
＜平成 28 年 5 月 30 日 平成 28 年度第 1 回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体 議事録＞ 

司会 
第１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。 

本日司会を務めさせて頂きます介護制度改革課の○○と申します。どうぞよろしくお願

い致します。初めに、新しく委員になられました方の委嘱状を交付致します。 
松戸市通所介護事業所連絡協議会 ○○様。続きまして松戸市福祉用具事業所協議会 

○○様。次に交代で委員になられた方の委嘱状を交付致します。 
松戸市健康推進員協議会 ○○様。松戸市特別養護老人ホーム連絡協議会 ○○様はま

だ到着しておりませんので後程交付させて頂きます。また、東松戸警察署の○○委員も

交代致しましたが、本日欠席の為、次回改めてご紹介致します。 
それでは新しく委員になられました○○様より自己紹介をお願い致します。 

 
○○委員 
松戸市で通所介護事業所を平成 12 年からやらせて頂いておりますパールライフの○

○と申します。あと 10 年くらいグループホームをやっておりまして、松戸で介護保険

が始まってから事業を進めております。松戸市内の高齢者のまちづくりということで、

ご協力できることがあればということで参加させて頂きました。今回は通所介護事業所

連絡協議会という所の代表を務めさせて頂いております。今後ともよろしくお願い致し

ます。 
 
司会 
続きまして○○○○委員お願い致します。 

 
○○委員 
福祉用具事業所協議会を３月に立ち上げさせて頂きました、○○と申します。私たち

の福祉用具事業所協議会というのは大変若い人たちが多いです。唯一介護保険の事業所

の中では男性が多い業種だと思います。重設備の整備とか道具を通してその方の自立を

促すという事が私たちの仕事でございますので今後とも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○○○○委員お願いします。 

 
○○委員 
松戸市健康推進員の○○と申します。今年、健康推進員になりまして２年目ですが、

乳幼児のお子様の所に訪問させて頂いて色々勉強会で教わったことなどを皆様にお伝

えして、なるたけ市民の方達と関わ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。 
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司会 
ありがとうございました。それでは開会に先立ちまして事務局よりご挨拶申し上げま

す。 
 
事務局 
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。また、皆様に日頃から高齢者施策及び介護保険事業部に関しまして、ご支援ご協

