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司会 

 本日はお忙しい中お集まり頂きましてありがとうございます。定刻となりましたので 

只今より平成 28年度第 3回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体を開催致します。

本日の司会を務めさせて頂きます、介護制度改革課 ○○と申しまします。どうぞよろ

しくお願い致します。まず本日の配布資料を確認させて頂きます。 

資料１ 委員名簿、資料２ 座席表、資料３ 事務局名簿、資料４ 松戸市の生活支援体制

整備事業、資料５ 支え合う地域づくり勉強会資料一部抜粋、最後に常盤平地区民児協

だより以上６点でございます。資料に不足がございましたら挙手をお願い致します。 

それでは開会に先立ちまして、福祉長寿部 ○○部長よりご挨拶申し上げます。 

 

○○部長 

 皆様改めましてこんにちは、福祉長寿部の○○でございます。本日はお忙しい中、松

戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体にご出席頂きまして誠にありがとうございま

す。皆様には日頃から、本市の高齢者施策及び介護保険事業につきましてご支援ご協力

を賜りこの上申し上げる次第でございます。さて、協議体につきましては、介護予防日

常生活支援総合事業を円滑に推進していく為に実施しているものでございまして、皆様

からさまざまな立場でご協力頂きながら生活支援体制整備事業を推進していこうとす

るものでございます。地域包括ケアシステムの構築に向けまして高齢者に出来るだけ長

くいつまでも元気な状態で安心して居続けることができる仕組みづくりと人と地域の

つながりを大切にする地域づくりを推進するために実施するものでございますので柔

軟な発想を皆様から意見を頂戴したいと考えております。本日の会議では、平成 28 年

度の生活支援体制整備事業の実施状況、平成 29 年度の方向性について説明をさせて頂

きましてご意見をご頂戴する予定となっています。どうぞよろしくお願い致します。 

 

司会 

 ありがとうございました。続きまして、会議の出席についてご報告致します。 

本日は○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、○

○委員以上８名より欠席のご連絡を頂いております。現在、○○委員、○○委員、○○

委員が遅れている状況でございます。委員 32 名中、21 名のご出席でございます。当会

議は公開の会議となっており、議事録は市の行政資料センター又はホームページでご覧

頂けます。議事録につきましては、ご発言者の氏名は記載せず、単に委員と致します。 

また、ご発言の内容については、つながりが不明瞭となる部分のみ事務局が若干、手を

入れて要旨とさせて頂きますことを予めご了解をお願い致します。次にマイクの使用に

ついてご説明を致します。ご発言の際には、ご面倒でも目の前のマイクのスイッチを押

して、赤いランプが点灯してからお話頂きますようお願い致します。そして発言後スイ

ッチを再度押してランプを消して頂くようお願い致します。それではここからの進行に
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つきましては松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体設置要綱第 6 条第１項により会

長に議事を進めて頂きたいと思います。○○会長よろしくお願い致します。 

 

会長 

 これより今年度第 3 回目の協議体の会議を行いたいと思います。本日の傍聴者はいら

っしゃりますか。傍聴者はいませんのでこのまま続けたいと思います。では、まず１点

目は昨年８月に於いて、さわやか財団の地域支援事業担当リーダーの方から、住民主体

の地域づくりの方向性をお話頂きました。それを受けましてここの所２層の協議体につ

いての勉強会を住民に働きかけております。まずはその経過について事務局よりお願い

致します。 

 

事務局 

 皆様こんにちは。２層生活支援体制整備を担当しています介護制度改革課の○○と申

します。よろしくお願い致します。生活支援体制整備の経過についてご報告致します。 

資料４の１ページをご覧ください。縦項目が１層と２層と分かれております。横の項目

の時系列に沿って平成 28 年度の主な経過をご説明致します。まず、平成 28 年 5 月をご

覧下さい。5 月 30 日に 28 年度 1 回目の 1 層協議体を開催し、作業部会において、人・

場所・情報をキーワードに自助、互助を高め、元気な松戸を目指した地域づくりの推進

についてご提案を頂きました。7 月、公益財団法人であるさわやか福祉財団より協力の

申し出があり、8 月 22 日、台風の中で申し訳ありませんでしたが 2 回目の 1 層協議体

を開催し、委員の皆様を対象に、さわやか福祉財団の○○氏より新しい地域づくりの方

向性について講義をして頂き、その後、生活圏域における支え合う地域づくり勉強会に

ついてご案内をさせて頂いた所です。9 月から 10 月にかけては、生活圏域の働きかけと

して市内全域を対象に４ヶ所で支え合う地域づくり勉強会を開催致しました。その結果

は委員の皆様にも文書でご報告させて頂きましたが、4 会場で 111 名の方にご参加頂き

ました。勉強会にご参加頂いた方からのアンケートを生活圏域に分けまして、地域づく

りに意欲が高かった上位 3 つの地区である明第一地区、新松戸地区、五香松飛台地区に

対して 12 月に更なる働きかけとして合同勉強会を 2 日間開催致しました。年末にも関

わらず延べ 79 人の方にご参加頂きました。1 日目はさわやか福祉財団の○○氏より講義

をして頂き、たすけあいのシュミレーションゲームを実施しました。講義資料は資料 5

に添付してございます。参考までに資料 5、5 ページをご覧下さい。上の表では地域課

題への対応という事で、△の上の部分の課題について行政としてやらなければならない

課題に取り組んでいることを示し、一方、協議体では△の底辺部分にある沢山の地域課

題の中からやりやすい課題に取り組むという違いを確認しております。また、下の表を

ご覧ください。協議体の前提となる情報共有の考え方についてです。地域では既存組織

の方々が、それぞれのお立場や組織の責任に於いて長年に渡り大変ご尽力を頂いている
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所ですが、協議体は既存組織の方も含めて、多様なお立場の方が横に繋がる新しいネッ

