
第 2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 27年 12 月 24日(木) 午前 10時～11時 45分 松戸市役所新館 7階大会議室） 

事務局職員 
まず、カラー刷りの資料 3に基づきまして皆様から頂きましたご意見について、

行政の方で少し取りまとめましたので、ご説明させていただきます。 
今回皆様から頂きましたご意見につきましては、高齢者のみならず、地域の事

に対して大変不安や心配事を抱えている、皆さんの認識があるということを改

めて認識させていただいているところでございます。今後、この介護保険制度

を含めまして、高齢者を支えていくためにはどのようにしていったらいいかと

いう部分に立ちますと、まず最初に、将来に向けて同じ共通認識を持つ必要が

あるだろうというふうに認識させていただきます。そこで、行政といたしまし

ては、右側の上に雲みたいな形で書いてございますけど、規範的統合、共通認

識をとるための作業が必要ではないかというふうに認識しております。それに

あたりましてはまず、第一弾といたしまして、１２月１日より元気応援キャン

ペーンということで高齢者を支えるような団体、企業を募集をしていただいて

いるところでございます。今やっているものといたしましては、このようなポ

スターだとかのぼり旗を用意しまして、協賛していただけるような団体を募集

しているところでございます。また、先ほど司会の方からご説明がございまし

たけれども、チラシで１月２０日に行いますキックオフに際しましての元気づ

くり寄席というのを１月２０日に開催する予定で、これから高齢者の皆様方と

一緒に支え合う元気なまちづくりをする一環のキックオフの講演会ということ

で、このような企画を市の方で今用意させていただいております。共通認識の

作業でございますけれども、これは行政を中心に、地域、高齢者の方々、関係

機関の方々それぞれに私どもを中心にやっていく方向がよろしいんじゃないか

というふうに考えております。また皆様方のご意見の中からは、高齢者の活動

について様々なご意見をいただいたところでございます。高齢者の方々には、

情報が不足していたり、こういう声が聞けないだろうと様々なご意見をいただ

きました。高齢者自身がこれから自分の力でどこまでやっていくかという皆様

方の多角的なご意見だったと思いますので、これについてまず第一に考えてい

くべきだというふうに考えております。また、地域の問題でございますけれど

も、最近希薄化しているとかいろんな問題がございますので、地域がこれから

どうやっていったら高齢者のみならずお子様も含めて支えていけるかという問

題認識を皆様お持ちのようでしたので、こういう互助的な活動、地域を中心と

した互助的な活動を考えていかなければいけないだろうというふうに考えてお

ります。これらを踏まえましてやはりその下に三角形で書いてありますけれど

も、共通認識化をするための土台作りをやり、地域、人材を作るという作業を

やり、そして、そこに必要な仕組みを作っていくという段階が三段階に渡りま

すけれども、こういう作業が必要ではないかというふうに考えております。そ
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こで、地域包括ケアシステム、２０２５年にサービスを作るというお話がござ

いますけれども、やはり一朝一夕で出来るものではございませんので、着実に

やっていくためには地域を限定したりもしくは事業を限定的にモデル的な思考

をしてみてはどうかというのは皆様方の意見から行政として取りまとめた結果

でございます。以上でございます。 
 
会長 
はい、ありがとうございました。ではですね、皆さん事前にアンケートもいた

だいているかと思いますし、今、市の事務局の説明もありましたので、今後の

高齢者を中心とした地域づくり、まあ例えば具体的にはどういうふうにしてい

くのかということで、今一度委員の皆様からご意見をいただいたり、質問とか

ですね提案などもいただければと思いますので、順番に一人づつ言ってもらう

のがいいかなと思うんですけど、すいません、私の勝手なんですけど、○○さ

んの方から順番にお願いします。 
 
○○委員 
今一朝一夕という話がありましたけれども、私は特別養護老人ホームの方の選

出でいるわけなんですが、教育機関と、地元の小学校中学校の生徒たちとです

ね、福祉介護っていうのがまだまだちょっと身近ではないなと感じておりまし

て、そこを一緒に何か取り組んでいくことで、今回も意図的になにか認知症の

方を支えるような仕組みを作ったり、そこまでとは言わなくても、自然発生的

に身近に地域には認知症の方がいらっしゃる、お年寄りがいらっしゃる、それ

からあと、ずっと一緒に暮らしてきたという子どもたちが、まあ例えば５年後

１０年後になってきたときに、ごくごく自然に街中に困っているお年寄りがい

た時に、日常的に接するとかいうようなことが、実はそういった足元からやっ

ていく事が大事かな、まあそういうことで施設として何ができるのかなという

ことを考えていきたいなというのを思ったところです。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では隣の方の○○さんお願いします。 
 
○○委員 
私、認定ＮＰＯ法人たすけあいの会ふれあいネットまつどの○○と申します。

宜しくお願い致します。私はですね、ちょっと今回のこの土台づくり、共通認

識化というなかで、今回の松戸市高齢者を支える地域づくり協議体ということ

で２回目なんですけどね、１回目はまあ一応顔合わせみたいなかたちで、各方
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面の方が集まったんで、次からはこの協議体のみなさんが、せっかくお集まり

なんで、この協議体がどのようなかたちで松戸市のなかで役割を担っていくか

という形について語るそれが共通認識化なんでしょうけれども、具体的にそう

いうことをしたらいいんじゃないかなというふうにわたしは思いました。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では○○委員お願いします。 
 
○○委員 
松戸東警察の生活安全課長の○○です。私の方からはですね、高齢者の安全で

安心な生活を確保したいというところでですね、警察としましてはこれからや

はり高齢化社会の影響もありまして、犯罪の被害に遭われている方っていうの

が高齢者が本当に今対象になってしまっているというところでですね、特にあ

の冒頭でちょっとお話した、先ほどボランティアの人とちょっと話をしたんで

すけれども、振り込め詐欺、今千葉県内で電話で詐欺と新しい新名称で呼んで

るんですけれども、これをですね今、松戸市内で今、今年に入って６７件発生

しております。昨年と比較しますと、マイナス１２件ということでですね減少

傾向にあるんですけれども、松戸市内だけで約３億２０００万円の被害が出て

ます。非常に大きい被害が出てまして、それを 100%近く９割以上が６５歳以上

の高齢者、しかも女性が被害に遭っているのが多いということでですね、振り

込め詐欺対策にしてもですね、これだけ高齢者と、ただ合わせてですね死亡事

故、これについてもですね、高齢者がやはり被害に遭っているということでで

すね、事故、事件共にですねこれから高齢者対策が必要になってくるというと

ころでですね、皆様地域の各運営リーダーの方にですね、どうしても警察だけ

ではなかなか行き届かない面がありますので、皆様方の力を得てですね高齢者

に対する指導を行っていければというふうに考えています。以上です。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では続いて○○委員お願いします。 
 
○○委員 
私は松戸市介護支援専門員協議会から参りました○○です。私が考えているの

は、やはり地域の土台づくりを中心とした協議体というのを考えています。そ

れは何故かというと、やっぱり高齢者支援だけではなくて、障害者の方、それ

から子どもさんたちも含め、今度はやはり、地域の住民の方を巻き込んだ無関

心でない状況も地域づくりには大切かなと思っています。一つ一つ積み上げて
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いきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。 
 