力を賜り厚く御礼を申し上げる次第でございます。 
さて、この協議体につきましては、昨年４月の介護保険制度の改正に伴いまして、新た

にスタート致しました介護予防日常生活支援総合事業を推進するために様々な立場の

方に連携、ご協力頂きまして体制整備を図っていこうとするものでございます。この地

域包括ケアシステムの構築に向けまして、高齢者ができるだけ長くそして元気な状態で

安心して暮らし続けることができる仕組みづくりと、人や地域のつながりを大切にする

地域づくりを実現する為に行うものでございまして、制度の主旨に反しない限りは柔軟

な発想でより良いものを作ってまいりたいと考えているところでございます。本日の会

議では、作業部会からの検討結果の報告や、生活支援コーディネーターの動向と現状に

ついて、更に今後の活動について報告させて頂き、今後の方向性を明確にしてまいりた

いと考えているところでございますので、皆様にはご協力の程よろしくお願いしたいと

思います。以上、整いませんが挨拶にさせて頂きます。 
 
司会 
ありがとうございました。次に本日の資料を確認させて頂きます。 

本日の次第、次に資料１ 委員名簿 資料２ 座席表 資料３ 事務局名簿 資料４ 

作業部会の報告書 資料５ 松戸市地域支援事業の概要 
資料６ 生活支援コーディネーター関係に関する資料、最後に平成 27 年度第２回松戸

市高齢者を支え合う地域づくり協議体の議事録です。不足の方がおりましたら挙手をお

願い致します。続きまして、会議の成立についてご報告致します。本日は○○委員、○

○委員より欠席のご連絡を頂戴しておりまして委員 32名中 26名が出席でございますの

で本会議は成立致します。また、当会議は公開の会議となっております。議事録は市の

行政資料センターで閲覧が可能です。議事録につきましては、ご発言者の氏名は記載せ

ずに単に委員と致します。ご発言の内容は文章にした際、つながりが不明瞭となる部分

についてのみ事務局で若干手を入れ、要旨とさせて頂きますことをあらかじめご了解を

お願い致します。それではこれ以降の議事につきまして、要綱第 6 条第１項により会長

にお願い致します。 
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会長 
委員の皆様、お忙しい中お集まり頂きありがとうございます。また、作業部会の皆様

には長い間議論頂き深く感謝申し上げたいと思います。では今年度第１回の会議を始め

たいと思います。本日の傍聴希望者はございますか。１名○○さんがいらっしゃいます

が皆さんよろしいでしょうか。ではお越しいただいてお願い致します。では、まず初め

に作業部会の委員の皆様方のご尽力により今後の協議体の方向性を深めていく意味で、

ある程度議論頂いたのでその報告を○○さんにまずはお聞きしたいと思いますのでご

報告よろしくお願致します。 
 
○○委員 
作業部会の方で副会長を務めさせて頂きました○○と申します。よろしくお願いしま

す。それでは、作業部会の報告にさっそく入らせて頂きます。作業部会の概要、メンバ

ー構成ですが、様々な立場、背景を持つ方に参加していただきました。福祉関係者です

と、民生児童委員の方、介護支援協議会の方、サービス事業者の方、移動支援の事業者

や特別養護老人ホーム連絡協議会の方、ボランティア関係ではオレンジ協力員、松戸Ｎ

ＰＯ協議会、生活協同組合、公募市民の方３名の方にも参加して頂きました。今日の資

料の名簿の方にも○印がついております。メンバーの方にはあとでご意見を付けたして

頂ければ幸いです。 
作業部会の概要と致しまして、第２回の協議会が 12 月 24 日にありました。 
その後、1 月から 5 回に渡って部会を開きました。まず１回目は 1 月 18 日、その時

には自己紹介、自分たちがどういう立場でここにいるか、どんなことを期待してここに

来たかというフリーディスカッションを致しました。2 回目は、そもそも協議体で何を

目指すのかというイメージ共有、疑問に感じる事、課題に感じている事とかを出し合い、

目指すものの共有と目指すものを作り上げていく仕組みについての“アイデア”を出し

合い、実際、協議体に何を提案していくかということを具体的に決めていきました。3
回目では、協議体の目指す方向性やスローガンなどイメージの見える化というものをし

ていきました。4 月 11 日に会長を交えてディスカッションして、実はワーキングとして

は 4 回だったんですが、提案内容に関して、皆さんでもう 1 回ブラッシュアップをした

いという事でお集まり頂いて、ご尽力いただいた次第です。5 回の話し合いの中で中心

的にいつも出てきた 3 つのキーワードとしては、「人・情報・場所」というのが常に出

てきたかと思っています。それの内容に関してまた深めていきます。 
この協議体の位置づけというのが、色々な背景の方が集まったこともありまして、わ

かっている方もいらしたんですけども、何のために協議体が設置されて、何を目指して

いるのかというのがわかりづらいという事で、まずは位置づけですね。松戸市の施策の

中でどこに位置付けられているのかという所を確認しました。松戸市の地域支援事業の

中で 3 つの項目があり、介護予防日常生活支援総合事業の中で色々なサービスが提供さ

れているということと、包括的支援事業の中でそれらの色々なサービスをつなぎ合わせ

ていく、そういった事業が行われる予定だということがわかりました。我々が関わって

3 
 



＜平成 28 年 5 月 30 日 平成 28 年度第 1 回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体 議事録＞ 