トワークとして連携を強化し、たくさんある地域課題から新たな担い手を増やし、互助

活動を高める為に出来る事探しをする場であることを共有致しました。合同勉強会の 2

日目には協議体という新しい地域づくりへの意欲を確認し合いました。また、今年に入

りまして 1 月から各地区でそれぞれの会場に集まりまして、勉強会で学んだ新たな発想

で地域づくりについて話し合えるように、各地区においてチーム名をメンバーで決め、

月１回の頻度で地区ごとに集まり、情報共有を深めている所です。現在、各地区で話題

になっている内容を簡単ではありますが、資料 4、1 ページの下の表に記載致しました

のでご覧下さい。明第 1 地区は地区社協の会議室に集まりまして、ゴミ出しの手伝いや

ごみステーションの清掃、サロンのことなどが話題になりました。新松戸地区は地区情

報を共有しながら、包括と共に地域の資源マップの作成について取りかかるための新た

な情報収集を始めます。五香松飛台地区は、地域ネットワークの振り返りと、今の話し

合いに参加する人をどのように増やしていけばいいか話し合っています。1 層の委員さ

んも数名話し合いにご参加頂いておりますので後程、状況等をお知らせ頂けるとありが

たいです。続きまして、4 月 14 日には 3 地区の交流会としてさわやか福祉財団の○○さ

んをお呼びし、皆さん一堂に会しまして、経過報告と意見交換などを実施する予定です。

生活圏域での話し合いは、行政が課題を提示して主導するのではなく、住民の方々が既

存の地域活動などを把握しながら地域情報を共有し、こんなことが出来たらいいのにと

か、実はこんなことで困っているという声から地域に不足しているサポートに気付き、

取りかかりやすい活動を実践するステップで着実に支え合う地域づくりをしていけれ

ばと思っております。また、多様な主体の基盤である、松戸市社会福祉協議会の方や、

地域包括支援センターの方が行政と共に各地区の話し合いに参加しており、ファシリテ

ーターや情報提供など側面的に支援をして頂いております。以上簡単ではございますが

経過報告とさせて頂きます。 

 

会長 

 ありがとうございました。ただいま事務局の経過報告をお聞き致しまして、地区の話

し合いに住民として参加している方がいらっしゃると思いますので、感想やご意見など

を頂ければと思います。 

 

○○委員 

 新松戸地区の第 2 層の話し合いに参加させて頂いております。新松戸に住んでいます

が、新松戸にはほとんど日中はおりませんので新たな発見がたくさんあってすごくいい

集まりになっています。新松戸って特徴的なのはマンションがたくさんあって、マンシ

ョンごとに色々な活動をしてマンションの特徴はさまざまありますけれど、サロン活動

している所もあれば、クラブ活動みたいにリコーダーをやったり、版画とかちょっとし
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た劇団みたいにやったり、そういう方々の活動を発表会みたいな形でしたりとかなかな

かいい活動をしているマンションもあるし、その中にも問題があってマンションの中で

サロンをやっていても他のマンションの方や近所の方にどうぞと言ってもなかなか入

りづらいという特徴があるかなと言っていました。それと、坂川の江戸川の方になって

いくと少し駅の方とは違って、でもそこの地域の中でお祭りをやっていると聞きまして

そこのマンションと地域の一戸建ての人が一緒になって、年１回、春にお祭りをやって

いるのを初めて聞きまして、やっぱり同じ新松戸にいてもそういう事は知らないという

のがあるので、いい情報共有が出来ているなと思っています。皆さんそれぞれ近くの情

報はたくさんあるけど、共有出来るように新松戸の地図の上に、地域資源のマップに落

とし込んで、例えば公園のここにベンチがあるよとか、高齢の方がトイレに行ったりす

る時に、トイレがここにあるとか。新松戸の駅からの道にセブンイレブンが出来ている

が、セブンイレブンがこんな感じにあってとか。見て知らなかったという事を共有出来

るような形を目で見てわかるようなマップづくりを今度みんなで情報を持ち寄って出

来るといいねと言って、次は 3 月 28 日にマップづくりをしようかという話になってい

ます。 

 

会長  

 ありがとうございました。それでは○○さんいかがでしょうか。○○さんでもどちら

でもいいですのでお願いします。 

 

○○委員 

 私達の明第一地区は、名前が「明るさ一番」という名前を付けまして皆さんと共有し

ていこうという形になりました。とにかく番決まらなかったのが場所づくりですね。ど

こで会議をするかというのが一番の問題になりまして、結局明市民センターの社会福祉

協議会の中の会場をお借りするということになってやっと落ち着いたのが現状です。第

1 回目に私が提案したのがゴミ問題。たまたま私の所でゴミ問題が出たものですから、

ゴミ問題を皆さんどう考えますかという事でお願いしまして話し合いしました。うちの

町会もそうですけど、今高齢者がうちの町会ものすごく多いです。35 名の方が一人暮ら

しで、夫婦二人の方が 40 何件というのがあります。ですからどちらかが亡くなると皆

さん一人暮らしになってしまうのでこれから孤独死問題というのも深刻になってきま

す。それで町会と民生委員と話し合いまして、ヘルパーさんを出して頂くということで

落ち着きました。うちの方でボランティアを誰か出して下さいという話が出たけど、私

達ちょっと福祉部というのがあるけど、うちの町会だけ 3 人の方の担当ですから、その

方達に 30 何名の方が「皆さん、ゴミ出しをお願いします、お願いします」と言われる

と「とてもちょっと出来ない」という状況がありましてそれをヘルパーさんにお願いし

て前の日に出して頂くことを町会と話し合いましてそれは全部納得して頂く形になり
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ました。この前、町会の役員会がありましたのでその後の話をしましたら、ゴミ出しが

汚いので鍵を閉めてしまうというのがありました。出来ればそういうことはやめて頂き

たい。それから町会内でもそういうゴミ問題とか困った方の話し合いを少しずつ考えて

下さいというのをお願いしています。 

 

○○委員 

 だいたい同じ内容ですけども、1 件 1 件の情報が手元にないと活動するのが大変だと

思う。民生委員の方の協力を得たり、社協、包括の色々な方の情報を得て、1 件 1 件が

どういう家族構成でどういう年齢の状況でお住まいかということを調べる事がまず 1 番

じゃないかというのを強く感じました。 

 

会長 

 ありがとうございます。では、○○さんいかがでしょうか。お願いします。 

 

○○委員 

 私も新松戸に住んでいて○○さんと同じような事で、いろんなマンションがいろんな

ことをやっているのでその情報が共有出来たらいいなと思っていました。そしたら、そ

ういうマップをつくるということになりましたのでいい結果に進んでいるのではない

かと思いました。 

 

会長 

 ありがとうございます。3 地区の勉強会に参加して頂いた方のご感想で○○さんいか

がでしょうか。 

 