会長 
はい、○○委員お願いします。 
 
○○委員 
社会福祉協議会の○○でございます。お世話になります。社会福祉協議会もみ

なさんの参加と協力で市民活動をやっていますが、今後、取りとめなくやるこ

とが多いと、どのようにやっていったらいいのかというのが見えなくなってし

まうので、地区づくりにおいても、出来ることを『出来るときにやればいいん

だよ』っていうような、そういった意識を地域の方々に拡げていくということ

から始めないと、負担感ばかりが覆いかぶさっていくのかなあというふうに考

えながらアンケートの答えを書かせていただきました。住民の皆様の持てる力

が発揮出来るような仕組みを作っていきたいなというふうに感じております。

あと、○○さんが最初に言ってくださったことを社会福祉協議会では、福祉教

育といい、その福祉教育の対象となるのは何も子どもだけではなく、２０代、

３０代、これからいよいよといった時にマンパワーとして大きな力をそそいで

もらえる、そういった人たちに参加を要請していく、そういう仕組みを作って

いけたらいいなというふうに感じております。以上でございます。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では、ちょっと○○委員遅れてきましたので○

○委員お願いします。 
 
○○委員 
はつらつクラブ連合会の会長の○○です。私たちは今松戸市全体で１万人を超

えている会員でございますけれども、皆さん５０代から６０代の方が手伝って

きてくださる方たちが、今は高齢化して、みていただいている立場になってお

りますけれども、皆さんが一人暮らしになってくる方を自治会、民生委員、そ

れからボランティア団体とブロックブロックでみんなで見つけ出して助けて、

一人も落ち度がない様にしていきましょうというのが今老人クラブでやってる

んですが、先ほど警察の方もおっしゃったように、オレオレ詐欺にかかる方が

非常に最近多くて、これを交通安全もそうですけれども、静岡で全国大会があ

りましたので先日、オレオレ詐欺と交通安全等を演じて参りましたら、全国の

代表でやったところで第２位を取ったんですけれども、本当に実際にどういう

ふうにしたら防げるかということを、松戸警察にも参りまして、自分たちの友
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達にお電話をかけてそれを実際にどういうふうに防いでいくかということを現

実に今やっております。それをこれからもどんどん続けて、自分がないように

ということを松戸市全地域の方にお願いしております。それともう一つ先ほど

申し上げました一人暮らしの人を、自分たちだけじゃなくて地域の力、民生委

員もそうですし、自治会それからボランティア団体の皆さんの力を借りてみん

なで手を組んでやっていくということがすごく大事なことではないかなとお願

いする次第です。以上です。 
 
会長 
はい、じゃあ続いてお願いいたします。 
 
○○委員 
市政協力委員矢切地区長○○でございます。進め方についての個人的な意見な

んですが、３０名近い委員がおられて、集約が非常に難しいなあと。その進め

方としては、各年代別に色々な方がいらっしゃるわけなんで、リーダーシップ

をとってもらう方というのは、まあできれば７０歳以下の若手が中心になるの

がよろしいかと。一つ質問なんですけど、最近の回覧板に回ってきている、元

気づくりの「通いの場」ですか、これはこの協議体の進めていることとどう関

わってくるのか、全く別々にやっているのかということをあとで聞かせてくだ

さい。以上です。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。えーと今の質問は答えられますか。すぐ答えら

れなければちょっと時間を置きますが。 
 
事務局職員 
今、○○委員からございました「通いの場」は、事前アナウンスで、来年の１

月１５日から、「通いの場」に参加していただく住民の方々を募集する予定で、

事前にご案内させていただいてるんですけど、実は、その前段階で、１１月１

５日から今「通いの場」として、場を提供している、してくれる方々も募集さ

せていただいてます。その場を使って住民の方々にモデル的に、事業に参画し

ていただく方を募集したいと思ってまして、それを前段階でご周知させていた

だいてるということなんで、連続性があの紙１枚だけを見ただけでは場を別途

募集してて、その場で活動してくれる方と関連性がちょっと薄かったのは申し

訳なかったんですけど、そういう形で連続的にやらせていただいておりまして、

究極的には通いの場として、高齢者の方々が身近なところで体操をやったりい
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ろんなことが活動出来るような形を作っていきたいという中で考えさせていた

だいてる施策でございます。 
 
会長 
よろしいでしょうか。はい、次のお隣の方お願いします。 
 
○○委員 
食生活改善推進員の○○と申します。食生活改善推進員としては、私個人の気

がついたことなんですが、まずここにいるには皆との土台づくりということで

共通認識で今松戸市の状況を全員が同じレベルで把握できるとよろしいかなと

私自身そう思いました。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では続いてお願いします。 
 
○○委員 
健康推進員の○○です。やはり皆様の職場の期待する意見もだいぶ色々出てい

て本当に漠然としてそれをまとめるのがとても大変だなと思っていて、一応私

の意見としては、高齢者自身がもう自分で立ち上がらなくては本当に何もでき

ないんじゃないかと思いまして、まあそこで丈夫な方は今は少ない、パソコン

とか携帯を使える人がほとんど本当に１割いるかいないかぐらいの今現状だと

思っています。だいたい地域のサービスとか趣味に対する知る事、生きがいを

持てるような何か広報紙みたいなそういうのを出したりとか、知識を得られる

ような何か物ですね、そういうのを発行するようなことが出来たらいいかなと

思っています。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では続いてお願いします。 
 
○○委員 
はい、薬剤師会から参りました○○でございます。薬局はかつては地域住民が

薬局のおばさんとかに健康についての何でも相談するような敷居の低い場所だ

ったという話がよくあるのですが、今は薬局というとみなさん調剤薬局ってい

うイメージがとても多いのではないかなと思います。ただ、ここにいらっしゃ

るのは、高齢者だったりするので、非常に高齢者の方とは近くにはいるんです

が中々その周辺までにまだ私たちの力不足で、目を配ることが出来ない状況が
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多々あるなというふうに感じています。先ほど警察の方から、詐欺の被害に遭

うのが高齢者だということで、既にもうちょっと協力をさせていただいて、薬

局で防止のビラを配るなどの活動を始めていますので、少しづつでもそういう

形でどちらかの方と手を組みながら何か進めていけるようなことを自分たちも

探す、皆様からもご提案頂けるというような関係づくりがここで出来て、それ

が地域の中に発展していけばいいなというような感想を持ちました。以上です。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では○○委員お願いします。 
 
○○委員 
すいません、前回お休みしたんでちょっとこの協議体の意味がちょっとまだ。

一応本は読んだのですが、土台づくりとか地域づくりとか仕組みづくりという

ことでまあちょっと質問になっちゃうかもしれないですけど、これは一応総合

事業について新しくこの協議体を作るということになったのかなと思いますけ

ども、この地域福祉っていうんですか、もともと松戸市の今現在、地域福祉計

画というのがあって、その中でかなりこれと同じようなことが社協の方とみん

ないろいろやって、細かいことがもうほとんど出来上がってるんですね。で、

これとはまた別に新しくここで作るということなのかどうかをちょっと前回お

休みだったもんですから聞きたいなと。 
 
会長 
では今の質問、事務局いかがでしょうか。ちょっと時間を置きますか。 
 
事務局職員 
大きな意味では地域福祉というのは高齢者からお子様のすべての世代っていう

のがたぶん対象になると思います。今回私どもが進めさせていただいてるのは、

高齢者の分野の方で進めさせていただくということでございます。ただこれも、

最終的には地域福祉でございますので、近い将来５年１０年２０年先だったら

わかりませんが、たぶんそういう地域福祉の観点はすべての世代を対象とした

計画、そういうところに網羅されていくんではないかと今の時点では考えてご

ざいます。 
 
会長 
今ので大丈夫ですかね。じゃあ○○委員お願いします。 
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○○委員 
医師会の○○です。このいただきました皆様方のアンケートの回答のまとめと

