサッカー指導者、そして退職後に歳をとっても１人になっても楽しく過ごせる街にしたいと、地域

活動に関心を持った男性も参加され、その言葉にメンバー全体が共感しております。ゲストとして、

タウン誌編集長、商店街会長のご参加もありました。右隣の活動部分をご覧ください。「目指す地域は

コミュニケーション、インフォメーション新松戸」略してＣＩ新松戸です。現在、地域情報の共有を

３月から地域づくりの共有として始めまして、公園、コンビニ、ＡＥＤ設置場所、大型マンションを

色別にマークしまして、車イスや杖でも利用出来る商店や美容室、理容室の情報収集も始めました。

さらに、右に進みまして、勉強会の声としましては、改めて地域を知る機会になった、自治会活動で

も他地区の人が利用できるものがあることを知った。などで、また、生活圏域外での生活導線も多い

ことから近隣地区の人の話も聞きたいという希望が出ている所です。最近では、認知症に優しい地域

にしたいというご意見も出ております。 

次に、明第一地区をご覧ください。参加者は、町会長、民生委員、介護支援ボランティア、オレン

ジ協力員、町会福祉部会、地域づくりに関心を持った個人、ＮＰＯ協議会の方々が参加されておりま

す。右に移りまして、活動では「明るさが一番になる地域」を目指そうという事で、複数の町会長が

ご参加されていることもあり、町会活動の共有から始まりました。その中で兼ねてからサロンづくり

に強い思いがある地域では、実際に今月から元気応援くらぶの通いの場を立ち上げておりまして、活

動が軌道に乗り次第、他の地区の人も受け入れようと考えている所です。勉強会での声としましては、

町会未加入の高齢者が気になる、世代交代をしながら活動の継続をしたい、退職後も男性が楽しめる

仕掛けはどんなことがいいのかという課題に対して意見交換をしている所です。 

最後に、五香松飛台地区をご覧ください。主な参加者は、地区長、町会長、民生委員、施設職員、

施設ボランティア、子ども関係ボランティア、ＮＰＯ協議会です。活動は、肩肘張らず、地域のこと

を「ざっくばらん」に話し合えばという思いに共感した方が集まる場になっております。五香松飛台

地区でも地域づくりをしておりまして、参加者が知っている情報や、参加者の地区を色別にマークし、

情報把握出来てない地区の人をゲストでお呼びし、ゲストの地区活動での困りごとに対してみんなで

話し合っていることもしております。最近では町会役員の世代交代や多世代交流について若い参加者

からの意見を聞きながら、お互いにいい関係を築いていく為の意見交換をしている所です。いずれの

地区も歳をとっても暮しやすい地域について形式張らずに自由に話し合いを繰り返すうち、地域への
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アンテナが高くなり、地域特性やその地区ならではの情報を共有しながら、ネットワークを構築して

いる所です。 

最後に課題ではありますが、今後の進め方としましては二点ございます。一点目は、生活支援コー

ディネーターの配置についてです。生活支援体制整備を推進する為に、生活圏域での資源のさらなる

掘り起こしやネットワークの強化、マッチングまた第１層である市域と２層の生活圏域との連携を図

る目的で生活支援コーディネーターの配置を考えております。二点目は、勉強会からのステップアッ

プについてです。生活支援コーディネーターの配置と共に３地区の勉強会を参考に、市内全生活圏域

において多様な住民主体の話し合いの場を推進していく方法で検討してまいりたいと思います。報告

は以上でございます。 

 

会長 

 はい、ありがとうございました。それでは最初の議題１と議題２を含めて皆さんからご意見やご感

想、ご質問を頂ければと思います。いかがでしょうか。２番目の勉強会にも今日いらしている方で参

加している方も一部いらっしゃいますので、補足も含めてご意見頂ければと思います。 

 

○○委員 

 先ほど説明して頂きました新松戸の勉強会に参加させて頂いております。前回の３月の協議体の時

にもＣＩ新松戸という事で、このように話し合っていますと報告したと思います。毎月定例で集まっ

ていまして、その時に今いるメンバーだけではなくて、他の方も増やしていきたいということで、新

松戸には「月刊新松戸」という新松戸が今のような街になってすぐくらいから作っている冊子です。

情報誌としてとてもいいものなので、そのタウン誌の編集者にも来て頂いたりしています。 

新松戸はマンションが多いので、マンションの中で既に完結している。困りごとも完結しているので、

本当に今ここが困っている、例えばゴミ問題とかそういう事もあまりないです。ですから、新松戸の

特徴を共有し合おうということで地図に落とし込んで、地図の中にいろんな施設がある、コンビ二が

あると共有している中に色んな話が出てくるのを目指しています。１人暮らしになっても安心して暮

せるように、この会に参加したという方もいらして、それにみなさんが共感を持っていらっしゃいま

す。新松戸では一人暮らしの人が急激に増えてくるので、それに向けて一人ひとり何が出来るかとい

う事を、地図を中心にしながら色んな情報共有をしているという段階です。ただ 10回もやっています

ので、この会は何を目指すのかというご意見と、何を到達点として考えているのかという疑問が出て

います。その辺をそろそろ明確にしていかないと、毎月貴重な時間に集まって２時間話し合っている

のではなく、これはどういう風な方向性を持っていくのかという明確な方向性を出していく時期かな

と個人的には感じています。 

 

会長 

 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。○○さん、どうですか。 

 

 



第 1回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体 議事録 

（平成「29年 10月 30日（月） 午前 10時～12時 10分 

 

4 

 

○○委員 

 ４月から毎月１回のペースでやっていて私も毎回出席は出来ていませんが、その中で１番感じた事

は、やはり情報だと思います。どうやって情報をすばやく手に入れて、それをつなげていくか。その

為には安心して自宅から通えるようなスペース、場所が足りないということで、今、町会で話して、

良いところは皆さんにも広げていくようなことを考えています。なかなか人数を増やすのに苦労しま

した。男性の方がどうやって出てくるか、趣味みたいなものがないと男性の方が出てくるのは難しい

のか。やっぱり一歩を踏み出すという事はとても大事な事だと思います。私は一住民ですので意見も

なかなか言えないですが、掘り起こすにはどうやったらいいのだろうと考えています。 

また、集まれるような場所というかスペースがなかなか見つからない。ちょっと寄れるような、世間

話が出来るようなスペースでもいいと思いますが、そのような場所をどうやったら見つけられるか。

お年寄りというのはそんなに行動範囲が広くないので、天気が悪い日でも気軽に行けるようなスペー

スがあればと思います。そういった情報も知らないと思います。私は参加させて頂いて初めて、いろ

いろな情報があるのだと知りました。それを知らせるという事が一番大事なのかと思います。知らせ

る事を私たちの役割として持てたらいいのかと思います。 

 

○○委員 

 勉強会である「明るさ一番」に最初から参加させて頂いています。民生委員時代から１人暮らしの

方が、家でテレビを見ているという方がものすごく多くて、表に出て皆さんとお話したいけど、なか

なかそういう機会がないという話を聞いていましたので、前からサロンづくりをしたいと思っていま

した。去年の 12月に民生委員を交代した方と町会長を巻き込みまして勉強会に参加させて頂きました。

やっと今年になって１軒のお家を貸してくださるということで、「きらきらいこいの場」というサロン

を、今年 10 月 20 日から開始し既に２回実施しました。最初は、11 名の参加者とボランティア５名、

それと包括さんと役所の方がいらして 19名の方で始めました。その中で、男の方が「女性と別にして

くれないかな」と言っておりまして、どうしてかと言うと、「男の方はどんなに誘っても会に入ってく

れないので別の時間につくってくれないかな」という意見でした。今の所、自分の町会の方が中心で

すのでどの程度の方が参加してくれるのか、まだ参加されてない方からも「参加したい」と声が出て

きていますので今後の課題として考えています。また、家で余ったものを使ってくれないかという意

見も出てきていますので、いい体制が出来てくるのかなと思っております。 

 