○○委員 

 私は馬橋西地区に住んでおりまして、馬橋西地区では第 2 層の時に 4 名くらいの参加

しかいなかったもので 3 地区の中には選ばれなかった状況でした。第 2 層の時に 2 回程

出席させて頂きまして、その中で 3 地区は色々な課題を持って進めて行く。その他とい

うグループに入ったんですね。その他のグループというのは如何なものかなというふう

には感じました。他の出席者に聞きましたらその他はないよなと。せっかく第 2 層の会

議に出た以上きちんと振り分けてもらいたい。私達、馬橋西地区は新松戸地区からたま

たま地区社協で分かれた方なので、関心度は地区社協でこういう話をさせて頂いたけど

認知度がないですね。たまたま昨日地区社協の会議がありまして、見守り支援という事

でどういうふうにやっていこうかと話し合いまして、町会長さん同志のコミュニケーシ

ョンが大事ではないかということでそんな話が出ました。そんな今状況です。 
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会長 

 ありがとうございます。何か要望とかありますか。 

 

○○委員 

 これから頑張っていきます。 

 

会長 

 他に○○さんいかがでしょうか。 

 

○○委員 

 私は勉強会の方に参加させて頂きまして、勉強会だからたくさんの方が参加されてい

ましてけっこう色んな意見が出ていたのが印象に残っていました。特にどこの地区に参

加したわけではないけど、おそらく地域の方が非常に自分達の地域の事をどうしていき

たいのかと考えていらっしゃるということと、特に 2 層の場合は地域の方が自分達はど

うしたいのか、どう変えていきたいのかという意識が大切なのかなと感じました。 

 

会長  

 ありがとうございます。○○さんいかがでしょうか。 

 

○○委員 

 私は 12 月の勉強会に出させて頂いたのと、あとは地区ごとに分かれてから 2 地区の

テーブルを見させて頂きました。皆さんとても熱心に意見を出し、自分達のワークショ

ップ的な所もあり、かなり積極的に意見出しをして、意見の整理もついて自分達はこう

いうのを目指していきたいなというのを打ち出せていたのでとてもいい雰囲気だと思

いました。それも○○さんの話に引っ張られたというような、どんなことからでもいい

ですから話して下さいという所から始まったのですけど、すごく雰囲気に引っ張られて

いい話し合いが出来てきたんじゃないかと思いました。明第１地区の方は、ほんとに自

分達でショップとか議長とかそういうのを順番にやりましょうと自分達でこれからも

運営していくというのがとてもよく感じられたので、他の地区の方にも浸透していくと

いいと思いました。この３地区以外にも、馬橋西地区の方がおっしゃっていましたが、

想いがあるけどまだ取り上げられてないという所がきっとまだ他にもあるのかと思う

ので、今後そういう所の地区を掘り起こしてそういう所の地区の方の話し合いが生れて

いくようなことを第 1 層として支えていくというのがいいのではないかと思います。 

 

会長  

 ありがとうございます。市社協の立場から○○さんどうですか。 
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○○委員 

 勉強会から始まりまして 3 地区での話し合いの場にも職員として参加させて頂きまし

たので感想を述べたいと思います。日頃からどうしても役職で集まり会議をするという

事に慣れていましたので、この第 2 層で地域の皆さんが集まって話し合いをするという

のが、なかなかイメージが付かなくて私自身が戸惑った部分がありましたが、いざスタ

ートしてみると、皆さんが自分の発言するチャンスを心待ちにしているような雰囲気が

伝わってくるほどに、地域の皆さんが率直なご意見を述べている所が社会福祉協議会の

地区社協のタイプとはまた違った持ち味が出せていると感じております。 

また、様子を拝見しているとまだ自分の果たす役割というものについて少し戸惑いを

感じていらっしゃる方々も多く、この場で話し合っていくことがどういう風になってい

くのだろうという事については、たぶんどなた様も不安を覚えていらっしゃるのではな

いかと思います。でも 3 地区それぞれ特色がありまして、さらに第 2 層の協議体が広が

っていったらいいなという感想です。先ほど、新松戸地区と明第 1 地区の様子をご発言

して下さいましたが、残っている五香松飛台地区は他の地区とはまた趣きが変わりまし

て、メンバーの中から「是非、自分の家を提供したいので地域の話し合いの場として使

ってほしい」というご提案があり、いざ行ってみますとその方の生い立ちというか松戸

で暮らした歴史を話して下さってその中に地域性というものが垣間見られたりして、地

域の中で地域の人達が話し合って会議をするという醍醐味を感じた所です。社協として

果たせる役割はまだまだ小さいとは思いますが、皆さんと一緒にこれからも話し合いの

場を広げていけたら大変嬉しく思います。 

 

会長  

 ありがとうございます。他の委員の皆様で何かご意見なり、勉強会に参加された方の

ご意見をお聞きになりいかがでしょうか。 

 

○○委員 

 皆さんのご意見を伺いまして、私も勉強会の方に参加させて頂きました。当地区の民

生委員も参加させて頂いた中でさわやか福祉財団の話を伺ってえらく感動しまして、こ

ういう地域があったらいいなと意見が委員の方から出ておりました。これを構築してい

く為にどんな風にと考えた時に色んな地区で色んな活動をされていて、ただそれを統合

するような住民が何かを得られる為にはコミュニティが核になると思います。本来であ

れば地区社協とか包括とかいう所が核になったら住民が行きやすいしコーディネート

もしやすいかなと思いますが、またそこに行くのが嫌な住民もいたりしてそういう所で

はコミュニティの大切さを非常に感じました。コミュニティが成立するとそこに集う人

が多くなり、もちろん高齢者から子供から保護者からという若年層であっても早年層、

老人、高齢者であってもコミュニティをいかにするか、私の所では元気な高齢者の方を
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対象にやっているサロン会がありますけどそこでも情報を必要とすることが多く、そう

いうコミュニティがどこかにあったらなんとかなるんじゃないか、皆さんと手を繋いで

これからの時代、生きがいを持ちながら安心して健やかに過ごせる地域づくりができる

のではないかと感じました。非常にコーディネーターの持つ意義が大きいのかなという

のが感想です。 

 

会長  

 ありがとうございます。他にありますか。後程、いろいろ感想や意見を述べて頂きた

いと思います。来年度、2 層の方からつくるという具体的なプロセスに入っていきます。 

協議体のミッションは 2 層をつくっていかないと前に進んでいきませんので、来年度の

方向性について事務局よりお願いします。 

 