いうのを読ませていただき大変勉強になりました。全体の印象としまして、こ

の協議体のそもそもの意味といいますか目的が、支え合う地域づくりという名

称にもなっておりますだろうし、やはり人と人のつながりをどのように新たに

強化していくのかという観点なのだろうと。それで、読ませていただいた内容

も含めまして概ね２点ちょっとお話をさせていただきたいなと思います。１点

目が、何だかこう確かに非常に広い範囲にわたることになるでしょうし、何を

すればいいのかどんなふうに話を展開していけるのか、が定めにくい、「モデル

的な取り組みを」とこの概要にも書いてありますけれども、出来たらいいです

ね。議事が進みやすいとか成果がまずはでるかなと思いました。先ほど話が繰

り返し出ておりますが、高齢者に対するわかりやすいもの、実際に他の地域で

寸劇をやらしてみるという話を聞いた。そうやって地域の方々が関心を持って

是非それだったら参加してみたい。そこで参加して新しい人との関わりができ

てくる。このアンケートの中でも例えば移動販売という言葉がでてきてそうい

うのが構成されるとその新しいつながりが訪問販売の中で生まれたりする。ゴ

ミ出しというのもでてきたかと思いますが、そこの所を何らかの形で支援する

そんな事がモデル的に出来たらと思っています。同様に災害対策など一緒に考

えた方がいいなと。それこそテントの数まで把握しているという話も聞いたこ

とがあります。もう一点がやはり、なんらか活動の注目となるような人の存在

というのがすごく大事になっていくだろうなと思いまして、実際、協議体の仕

組みの中でも生活支援コーディネーターという方を配置してその方にやって頂

くということになっていますが、その方の存在、活躍が非常に重要になってい

くかと思います。ただ、にわかに生活支援コーディネーターとしても一体誰が

どんなことをやって下さるのかというのがこれまたちょっとよくわからないイ

メージが今のところ染みついています。それでアンケートの中でも答えさせて

頂いたんですけども、現に既に立ち入ってる生活支援コーディネーターのモデ

ルと言われているのが講演、シンポジウムで見聞きしたことがございます。で

すからそのような方を松戸市にお招きして実際にご講演をして頂いたり、シン

ポジウムをして頂いて、地域でこんな活動をしていたらこんなつながりが生ま

れましたというのが体感できて、なるほどそうかじゃあという話になるのでは

ないかと思いまして今、申し上げました次第でございます。 
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会長 
はい、ありがとうございました。今日、初めて来ている方もいるのでもう一度

生活支援コーディネーターの第１層と第２層というのを簡単にすみませんがお

願いします。 
 
事務局職員 
今日の資料でいいますと資料４になります。資料４の２ページになりますけど

も、生活支援コーディネーターの役割と致しましては、全体的には人材を発掘

したり、今、○○委員がおっしゃった通りその関係性のネットワークを作った

りというのが主な仕事になります。第１層は、現在私がやらして頂いておりま

す。その理由と致しましては、まだ例えば通所の事業所の連絡会が出来てない

とか、市としては未成熟な部分がある部分で私がそういうのを調整させて頂い

ているというのが状況です。今後、第１層につきましては、新たに人を導入し

ていきたいというふうに来年度に向けて考えております。また、第２層につき

ましては生活圏域ごとに配置出来るとよろしいのかなと考えておりますけども

実際、生活圏域の中には地区社協があったり、また地区はちょっとちがいます

けども民生委員がいらっしゃったりとかいろんな方々がいらっしゃいますので、

そういう方々と調整しながらどうやって実現していったらいいのかまた、包括

も生活圏域ごとに置いてあるという部分もありますので、そういう調整の中で

生活支援コーディネーターを置いていかないと、ただ単に新たな人が出来てい

く形になってしまって混乱を招くといけないので皆さんのご理解のもと、そう

いう方達を配置していければいいのかとよろしいのかなと現段階では考えてい

ます。次年度以降、第２層についても配置を検討しているという段階でござい

ます。 
 
会長 
はい、ありがとうございました。では○○委員からお願い致します。 
 
○○委員 
包括支援センターです。毎日これでもかといろんな相談が包括支援センターに

は入ってまいります。この間も話をしましたけど、町会の方、民生委員さん、

ボランティアの方に本当に協力して頂いています。それでもまだまだ人やサー

ビスが足りないかなと感じは受けています。街に関しましてはけっこう課題が

抽出されていて後はそれをどう解決していくか、何が必要で何を連携していく

かという問題になってきているかなと思います。包括内でもけっこうこういう

サービスがあったらいいなこういうのがあったらいいよねという話をここ半年
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ぐらいはよくするようになってきています。ただ、色んなものが上がってきて

色んな役割がでてくると割と、地区の中で混乱してる所もあってそこをうまく

誰が回していくのか連携していくのかという所も課題になるかなと思っており

ます。 
 
会長 
はい、ありがとうございました。続いて○○委員お願いします。 
 
○○委員 
介護家族がいる市民の公募という形で参加しています○○です。今回アンケー

トを書くにあたって私自身がやっぱり介護とか市民とのつながりとかに対して

考えてなかったと自分自身が改めてこういう事を考える場を頂いたということ

でこういった事を考える人達が一人でも増えていかないとなかなか難しいのか

なと思いました。すぐやった方がいいなと思う事とか、わかりやすいテーマの

ものは、すぐ市の方でやってくれるのではないかなと思いますし、５年、１０

年かかる根本的なテーマというのは成功している事例もこの時期であるのであ

ればそういったものを取り入れていって５年、１０年ではなくて３年、７年で

達成できるような事を考えていけばいいのかなと。あと一つ、小学生、幼稚園

の子供達と一緒にお年寄りが今、なかなか一緒に生活している環境ではないと

思いますので、学校だとか教育の場と高齢者の施設が近くにあるのであればそ

ういった所とのつながりを強めていくような街になってほしいなと思っていま

す。色々テーマがありますので勉強させて頂きたいと思います。 
 
会長 
はい、ありがとうございました。続いてお願いします。 
 
○○委員 
私は認知症の家族の方のサポートと介護予防教室を担当しています○○と申し

ます。先日、パルシステムさんのご紹介で介護予防教室を開いたんですけども 
その時に掲げたテーマが「家族と自分の認知症対策」というテーマで募集をか

けました。そしたら通常の介護予防教室ですとやはり 70 代、80 代の方がいら

っしゃるのですけど、自分の認知症対策という所に関心があるのか 30 代から 80
代と各世代が一同に集まったんですね。トークタイムではやはり家族の介護を

している心配というよりも、自分の話にかなり盛り上がって予想外の介護予防

教室になったんですが、○○さんや○○さんがおっしゃったように子供を巻き

込むということではやはり 30代 40代 50代のお母さん方を巻き込めば必然的に
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お子様も付いてきますので、ターゲットをもう少し広げて色々考えていっては