○○委員 

 たまたま、新松戸地区に１回、２回と勉強会に参加させて頂きました。１回目と２回目の内容で、

非常に一生懸命やっているのに申し訳ないのですが、明第一、五香松飛台地区に比べると若干遅れて

いて、なかなかポイントが絞りきれていないように私は参加させて頂いて感じました。確かに○○さ

んがお話したように新松戸地区はマンションで個々の建物の中で内部消化していくきらいがあるので、

なかなかそこまで幅広く検討するのが難しいかと思っています。私は隣の馬橋西地区なので青少年会

館の勉強会に参加しましたが、意外と馬橋西地区の方が個々の一軒家が多いがために、明第一と同じ

ように検討する材料が新松戸地区よりも多いかと感じています。ですから今後も新松戸の方にも馬橋
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西も参加しながらこれからつめていきたいと思いました。 

 

○○委員 

 私は明第一と五香松飛台の方に日程を調整して参加させて頂いております。本当は新松戸にも参加

したいのですが日程が合わず失礼致しております。感じている事は、皆さん立場を超えて集まってい

らっしゃるというのがよくわかって、色々と情報を出し合って、それこそ世間話的な所から始まって、

ざっくばらんに五香松飛台は「ざっくばらん」と名前を付けていますけど、その名前の通りに情報が

出てきて、こちらとしてはすごく勉強になりますし、色々とおもしろいなと思っております。確かに、

○○さんがおっしゃっていたように何を目指す会なのか見えにくいという点が出てきているかなとい

う感じは受けました。ただ、さわやか福祉財団からのお話からすると、集まって話の中で地域課題を

出し合って、それで、みんなが、自分が、出来る事、知恵を出し合おうというのがその会の目的であ

るとは思っています。それでは、誰がその課題を解決するプレーヤーなのかとそこまでは出し切れて

なくって、今は段階の途中なのかと、階段の踊り場的になっているのかと感じはしています。勉強会

からのステップアップの話では、今は３地区でやっているけど、他地区への広げ方とか、２層の協議

体を目指していたかと思いますので、協議体ってどういう条件が必要なのだろうかと、たぶん皆さん

それが頭にありながらも、今はこの会どこまで目指しているのだろうというのがわかりにくい状況な

のかなというのをちょっと感じてはいます。ただ、立場を越えた会というのは地域でなかなか持ちに

くく初めての試みだと思いますので、そこはすごく大事にして色々な所に広げられたらいいなと思っ

て参加しております。 

 

○○委員 

 私も新松戸、明第一、五香松飛台と行きます。市社協の地域担当の職員も出かけるようにしていま

す。新松戸と五香松飛台の勉強会は重なってしまうので、役割分担で五香松飛台の方に私は出席させ

て頂いています。明第一については、○○委員や○○委員が発言して下さった事に付け加えるならば、

明第一は、人づくりの視点からいうと、地域活動をしたことがない未経験の方と昔から地域の事に精

通している方と二極化しているといいますか、両方参加して下さっていて、その中で、未経験の方が

時々いい発言をして下さいます。「自分が何か出来る事を見つけたくてこの会に参加している」と、そ

ういう視点を大事にしていきたいと思っております。それから経験者の方はネットワークの中で情報

を集め、次の会にはこういった方々を呼んでみようという事で、町会長さん等が四苦八苦しながら、

人と人を繋げるための活動を紹介して下さっておりますが、未経験の方々は、そういった活動を聞い

た時にハードルが高すぎて次のステップにいくことが、やや難しいのかなと感じております。 

五香松飛台の方は、情報共有としては一番活発なのかと感じがしております。例えば、高齢者であ

ったり、次世代を育むということでいわゆる子育て世代の方とかお子さんの方に、時にはスポットを

当てながら情報共有出来ている所は、包括的なケアという視点からいうと素晴らしい所なのかという

気がしています。あとは集まってホッと出来る、肩肘を張らずに情報交換が出来るのは五香松飛台の

とてもいい所だなという風に感じています。 

社会福祉協議会の視点でいくと、作業部会の方でまとめて下さった「人づくり」とか「情報を共有
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しつつ人材を育成していく」というのは、本来ですと社会福祉協議会が得意とする分野ですが、今回、

明第一、五香松飛台のこの勉強会の中でちょうどいい具合に話しが進んでいったので、時に、この地

区ではこういうふうにしてボランティアを育成していますよとか、社会福祉協議会でこういうことが

出来ますよという情報が少しずつ発信出来るようになったのが、勉強会に参加した意義があるかなと

受け止めております。 

いずれにしても○○さんからお話がありましたが、資源の掘り起こしをしつつ、資源だけではなく

てその中から人と人が結びついていくという考え方が、協議体の本来の在り方なのかなと思いますの

で、焦らずにもう少しこの形態を続けていくのが良いと思います。 

それから、エリアの拡大も必要だと感じております。ただ、エリアにつきましては、明第一は広す

ぎます。地域の住民の生活に密着した情報共有、情報発信等々していくのであれば、エリアをもう少

し小さくしないと、実際に色々な物を作り上げていくという段階になった時には難しいかなと感じて

おります。 

 

会長 

 ありがとうございます。他に勉強会に参加された方はいらっしゃいますか。いないですね。 

今、最初の議題から出たように作業部会の方で提案を３つのポイントで場所・情報・人をキーワード

に上げて頂いて、それから２つ目の議題で勉強会の経過の報告を頂きました。勉強会についてある程

度の目標、どうなっていくのかという事と、このような勉強会を通してエリアや他の地区でもやって

いくのかもポイントになっているという理解をさせて頂きました。今後、３年目にも入りましたので

今後この整備事業をどんなふうにしていくかという事がこの勉強会が発展的になんらかの具体的なも

のになっていくことも合わせてある程度、生活支援体制の整備を考えていかないといけない時期かな

と思います。３つ目の議題の方向性について事務局よりお話をお願いします。 

 

事務局 

 それでは資料 4 ページ目をお開き頂きまして、作業部会の提案と市の取り組みについてでございま

すが、まず１点目、「場所」につきましては委員の方からご発言がありましたが、「元気応援くらぶ」

を公募でつくってきております。昨年度 20団体、今年度 14団体が公募をして頂き、認証して補助を

出しております。また、先程、活動する場所がないというお話がありましたけども、活動する場所も

合わせて公募しておりまして、16の団体、個人の方からも提供の申し出がありまして、市のホームペ

ージに掲載しマッチングをする作業は市の方でやっています。また、色んな団体から高齢者向けの独

自サービスを提供したいというお話がありまして、元気応援キャンペーンという形で市に協賛してい

る団体もございます。 

「人」という区分につきましては、先ほどありました通り３地区で勉強会をやっている他、「訪問型

元気応援サービス」と言いまして、「生活支援コース」、「困りごとコース」と２つのコースがあります。

このサービスの実施者として 250 名弱の方に協力して頂いている所です。このサービスにつきまして

は、現在はシルバー人材センター、市社協、ふれあいネットの方々にご協力頂きながら実施している

ところです。 
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また、介護支援ボランティアとして現在 384 名の方々に登録して頂いております。今年度から対象