いるのが生活支援体制整備事業ということなので、その中でいうと一般の方を対象にし

た色々なサービスをつなぎ合わせるようなそういったものを作り上げていくというこ

とを前提に話を進めていきました。総合事業の色々なサービスをつなぎ合わせていく所

で考え、この協議体の目指すものとして、総合事業のサービスをつなげていく、地域の

中で生かせるような仕組みを考えていくという所で、「住み慣れた地域での自助・互助

の充実を図る」と、ここに皆さんの関心や思いが集まったと思います。 
我々のこの協議体としては、元気な高齢者はより元気に、体力・気力に不安のある高

齢者が少しでも元気になるような仕組みづくり、こういうものを作っていこう、協議体

として目指していこうという所に落ち着きました。これの理念の元に今後の話し合いを

進めたという次第です。専門分野については、やはりここで補うものではなく、専門分

野については地域包括支援センターとか医療機関などにつなぐといった前提も共有し

ました。 
第 1 回目 10 月の後に委員の皆様からアンケートを頂いて、そのアンケートをまとめ

てその意見を基に検討した結果、よく出ていたのは、高齢者にわかりやすい情報提供、

口コミの場がほしい、地域が孤立化しているのでつながりを作っていきたい、地域でど

のようなことが行われているのかわからない、リタイアされてすぐの方は、地域で何が

行われているのかがまったくわからないというような状況にあるということがわかり

ました。あとは人材、せっかく社会で身に着けたスキルを生かす所がないんじゃないか

と人材埋没の問題、役割や生きがいを創出していくものが必要なんじゃないかというの

が出てきました。   
協議体で期待する主なものは、地域支援や地域ネットワークの情報の共有や発掘、人

材の育成、支え合いのまちづくり、あと既存だけではない新しい地元の会を作りたいと

いう意見、あとは共通のテーマ・キーワードで意識を統一することが必要なんじゃない

かということ、あとは実現可能な、もちろん当たり前のことですが、協議体でやること

が本当に松戸市の中で役に立つものになるということを協議体には期待しているとい

う事がわかりました。 
我々は意見を基に「人・場所・情報」について色々な意見交換をしました。そこで出

てきた意見としては、「人」に関しては意欲ある人を掘り起こしたい、定年後の男性の

活躍、これはけっこう議論の場に出てきた話でして、女性はコミュニケーションが取れ

るけど男性はなかなか難しいという話が現場の方からも出てきました。特技を生かす場

がある、役割がある、人というと若い世代もそこにいてほしいとか元気なシニアが活躍

できるような、そういった人を生かすようなというのが。あとはつながりが薄い人への

働きかけはどうしたらいいだろうかと、これもけっこう色々な意見には出てきました。 
あと「場所」ですね、地域に縛られない場所がほしい。相反するかもしれないけど、

近所で通える、気楽に入れる、この２つは相反するかもしれませんが、要するにその人

に合った、その人が選べるそういった色々なタイプの場所があるといいという事ですね。

そういった場ごとに独自性や特徴がある。あとはそこで健康状態とか安否の確認が出来

る、安否の確認は住んでいる場所でという事になるかもしれないがそういった機会があ
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る。そこの場所に行くと情報が得られるとか自分の出番がある、それは役割がある事と