事務局 

 それでは資料 4 の 2 ページをご覧ください。生活支援体制整備事業の構成図をご覧頂

きたいと思います。縦はエリアとして市全域である 1 層、生活圏域である 2 層、町会や

自治会エリアの地域別に分かれますが上下関係を示すものではございません。△の頂点

から協議体と生活支援コーディネーターに分けましてそれぞれの役割を明記しました。  

協議体は、多様な主体が情報共有や連携を強化しながら地域に不足しているサポートや

サービスについて話し合い、生活支援コーディネーター活動を補完する場でもございま

す。生活支援コーディネーターは地域を元気にする仕掛け人として、住民相互の支え合

い活動を推進していきます。こちらの方も 1 層、2 層の上下関係はございません。次に

それぞれの役割を上からご説明致します。1 層の協議体は市全域による支え合いの基盤

づくりをするとともに生活支援ニーズを整理し、不足する自助、互助、共助について構

築する場でございます。1 層の生活支援コーディネーターは、市全域を俯瞰し生活圏域

のコーディネーターを支援しながら連携を構築すると共に生活圏域で解決出来ない課

題を集約し、協議体へ提示していきます。2 層であります生活圏域協議体は、地区の住

民が主役となり地域情報の共有を繰り返しながら、課題を整理し自分達で解決できる取

りかかりやすい課題から主体的に解決していく場です。2 層の生活支援コーディネータ

ーは、生活圏域の地域活動や人材等、地域資源の掘り起しをすると共に地域ニーズとサ

ポートのマッチングをしていきます。また実際の支援は、町会や自治会等の単位で実施

する想定です。いずれにおいても生活支援コーディネーターが連携しながら地域課題に

対応していく予定です。具体的なイメージとして下の左側の図、市全域各地区のサポー

トやサービスイメージ図をご覧ください。地域では既にさまざまな活動がございますが

生活支援コーディネーターは、地域の資源の把握や掘り起しをしながら、地域サポート

の活動の見える化やマッチングをし、協議体は黄色の隙間の部分を埋めていく為に話し

合い、サポート活動を実践、生活支援コーディネーターと共に新たな担い手を増やしな
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がら自助、互助活動を推進していきます。続きまして平成 29 年度の方向性についてご

説明致します。生活圏域で勉強会を継続している 3 つの地区に関しましては、生活支援

コーディネーターを仮配置する事も含めまして今後、協議体活動に発展するよう育成を

強化したいと考えております。その為には協議体に関わるさまざまな方々の協力が必要

です。例えばこちらにいる委員さんの組織や団体の方が 3 つの地区に御縁があれば話し

合いの場で住民が参考になる地域情報の提供や話し合いや活動の場の提供、地域に愛着

があり、地域をよく知っている人などの紹介と情報・場所・人をキーワードに自助や互

助活動の推進へ向けた構図を幅広く考えて頂きたいと思います。また 1 層の生活支援コ

ーディネーターは市の職員が兼務しておりますので実際の活動は不十分になっており

ます。そこを補う為に住民の方から増員するということも検討しております。平成 29

年度は地域に関わる皆様のさまざまなご協力を頂きならが、話し合いを進めていく 3 つ

の地域を協議体にステップアップ出来るよう育成を強化する予定です。 

合わせて他の生活圏域におきましても勉強会のご要望等ございましたら必要時、さわや

か福祉財団と連携して随時対応してまいりますので介護制度改革課へご連絡頂きたい

と思います。以上説明とさせて頂きます。 

 

会長 

 ありがとうございます。来年度の方向性について事務局よりお示しを頂きましたが、 

まずはこの方向性について事務局へ質問なり何かご意見ございませんでしょうか。 

 

○○委員 

 特別養護老人ホーム○○の○○です。色々お話頂きました生活圏域第 2 層の件ですが、

圏域というのは社協区で今後進めていくということでいいですか。 

 

会長 

 おさらいですけど社協区と日常生活圏域というのはだいたい同じですか。 

 

事務局（課長） 

 介護保険事業計画上、同一にしてあります。 

 

会長 

 ということですので一緒にやっていけるという事だと思います。あと 3 地区以外も勉

強会を開催して出来る限り可能性があったらやっていくという感じですか。ご説明の方

をお願いします。 
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事務局 

 先ほど○○委員がお話されていました馬橋西地区につきましては人を集めて勉強会

をやってほしいというご要望がありますので、ある程度人が集まりましたらさわやか福

祉財団の勉強会を企画しましてステップアップ出来るようにと考えております。 

 

会長 

 状況では 3 地区以外でも来年度勉強会はやりますか。 

 

事務局 

 3 地区はまだ勉強会の状態ですので、そこに 2 層協議体の生活圏域の協議体として協

議体の構成員の方が固まって自主運営出来た時に協議体と認めさせて頂きますのでそ

ういう状態まで育成を強化したいと考えております。今、勉強会の状態なのでそれと共

に他の地区につきましては、希望に応じて支援を考えております。 

 

会長 

 だいたい来年度の方向性はよろしいですか。 

 

○○委員 

 3 地区でやっているが、もっと人が増えてもいいと思う。その増やし方をどうするか

という事とそれから他の地域でもという事だが、人を募集するような形はどんな感じで

市民に呼びかけをされるのですか。 

 

事務局 

 基本的な考え方は、今ある 3 つの地域を協議体の形に育成支援をしていきたいと思っ

ております。構成員という方がしっかり決まった時点で協議体という形で認めていきた

いと思います。構成員をどうやって増やしていくかという事につきましては今、勉強会

に参加している人達が決めていく。既存組織の方を巻き込んでいくという築きを育てて

いきたいと思います。 

 

○○委員 

 既存組織というのはどういう事を指していますか。 

 

事務局 

 地域にある色々な方々がいらっしゃると思いますが基本的には地区社協に関わる方

であったり、民生に関わる方であったりそういった地域をよく知っている方達のご協力

も必要かと思っておりますので、今勉強会に参加されている方達がそういった必要性に
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気が付くという事がとても大事だと思っております。 

 

○○委員 

 ○○さんと同じ質問だったんですけど、今の 3 地区を育てていくという話でしたが 

他の地区の方も希望があればというのは待ちの状態なのかそれとも広く呼びかけるの

かといった所で、どちらかというと呼びかけて欲しいなという想いをあるんですがそこ

の方策みたいなのは考えていらっしゃりますか。 

 

事務局  

 3 つの地区以外につきましては、こちらのサポート体制の人員もさほどない所から考

えますと、やはり市の出前講座も 10 人集めて講座をするというスタイルなのでそうい

った事を想定しております。人を集めて頂ければ勉強会を企画したいと考えております。 

 