施設を高齢者の施設以外にも広げまして、障害施設、放課後児童クラブも含まれました。 

併せて、介護支援ボランティアとして活動する人は、従来は、元気な高齢者、一般高齢者のみを対

象としていましたが、認定を持っていてもご自身でその場所に行けるのであれば対象にすると、対象

の幅も広げ、さらに特養に入所している方もなんかしら自分の介護予防にするような活動ができない

かというのを今、特連協と協議しながら進んでいるところです。 

また、人という部分では、独居や高齢者だけの世帯に対してアンケートを送付し、未回答者に対し

ては民事協の協力を得まして、訪問していただく等、人づくりについては様々な方面から進めており

ます。 

「情報」という部分では「在宅医療介護情報検索システム」を導入したり、介護予防、総合事業な

どを周知するために元気応援ノートを多く配布したり、今現在、高齢者専用のサイトを構築するため

に準備を進めていまして、年度内にはこういうサイトも出来上がってくるだろうと思っています。 

先ほど議論もありましたが、地域の勉強会がインフォーマル系のサービスを中心に皆様方住民が積

極的に活動して頂いています。一方で地域ケア会議という様々なフォーマルサービスを中心とした議

論がなされている部分もある。当然そこには関係団体、関係組織の方にご出席頂いているという事で、

それから問題点を解決するためにはどのようにしていったらいいかという部分もありましたけど、当

然ながら住民主体の活動だけでは、なし得ない部分もありますので、関係団体、関係機関のご協力を

得ながらやっていくという部分においては、この二つをうまく融合していきたいと考えております。

両方とも積極的に関与して頂いているのが、地域包括支援センターとなっておりますので、この地域

包括支援センターを中心にこの両者を融合できたらと思っております。 

5 ページ目に移りますが、生活支援体制整備事業の今後の方向性案というのが、今計画を作成する

会議の中で議論されている部分についてご報告させて頂くと、一つは生活支援コーディネーターの配

置については、１層は今まで通り市に置くという部分と、２層については地域包括支援センターに配

置していったらどうかという案が議論されています。 

また協議体につきましては、地域の実用においてという事で、先ほどもお話した通り、地域ケア会

議というのが、6 ページに全体のイメージ図がございますけども、地域ケア会議においては、市レベ

ルのもの、そして、日常生活圏域レベルのもの、こういう所でもさまざまな議論がされてきており、

どちらかというと松戸市においては先進的に色んな議論がされているという部分がございますので、

この地域ケア会議と勉強会をうまく融合しながら進めていくことがよろしいのではないかという事で、

5 ページ目に戻りまして、地域ケア会議の枠組みを活用しながらこういう議論を進めていったらどう

かという事になっています。当然ながら今までやっている地域の勉強会につきましても、ここと結び

つけながらやっていく事が寛容であると思いながら、現在計画の中では今後地域の継続について議論

されているという報告でございます。 

 

会長 

 ありがとうございました。市側の説明によるとこの生活体制整備事業、特に２層ですか。地域ケア

会議と連動した会議を考えていくというようなこういう理解をさせて頂いたのですが、具体的には今
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日発表した３つの勉強会などは、地域ケア会議と連動させていくという理解でよろしいでしょうか。

私の方から確認になります。 

 

事務局 

 どういうふうに地域ケア会議と融合させていくかは、今後になると思いますけども、基本的には地

域ケア会議とうまく連動しながらやっていかなければ、問題点の解決だとか、人と人を繋げると部分

では連携が必要不可欠であるというふうに思っております。 

 

会長 

 もう一度確認させていただきますけれど、1 層の生活支援コーディネーターは市の基幹型の市の職

員ということですか。 

 

事務局 

 現在は暫定措置として、2層の生活支援コーディネーターを地域包括支援センターに配置し、1層の

生活支援コーディネーターは基幹型においてはどうかと考えております。 

 

会長 

 2 層の生活支援コーディネーターは地域包括支援センターに順次配置していくということですか。

誰がやるかはこれからですか。 

 

事務局 

 はい 

 

会長 

 では具体的に 1人 1人今後の方向性を踏まえていかがでしょうか。 

 

○○委員 

 民生委員の立場で言わせていただきますと、現行は、民生委員の担当区の中に地区社協という社協

のエリアがあり、１つの地区社協に 2つの民児協というところもあります。明地区もそうです。 

それから包括の稼働率を考えますと、一方は 3000～4000位の相談件数があるけれど、もう一方は 150

～200 というばらつきがあり、そのような中で検討するに当たっては、地域がなだらかに同じように

するには人数や稼働率を考えないとうまく前に進んでいかないかなと思いますので、検討していただ

ければと思います。活動の中では非常に不便を感じることがありまして、手上げをしないと民生委員

はできないということもありますし、稼働率の多い包括さんは非常に大変になると思います。それか

ら、高齢者の 3 題困りごとと情報の提供を考えていかないと、この地域づくりということでは一歩進

んでいかないかなと感じております。 
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会長 

 では○○先生、地域ケア会議を実施しておりますがいかがですか 

 

○○委員 

 市レベルの地域ケア会議を開催している立場で申し上げますと、現在、地域ケア会議は安定的にで

きるようになってきております。その中で協議体のように資源開発や把握等、地域ケア会議の機能と

してプロポーザルされているところもありまして、同じ関係者でたくさんの会議が開催されていると

いう実態もありますので、似たような目的の会議体を合体させるのは有難いかなと思います。資料に

もありますが高齢者支援連絡会が活発に活動されている地域ところもありますし、先程ご説明があり

ました 3 地区の勉強会もその調子でいくべきことだと思いますので上手に連動していけばいいのかな

と考えております。 

 

会長 

 結果的には、地域ケア会議と連動していくことになりますが、○○さん、どうですか。 

 

○○委員 

 地域ケア会議はさまざまなお立場の方が参加しておりますが、どうしても専門職よりの課題でそれ

をどう解決していこうかとなりがちなところもあるかもしれませんが、こちらの方は住民主体になっ

ておりまして、それが融合すれば確かに違う形の課題が出てきたり、解決方法が出てきたりと具体的

に進むかと思います。まちの中でも小金原は大規模団地と戸建と、町会ごとに課題が違ってきますの

で、先程、どなたかがおっしゃったように地区単位、小さなエリアに限って話し合いをすると解決方

法が出てくるのかと思います。包括に期待してくださって益々頑張らなければならないと思っていま

す。 

 

会長 

 地域ケア会議と連動して２層を中心とした協議体として動いていくことになりますが、ある程度の

到達点というのは、例えば、担い手を生み出していく想定でしょうか 

 

事務局 

 当然ながら話し合いの中では、生活支援の体制を充実したり、高齢者の社会参加を推進していくと

いう意味合いがあり、大きな役割としては、コーディネートやマッチングをしていく、また、ネット

ワークを構築していくという部分では、その中の意見を踏まえて、行政にバックして頂く部分があれ

ば、行政主導でいく部分もありますし、住民の方々が「元気応援くらぶ」みたいな形で、自主的な活

動にいく部分も当然ありますので、一概にサービスをつくっていく、担い手をつくっていくというこ

とではなく、結果としてそうなるのかと思っています。 
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会長 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。○○委員と順番に○○委員お願いします。 

 

○○委員 

 地域ケア会議との融合ということでご提案を頂いた所ですが、地域ケア会議はフォーマル、地域づ

くり勉強会の方はインフォーマルという形で、私も勉強会には参加させて頂いて、皆さん１人の市民

として意見をどんどん出し合うことで、おもしろさみたいなものがありまして、地域ケア会議だと先

ほどおっしゃられた専門職の話という事になりまして、融合というのが一つの会議体になるっていう

ことなのか、それとも勉強会は勉強会で、住民主体でやってそれが意見を集約したものが地域ケア会

議によるのか、その辺の融合自体のイメージが、もし同じ会議体としたらかなり違和感があり難しい

と思っております。場の雰囲気だとかそういうのもありますし、その融合の意味合いをお聞かせ頂け

たらと思います。 

 