どうかなと思います。この協議体の広報誌などもどうかとお話が出ましたけど

も 
松戸市内に理解をして頂く上では広報誌はとても有意義だなと思います。あと、 
イベントなども開ければよりみなさんに理解して頂きやすいのかと思っており

ます。 
 
会長 
はい、ありがとうございました。では○○委員お願い致します。 
 
○○委員 
明地区から参加させて頂きます。1 号保険者の○○です。色んなことを聞かせて

頂きましたが、時間もありませんので。私は介護保険制度が始まる前に介護保

険制度の下敷きを作ろうじゃないかとたまたま○○さんとか○○さんの会合に

会談して頂いて介護保険についてはいいなと思ってたんですが、ちょっと予定

よりも数年遅れでスタートした記憶があります。残念だなと思った時があるん

ですがその間に一番大事なことっていうのは、人づくり特に日本国憲法をよく

読んで進めているのかなと思う節がたくさんありましてですね、今現在私は剣

道の小さな会合でも頼まれた時は市町村に行って人権を考えよと。学者はいな

いから理屈はとにかくとして皆さんどう思いますかと話をしています。それで

社協にしてもどこにしてもやはりスタートは憲法をみんなに読んでもらいたい

と我々がやっている福祉というのは所謂市民の幸せというのは憲法を基準に考

えた方がいいのではないかと。読まないで今の憲法はどうこうというのは勉強

不足だろうと、ここがどうだからと言う方があればよく話を聞かせて頂きたい

なと思うことがある。今、一つそういう事を思っています。それからたまたま

私、○○○さんのさわやか福祉財団の地域推進員とか今やってきてるわけです

が、年に 1 回厚労省が○○さんのすすめている地域支援というかお互い様の助

け合い活動について、１０年くらい前から呼ばれて参加しているが、今回すす

めている地域での助け合い活動の一つだと思っていますので是非、成功させた

いなと思っています。色んなことを経験してますのでわかる範囲は皆さんに協

力させて頂きたいと思っていますのでよろしくお願いします。 
 
会長 
はい続いてお願いします。 
 
○○委員 
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シルバー人材センターの○○です。私も今回からこの会議に参加させて頂いて

おります。そんなこの協議体等の委員の依頼が先日ございましてその中で依頼

文章を見ますと松戸市の団塊の世代が 75 歳以上になると 2025 年を見据えて高

齢者の住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生最後まで続けるために医療・

介護・介護予防・住まい生活支援を提供する高潔なケアシステムを目指してい

るとそんなような話の中、その為に地域で支え合う地域づくりのこの協議体が

あるんだということでその推薦の依頼を受けたわけでございますけども、依頼

を受けましてから私も色々なものを読ませて頂いて、やはりこの介護保険制度

で実施していた今までの要支援１と２の方に対する全国一律の訪問介護を新制

度に移行しましょうというようなのが主な説明でございました。その中で、コ

ンセプトとしましては、元気な高齢者が高齢者を支える社会参加を促進すると

共に要支援・要介護に至らない高齢者を支援して地域の支え合いの体制作りま

で目指すという話でございました。シルバー人材センターに於きましては高齢

者自身が生活圏域の担い手としてなっていくような社会参加、あるいはその元

気な高齢者が地域の高齢者を支える、あるいは担い手になることによって自身

の介護予防につながるとか、そういったことに関しましてはシルバー人材セン

ターの理念とも合致をするところでございますのでこれは私どもも十分に協力

していこうという気持ちでございます。ただ、一点、先ほどお話がありました

この基本論は介護保険制度の要支援の方を支えていくという制度から始まった

話で地域を支えるという大きな話に移行してるわけでございまして、その中で

やはり介護保険の要支援の方を対象にするということでなくて、例えば地域に

後期高齢者の方がいっらっしゃいまして、その方達も要支援の１の方と後期高

齢者の 75 歳・80 歳になった方がどの程度の違いがあるのかなという意識があ

ります。その中で今、こちらの方でお話している地域福祉計画というのが松戸

市の地域づくりのために今計画がされているわけであります。また、高齢者の

就労につきましては我々シルバー人材センターが今やっております。また地区

社協さんとかそういった方が地域づくりのためにみなさん奮闘している所です。

そういった方々が先行して色々やってる中で、介護保険の要支援者を対象にし

て地域づくりまで発展させるお話ですので、ですからこの辺を是非、介護保険

の要支援者が対象ということではなくて後期高齢者も含めた高齢者の方を全体

的なものを支え合う地域づくりということでお考えをして頂いて介護保険から

始まった制度でありますけども、高齢者全体に行き渡るような制度となってほ

しいと言うことと、先行してやってる協議体のみなさんがありますのでそちら

の方とも十分連携をとった中でこの会議を進めていってほしいと思います。で

きればこれだけのメンバーの方が揃っておりますので、その高齢化施策のとい

うか高齢者支え合い事業の一番トップにくるような形の協議体でもいいのかな
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という認識を持っていますのでその辺でがんばってやっていきたいと思ってお

りますのでよろしくお願い致します。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。事務局は何かありますか。 
 
事務局職員 
今、○○委員からご意見ございましたけど、一応今回の支え合いの協議体につ

きましては、1 号被保険者 65 歳以上の認定を受けているもしくは事業対象者に

なっている方だけを限定しているものではなくて、一般の元気な高齢者の方々

も含めて、介護予防なり色々な生活支援の担い手になって頂いたり、色々な立

場でご協力頂こうというふうに考えています。またその方々は常に介護保険料

という形で負担をして頂いていますので、当然ながらなんらかの形で受益を受

けられる形を作っていければと、また２号被保険者につきましては、40 歳から

64 歳の方も一応支えるために負担をして頂いているという部分では将来に向け

てその方々に対しても、ちゃんと周知をするとか将来に向けてのサポートを出

来るような形を練れればというふうに考えております。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では○○委員お願いします。 
 
○○委員 
生活協同組合パルシステム千葉の○○と申します。今回皆様の意見を拝見させ

て頂いて感じたことですが、それぞれの専門の立場の中で色々な課題に取り組

んでらっしゃる、そういう所で最終的におそらく皆さんそのアプローチの仕方

はちがうのかもしれないですけど、最終的なゴールは一緒なんじゃないかなと 
いうふうに考えています。そういった中で、いわゆるこの協議体として考えた

時に共通認識って大事なんじゃないかと非常に思いました。この協議体のミッ

ションは何なのか、それからどういうビジョンを徹するのかという所が共通認

識がないと最終ゴールになかなか到達できないんじゃないかなというふうに思

いました。それで見方として、２つあるのかなと、今現状起こっている問題点

と将来、例えば 20 年後起こるような課題という所をしっかり区分して考えてい

かないとなかなかまとまっていかないんじゃないかなと思いました。で特に松

戸市の場合には前回にもお話があったが高齢化率よりもこれから高齢者の数の

問題だという所があったので全体で考える時はそういった視点を持ってそれか

ら実際、地域に戻った時にはそういった地域間での享受なのか授与が減ってい
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るという所がそういった両方の視点を持って攻めていかないとなかなかうまく