事務局（課長） 

 今、3 つの地域とお話させて頂きましたけど、これは今組織に近い状態で自主運営を

して頂いているのでこの方々がある程度育ってきた段階で、全市に向かって活動の報告

みたいので全地域に向かってやっている事業の中身とかそういうものを説明する機会

は新年度になりましたら、ある時期には実施すべきではないかというふうに考えており

ます。 

 

会長 

 どうでしょうか。何かありますか。おさらいなんですが、来年度は、今集まって勉強

会が先行している 3 地域をなんとか協議体に押し上げて、その他の地域は地域住民の方

からある程度の持ちかけがあれば支援はするけども、まずは 3 地域の方を集中的に協議

体に上げるというようにと私は理解できました。 

 

○○委員 

 この協議体のスタイルの地域活性化ではないか、地域包括支援センターを中心とした

地域ケアの所で○○さん達とご一緒させて頂いております。馬橋地区社協を中心とした

動きの中でさっきのマップ作りを既にやっています。公園には自動販売機があるか、近

くにコンビニがあるか、コンビニは水分補給もトイレ休憩も大事な場所で、休憩する場

所がどこにあるか、ベンチはどこにあるか。地域で何かをやるのではなくて、高齢者が

仮に認知の人がどういう活動をするのか、どういう行動が出来るのかという所でスター

トしたので、ちょっと切り口が違いますがやっぱり最終的には地区社協のボランティア

の方々に支えられる地域づくりという所では同じ所にいるのかと思います。その時、メ

ンバーの中の認知症を特化していたけど、ドクターとしては小学校でこういう動きをや
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っているという事で子供達も地域の活動に巻き込んだらどうだろうかと。お年寄りは子

供が好きだし、小さい時から子供達にそういう意識を育ててもらうという所では、認知

症の勉強も踏まえて地域の活動の中に参加してもらう。あるいはさっきの集まる場所が

ないという時に認知症にだけ解放してくれる場所はあるんじゃないかとか、ふれあいさ

んみたいに活動している場所もある。ただ、ＰＲがあまりされてないのでこういう所に

参加している人や何かに所属している人達はわかっていても、一般の市民の人達はどこ

で何が行われているかまだまだ知らされていない。そこがみんなの目に触れるもので、

広報以外でここに何かやっているのがすぐ参加できるように、地域の人達に広げられる

みんなが見られるＰＲというのがあればいいかと思いました。それとボランティアさん

達に活動してもらう時に、家にお送りしても、ケガさせたらどうするのか、自分達に何

かあったらどうするのか、そういうものも手間に思いました。また別の問題だけど、地

域づくり、地域の活性化という所では接点があるので、この協議体の形と地域包括ケア

が進めているそれとどういうふうな連携があるのか教えて頂きたい。 

 

会長 

 今の委員の質問についてどうですか。 

 

事務局 

 地域ケア会議と生活支援体制整備の違いですか。 

 

○○委員 

 地域に活動しているスタイルは一緒だけど、最終的にはボランティアさん、地区社協

の力を借りないといけないです。 

 

事務局 

 結論から申し上げますと、地区社協イコールではないです。地域づくりに関わりたい

という意欲がある方達を集めて、その方達が何をしたいかというのを全部メンバー間で

決めて頂いて、活動しながら情報共有を更にして地域課題がまた把握した時点で自分達

が出来る活動をさらに深めていくという繰り返しを考えております。そういった活動を

しながら新たな担い手を増やしていく。そこが今までの色々な活動とちがう部分かなと

思います。 

 

事務局（課長） 

 これから○○委員がおっしゃった通りで、たぶんお子さんだとか障害を持っている方

を含めて地域の行政社会を目指していく方向性はみなさんご一緒だと思っています。 

基本的には目指している方向は一緒ですけど、やり方が色んな所から発生してきている。
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地域ケア会議に近いですけど、地域での話し合い、社協が共生社会を目指して動いてい

るとか、民児協の方々が色んな活動をなさっているとか医師会の方もまちっこプロジェ

クトという形で色んな活動をなさって頂いているので、これを最後の方向を統合してい

くという方法があるが、やり方としてこの協議体自身は多くの方々に自由に参加しても

らいながら地域全体を活性化するというか先ほどコミュニティの再生の話もありまし

たけどそういう形で再生をしていこうという方向でいければと思っていますので既存

のグループとして活動していく方々の協力を得ながら、まだ眠っている方々を掘り起こ

しながらうまく進めていけるとよろしいかと思っています。 

 

○○委員 

 新松戸地区で勉強会をしているグループの名前が“ＣＩ新松戸”に決まりました。Ｃ

Ｉというのは、コミュニケーション、インフォメーションのＣＩです。それぞれのマン

ションで色んな活動をしている所があるがみんな知らない。そんな大きくない新松戸の

マンションでやっていることをぜんぜん知らないということがあってそういうお祭り

があると共有できた、知れたというのがすごく良かったので、やっぱり知り合うという

事と今回の新松戸は 15 名しか集まってないけどこの 15 人しか知らないわけです。共有

出来ていないので。これをもっとたくさんの人に知ってもらうようにしたいし、例えば

既存の団体という善意的に活動しているＮＰＯ法人もあれば、社協もそうだし色んな活

動している団体ありますのでそういう事も知ってもらえるように広げ方だと思うです

が、私はそこをどうやって広げたらいいのかわかりませんがこの 15 人がＣＩ新松戸で

やっている事をここだけじゃなくて何らかの形で知らせて頂きたいなとそうすると参

加したいという人が出てくると思う。そういう事だったら話し合いの中に加わりたいと

いう人が出てくると思うので是非広く広げられるようにして頂ければと思っておりま

す。 

 

事務局 

 広げ方もメンバーの中でどういう形であれば広げられるかという事を考えて頂きた

いです。そこが大事な部分かと思います。 

 

○○委員 

 五香松飛台地区の中でその話は偶然にも出ていまして、毎回 7,8 人が集まるんですが 

7,8 人で地域の課題を出したり、困りごとを出してとかという事にしてしまうと部分的

なものしか出てこないのでこれは仲間を入れる必要があるよねという話になり、その時

にどうしようかという意見をみんなで出し合いました。1 つは松戸市が最初に勉強会を

して、やりたいという人達が参加し、いくつかのグループが出来たというのが現状なの

で、2 層の現場でもさわやか福祉財団を呼んで、ワーキングをしたいという話も出まし
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たし、自分達が地域の中の組織を広げていくのだったら、自分にとってやりやすい仲間