事務局 

 具体的にどのように融合しているかは、別な話だと私は思っています。しかしながら、地域ケア会

議の中に住民の方々の意見が踏まえられるような形を当然練るべきかと思っておりますので、一緒に

会議をやるかやらないかというより、どうやって意見を反映させるかの方が重要だと思っているので、

意見の反映の仕方については今後調整して検討していく段階だと思います。 

 

会長 

 ○○委員、意見いかがでしょうか。 

 

○○委員 

 実は○○さんと同じように質問をしたかった所です。協議体を過去に振り返ってみますと、松戸市

は市独自で協議体をつくりあげるということがあったと思います。それが急転直下で包括にその機能

などを委ねていくような事でしたら、すごく残念な思いです。一番初めにフォーマルにとらわれない、

住民の声を引き出していくというのが主軸にあったので、私たち社協ももう一回社協の役割を見直す

機会だと思って今日を迎えたところですが、前回の会議にもこういう話が微塵たりとも出ていなかっ

たように私は受け止めるのですが、なぜ急に融合という言葉に置き換えられたのか、その辺をもう少

し説明して頂けると嬉しいなという所と、今までにない全国的にいい取り組みだという思いがしてお

りましたので、重ね重ね残念でなりません。 

 

会長 

 先に○○委員お願いします。 
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○○委員 

 地域ケア会議について若干誤解といいますか、整理が必要だと思いますのでご説明をさせて頂きま

す。資料 6ページに書いてありますが、地域ケア会議は 3層構造になっておりまして、個別ケア会議、

推進会議、市レベルの全域の会議となっています。現状は、高支連がある地域もありますので、圏域

ごとに色々な形で実施されてきた歴史があるようです。 

一昨年でしたか、地域ケア会議のマニュアルを作ってくださいましたので、本来はそれに沿ってや

るべきですけど、まだ過渡期にある現状ですから、圏域ごとに地域ケア会議の形が様々です。 

ただ目指している方向としては、個別ケア会議は専門職中心に行ない、事例に関して専門的な意見

をやりとりする会議であります。これは少人数の専門職中心の会議となっています。二つ目の推進会

議の方は、地域の専門職・関係者と書いてありますけど、地域の皆様が沢山参加しておられますので、

こちらは 30名の内半分以上が地域の関係の方ですので専門職中心ではなくて、地域の方と一緒に、困

りごとですとか地域の課題を一緒に見出しましょうとか、どんな解決策がありうるのかという事を検

討していって、そこで解決しきれない問題を市全域の会議に上げるという整理になっております。 

地域ケア会議が丸ごと専門職中心の会議だというのは若干誤解がありまして、地域関係者の方にも

沢山参加して頂く含みが既にありますし、そこで実際に議論をしているというのがあります。圏域に

よってやり方が大分ばらつきがあるようなので、まだ完全にそうなっているわけではないですけども

それを志しているという事で、それを踏まえまして融合の話をご議論頂ければよいのではないかと思

います。 

 

○○委員 

 私も地域ケア会議に参加させて頂いていますけども、確かに地域の困りごともその議題の中にあが

ることがありますが、ただこの体制整備事業は、地域の中の、住民の中の困りごとの中でそれをどう

やって解決していこうかということを担い手というか、それを助ける方はどういう人がいるのかとい

うことをしていくというふうに認識しています。包括支援センターがやられる地域ケア会議というの

はすごく大事だと思うけど、そうじゃない本当の困りごとをやろうという認識で私はいましたので、

包括支援センターさんが本当にそこまでおやりになれるのかと申し訳ないですが、はっきり言ってち

ょっとどうかと思います。 

 

会長 

 事務局どうでしょうか。 

 

事務局 

 まず、○○委員からありました方向転換したのかという部分では方向転換したつもりはないです。

どうやって意見を反映していくかの方法、または協議する場をどうやって持つかの関係性の問題なの

で、一つは先ほどありましたように結構、会議が重複している、ご負担を掛けているのが事実である

ので、これをまず意見を反映する方策を考えていかないといけないというのが一つの大きなことだと

思います。 
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 また、○○委員からありました包括が頼るのか頼らないのかという議論はしませんけども、当然な

がら地域の中で住民の方々が、多様な主体で多様なサービスが出来る地域をつくっていくことが望ま

しいわけで、その方策としてこういう場を使うのか、地域ケア会議と融合しながらやっていくかとい

うのでも、決して出来ないわけではないので、その分どうやっていくかというのを議論として内的に

した結果こういう方向で進んでいるというご報告なものですから、けして今までやってきたことは方

向転換した訳でもないですし、今までと一緒の活動を基本的にはしていくと私は理解しています。 

 

事務局 

 地域ケア会議の役割について○○委員からお話がありましたけども、「地域包括ケア推進会議」とい

うのは、委員が仰っていた通り、専門職のほか、地域の関係者、例えば、町会、自治会、民生委員の

方などが入っていただいていて、議論をしている会議で、地域ケア会議自体、専門職のみというもの

ではありません。また、圏域レベルの地域包括ケア推進会議で、よく議論されているのは社会資源の

把握や見守りの議論ですし、その会議自体は、割りと関係団体の代表者といいますか、圏域レベルの

代表者の方が入っているので、そういう意味では、地域の中で決めていく時に力を持っていると考え

られます。 

一方で、おっしゃっていた通り、勉強会は３地区で熱心にやって頂いていまして、この勉強会は非

常に重要だと思います。立場を越えてお話頂くというのは、確かに非常に重要で、そういう会議はあ

まりないです。そういう部分を大事にしていきたいと思いますし、地域の意向もあるでしょうが、広

げていければ良いと思います。ただ一方では、方向性やここで出た課題をどうやってつなげていくか

というツールがないので、例えば、地域の独自活動以外に、圏域の中で、町会さん自治会さんや、そ

れぞれの関係職種の代表の方に応援をいただいて実現しなくてはいけないものもあるし、また、市の

レベルで解決しないといけないものも含めて、私どもとしましては、事務局から申し上げたように、

この勉強会ですごく大事な議論をして頂いたと思っていて、これをもう少しフォーマルな形にも結び

付けていくべきものもあると思いますので、地域ケア会議に持ち込んでいけるルートをつくることで、

勉強会での議論を政策に反映していきたいと考えています。今までの議論をより有効につなげていく

ためには、そのような仕組みが必要なのかと思います。２層の協議体については、事務局というか事

務をつかさどる人が必要なので、見回した時にこの手の活動を一番やっていて確実である地域包括支

援センターにお願いしたいと思っています。制度的に申し上げれば、２層の協議体、２層のコーディ

ネーターというのは、制度的に置かないといけないので、現状の資源を見まして、当面、今回提案の

形でやらして頂いて、○○委員がおっしゃっていたように、すごく取組みが進んだ場合、もう少し違

う仕組みがあるのかなとも思いますが、当面、今回提案の形でやらして頂いて、ケア会議につなげて

いくという形をつくる、ここで頂いた議論を、地域の勉強会で頂いた議論をより反映していくために

も、今回ご提案した形が望ましいと我々としては思っております。 

 