いかないのかなとそれを考えたとき、自分としては非常に難しい問題じゃない

かなと思ったので是非、このメンバーでその２つを何とか解決して松戸市が高

齢者に優しい地域になっていくのかなと思いました。以上です。 
 
会長 
はい、続いてお願いします。 
 
○○委員 
松戸くらしの助っ人○○と申します。８月に公募で地域づくりということで公

募したんですが、前回出させて頂いて、この時それぞれみなさんの団体がこん

な考えをしていると関心して勉強させて頂きました。これから 2 か月ごとに会

議があるということですが、またこのメンバーで違う報告を受けてまとまって

ないんじゃないかと。先ほど始まる前に○○さんとお話していてこの協議体を

どういうふうに作っていくという意味では、やっぱり現在か未来かということ

で、２つくらいグループを分けてお話しないとなかなか進めないじゃないかな

と思いましたのでちょっと形を変えないとまとめが難しいのではないかと思い

ました。よろしくお願い致します。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では続いてお願いします。 
 
○○委員 
松戸市のスポーツ推進委員の○○と申します。よろしくお願い致します。 
意外とスポーツ推進委員という立場では皆さんご存知ない所がありますけども 
地域密着型で、私達はスポーツ推進委員として活動しています。７番の既存の

住民ネットワークについてどう考えますか？という内容について私がいつも考

えているんですが、なかなか地域住民同士が町会・自治会・地区社協・スポー

ツ推進委員とか組織ですねそういう方たちのたくさんの組織があるんですが、

なかなかネットワーク化されていないという事が現実にあると思います。です

からネットワークづくりについて、地域住民がこういう事業にいかに参加して

もらえるかどのように企画すれば参加しやすいのか、まあこれもお子さんから

若い方、それから高齢者の方も含めていかに参加して頂けるかという答えがな

かなか何十年も携わってきておりますけども、具現化というかはっきりこうす

ればこういうことをやってもいいのではないかと、そういう答えがなかなか見

つかっていないんじゃないかといかに具現化していくかということが大事なこ
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とかなと思っています。この機会にですね松戸市全体、同じ地域の町会・自治

会・地区社協それから各々組織が地域密着型でいつまでも住み続けたい地域に

発展させる為に、意外と上の方から物事を掘り下げていこうという考え方があ

ると思いますが、考え方をちょっと裏を返していかに地域密着か彫り上げてい

くかという事が大事で原点において密着した地域に戻ってそこで何をしていく

のかということでやっていければいいかなと思っております。参考資料の４の

中に協議体とコーディネーターの設置案ということで先ほど説明がありました

第 1 層・第２層のことについて、このようなことを推し進めていくかと思って

おりますが、なかなかどうすれば整備していくのかはっきりした答えは難しい

のでこれからですね、松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体で長年の懸案

事項を解決できればと思っております。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。続いてお願いします。 
 
○○委員 
ＪＡとうかつ中央の○○と申します。今回、アンケートの回答を見させて頂き

まして、自分まったく検討違いな回答をしてしまったなと思ってます。それは

仕事柄農家の方と付き合うことが多いので、松戸市の農村地域中心に回ってい

ます。そうしますと農村地域ですと生まれた時から地域のネットワークに組み

込まれて、墓場まで常に色んなネットワークに恒久していくというような感じ

です。良く言えば、強固なネットワークあると悪く言うと閉鎖的なネットワー

クなのかなとそれにもっと高齢者の方がどんどん参加して頂きやすい環境を作

れば農業を通じた生きがい、やりがいのある地域・団体が出来るのかなと、ま

た地域の伝統行事だとか神社・お寺の行事にもどんどん関わって頂くような高

齢者の活躍できる場所はたくさんあるかなというふうに思いました。また個人

的にはちょうど親の介護、リハビリの病院にお世話になっていまして色んな団

体があったり仕組みがあるんだなと大変勉強になりました。 
 
会長 
はい、ありがとうございました。続いて○○委員お願いします。 
 
○○委員 
松戸市介護支援ボランティアの○○と申します。よろしくお願いします。 
皆さん現場が大きくて、私はいちボランティア委員として小さなことなんです

けども意見を述べたいと思います。私自身、情報を入手するのはほとんど広報
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ですね。それから松戸市の社協の方から出ている新聞がほとんどなんですね。

自分自身が高齢者になりまして、そういった物を見たときに高齢者に限った広

告、そういったものが些細な事ですけど、字が大きくなるとか見やすくなると

かそういったものがあってもいいんじゃないかなと感じました。それから、核

家族ですので、高齢者がいる家庭は少ないと思います。小さいお子さんの時か

ら社会福祉をやると思うんだよというふうに実際に感じるような機会を作られ

たらいいんじゃないかなという気が致します。先ほど、市の方から地域づくり

の場を募集しているというお話がございましたけども、廃校になった学校がい

くつかあると思うのでそういったものの再利用の仕方はどういうふうになって

いるのかな、使えないのかなという気がいたしました。それと町会ごとに掲示

板というのがあるが、掲示板の活用の仕方ですね、もっといい方法があるので

はという気がいたします。以上です。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。では続いてお願い致します。 
 
 
○○委員 
セブン-イレブン・ジャパン○○でございます。色々取組みをさせて頂いている

中で今回、高齢者を支える地域づくりをというふうなことで高齢者といっても

一人一人ではなくて大きく分けて２つあるかと思います。その一つが元気な方、

予防介護に向けた方に対して何をするのかというのが一つ。もう一つが介護で

も支えがないと自立していけない方に対しての何をしていいかということで、

たぶんこの２つで大きくグループわけが出来て、そこに対して何ができるかと

言うことで、この協議体を進めることが一番効率がいいのではと思います。手

前どもでやっているのが、一つは高齢者の見守り、予防介護に関しては、高齢

者の方を積極的に雇用して元気になって頂こうということでやっております。

実際に高齢者雇用ということで 12 月、県内の私達のお店の方で、高齢者の雇用

セミナーを開催させて頂いたんですけどもそれだけでも数10人の方がいらっし

ゃって実際にご興味頂いて、ただ不安に思っている方も何人かいらっしゃるの

でそこの不安の部分を出来るだけ払拭した中で、その方がどこに住まわれてい

るのかというのを確認しながら適材適所でそこにあったお店をご紹介していく

ような形で今進めています。いずれにしても２つ共進めるに当たって大きく現

場として壁にぶつかるのがやっぱり情報ですね。一つ、どういった方が働きた

いのかと、どこに住まわれているのかもわかりませんし、さらには介護を必要

な方においては、どういった商品とかも含めて、たとえばどういったことをし
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て頂きたいのかという所がなかなか私達の方では把握出来ないのが実態です。