重なってくると思います。  
その場所に多世代が集まる。赤ちゃんを連れたお母さんもそこには来るとかそういった

多世代交流が行われるような場所がほしいという意見が多かったです。 
「情報」に関しては、地元の情報や口コミ情報が必要。市の制度などの有効な情報が

タイムリーに入手できるという事も必要だという事もあります。あとは困った時の相談

先がすぐわかる、医療や介護関連の情報などが次々と変わる、介護制度の情報がわかる、

そういった情報を色んな場で共有できる、そういうことも必要ではないかという事が出

ました。情報の具体的な内容としては、生活支援に関わる事、あとは趣味やサークル活

動や他の居場所、色々な場所の色んな情報がわかる事、ボランティア募集、介護予防や

生活の工夫、不用品情報と本当に細かい具体的な内容が色々アイデアとして出ました。

大事にしたいことは、3 つのキーワードが出ましたけど、様々な居場所で色んな人が活

躍できること、サービス提供というのは一方的にならない、誰かが一方的に受けるだけ

ではなくてお互い様にサービスを提供し合うそれと人と情報や人と人、地域と人などを

繋ぐ場になる事、自然に支え合いや介護予防活動へ結びつくようなそういった動き、あ

と多世代交流もできる自由なみんなの居心地のよい場になる、そういったものが大きな

スローガンとして取り上げられました。それが「みんなと元気に暮らそう松戸」この言

葉でちょっと集約しました。この 3 つのスローガンが出ました。「元気がわく居場所づ

くり」これは多様な居場所。「元気にする人づくり」これは繋げる人だったり繋がる人

だったり、あとは「元気になる情報共有」居場所で情報収集ができるという事です。こ

の 3 つの要素で、「みんなと元気に暮らそう松戸」というのをスローガンとして掲げま

した。具体的に、地域でどんな動きになるのかというのを次からイメージとして出しま

した。我々のアイデアの中では、小学校区にいくつかという話が出ましたけどそれはち

ょっと理想なのかもしれません。その中で手芸教室だったり、パソコン教室とかこれは

例になりますが、いろんな特徴のある居場所がそこにあって、それらが個々にバラバラ

にあるのではなく、そこもつながっていて、ここでの先生がこっちもやったりとか人が

いくつも行きかうようなそんな居場所のネットワークが地域の中で出来るようになる

といいよねという話が出ました。それとそこが既にある地域ネットワークや福祉の関連、

専門機関とかあります。そういう所とうまく連携を取っていってここで解決出来ないこ

とは、こういう所と相談し合うとかするというのがいいのではないかという所が出まし

た。これをふかん的に見た感じだとこういったイメージ図になります。地域の中で居場

所同士もつながりがあり、情報が共有し合っていて居場所のネットワークが出来ている。

ここに支え合いの仕組みとか生活支援の仕組みとかがここにも入るっていうことが

我々としてはいいよねということで出ています。それと既存の地域ネットワークの福祉

系・専門機関というのもこの生活支援コーディネーターというものがつなげていく。こ

のような仕組みが地域で出来ると元気高齢者が益々元気に、弱っている人も元気にして

いくというようなみんなで元気な高齢者になる、そういった仕組みづくりが出来るので

はないかという所で集約されました。今後に向けて、このようなイメージを頭に置きな
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がらこれは課題になりますが、地域社会では地域のケア、高齢者の孤立化、あと法的制