会長 

 今の○○さんの説明によると、２層のコーディネーターは包括の職員がなる可能性があるというこ

とでしょうか。 
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事務局 

 そうですね。現状で社会資源の把握とか開発に関する業務を包括にやって頂いているので、こうし

た業務との関連を考えながら、新たに何かを動かすという事ではなくて、既存の仕組みとの関係を考

えていくことが重要なのかなと思っています。 

 

会長 

 1 層のコーディネーターは基幹型の市職員に、２層は各地域包括支援センターの職員が事務局を含

めてコーディネーターをして頂いて、それで２層のコーディネーターを中心に生活支援体制整備をし

ていくというイメージでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

 勉強会とかを作って活動して頂く、また、別に市内には高齢者支援連絡会というのもありますので、

そういうものをつないで頂ければと思います。 

 

会長 

 いかかでしょうか。では○○委員お願いします。 

 

○○委員 

 勉強会は今まで月１回行なわれてきたもので、地域ケア推進会議は年２回行なっています。月１回

の勉強会は大変に盛んに議論されてきたけれども、今は困りごとがあまりないというか見えにくいと

いうことだったと思いますが、「会の到達地点が見えない」「階段の踊り場にいる」というような意見

もありました。一方で地域ケア会議に協議体を融合するという意見も出ています。私は伺っていて思

ったのが、勉強会の対象区域が、困りごとが見えにくい、おそらく広すぎるのだろうと思います。 

例えば兵庫県内の市町村では、小学校区、自治会レベルというように３層、４層という形で議論され

ている所もあります。おそらくそういうことなのでしょう。また、融合というのもただ分離して融合

するのではなくて、今の勉強会をもう少し小さな区域で継続していく、それはインフォーマルで続け

ていく、一方で課題をしっかり政策に実現するという機能については、会がたくさんあるので、それ

を地域ケア会議に融合していくと、インフォーマルは大切に活かしながら、しかしそれは小さくしな

いと続かないということなのかなと思いました。 

 

会長 

 では今の事務局、市側のある程度の構想を含めてご意見ありますか。○○委員いかかでしょうか。 

 

○○委員 

 ２層をつくっていく上で生活コーディネーターさんを決めていかないといけないと思っておりまし

て、勉強会を色々な所で増やしていかないといけないですし、実現に向けて、困りごとに関しての解

決に向けての動きをもう少し小さい単位でやらないといけない。２層の方々をどうやって選んでいく
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のかなという部分があると思いました。 

 

会長 

 ではお隣の方お願いします。 

 

○○委員 

 私も地域ケア会議に出てくるお話の中でかなりかぶって話しが出てくることもあると思いますが、

ちょっと主旨が違うかなとイメージとしてありまして、もう少し町や、町会なりで活躍しているみな

さんが、普段色々お話している中で、街全体をどういうふうにやっていこうかという所だと思います。  

人って担い手がどんどん地域がいなくなって、そうした人達はどうやって発掘するのか、町会であり

商店であっても、お祭りであっても、みんなどこも後継者がいないという所で、困っている所は共通

していると思います。参加してもらうには、情報発信だけでは駄目で行動が必要になります。「こうい

うことをやっているよ」といって案内を出しても半分はほとんど来ないです。自分達の足で誘いにい

かないとそういった人は出てこないので、足でお誘いにいってみる人達をどういうふうに育てていこ

うかなというのがこの会議の中にあるテーマかと思っておりまして、実際に活動している人達をどう

見つけていくか、どういうふうに誘いながら探してもらうかと思っています。地域ケア会議の中の話

はかぶりますが、ちょっとちがうかなと私個人は思っています。 

 

○○委員代理（○○氏） 

 今日、○○がお休みなので代理で出席しております。セブンイレブンは転勤がありますので私は以

前、市原市の方で同じように地域ケア会議を立ち上げるということで、色々そういったものに参加さ

せて頂いたのですが、もう少し小さな単位で、先ほど見ても五香松飛台地域となるとけっこう広いな

というのを実際感じました。もっと小さい範囲で地域の資源をどういったものに活用出来るのかとい

うのをその勉強会でお話されていました。その中でセブンイレブンとして、手助け出来る部分を提示

させて頂いて、積極的にやっていきたいというお話をさせて頂きました。隣近所位ならわかりますが、

もっと離れて、大きい範囲になってしまうと、まったく顔が見えない状態になります。 

セブンイレブンはフランチャイズでやっているので、オーナーさんごとに経営者が違うので、理解度

やその地域へ貢献していきたいという気持ちの部分も違うので、なかなか一律にお話が出来ない中で

すが、手助けを考えたときに、松戸市にはセブンイレブンの店舗が市内に 60店舗以上あるので、地域

でセブンイレブンが関与していける部分は多々あると思います。 

そういった情報を持っているのが市役所なのか民生委員なのかわかりませんが、そういう方とセブン

イレブンのオーナーさんがお話させて頂けると、どういった方にアプローチしていけるかなというこ

とも考えられます。そういった勉強会等あれば積極的に参加させて頂けたらと思いました。 

 

○○委員 

 先ほどお話しましたけど、地域包括にしてもやっぱり範囲が広いと思います。私たちが考えていた

のは「お互い様よ」というような関係の付き合いが出来る、情報収集が出来る、私がやってあげると



第 1回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体 議事録 

（平成「29年 10月 30日（月） 午前 10時～12時 10分 

 

15 

 

いうのではなくて、やることで元気をもらえるというような、これ以上悪くならないような、もっと

こじんまりしたことからスタートして、それを市の方もバックアップして下さるというような、そう

いう体制で松戸市がいけたらいいのではないかと思いました。私はマンションに住んでおりますが、

仕事をしていた時はマンションの住民の方は全然存じ上げませんでした。退職してからはどれだけ住

んでいるのかという気持ちになるし、自分が衰えていって倒れた時はどうしようかと考えるんです。

その時に、マンション自体の提案として、理事会でフロアーごとに責任者をつくろうと、全体となる

と大変だからフロアーごとにみなさん関心を持って頂いて、知り合いを深めて挨拶ができるような、

まず挨拶からという事でそれをやりまして５年くらい経ちました。そうしましたら皆さん挨拶が出来

るようになりました。気兼ねない話ができるようになった他、色々な情報が入ってきたりする。そう

いう町内会ですね、おせっかいおばさんがいるような、そういう住みやすい街にしていけたらいいな

と思ってこの会に参加致しました。 

 

○○委員 

 10 月はお祭りがあったのでちょっと忙しかったんですね。お祭りで 50 人くらいお手伝いがほしい

ので、町会で役員さんに出来る日を書いてもらったけどそれでも人数が足らないので 1 週間の内何日

か外を歩いて、お会いするたびに「今度お祭りがあるのでお手伝い出来ませんか」と言うと意外とや

って頂けますね。新しいお家が 10軒くらい出来たけど、今は子ども会に入らないという方がものすご

く増えてきています。町会で今問題になっているのが、子供が 50人くらいいても子ども会に入る方が

10数名しかいない。それは皆さん役員をやるのが嫌だからということが課題となっているのか、皆さ

んお勤めをされている方がものすごく多いものですから、そういう役員をやりたくないという事で入

りたくないという方が多いのがわかりました。お祭りが終わった後、顔をつなぐ目的でご苦労様会と

いうのをやりますが、私たちの町会では、ここ 3,4年皆さんに気持ちのお礼をしようというかたちで、

ゴミ袋とかを配りながら、１軒１軒町会長と２日間に渡って回ってきまして「ありがとうございまし

た」と顔をつなぐ努力をしています。ちょっと大変ですが、私なんかはもう高齢者になって自分は会

員さんの方に入る立場にもなりましたが、もう少し町会の方のお役に立てればと思って今やっており

ます。町会の皆さんが言うには「地元の方の話し合いがいかに必要か」とよく話題に上るんですね。

私は町会で福祉部というのをやっておりまして、福祉部の中で、ケア会議に参加させて頂いておりま

すが、やはり範囲が広すぎます。本当に地域の中で問題点がたくさん出てきた時に「どうしよう」と

話し合うのは、「地域の中でではないか」と思います。私が立ち上げましたサロンの方でお年寄りが集

まってる中で、何かやれることがあればお手伝いしますという方がいらっしゃいます。何が出来るか

っていう事もみんなで話し合いながら、困っている事を一緒に何か考えながらやっていけたらなと考

えております。 

 