を呼び込んだ方がいいかもしれないのでそういう繋がりでメンバーを増やしていきた

いという 2 つの考え方が出ました。どっちにしようか、自分達だけの力で出来るのはど

こかって言うと、ここにいるメンバーで１人ずつ仲間に「こういう風にやるからちょっ

と覗いてみない」というような声掛けをして人集めをしていこうという話になり、それ

を次回ことになりました。先ほど事務局が言っていたように、グループの中のそのイメ

ージで持って人の集め方、人の育て方というのは決めていいのではないかなと思います。 

そうでないと今までのいろんな既存の組織と同じようになってしまって、あなた来て、

この人来てと、言った人は自分の組織から来ているだけで何の意思統一もされないよう

な組織になってしまう。それなので地域に任せていいのかなという感じがしております。

それからもう 1 点、これから 3 地区で、それぞれの進め方をやっているので、それはど

ういう方向にいくのかを見極めてというか見てから、次に、第 2 層の協議体を増やして

いく方法もあるかなと感じています。今、いきなりしてしまうと、やはりどこかに無理

をして集まる人が増えてしまうのではないかなと。意見として言うならば、またもう 1

回、市全域の勉強会を開いて人集めをしてというのもすごくいい方法だと思います。で

もまだ、地域に分散してやり始めた会議は、どこのエリアも 2 回くらいなんですよね。

それで今、市全体に広げるというのはちょっと早いかなと印象を受けております。 

 

会長 

 どうもありがとうございます。先ほどの○○委員の関連もありますし、地域ケア会議

でも状況がありますので、○○委員何かご意見ありますか。 

 

○○委員 

 それぞれの地域・地域でどんな取り組みが行われているか、どんなメンバーが住まわ

れているか、事情がかなり違うと思いますので実戦を経て、尊重するというかそういう

のを見ていく、3 地区がどんなふうに発展していくのかというのがきっとヒントになる

のかと思いますし、やはり中心になるような人材がいてくれると取り組みやすいのは確

かだと思いますので人材養成の部分は行政の方でお力添えして頂ければと思います。 

 

○○委員 

 勉強不足かもしれませんが、生活支援コーディネーターを来年増員するという事です

が、今は市の職員 1 名だけで全体をカバーしているという事でしょうか。それとも最終

的には全部の地域に 1 人ずつか兼務するかもしれませんけども、そのコーディネーター

を置いていくという方向で考えていいでしょうか。コーディネーターがまとめるもので

すけども、それがしっかりしていないとまた色んな意見が出てまとまりがつかないよう

な気がしますがいかがでしょうか。 
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事務局（課長） 

 今、市の職員で兼務しているのは私です。私以外は活動出来ていないので、こういう

状況だと私自身は思っております。初年度、27 年度の活動につきましては、今通所、訪

問福祉用具こういう連絡会も出来ていませんでしたので、そういう組織化をうまくして

団体としての支援をしながら進めてきました。今年度に入りまして、私の活動が不十分

だったので、こういう方々を含めて増員を目指していかないと、やはり○○委員がおっ

しゃった通りこれ以上の活動の促進が望めないと私自身も思っています。生活支援コー

ディネーターとして地域に入って、いろいろな活動を支援していく事は十分必要だと思

っていますので選任をしてちゃんと地域の中に入っていって活動する人を増やしてい

かなければいけないという思いの中で増員したらよろしいのではないかというふうに

は思っています。また 2 層につきましても、生活圏域ごとにお 1 人でいいのか生活圏域

の中には複数の町会とかありますので、町会単位で置く事がいいのかという意味では、

地区ごとに配置の人数についてもご検討頂きながらやっていくべきではないかと私自

身も同じような思いでおります。 

 

会長 

 ○○さんいかがでしょうか。 

 

○○委員 

 先ほどから新しい担い手を増やすという方向性があって、それはもう自主的なものな

のだという事で既に 3 地区で出来つつあるものをどんどん育てていってほしいというの

がすごく感じましたし、私自身もそこに参加していければいいのだろうなと思いました。 

ただ眠っている人材なりを掘り起こすという作業については、最初、勉強会をこの地区

で開きますよと言って頂いたので、勉強会の開催というのは、市の支援を頂いて 29 年

度もやって頂いたらいいのかなと思いました。 

 

会長 

 事務局、3 地区以外でやることはやりますか。 

 

事務局 

 今考えているのは、大きな会場で開催するというよりは生活圏域で開催した方が効果

的ではないかと思っております。何度も申し上げて申し訳ございませんが、まず、3 地

区の支援をし、意欲の高い人達が集まった地区から勉強会を進められればと思います。 

 

会長 

 ありがとうございます。○○さんいかがでしょうか。 
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○○委員 

 先ほどからケア会議の話が出ていて、地域ケア会議はわりと専門職、ケアマネジャー

さんがいたり、専門職の目線で会議を行う。そして地域の課題の解決を行っていく。 

何が課題なのか集約していくという会議なんですが、やはりこの協議体というのは、そ

れぞれ自分の立場がおありでしょうが、民生委員の誰さんというよりも、誰さんは民生

委員もやっている住民の立場で参加されていて、住民の目線で課題を集めてきて、何を

やろうか、優先順位なのか、それともやりやすいような課題なのかとか探していく、そ

この違いなのかなと思っております。ただ地域の課題解決ということで方向性は同じだ

と思います。どこかで地域包括支援センターが入らせて頂けるのが理想なのかなと思っ

ています。 

 

会長 

 事業所の視点で○○さんいかがでしょうか。 

 

○○委員 

 デイサービスの○○と申します。活動されている所の共有化というのが第一の視点な

のかなと所で、新たにいろいろな住民活動を増やしていかないといけない所でポジティ

ブにその方達の活躍があると思いますが、地域ケア会議とかも私達で参加させて頂いて

おりまして、町会の方とか民生委員さんもそうですけど住民の方達が参加されて自分達

で何が出来るのかという所まで視点を落として話し合ったりもされているので、そうい

う所で同じように勉強会を開いても、協議体という形、地域づくりという事も勉強でき

るのかなと思いました。事業所としては確かに、場所・人・情報とかはある方だと思い

ますので協力出来る事はどんどんやっていきたいなと思います。 

 

○○委員 

 私達は市内全域を回っていますので、地域で特性はあると思いますが私の事業所とし

ては皆さんに情報を出せる立場にあるのかなと思います。先ほど広げ方をメンバーで考

えているというお話がありましたけど、広げ方はやっぱりそこにある資源をどういうふ

うに発掘して自分達とどうやってコラボ出来るのだろうと探す事だと思うので、そうい

った情報の共有を発見できるのかなと思います。福祉用具は地域を回ってやっているの

で、私個人としては何か下に落としていく難しさというのがよくわかります。その情報

が下におりていかないというか、町会であれば自治会の会長で止まってしまうとかそう

いうことがあるので、それをいかに下に下していくかという難しさていうのはあります

し、そこをどうやって下ろしていくのかというのが難しい所だと思いました。 

 