度の方では対象者が増加して人材も不足しているというそういった課題の中で地域を

構成する様々な人達と共に自助・互助の仕組みを作っていく、それが協議体の目指す所

ではないかという所で考えております。 
今後に向けてなんですが、今日はこちらの提案内容の共有と意見交換、今後の進行確

認という所を行いまして 10 月くらいに仕組みづくりのアイデアを集めるようなワーク

ショップ的な、もっと平場で話し合えるようなそんな事をすればいいのではという意見

が出ました。2 月くらいにまとめと次年度の提案とこのような流れで、これは作業部会

からの提案という事になります。10 月では精神治療を学んだりとか地域住民や既存のネ

ットワークの方々とも参画も図ったりとか一般市民も入ってワークショップを行うと

いうのが今さっき出した人や場所、情報などについて具体的に地域でどのように仕組み

づくりをしていくかという所のアイデア出しをここで行って、まとめていって次年度に

つなげる。そんなふうに考えて提案したいと思います。 
皆さんから、情報・人について具体的なイメージを教えて頂けたらと思います。所属

団体、あるいは個人としてどんなことが出来るかそんなことが本日の場で意見交換でき

ればと思います。どうもありがとうございました。作業部会のメンバーの中で付けたし

てお願いしたいのですが、○○委員お願いします。 
 
○○委員 
介護家族の代表として来ました市民公募の○○と申します。今回作業部会に参加させ

て頂いて、色んな情報が松戸市の中にあるという事もよくわかりましたし、色んな団体

が活躍されていることもよくわかりましたが、正直言うと介護を受けている方からする

と、そういった最低限の市からの情報とかはくるがそれ以上の周りとつながるという情

報はどうしても自分から取りにいかないとこないといった所があって、この 1 年間介護

の場にあってもそういった事はあまり聞かなかった。逆にこういう所に来て自分でやっ

てみると自分に圧し掛かる時、必死になって探すといったような状況でした。今発表し

た中で、今後具体的な仕組みづくりを進めていく為の 3 つのキーワードの中で、その 3
つをつなげて推進していく人なり、あるいはグループなりがいないとなかなか難しいだ

ろうと思っていまして、次の 1 年間で推進できるような人ですとか、各団体からの色ん

なアイデアがあればもっと先に進めるなと思いますし、協力していきたいと思います。 
 
○○委員 
どうもありがとうございます。○○○○委員、一言お願いします。 

 
 
○○委員 
作業部会に参加させて頂きました、松戸市民児協から出ております○○と申します。

何回かの交流の中で、元気な高齢者をどのように参画して頂けるかと地域の中でどんな
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ふうにしていただけるかというのがとても重要だという事で人という所、それから場所

は皆さんが共有できる場所がいかに必要かという事が何回もの会議の中でひしひしと

感じるものが作業部会でありました。情報については別に役所から出ているものがダメ

という事ではなく、それがみんなに浸透しているかという点でたくさんの情報を得る場

所があればそれを活用できる人達が増えて元気な高齢者も増えるという所で、こういう

3 つの項目を挙げさせて頂いたというふうに思っております。色々な既存のものがたく

さんあるけど、それよりもまして高齢者が元気にお過ごしできるような形というのが協

議体のあるべき方向性なのかなという所で皆さんと向かいの方の話し合いに参加させ

て頂きました。 
 
○○委員 
どうもありがとうございます。特に○○さんが「みんなと元気に暮らそう松戸」のス

ローガンの時には“みんなで”と最初はでていたものを「いや、やっぱりここはみんな

と対等な立場で手をつないでやっていくということが必要なんじゃないか」ということ

でここにこだわっていらっしゃったので、ご意見頂いてありがとうございました。それ

では作業部会の報告は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。 
 

会長 
ありがとうございました。非常に時間を重ねて議論して頂いてある程度今後の方向性

の示唆となるようなものを作って頂いて感謝申し上げます。ではこの作業部会の作業を

踏まえて、事務局側の考えを引き続きお願い致します。 
 
事務局 
介護制度改革課の○○です。お手元の資料 5 に基づいて現状についてご説明申し上げ

ます。まず 1 ページですが、先ほど○○委員からもありましたけども松戸市の現在やら

れているサービスがなかなかわかりにくいというお話があったので今、一覧にさせて頂

いているのが 1 ページ目、大きくは介護予防日常生活支援総合事業いわゆる総合事業と

いうものが 2 つの項目から出てきていまして、介護予防生活支援サービス事業、もう一

つは一般介護予防事業ということからなっています。まず、介護予防生活支援サービス

事業ですけども、これは色々なサービスがありまして松戸市としても順次取り組んでい

るところであります。しかしながら、通所型サービスの緩和Ａ、住民主体Ｂというのが

検討中になっていますけども、まだ手がついてないものも実際上あるというような状況

です。一方、一般介護予防事業ですけども、この一般介護予防事業につきましては、65
歳以上のすべての高齢者向けのサービスを今やろうとしています。特に重点的にやって

おりますのは、民児協の協力を得ながら介護予防対象者の把握。孤立したり衰弱するよ

うな高齢者の方々を出来るだけ早く発見していきたいという事で 2 月にアンケート票を

送付しまして、この 5 月より民児協による未回答者の訪問をやって頂くとか、また、昨

年度来やっております元気応援キャンペーン、地域介護予防活動支援事業等々、色々な
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ものを始めてきている所です。また、下にいきまして 2 つ目、包括的支援事業、この総