○○委員 

 私はケア会議の方に何年か出ていまして、資料６ページに載っている「地域ケア会議の議論を通じ

た中長期の課題の解決」ですけど、これはちょっと協議体とはマッチングしていないかと。今後の課

題として、課長の方から有効性をもってという事でというお話の中でならば納得しますが、現状の中



第 1回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体 議事録 

（平成「29年 10月 30日（月） 午前 10時～12時 10分 

 

16 

 

では地域ケア会議の中の会議内容というのは、この会議とマッチはしていないと僕は感じております。

地域密着型の協議体の議論というのはもっともっと望ましいのかなと思っております。 

 

○○委員 

 今、地域ケア会議とかフォーマル的なサイド、行政の主導的な部分というのはある程度は必要なの

かと思います。先ほどおっしゃっていた地域ごとの多様性というものがあると思います。３地区のよ

うな先進的な取り組みを行なっている所はあるかもしれませんけど、他の地区はどうなのかと、地域

によって温度差ですとか力量差とかあるのかなと思います。ただ、最初に戻ると、主体的に参加する、

活動するのは誰なのかという部分は一番忘れてはいけない事なのかと思います。向こう三軒両隣と助

け合うのが一番大事なことになっていくのかと思います。それには個々の意識を変えていくこと、今

後、社会資源や制度も変わっていくと思いますので、個々の意識を変えて浸透させていくというアプ

ローチですね、生活支援コーディネーターですとかそういった関わりをもっていくことは大事なのか

なと思います。先ほど申し上げました地域ケア会議との関わりの仕方の所が一つ問題になってくるの

かと思っております。 

 

○○委員 

 基本的なスタートはまず高齢者の困りごと、そのデータをつかんで第２層３層と安心して住める松

戸づくりという事でスタートしたと思います。小さい規模の話はありますが、２層の段階がまだ解決

されていないと思います。第１層はあるけど、第２層、３層はまだで、データは市の方で２年間取っ

たと聞きました。そのうち皆さんに知らせるということでしたが、次に何をやるという段階まできて

いないのではと思います。それで３地区の勉強会について我々は報告を待っていました。３地区も住

民だけというような感じでした。各ケア会議で、関係者とか専門者がいる中で認知症の専門者はいま

すかと聞きました。私も 20数年、色々な所で聞いたり、市に聞いたりしました。認知症の方を施設に

囲い込むというのは、私は反対です。それから色んなランクがあるし、高齢者が関連した枠組み、体

制が本当にあるのか。市立病院はがんについてはよくなっていくと思いますが、高齢者にしても各地

にこのような体制が 5 年ほど前からなくなってしまって、世界に情報発信している。こういうことを

安心できる街づくりにはちょっと今なお状況は大変だと。手近な所でまず困りごとの資料を早く整理

して、みんなで中身を検討したらいいのではないかと思います。 

 

○○委員 

 資料 3 ページの 3 地区の活動の中で、これを見て、なるほど説明があったなと思いました。私自身

は興味本位でまったくの素人で入って皆さんに引っ張られてここまできましたけども、一般の人がこ

の３つの地域の会に入った時に、介護とか地域のケアとかの話についてこられるのか、毎回継続して

出られるのかというのは、なかなかそこは難しいなと思いまして、次の担い手をいかにつくっていく

かと考えていかないと、ただ単に困りごとを解消する為にとかケアを求めている人に手を差し伸べる

という手法ではなくて、人をつくっていかないと長続きしないだろうなと思いました。それと、3 ペ

ージの今後の進め方という所で、2 層のコーディネーターを最終的に包括支援センターに委ねるとい
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うのは、市民としては市の税金を使ってそれをサポートするので、今あるインフラをいかに上手く使

っていくかという事も考えていってもらわないと、また新たに組織をつくってお金をかけてというこ

とはまたそこは難しいと思いますので帳尻をうまく合わせてほしいというのが正直な所です。 

 

○○委員 

 健康推進委員として活動している中でも、このような勉強会みたいなものを私たちもやっておりま

す。地域の資源を地図に落とす等、対象が小さなお子さんのいるご家庭とかということがありますが、

そういうことも私たちもやっております。なので、そういうものも全部色んな所からのこういう集約

をしてまたやって頂けるといいのかと感じました。 

 

○○委員 

 食生活改善推進委員の立場から、元気なシニアの方が多くてそういう方たちにお話を聞くと、こう

いう活動をしている事を市でやっていることを知らないという方が多いです。私自身もここに参加す

るようになってから広報をじっくり読んだり、社協だよりも隅々読むようになりましたけど、たぶん

関わってない市民の方達は社協だよりを見ても、ん？という感じですごくもったいないと思います。

これだけ皆さんが頑張ってくださっているのにもったいないと実感しました。 

 

○○委員 

 お話してくださったことは勉強になりました。３地区の内容を見せて頂きまして、明第一の“退職

後の男性が楽しめる仕掛けはどんなことか”これはものすごく頭に浮かびました。私ははつらつクラ

ブ連合会の約 1 万人の会員をかかえていまして、松戸市の実施地区に分けてお互いに支え合う、本当

の地域づくりということで、自治会とか民生委員の方を交えて頑張って頂いておりますけどもこの中

で、特に男性の皆さんを、それから 1 人暮らしの方が非常に多いものですから、先日も家で 2 日間倒

れておりました。電気がついていたのですぐに近所の方が行きまして、何回やっても開かないので裏

からこじ開けて入ったら、廊下で倒れていました。まだ息がありましたので、すぐに市立病院に運び

ました。支え合う地域づくり、これが本当の支え合う心だと思います。声をかけてくれてありがとう、

助けてくれてありがとうという声だけども、みんなの支え合う、本当にこういうのをするには、ちょ

っと今３地区だけのこういう形ですと大きすぎるのではないかと思います。先ほどのお話のように、

もっと小さい所から大きく育てていけば、人も育ちますしとてもいい会が出来るのではないかと思い

ます。本当の絆がないと出来ないので市の協力もそうですけど是非そのようにお願いしたいと思いま

す。 

 

○○委員 

 ケアマネ協議会の○○でございます。私も作業部会に参加させて頂いて色々な意見を出して、その

後に地域の 3 地区の勉強会の報告があったのを聞きながら、市側の融合していくというのは、私たち

全員が協働していくことなのかと思いました。その中で１点だけ、基幹型は高齢者支援課でいいです

けど、私たちケアマネは地域包括支援センターさんと連携して仕事をしておりますので、そこに配属
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するコーディネーターとしては新たな人員の配置をして頂けたら、きっと包括さんも助かるのではな

いかと自分の考えを述べさせて頂きましたが、協働してやっていくことがこの会の一番の最終的な目

標になるのかと思いました。 

 