○○委員 
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 特別養護老人ホーム連絡会の立場としては、やはり空いているスペースだとか会議の

場所の提供、例えば特殊浴槽の無料開放だとか、一時期日曜日にやっていたことがあり

ますが、場所だけはお貸ししますので、ご自身のおじいさん、おばあさんを連れてきて

自分で入浴していく。場所だけは貸します。ただし、人材とかは自分でなんとかしても

らって、ご家族がご両親を入れたいとかいう事は配慮しています。それも結局、情報が

皆さん知らないとうまく利用できないかなという思いもありますし、たまたま、うちは

特殊浴槽があるので無料開放出来たけど、持ってない所もあるし施設の形によっては違

うものもあるし特色というのはさまざまあるかと思います。 

 

会長 

 ありがとうございます。○○さんいかがでしょうか。 

 

○○委員 

 既存の団体との共有という事はすごく大事だと思いますし、3 地区の協議体への自由

参加という事で力のある方、色んな事を経験している方の協力という事が一番大事です

し、市民へのアピールも少し皆さんにこの事をわかって頂くことがまず大事ではないか

と思います。皆さん、寛大ですからわかって頂いて、そしてこの協議体が発展するとい

う事はやはり、自由参加、お手伝いして頂く方の力を借りる。そして既存団体との共有、

それから情報交換がものすごくこれが大事ではないかなと思います。 

 

会長 

 ありがとうございます。○○委員いかがでしょうか。 

 

○○委員 

 私はこの 3 地域の勉強会には参加できなかったんですけども、参加して下さる方でと

ても意欲的な方々がたくさんいらっしゃると思うので、その方々をやはり積極的に育て

ていって、その人達の力を借り取り込んで行って頂いて、それからの方が呼び掛けるの

もしやすくなるのではないかなというふうに思いますので、そのような形の方が情報も 

入りやすいのかなと感じました。 

 

会長 

 ありがとうございます。○○委員何かご意見ありますか。 

 

 

○○委員 

 ＪＡとうかつとしましては、生活圏域の場、協議体の方にこの地区にはこういう方が
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いるとか場があるという情報提供はしていけるかとは思います。個人的には、先ほど話

があったように既存の団体がどういう事をやっているかとか、どういうイベントがある

かとか、実際自分なんかは勉強不足でまったく知らないのが現状なのでそういうのを整

理して、各協議体に情報としてあればスムーズな運営ができるのかなと思いました。 

 

会長 

 ありがとうございました。市民の立場で○○さんいかがでしょうか。 

 

○○委員 

 大きく二つテーマがありますが、一つは来年度に向けてそれをやっていく、それだけ

現状にはポツポツと問題が出てきているわけですが、それをどういうふうに協議体に向

かっていくか。それでたまたま私が協議体に参加した理由が、さわやか福祉財団のさわ

やかパークに 25 年参加してたわけですが、さわやか福祉財団が非常に期待されている

のは、経験・人づくりそれを 20 年越えてやってきた。それを一挙に我々がやろうとい

うのは無理があると思う。ですが、いい所はどんどん吸収をしていく。それから既存の

組織とどう見るかという問題ですが、既存の組織をそのまま受けるわけにはいかない。

これが現状だと思います。だからまずこのテーマの高齢者に優しい松戸、協議体として

は、高齢者は何を困っているのかどうしたら済みよくなるかというアンケートを取って

いるようなんですが、我々は、関知してない高齢者からあの話聞きましたよね。今松戸

が求められている状況はこうだというものをまず見て、それを、市役所の方で取り組ん

ではいるし、取り組もうとしている。一つは、地域で活躍できる勉強会のスタートがで

きると思います。既にスタートを切っているのは、生活支援コーディネーターだと思い

ます。それが必要とされている背景は、高齢者の問題と思っていますので、私は勉強会

にも参加していますが、明地区の後から出来た明第２で進めようと思っています。今ま

での町会、社協とかの資料は住民にちゃんと浸透していない。健康マイレージというの

を市の方でやりましたね、これは協議体を進める上で大事な問題だと思いますけど、そ

ういうものが最近になって初めて見たりした。人づくりは是非必要で、毎年どうしたら

松戸は住みやすくなるか、高齢者になっても安心できるか、そういうことを一緒になっ

て考えていきたいと思います。 

 

会長 

 ありがとうございます。○○さんいかがでしょうか。 

 

 

○○委員 

 今日の議題の中の 28 年度報告の中で、3 地域選ばれたのはいいですけど、勉強会に
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111 人出ていたという事で、その人達に今こうなっていると案内されているのかわから

ないが、興味を持って出て来てくれた方に今、第 2 層はこういう状態ですと広報はそこ

から出す必要があると思います。29 年度の方向性について、第 1 層協議体の 29 年度の

方向は、1 委員が各組織 3 つの地域を協力するというのが第 1 層の役割、活動なのかと

いうのを確認したかったのと、協議体でステップアップするというのは、左の所の黄色

隙間を埋める役割と書いてありますけども、この黄色の隙間がどの程度埋まったら、こ

れは完全には埋まらないと思いますが、どの程度埋まったら協議体にステップアップし

ていくのかというような事を聞きたいです。 

 

事務局 

 勉強会に参加して頂きました 111 名の中でアンケートにご記名された方につきまして

は、皆さんにご連絡はしており、その中で 3 地区を強化するというご連絡もしています。

それから来年度の方向性として 1 層委員さんの役割としては先ほども申し上げた通り、

生活圏域の 3 地区の育成について力を貸して頂きたいという事です。協議体のステップ

アップということにつきましては、資料 5 のさわやか福祉財団の所にも記載されていま

すが、まず 1 ページをご覧頂きたいと思います。1 ページの下、肩車型社会へという所

ですね。今後の社会情勢がどのようになるかという事を抑えて頂きまして、社会保障が

ぐらついているという事をきちんと理解して頂いた上で、生活支援体制整備を考えて頂

きたいと思っております。4 ページをご覧ください。生活支援体制整備においては、意

識合わせがとても重要になってきます。今までは行政主導型、地域課題があれば行政が

課題を把握して、事業化して対策を立てるというそういった方向性だったですけど、そ

れでは介護保険料は上がってしまいますし、事業をしても担い手が少ないという事態が

発生してしまいます。そのためには 4 ページの下の所、きちんと意識合わせをするとい

う事で、行政主導型も大事で、やらなければならない課題に取り組む。もう一つは、担

い手を増やすという事につきまして住民主体型、先ほども申し上げました多様な主体が

協力しながら自分達で解決できるやりやすい課題を探して、地域性を生かして解決する

方法をきちんと構築する。こちらの抑え所をしっかりご理解した方々が、協議体の構成

員になるだろうとそのように考えています。今の段階では、地域の支え合い活動をした

いのか協議体の構成員になりたいのか、はたまたもっと遠くで見守りたいのかという

色々な立場の方がいらっしゃいますのでそこを見極めたいと思います。 

 