今回進める協議体の中でもこの状況がどこまでみんなで共有できるかというの

が一つ壁になるかと思います。色々個人情報の問題もあると思いますけどそこ

がどこにどういった方が何をほしいのかというのを含めてその辺がぐっと分か

る様な形で共有が出来れば。得意、不得意があると思いますがそこに長けた所

の団体の方がそこに係っていくという形の方がより具体的にかつスピーディー

に物事が進むのかなというふうに思っていますのでこの後もそういった形で進

められればなというふうに思っています。 
 
会長 
はい、ありがとうございます。続いて○○委員お願いします。 
 
○○委員 
介護事業所の連絡会ですけども、一番戸惑っているのがヘルパーさんかなとい

う感じがします。15 年間介護保険の中で在宅介護を支えてきたのがヘルパーな

んですけど、今までは会社の理念とコンプライアンスと指示書と笑顔の４つを

携えて走り回っていました。2 か月前に 15 年も経つのにやっと連絡会が出来ま

した。これはこの協議体が出来るにあたっての後押しがあったからだと思って

非常に感謝しています。でこの 2 か月間でどういうことをやってきたかと言う

と地域を支えるということで、11 包括事業所を一つの単位に考えてそれぞれ幹

事さんを 1 名ずつとさせて頂きました。それで幹事会を作ってそして事務局役

員会それから交流会という形で 2 か月の間に幹部会・役員会そして忘年会にも

似た交流会３つを開催することが出来ました。これはほんとにこの連絡会が出

来たおかげだと思っております。ただ皆さんの中で総合事業がいまいち理解で

きていないんですけども、実際に話を進めてみると総合事業の介護をたくさん 
やってらっしゃるんです。ですから今までと変わらず要支援の方々の不安だと

か行き所ないような事がないようなそういう事で皆さんやってらっしゃるけど

それが総合事業かどうかっていうのは給付管理の時にわかるような事業所もあ

るようです。先ほどどなたかおっしゃったように情報が一番大事かなと。 
松戸に 130 数か所の事業所があるんですけど今、50 事業所くらいが参加して下

さってますけど、残りの 50 事業所くらいは様子をみてらっしゃいます。絶対参

加しないという大手の事業所もあります。それはそれでまた認めなければいけ

ないんですけど、それから数か所は廃業になってる所もあります。そういう中

で連絡会がどうこれから向かって行くかっていう所はやっぱり情報の共有って

いう所で先ほど、元気応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝがありましたけどシルバー新報の全国版で 
一面に松戸市独自ということで載りました。これを参加者の皆さんに全部配っ

17 
 



第 2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 27年 12 月 24日(木) 午前 10時～11時 45分 松戸市役所新館 7階大会議室） 

て、松戸は先駆けで走っていますということでそこに参加していきましょうと

いうことを皆さんで共有しております。今までは介護保険外のサービス例えば、

庭の掃除とか大掃除とかゴミ出しとか、これはすみませんが介護保険ではごぜ

いませんのでといちいち説明しなければいけなかったんですけども、これから

は地域を支える方々と連携をとってこれは誰それさんにお願いしましょう、私

達はこれをやりましょうねみたいな形でこう区別が出来たらとってもやりやす

くなっていくのかなと役割分担ができていくのかなという思いもあります。 
先ほどどなたかおっしゃったように今の目的、1 年後、3 年後、10 年後先をち

ょっと教えてあげないとこんなことしていたら私達の仕事がなくなるとかヘル

パーさんがこないのにどうやってやるんですかとマイナス思考ばっかりになっ

てしまう所をまず、10 年後お年寄りの方が増えます。重度の人が家に帰ります。 
有資格者のあなた達の仕事は、ほんとに人が足りませんてことを、まず前提に

於いて、それからじゃあ今これからどうすればいいのですかという形で松戸市

の 3 か年計画でこういうアイデアをだしておりますので、3 か年かかって有資格

者がやること、資格がない人がやれることっていうふうに分けていきましょう

と来年 1 年の目標は何をするかと言ったらやっぱりサービス提供者の教育だと

思うんですね。実際、サ責の仕事はわかっているのに忙しくて現場に行ってや

れていない内容を抱えている方がたくさんいらっしゃるんですね。それから、

こういう総合事業の情報すら時間もないだろうし、入ってこないということで、

どうすればいいんですか。ゴミ出しどうすればいいんですか。みたいな事で悩

んでらっしゃる方々もたくさんいらっしゃるんで来年 1 年はサービス提供責任

者の方が事業所間で時間を作って頂いて、こちらで用意した研修に格安の料金

で参加出来るようにして、サ責さんがそういう地域の資源をケアマネさんと共

に繋いでいけるような状態をやっていけたらちょっと地域も変わっていくのか

なと。あくまで 11 包括事業所団体がまんべんなく育つことが大事なんです。将

来的に 3 年後にはほんとのやりたいと思った介護福祉士の人は重度の方達を迎

える技術のスキルアップできる研修に通って頂けたらなと思いながら、みんな

に叱咤激励しながら頑張っていきます。ただ、私が一番高齢者なので会長にさ

せられましたけども、50 そこそこ 40 代、30 代、20 代の方がサ責でこの幹事に

なってらっしゃること、これはほんとうに頼もしいことだと思います。若い人

達にどんどんがんばって頂いて、3 年・5 年・10 年この松戸市が安心して在宅

で暮らせる街づくりと言うことで総合事業に参加していきたいと思っています。

よろしくお願いします。 
 
会長 
はい、ありがとうございました。では○○委員お願いします。 
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○○委員 
遅れて申し訳ありません。まず、民生委員のどのように高齢者達と関わってい

るかという所で現状では 65 歳以上の方を対象に、一人暮らし、それから高齢者

世帯、障がいを持っていらっしゃる世帯という所で私自身も助け合い活動とし

て活動しております。そんな中で、一番ネックになるのが個人情報という壁な

んですね。一方で手上げをして頂いてる対象者の方にはある程度の手厚い支援

を行っていけるんですけども手上げ拒否をされる世帯についての支援がなかな

かできないというのが実情です。その中で民生委員は、それでもその方達の把

握に努めて、一応手上げをしてなくてもそこに一人暮らしがいるよ、障害をも

ってらっしゃる方がいるよ、高齢者の世帯があるよという把握はしているはず

です。活動はなかなか多岐に渡りますけどもみなさん一生懸命活動している所

があると思います。私は個人的に介護５の母親を在宅でケアしているので少し

ずつみなさんに情報を提供できたらと思っています。お話の中で、生活コーデ

ィネーターという方の役割が非常に大きくて例えばちょっとしたことでもそれ

を連携という形でどのように皆さんに伝えていくかというその割り振りをする

のが生活コーディネーターという考え方であれば、その方の割り振りによって

どれだけの方が見守り支援がして頂けるか、またもう一点は 65 歳で退職されて

地域に戻ってらっしゃった方が、どういうふうに地域に参加していくかという

所を着目すべきだなと思います。一方他市では、例えばボランティアに参加し

た人をポイント制で、自分が歳をとった時にそのポイントで在宅ケアのサービ

スを受けられるようなサービスをやっている市もあります。協議体でそういう

所の方向性で考えて頂ければなというのが個人的な意見です。地域ケアシステ

ムの事についてなんですけれども、なかなかたくさんの地域の中で皆さんそれ

ぞれに地域ケアの形でやっていらっしゃると思うんですけども、それの情報を

自分の地区の情報はわかりますが、他地区の情報がなかなか入ってこないとい

うことでそれもお知らせ頂ければなというふうに思っています。また、高齢者

支援連絡会、地域によって活動の範囲がだいぶ違うように思います。そういう

所ではどのように活動されているのかなという情報も私は知りたいと思ってお

ります。また、市社協の下の地区社協という所でやはり地区社協も活動の範囲

がそれぞれにちがうという状況の中で、民生委員が各々の所で自分達の活動を

していくかというのも今、一番課題になっているのかなというふうに感じてい

ます。情報はたくさんあっていいと思います。ただお年寄りがわかりやすい情

報というのがたぶん70歳を過ぎるとなかなか文章の理解力が落ちているかなっ

ていうのがあって、例えば役所から来た大事な書類、マイナンバーもそうなん

ですけどもそれもどっかにやって捨ててしまったとかしまい忘れたとか民生委
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員さん「わからないので来てください」っていうようなこともたくさん多いと