○○委員 

 特別養護老人ホーム連絡協議会の○○です。今、２層のお話を頂いていて私も地域包括ケア推進会

議、個別ケア会議などでお話をさせていただいていますが、たぶん各地区によってきてしまうと思い

ます。私は常盤平地区でやっているけど、高支連から在宅支援センターの時代から毎月積み重ねてき

てやってきたような所であれば、今頂いた話というのは少し現実的なのかなと思うけど、なかなか年

数を重ねていない所だと色んな情報量とかそういったものの手がかりというものが出てきてしまうの

かなというふうには思いました。中には常盤平団地みたいな団地地区の狭い地域で一つの包括として

やっている所であれば、２層という考えは適切かと思うけど、広い所だと２層は各包括単位でいいけ

ど３層が必要な地区も今後出てきてもおかしくないかなと、その辺は臨機応変に対応できればいいか

なと思います。 

 

○○委員 

 シルバー人材センターの○○と申します。今話している中で勉強会の関係につきましては地域の中

の課題とかニーズを皆さんで共有するといいますか、地域の中での連動というのは、地域の中で定期

的に行なわれていくようになればいいのかなと思いました。コーディネーターの関係につきましては、

今度は包括支援センターにということでありましたけど、包括支援センターは今 15地区でありまして、

松戸の人口が 49 万人いるので、単純に割りますと１地区だと 32,000 人くらいになりますので一つの

コーディネーターの方が 32,000人の地域を理解するのかとそれは大変だと思っております。私として

は地域の皆さんが中で何か困ったことがあった時に色々相談できる場所があるといいなと思いますの

で、先ほどお話にも出ましたように、出来れば町会くらいの単位で、困った時にはそこに相談に行っ

てみようと。そういったようなものがあればいいのかと。ただ全体的にそういったものをまとめるも

のとしては、やはり 15地区なりと大きなもので判断せざるをえないのかなと思いました。 

 地域ケアとの関係を単純に考えますと、サービスというふうに考えた時にはフォーマルなサービス

というのは、やはり行政から委託を受けたとかそういったような制度化された事業をフォーマルなサ

ービスというのでしょうけど、インフォーマルなサービスでいいますと、町会で皆さんが助け合って

いる部分とかそういったようなサービスがインフォーマルという意味だと思います。そういった面で

いいますと包括支援センターは生活支援のプランニングをしているわけなので、逆に包支援センター

がやる方が私はいいなと思いまして。 それは、フォーマルなサービスだけではプランニングはなか

なか出来ないので、インフォーマルなサービスを地域で色々やっていることを含めて、総合的な中で

プランを立てていくということが非常に大事だと思いますので、こういった地域ケアの関係とインフ

ォーマルな関係は連携してどんどんやっていったらいいのかと思います。 
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○○委員 

 市の方から提案がありました、地域ケア会議、推進会議等とフォーマル・インフォーマルと融合と

提案がありまして、そこに先ほど質問が出ていましたが、２層というのは生活圏域になるのは広い範

囲になるのはしょうがないのかなということで、○○委員がおっしゃったように３層、４層とか小さ

い単位での勉強会というのが人づくりとかそういう所ですごく力を発揮するなと実感として感じた所

なので、それを生む仕掛けの所にも力も注いで頂けたらなと思っております。先ほど健康推進委員さ

んがおっしゃっていた、既存の所でも色々やっているというのも確かにそうだなと思いましたので、

そこも出口として地域包括ケア推進会議のような２層の協議体の所にきちんと吸いあがるような、そ

ういう所をきちんとつくっていけたらいいのかなと思っております。 

 

会長 

 最後に付け加えたいことありますか。 

 

○○委員 

 今の話はここで決めていくということではないですか。 

 

会長 

 資料５ページの今後の方向性については、皆さんのご意見を聞いていると市側の意見をこのまま通

すというのは難しいようですがどうでしょうか。 

 

○○委員 

 第１層の協議体、ここが決めるんですよね。それについてもう少し懸案として会議したいと思って

います。 

 

会長 

 市側の案はどうですか。 

 

事務局 

 もともと協議体の設置要綱で所掌している事務を読みますと、色々な事業を検討して頂くことにな

っています。当然ながら私どもと致しましては、介護保険の全体の計画として今そういう方向の検討

をしていると報告をさせて頂きました。本日皆様方の意見を踏まえて、今度は推進会議の方で意見が

ありましたことをご報告はさせて頂きまして、結果として、改めてこちらにご報告するという形にな

りますので、ここですべてを決定するという予定には今の所なっていないということになります。 

 

○○委員 

 この会議は 29年度、今日 1回目だと思いますが、この 29年度の 1層の協議体の予定は大体決めて

頂きたいです。何回やるのかと、３月までのスケジュールを示して頂きたいと思います。 
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事務局 

 今の段階では、推進会議の方で介護保険事業計画を含め、いきいき安心プランを作成させて頂いて

おります。年内で概ね方向性が決まり、年明けになりますと実際に案としてパブリックコメントにし

たいという作業に徐々に入っていきます。正式決定するのは、3月という予定でいます。 

案として市民に提案する段階においては、皆さんと平行にご説明する、協議体を踏まえてご説明す

る機会を設けていただければと思っております。 

住民の方々に説明等入りますので、それと踏まえながらやっていければと思っていますので、少な

くとももう１度は開けるかなと思っています。尚、今３地区で勉強会をやって頂いているのは、自主

的な活動として継続していただこうと考えています。 

 

会長 

 他にいかがでしょうか。 

 

○○委員 

 地域包括をコーディネーターとしていうことになると、先ほどからお話して頂いてますが、ばらつ

きがあるという形の方ではなく、一つの団体であり色んな福祉の団体が一つのチームに入っていてと

いう事では住民に還元が出来ないという状況がありますので、その辺の所も推進会議の中で検討して

頂きたいと思います。ある人材を使ってやるのであれば、例えば社協さんを使って地区社協を出すの

であれば、地区社協の幹部の中に沢山の福祉団体が入っていては競合してしまいます。そうすると活

動は出来ません。そういう環境整備もちゃんと考えていかなければと思っておりますのでその辺の所

も合わせて回答頂ければと思っております。 

 

事務局 

 今のお話は地区割りのことでしょうか。地区割りについては民生委員さんの地区とはずれています

が、私ども日常生活圏域として整備しているのは、町会・自治会や地区社協の単位と合わせて 15地区

ということでやっていて、また、現在、松戸市全体のまちづくりは 15地区をベースに進めているので、

区域については 15地区になります。厚労省の基本指針の中でもいっていますけど、コミュニティの活

動にも配慮しながら定めることとされていますので、今の 15地区の形で対応させて頂きたいと思いま

す。 

それから今後の進め方ですけど、今、私が伺った感じでご意見が多かったのは、政策形成の観点か

らは地域ケア会議の枠組みを活用する、それから一方で勉強会のようなものをもう少し細かくやった

方が良いというようなこと、あと、生活支援コーディネーターについては、当面、包括支援センター

に置くというご意見が多かったかと思いました。○○委員はどの辺にご異論がありますでしょうか。

なんとなく皆さん、ご議論の中では、勉強会のようなものは大事だけど、もうちょっと細かい単位の

方が良いのではないか、一方で、政策につなぐのが大事だから地域ケア会議の枠組みを使うのは大事

だと。一方で、どこかに事務局を置かないといけないので、ひとまず包括に置いて、という感じで、

勉強会のことはある程度計画素案において触れさせて頂いていますけど、より細かい単位で行うとか、



第 1回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体 議事録 

（平成「29年 10月 30日（月） 午前 10時～12時 10分 

 

21 

 