会長 

 ○○さん、わかりましたか。 

 

○○委員 

 わかりました。協議体でステップアップするっていうのは、生活支援コーディネータ
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ーの方が確認して決めるのかそれともどういう場で決めるのか。 

 

事務局 

 定期的な話し合いの中で、みなさんで確認し合って育てていくというそういったイメ

ージです。生活支援コーディネーターの方は、地域をよく知っている方、地域が大好き

で地域をなんとかしたいと思いをする方、協議体の構成員の中から選出されると思って

います。 

 

会長 

 ありがとうございました。他にご質問なりご意見ありますか。 

 

○○委員 

 ○○さんの質問が私も気になっていた所で、勉強会の要件は誰が決めるのというのが

気になっていた所でもあります。それは今の話し合いの中でお互い確認をしてという所

ではありましたけども、そこももっとはっきりした方がいいのかなという気がします。 

既にそういった話し合いをしているという所もあるという事なんですよね。そういう所

が、自分達が協議体としてやっていくというふうに方向転換ももしかしたら地区によっ

てあるのかなというのも感じる所で、そういう可能性もつくってあるといいのではない

かと思いました。要するに、さわやか福祉財団の人を呼んで来た勉強会を通ってきた所

だけが協議体なのかというと、もしかしたらそうじゃないやり方もあっていいじゃない

かと思いますし、生活圏域 15 地区全部が勉強会をやらないと協議体として認めないの

か、その辺ももしかしたら 1 層の皆さんの中で意見交換が出来るといいのではないかな

と思います。あとは、1 層の役割を助けて頂きたいという事なので、これから勉強会に

出たりとか動向を気にして意見を言ったりとか、あとは 1 層の協議体の中で 2 層のこと

を情報共有するようなそういう機会をつくっていけたらと思います。 

 

会長 

 今の○○委員の意見に対していかがでしょうか。3 地区に関してはさわやかルートで

皆さんコンセンサスを得たような気がしますが、これから 12 地区の再来年度について

はどうでしょうか。 

 

事務局（課長） 

 今、○○委員がおっしゃられたことについては、事務局としても検討させて頂きます。 

さわやか福祉財団の勉強会を通らなければ成り立たないという事ではないと私自身も

思っておりますので、ただ集まった方々がどういう意識を持ってやっているかというの

はとても大事なのでその点については確認させて頂きながら相手方と協議しながらや
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っていくべきだと思います。2 層の状況を一層大きくするにつきましては引き続き、ち

ゃんとやっていきたいなと考えています。また要件について、あまり厳しく限定させる

ことは如何なものかと私自身は思っていましたので、今日ご意見を頂いたので今後きっ

ちり要件づけと言いますか協議体になるためにはこういう要件が必要だというのをつ

くった方がよろしいというのがあればそれについては考えさせて頂こうかと思います。

先ほど、○○委員の方からアンケートをやっているかとお話がありましたけど、介護保

険事業計画を策定するに際しまして 3 年に一度は調査をやらして頂いておりますので基

本的にはそれはオープンになっています。但し来年度、新しい計画を策定するにあたっ

ての結果は今ちょうど集計中なものですからまだ表には出てないというのが実情にな

っています。 

 

会長 

 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。今日は皆さんからご意見を頂きまし

たので、来年度に向けての方向性は 3 地区を中心に協議体を目指しながら、他の 12 地

区も勉強会の要望等あれば引き続き計画する。1 層の生活支援コーディネーターは少し

増員を検討して、1 層を中心として今 1 人だったのを増やしていく。来年度本格的に動

いていきますので、引き続き皆さんのご協力を頂ければと思います。では事務局にお返

しします。以上でございますありがとうございました。 

 

司会 

 ○○会長、委員の皆様お疲れ様でした。事務局より 2 点程お知らせをさせて頂きます。

まず 1 点目でございますが、本日お手元の資料と致しまして、「常盤平地区民児協だよ

り」を配布させて頂きました。すみませんが、○○委員簡単にご説明お願い致します。 

 

○○委員 

 常盤平地区民児協だよりを出させて頂きまして、ご観覧の措置を頂きましてありがと

うございます。その他、松戸市民児協の中ではあと 7 地区ほどが地区の民児協だより広

報誌を作成して出しています。また松戸市民児協の「愛の小鳩」といって皆さんのお手

元に配布されるのが一部になるかと思いますがそういうものも配布させて頂いている

次第です。常盤平地区民児協だよりにおきましては、4 ページ目を見て頂くと居場所づ

くりという事と元気な高齢者が認知症予防や食育、そういうものの情報を頂きながら元

気になって頂く。強いて言うとそこからまた地域の方にお声かけをして頂いてこういう

ものも松戸市ではやっているよとか包括ではこういう事をサービスとかそういう説明

をしてくれるという事が周知できればなという気持ちから行っているという事から松

戸市の健康マイレージを包括と民児協の方でポイントを頂きましたという情報の提供

を含めながらこういう広報誌を作成させて頂きまして住民の方々になるべく多くの情
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報を知って、うまく活用して頂いて元気な高齢者づくり、あるいは子供についても情報

提供して住みやすい松戸で送らせて頂きたいなと思います。民生委員としては寄り添う

という形とボランティア活動でございますけどもそういう気持ちを込めて民児協だよ

りを作らせて頂きました。こういう場を与えて頂きましてほんとうにありがとうござい

ます。 

 

司会 

 ○○委員ありがとうございました。次に 2 点目ですが、次回第 1 層の協議体につきま

して夏頃の開催を考えておりますが、改めましてご連絡をさせて頂きたいと思います。 

以上を持ちまして平成 28 年度第 3 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。 

 