合事業を機能強化する為にポイントを絞りまして 4 点ほど強化するような事業がありま

して、地域包括支援センターの運営、在宅医療介護連携の推進、認知症施策、それから

この生活支援体制整備という事でこの協議体というものがございます。また 3 つ目と致

しまして任意事業、この中で 3 点ほどあげていますけど、給付の適正化事業、家族介護

支援事業、その他の事業多々やっている所でございますけども、○○委員指摘の通り、

まだこの辺がうまく周知できてない部分もあるかと思います。松戸市と致しましては、

今回の総合事業という制度改正は、地域の特性に応じて実施していいことになっており

ますのでさらなる充実が必要だと考えております。全体的に捉えますと需要を逓減させ

ていかなくてはいけないだろうと思っています。また、作業部会から提案があったよう

に自助・互助の推進をするというのは同じような意見でございますし、介護予防による

元気な高齢者を増加していくことによりまして需要が逓減できるだろうと一つは思っ

ています。また二つ目と致しまして、供給の質量の確保をしていかなければいけないと

考えています。専門職・介護人材も不足している状況ですけども、これから対象者が増

えていきますので、質を上げていかなければいけない部分と介護人材不足を補うために

提供者も確保していかなければいけないというふうに考えています。この中には高齢者

の方々も含めて考えていく必要性があるのかなというふうに考えております。2 ページ

目に移りまして、地域包括ケアシステムを構築していく為にという事で介護保険法 1 条

に理念がありまして 4 条で国民の努力義務がございます。さらに 5 条におきまして保険

者地方公共団体の責務がありまして、理念を実現していく為には国民の努力義務、もし

くは保険者の義務もありますけどもこの中には事業者、ケアマネ、地域の方々と共々一

緒にこの理念の実現に向けて、順番に土台づくり、地域づくり、仕組みづくりをしてい

くことが地域包括ケアシステムにつながっていくのだろうと考えております。3 ページ

目に移りまして、作業部会の報告の中で「人・場所・情報」というお話がありましたけ

ども先ほど申し上げた通り、土台づくり、地域づくり、仕組みづくりこの中に「人・場

所・情報」が包含されるものだと認識しております。特段うちの方で今やっている施策

の中では、このようなものが対応するかなということで、一つはお手元の資料に「わた

しのいきいきライフ」という生駒市の資料がありますけど、これは元気な高齢者の方々、

９０歳以上の方々だと思いますけども、地域の中から選んでどのように元気を維持する

ための事をやっているかという案内を指しているそうです。ここに載るためにやっぱり

高齢者の方々は頑張るそうです。ここに載れることがスティタスみたいなことになって

くるという一つのサンプルでございます。 
もう一つ、長浜市の毎日出掛ける「でいでーる」というのがありますけど、これは長

浜市で大学と提携しながらやっていますが、地域の居場所の情報がこの中に載っていま

す。最後のページのスタンプラリーというのが載っていますが、スタンプで何か商品を

もらうというようなものもやっているそうです。すべてこの団体ごとに色んな協賛で品

物を提出して頂いていると聞いておりますけども、小さな居場所、どんな大きなスペー

スというよりも、お店の一角とかそういうもので高齢者の方々が立ち寄れるような場所
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をこのように地域ごとに作っているというふうに聞いております。本日、論点の整理と