これは地域の中で話し合いの中で決めていただくことだと思いますけれども、そういう形で調整して

いこうかと思いましたが、○○さんが強く仰りたいことはどのような点ですか。なんとなく、皆さん

の議論は、収斂していたかなと聞いていたものですから、もしよろしければ、計画策定のための推進

会議が差し迫っているので、どの点を強く仰りたいのか、教えて頂けませんか。 

 

○○委員 

 私 1 人の意見でもいいですけども、もともと協議体は介護保険が 2025 年に大変なことになってし

まうので、地域の中の自分達で出来る事は自分達で解決していこうということでやってきたわけです

よね。それで第２層の勉強会を始めてきて、地域の中の困りごとを皆さんで解決していけるようにし

ていこうとして、これはすごく時間がかかるよねとやってきたことで、これが第 1 層の協議体に引き

上げるには、皆さんの自主的な活動の中で一定の必要性まできたら、そこの中で生活支援コーディネ

ーターをという話だったと思います。そういうふうに私は認識していましたので、ここで急に包括支

援センターが入ってくると、包括支援センターはもちろん地域のことをやってないとは言いませんけ

ど、とても忙しいです。私は知っています。よく相談ごともたくさんきていますし、本当に大変です。

介護保険の介護予防のことについて熱心にやっていただいていますけど、それとさっき言ったような

地域の中の困りごとというのは、一緒になるのかなと、とても唐突な気がしたので、ご意見を述べさ

せて頂きましたが、そのような形で市の方が進めるのでしたらそれはそれで仕方がないのかなと思っ

ています。でも私は反対です。 

 

事務局 

 私どもとしては、国の制度上、2 層の設置にも期限を定められていることもあり、まず今年度中に

方向性を定めないといけない状況がございます。今の状態で２層まである程度協議体なり生活支援体

制整備をするということを考えると、今の状態では、地域ケア会議と連動させつつ、生活支援体制整

備を行わせて頂きたいと考えています。ただ一方で、勉強会は今まで通り続けて頂くので、そういう

中で、当然、機が熟していって、もうちょっと違う形というのはあり得ると思います。ただ、それは

おっしゃっていただいた通り時間がかかると思います。今の段階で、新たな枠組みについて年度末ま

でに決着をつけられる状態ではないので、一先ず、今回ご提案のかたちでやらせて頂いて、勉強会で

きめ細かく地域の話し合いをやって頂きつつ、そこで 3 年後、6 年後ともうちょっと違う絵柄が出て

くる可能性があるので、その時はその時でまた違うかたちというのを考えていった方が良いと思いま

すが、制度上の設置期限も迫っているので、そういう状況を踏まえた判断をさせて頂きたいと思って

おります。 

 

○○委員 

既に勉強会に出ている人達の意見としては、この資料の 4 ページの図の融合の具体的な方向がなか

なか見えづらいので、たぶん皆さんインフォーマルな部分で地域に密着した住民の人達の意見がどう

やって反映できるだろうかというのが一番不安になっているのかと思います。今までは型にはまった

枠の中で地域づくりが議論されてきたのを住民一人ひとりが参加できる仕組みという事でこの勉強会
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をやってきたので、すごくそこが一番残念に思うというのはみんな同じだと思います。 

もう一つは、地域包括支援センターさんがファシリテートしていくという案に対して、今の 15の地

域包括支援センターさんでは役割が担いきれない部分が大きいのではないかという事が一番不安なの

ではないかと。現にケアマネージャーさんとしてそこに関わっている人、民生委員さんとして、それ

から、はつらつクラブさんとしてとか、それぞれの立場で参加している人達が不安に思うということ

でした。 

 

○○委員 

私も地域ケア会議や個別支援会議にも出ていますが、そこでされる議論というのは、どんなに大義

名分で「地域」のというのがあっても、実際に出て感じるのは、既にサービスに繋がっている人達の

困難事例を検討するということに偏ってしまうので、そこに勉強会の所謂インフォーマルで出てきた

意見をどうやって反映するか、それだけの力量を包括さんが担えるかどうか不安です。４月に包括さ

んに、どんな人達が携わっているかを知りましたが、半年もしないうちにそのメンバーさんが変わっ

てしまうような状況で、果たして、そこに精通した専門的見地、それからインフォーマルの住民の立

場に立った考え方が出来る人が配置できるのかどうか、そこが私的には一番の不安材料です。是非お

願いしたいのは、そこをどうするかという具体的な指針があればきっとみんな反対せずに、これから

も勉強会で頑張りたい、もしくは包括ケア会議の中で意見を出していきたいと考えるのではないでし

ょうか。ただ期限が決まっているということで致し方ないのかなと思っております。 

 

事務局 

 今言って頂いたのは、融合の部分が具体的にどうやってやるかというのが見えないじゃないかとい

うことで、おっしゃる通りだと思います。今日頂いた議論を充分に踏まえながら、実際には回しなが

ら、地区の実情もあると思うので、おっしゃっていた通りどういうふうに融合させていくかという事

については、具体的に考えをお示しできるようにしたいと思います。 

 

○○委員 

 第２層の生活支援コーディネーターの配置に関しては、全国どこの市町村でも期限が迫ってきてい

るということで、今多いのは、包括支援センターか社協です。協議体、勉強会を広げていく時には、

事務局の役割が必要です。松戸では残念ながら 15のうち３の地域で勉強会をしている段階に留まって

います。生活支援コーディネーターの重要度を考えれば、もちろん地域の中の代表者と理想で目指し

てきたけど、事務局機能をしっかりおいて小さな勉強会を継続していくということで言えば、地域包

括支援センターをという案は理解できます。おそらく、皆がおっしゃっていたように、地域包括支援

センターに置く２層の生活支援コーディネーターは、どういう条件にするのか、例えば、出来る限り

地域を渡り歩いて頂くような方をお願いするのか、ということだと思います。というのは、包括は本

当にお忙しいので、出来るだけ専任で置いて頂く。条件でもう少し議論が集められればいいのではな

いかと思います。 
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会長 

 推進会議は私も議長ですので、出来る限り全体一致で提案していきたいので、もうちょっと事務局

に時間があったら丁寧に、急な感じという印象でしたので。20日が最後の推進会議になりますが、も

う少し具体的に出すこと出来ますか。こういう地域福祉というか、ある程度モチベーションを高めて

いかないと、市の作成ペースですと、おそらく住民の方は市で言っているからいいかで通ってしまう

と、せっかくの住民主体の盛り上がりが欠けますので、やはりここでは丁寧に説明した方がいいと思

います。本当はもう 1 回やれればいいですけど、それはちょっと私の方に預らかさせて頂いて、少な

くとも私のニュアンスでは 5 ページの「融合」でも「協働」にするにしても、具体的なイメージが掴

んでないので、やっぱり地域ケア会議と種類がちがうのではないかという意見も見受けられましたし、

もうちょっと説明不足のような気がしました。もう少しここで議論して、それで推進会議に持ってき

て頂かないと、なかなか住民主体の活動が出来ないと思います。持ち回りになるのかよくわかりませ

んが、事務局の方でもう少し説明できるといいけどそういう事でよろしいですか。出来る限り、これ

を推進会議に通す意味ではもう少し丁寧にということで。以上でまた今後の対応については報告した

いと思います。 

 

司会 

 結城会長、委員の皆様お疲れ様でした。事務局より２点お知らせ致します。お手元の資料に「元気

応援ノート」が配布されております。自助活動・互助活動に活かしていただく為のものです。現在、

地域包括支援センターや支所で配布しておりますが、大量にご利用の場合は介護制度改革課にご一報

をお願い致します。次回の開催はまた改めて御連絡いたします。 

 以上をもちまして第１回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体を閉会致します。本日はありが

とうございました。 

 

 