いう事も活動の中で報告に上がっております。それからお一人暮らしで亡くな

る方が年々増えてくるんですけどもその情報提供の場所として、警察は民生委

員の方にも連絡があります。昔は町会長、自治会長さんの方にご連絡がいって

いたかと思うんですけどもなかなか町会長、自治会長さんも把握をされていな

いという部分で民生委員の方にお問い合わせがくることの多いという事が活動

の中で報告もたくさん上がっていますし、私も体験をしております。つまり生

活コーディネーターの役割は大変大きいと思いますので、この協議体でどんな

方向で松戸市が向かっていくかということを少しでも皆さんと学ばさせて頂け

ればと思っております。以上でございます。 
 
会長 
はい、ありがとうございました。○○委員お願いします。 
 
○○委員 
皆様の意見を聞かせて頂いて、私個人としては松戸ＮＰＯ協議体という所に在

職しておりまして、大きく感じるのは松戸のサービスを受ける側とサービスを

提供する側と二つに分けて話した方がいいじゃないかという提案があったと思

うんですが、サービスを提供する側の話として、３つちょっと考えておりまし

てまず、担う人材の雇用方針とそういった組織を作った組織体、地域だとかい 
うのを継続的に活動ができる仕組みというのとあと、皆さんもおっしゃって頂

いた情報のやりとりがスムーズに出来るようになるといいんじゃないかと思っ

ております。それと、一人ひとりの市民が持っているものを考えると割と社会

的というか外向きにこう意識が向く方というのは限られていて、少数ではある

んですね。かといって社会貢献とかボランティアしたいとか何か市で役立つ事

ということで考えてらっしゃる方もおりますが、松戸市としても出来ている所

でだんだん年々ここの所増えていると思います。そういった方をどういうふう

に人材として掘り起こすのかという仕組みづくりに興味があります。そういう

人達が集まった所のそれが継続的にやっていけるという事とそれとあと、かと

いって半分近くの人はどうしてもどっち向きだったりとか自分の事が中心とい

う方が多いというのが社会の現状がある所で、そういう人達が自分のこととし

て考えて参加してくれる仕組み、先ほど言ったゴミ出しとか災害対策だとかそ

ういった所もちゃんと対象を分けて考えていくべき所だろうなというふうに考

えております。またそれとは別に、協議体として共通認識を持つ必要があるん

じゃないかという所でも大きく賛同していまして、割と皆さんそういう所の専

門性が高い所を持ってらっしゃってる方が多い方でこの協議体として何を目指
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しているかという所の共通認識を最初にやっていくというか、もちろん提案さ

れている所であるんですが必要だなと思っている次第です。以上です。 
 
会長 
はい、ありがとうございました。アンケートにお答えいただいてありがとうご

ざいます。そして、各委員からご意見頂いてこの協議体として先ほど山崎委員

が言っていたようにビジョンとか共通的なミッションですね、地域づくりとか

自立した支援は何かとかですね、後はサービスいろいろ介護保険はどうなのか 
それともインフォーマルサービスはどうなのかとかですねそういうようなある

程度ビジョン、共通認識っていうのは共通のたぶん問題意識だと私は理解して

います。あと各課題ですね、現在の高齢者を取り巻く地域の課題としては情報

格差の問題は大きいだろうと、世代を超えた交流はこれから地域づくりでは非

常に大事ではないか。それから一人暮らし、これは認知症の方も含めて老夫婦

世帯こういう人達をどう支えていくか。そして元気高齢者の方達へのアプロー

チ、この方雇用やボランティアや社会での活躍の場をどう提供していくかとい

う、色々な場合があると思いますがこのような事が議論で出たように私は認識

させて頂きました。そこで、議題の 2 つ目になりますが、今後の協議体の活動

につきまして、会長である私から提案をさせて頂きたいと思います。色々アン

ケートを見させて頂いたり、前回の議論も議事録を拝見させて頂きました。こ

の協議体、人数が多いですので作業部会の設置を私から提案させて頂きたいと

思います。そこで、今言ったビジョンのたたき台、何か課題になっているかそ

れからインフォーマルサービスがどういうものがあるのか既存のサービスをど

ういうふうに例えば総合事業に転換できるのか色々課題はありますけども、そ

れらの議論のたたき台、本会議のたたき台をですね、作業部会を創設してそこ

で一度議論して頂いてこの協議体に出していただくとそういう持ち方をした方

が効率的だと思うんですけども、そういうやり方をさせて頂きたいという事で

私の提案はまずどうでしょう。いいでしょうかね。このメンバーも私の方で、

事務局と相談しながら、私の提案を述べさせて頂きます。まず、部会長には○

○委員にお願いしたいと思っております。委員としては、○○さんこれは民生

委員を代表してお願いしたい。それからふれあいネットの○○さん、それから

○○さん、特養の代表でもありますし総合事業に関して見解もありますのでお

願いしたい。5 番目の方はオレンジ協力員の○○さん。それからパルシステムの

○○さん。7 人目の方は、第一号被保険者の方の○○さん、8 人目は○○さんで

第 2 号被保険者の方で、９人目は○○さん、要介護認定者家族の代表の方。9
名は私の方で委員として推薦させて頂きたいんですが、他に作業部会に参加頂

ければ手を挙げて頂きたいなと思いますし、この９名の方、私からの提案です
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がいかかでしょうか。よろしいでしょうか。異議がなければこれでお願いしま

す。私の方で９名用意させて頂きましたが、部会の方で参画なされたい方がい

らっしゃいますでしょうか。具体的にイメージしているのは、月 1 回くらい今

日頂いた皆さん方の意見なりを整理して頂いて、いくつか提案を作業部会の方

でやって頂いて本会議に提示頂いて頂くということになります。もし後から私

やってみたいという方がいれば事務局の方に相談頂ければと思います。とりあ

えず作業部会 9 名の方を中心に○○委員をリーダーの元でやるということで承

認でよろしいでしょうか。じゃあ９名の方よろしくお願いします。では残りの

時間はちょっと 9 名の方に作業部会を託すことになりまして本協議会にたたき

台を出して頂くことになりますが、こういう事を議論して頂きたいとかこうい

うことをもっと具体的に勉強して頂いたり、研究して頂きたいということを皆

様からございましたら、作業部会での議題みたいなのを議論して頂きたいので

委員の方ら挙手を頂いて少しヒントを頂ければと思いますが出来るだけ作業部

会ではない方お願いできないかなと思います。 
※（後日、介護支援専門員協議会より○○委員 1 人追加で１０名になりました） 
○○委員何かありますか。具体的なたたき台になるようなヒントとかはありま