いう事で、私の方から作業部会の報告を受けまして、元気な高齢者がたたえられたり、

地域で活躍できる可能性を持ってる・ない人とか地域の人との関係性、場所とか情報に

ついて、このような意見をお伺いできれば私どもで行政としても対応できる部分につい

ては対応させて頂ければと思っています。以上でございます。 
 
会長 
ありがとうございました。作業部会のまとめを受けて、行政、事務局側としても人と

場所と情報という 3 つのカテゴリーを基に、今後協議体で議論を踏まえてある程度の方

向性というか、具体的な形にしていくということの提案でございます。そして、作業部

会で日程の今後に向けてという事もありまして、10 月頃にある程度具体的な仕組みづく

りのアイデアなどを集めて具体策として 2 月ぐらいには行政も含めてまとめて、そして

具体的な姿にしていくということがございます。では、作業部会と行政側の提案なり、

問題定義の整理を踏まえて、委員の方は、どういうビジョンと今後協議体で方向性を示

していきたいかということを踏まえながら、あと質問も含めて活発な議論をお願いした

いと思います。どなたからでも構いませんがいかがでしょうか。作業部会に参加した方

でも構いませんのでお願いできればと思います。なお、この 3 つのカテゴリーをある程

度軸にしながら、今後方向性を進めていくということもいいか悪いかこの場である程度

確認できるか、できないか、ということもしていきたいと思います。 
どなたかいらっしゃいますでしょうか。なかなかいらっしゃらないので、順番に話して

頂きます。その前に遅れて来た○○委員より自己紹介お願いします。 
 
○○委員 
遅れて来て申し訳ございません。今年度より地域づくり協議体の委員を仰せつかりま

した。松戸市特別養護老人ホーム連絡協議会からきました○○と申します。前任の○○

に代わりまして務めさせて頂きますので、よろしくお願いします。 
 
会長 
ありがとうございます。ではいかがでしょうか。○○委員からお願いします。 

 
○○委員 
作業部会に参加させて頂いて、まとめる作業もさせて頂きました。○○委員から発表

して頂いたようにこのような形にまとめました。まとめる為に 4 回ディスカッションし

ましたし、まずは、皆さん何をこれまでやっていらしたか、どういう団体から参加した

か、から始まってよく分かり合った上で、ここまできましたので、このまとめたことに

関して、作業部会に対して、質問して頂く、ここはわからないとか、そういうことして

頂いた上で進まないと、せっかく時間掛けて話をしたのになかなか進まないと思います

ので、質問して頂くと作業部会のみんなは答えることができると思いますので、どしど
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し質問して頂けたらと思います。 
 
○○委員 
私も作業部会の方に参加させて頂きましたが、私自身が協議体の委員に選ばれた時、

当初「何をどんなふうにするんだろう」と考えていたのが最初にありまして、話し合い

させて頂いて、なんとなくこの会の方向性が見えてきて、副会長のパワーポイントによ

く収まっていると思っている所です。全体会の時間を全体で話してもなかなか核心に触

れることは少ないのかなと思うので、勉強会でわかっている○○委員と話させて頂いた

んですが、小さな作業部会があるということで自分たちの理解が深める勉強会があった

方が良かったのかなというふうに思いました。 
 
○○委員 
社会福祉協議会の○○です。今日の作業部会の報告を聞きまして、社協は 15 の地区

社協をもっていて地域に密着した方々の協力によって、居場所づくりであったり、様々

な情報を提供してまいりました。その裏付けとなるのは、社会福祉協議会が社会福祉法

に位置付けられた地域福祉の推進をする団体であるという所からもう何十年も前から

取り組んできた所ですが、正直言って今回の作業部会の報告を聞きましてリンクする所

が非常に多い。そういうのを考えますと、社会福祉協議会のこれまで積んできたものの

中に反省すべき点が多々あるのかと複雑な思いで今日の報告を聞かせて頂きました。15
の地区社会福祉協議会でもまさにこの整理すべきキーワードと言いますか、「人・場所・