すか。 
 
○○委員 
まずはモデル的なものを。既にご活躍している方の話を聞くのがよろしいかと

思います。 
 
会長 
ありがとうございます。他に何かありますか。 
 
○○委員 
先ほどＪＡの方から農業の事がありましたけど、地産地消で地元の野菜が農家

に集められてそれをお年寄りが作業しながら、年寄りってあまり遊びたくはな

い、働きたい、誰かの役に立ちたいというのがあるのでそこでお惣菜みたいな

のを作って、販売したり自分達でおしゃべりして食べたりとかそういう場が松

戸市でもあると紹介しやすい。今行くところがないんですよ。紹介しやすい場

所提供をという時に、何か物を作るときにまず、女性も男性も作ることは日常

的に必要なことだから、その安全な松戸の食を外で作って、格安で皆さんに新

鮮な物を届けられるという所があるとちょっと買い物に行ってこようかとなる

んじゃないかと提案させて頂きました。 
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会長 
はいありがとうございました。他にありますか。じゃあ○○委員お願いします。 
 
○○委員 
協議体は大事なことですので 10、20 年先の適用できるような話し合いを出来る

ようにがんばってもらいたいと思います。提案したいと思います。 
 
会長 
はいありがとうございます。最終的にはここで議論することになると思います

が、たたき台づくりを作業部会にお願いするということになりますのでよろし

くお願いします。他にありますか。 
 
○○委員 
選ばれた皆さんが、どちらかというと仕事的にはケア中心の方が多かったよう

に思います。今回のこの制度の趣旨から見ますとも、どういうふうに予防して

いくかというのが中心になると思いますので、あまりそのケア中心のどうすれ

ばケアがうまくいくかというよりも、出来ればどんなことをすると介護に要支

援に至らなくて済むかと、その辺の健康を維持するためのそういった施策をど

うやっていこうかという事をメインに少し考えていこうかと思います。 
 
会長 
はい、貴重なご意見ありがとうございます。他にありますでしょうか。 
よろしいでしょうか。また、逐一思いついたら事務局の方に連絡頂いて、それ

を元に作業部会で議論をして頂ければと思いますのでそんな感じでよろしいで

しょうか。出来れば、月１回やって頂いて、おそくとも 5 月にはこの協議体を

必ずやりたいとまあ早ければ早い方がいいですけども、いくつか作業部会でも

勉強したり何かしないといけないと思いますのでおそくとも 5 月には何らかの

議論のたたき台の作成をご依頼したいと思うので、こういう感じの日程でいか

がでしょうか。よろしいでしょうか。では逐一、作業部会での様子これは基本

的には作業部会の事務局は市が担当致しますので、情報提供やなんなりはメー

ルとかで委員の皆様には作業部会の様子がわかるように事務局の方でご配慮頂

きたいと思いますのでよろしくお願い致します。 
では、○○さん何か報告とかありますか。 
 
○○委員 
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作業部会としてどういうことをやっていくかということに対して色々とご意見

頂いた所ですけども、また持ち帰ってからもこういうことが必要なんだという

事がありましたら是非事務局の方に言って頂ければと思います。皆さんの専門

性を生かしたものが提案できるといいかなと思っております。よろしくお願い

致します。 
 
会長 
では作業部会の皆さんよろしくお願い致します。ではその他と致しまして委員

の皆さん何かありますか。はい、お願い致します。 
 
○○委員 
委員の名簿を見ますと、色んな事で活躍している方がいますけど、それで色々

連携を取りたい時に最低限電話番号を共有して頂きたいと思うんですがどうで

すかね。 
 
会長 
１回、事務局を通して、もし教えてもいいよとどうのこうのというのをやって

頂くというルールでよろしいでしょうかね。事務局に一旦返した方がよろしい

かと思うんですがどうでしょうか。もし直接話を聞きたいと言っても事務局を

通した方がよろしいかと思うんですが。いかかでしょうか。 
ではそういう事でいきたいと思います。その他委員の皆様から何かありますか。 
では今後のスケジュールについて事務局よりお願いします。 
 
事務局職員 
お手元の資料 4 の３番目に今後の協議体のスケジューラーを用意させて頂いて

おりますけれども、本日 12 月 24 日、第 2 回協議体の全体会を開催させて頂い

ております。冒頭に説明致しましたけれども、来月には元気応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝをやら

せて頂きまして、うまくいけば年明けの 3 月には色々な多様なサービスの一部

が動ければなというスケジュールで動かしております。また 28 年度につきまし

ては先ほど会長からもお話がありました第１回の協議体の全体会を開ければと

いうふうに思っています。この間、本日ご提案ありました作業部会について来

月より月 1 回程度の形で作業を実施させて頂ければと思っております。また、

作業部会の報告につきましては、逐一委員の方に資料等は送付させて頂いて、

ご意見を頂くような形を練れればというふうに考えております。また、生活支

援コーディネーターの話がございましたけども、第 1 層につきましても私以外

に増やそうというので新年度に向けて準備を進めさせて頂いていることと第 2
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層につきましては、作業部会等の意見を踏まえながら各生活圏域にどのような

形で配置したらいいのかを含めてご検討が出来ればと考えています。以上でご

ざいます。 
 
会長 
はい、事務局よりありがとうございました。ではこれで本日は議論します議題

は終了しましたので、進行は事務局にお返し致します。お願いします。 
 
司会 
会長ありがとうございました。最後に市からお知らせがございます。 
 
事務局職員 
「高齢者の元気応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」についてお話させて頂きます。松戸市では市全体

が高齢者を見守っていると応援しているという風土づくりを作ってきたり、今、

高齢者の元気応援ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施しております。このキャンペーンは高齢者の介

護独自のサービスを行って頂ける企業・団体様を募集している所であります。

内容については各団体様に考えて頂くことになるんですけども、例えば、お店

にお孫さんと買い物に行くと 10％割引しますよとか地域の見守り活動をやりま

すよとかそういうことを我々としては想定している例示として出してる状態で

ございます。詳細の方はホームページとかにも載ってるのでチェックして頂け

ると幸いでございます。基本的には申請をして頂いて市から通った後はあのよ

うなポスター、ステッカー、のぼりとかを渡すような形になります。そのよう

な団体様もサービス内容だったり、企業様のお名前だったり、そういう事はも

ちろんホームページで手記されるような形になります。そのｷｬﾝﾍﾟｰﾝのキックオ

フイベントとして 1 月 20 日に「元気づくり寄席」を開催致します。これはちら

しの方が皆様のお手元にあると思いますが、先ほどｷｬﾝﾍﾟｰﾝの周知と協議体の会

長の結城先生のお話や三遊亭小遊三師匠だったりとか松戸市出身の雷門子助六

さんだったりとか元気健康づくりをやってる地域のつながりも交えながら話を

して頂く予定になっております。是非、皆様お誘いあわせの上 1 月 20 日松戸市

民会館の方で先着 1000 名ではございますけども行いますのでご来場頂ければ

と思います。ちらし５枚配布しますので近隣の方にちょっとご周知頂ければと

思っております。私からは以上となります。よろしくお願い致します。 
 
司会 
それでは作業部会に指名された方はちょっと残って頂きまして、打ち合わせを

させて頂きたいと思います。以上を持ちまして松戸市支え合う地域づくり協議

25 
 



第 2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 27年 12 月 24日(木) 午前 10時～11時 45分 松戸市役所新館 7階大会議室） 

体第２回会議を閉会致します。本日はありがとうございました。 
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