情報」ということでやってきていますので、今後そこにどういうふうな新しい考え方を

取り入れて進めていったらいいのかという事が協議出来たらいいのかなと思います。先

ほど、○○委員等々からも情報ということでご発言があるかと思うんですが、実は社会

福祉協議会も社協だよりやホームページ等々で情報発信させて頂いているんですが、な

かなか情報を発信する側と受けとる側の波長というのが一致しなければ情報というの

は相手に伝わらない、伝わりにくいということを感じています。報告を聞いてからの感

想というのは、まさに社協自体の事業の在り方について反省をしたとそういう所でござ

います。あともう一つ、作業部会に是非、検討して頂きたいのが、3 つのキーワードの

中に、住民の困りごとがあってというか、そういうニュアンスのものもあってもいいの

かなというのが若干気になるところ点でございます。よろしくお願いします。 
 
○○委員 
ご意見ありがとうございます。既存の組織というのは、最初固有名詞も入っていた時

もあったのですが、あえて入れなかったというのが今回の話し合いの前提であります。 

社会福祉協議会さんは密に地域に根差したことをして、そことの連携という所で考えて

います。居場所とかそういうものに関しては、すでにある社協さんのサロンもその一つ

と考えています。社協さんのサロンも入り、その他の自発的なご自宅だけのサロンも入

り、そんな色々なサロンが小学校区域、中学校区域でいくつもある、通える所にあると
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いうのが豊かな社会として松戸の地区ごとに色々出来ればいいなとそういった話で作

業部会の方では思っています。 
敬意を表して、話し合いが進められていたかと思います。あと、住民の困りごとに関

しては、特に最初はなかったんですけど、やはり困りごと解決も出ました。その地域の

居場所のネットワークの中で支え合いの生活支援の仕組みもそこに入れられたらいい

なとアイデアですね。実をいうと、この提案は素材ですので、あとは委員の皆さん、色々

な立場でのご意見を言って頂ければいいのかなと思っております。 
 
○○委員 
はつらつクラブ連合会会長の○○です。私たちは一番これに近い会でございまして昨

日、松戸市の中で 10 ケ所に分かれまして今のような「人・場所・情報」のまとめです

ね、これはほんとうに素晴らしいまとめだと思います。昨日 62 名の方に１ヶ所に集ま

って頂きまして、居心地が良いという事とここに来て良かったと言って頂けるような集

まりをこれから「10 ヶ所でも」ということで話し合いしましたけども、特に男性の方が

なかなか参加しにくいだろうということで、何かその方が活動して皆さんの役に立つよ

うな事を発信できるようにして頂くと来てくれるんじゃないだろうかという事です。 
熊本の地震がありましたが、一人暮らしの高齢者の掘り起しというのは、私たちはつ

らつクラブが一番掘り起しやすいということ、民生委員でも地元のボランティアの方が

行ってもなかなかドアを開けてくれない。同じ高齢者の老人クラブの皆さんがお声を掛

けると出てきて下さる。そして、そこの場所にも行きやすいという声を出して下さった、

という事がとてもうれしいです。昨日の集まりの中で一番感じたことは、「行って良か

った」、「何かを得て帰れるというのが一番嬉しい」という事です。認知症が始まってい

る方でも、何か手作業をすることによってその仲間と良かったと言って帰れると、その

家族の方も「お母さんが『今日は良かった』と言ってくれて良かった」という結果が出

るそうです。それで、先日熊本の地震がありました時に、どんな高齢者でも自分の手元

に簡単に持てる「こういうもの」を持っていったら、いざという時は安心ですよという

ような情報を私が発信しました。それがこないだの、松戸の震度４の地震につながった

時、集まって下さった方が「あの時に聞いといて良かった。ほんとうにプラスになりま

した」と昨日の 60 名の中の 10 名程の方から良かったという意見を頂きました。そうい

うふうにただ行って帰るのではなく、行った時に何か得て帰れる、そして良かったと思

う事がまた行こうという会につながる。そして行きやすい場所であること、それから行

った時に、○○委員からも話があったんですが、ちょっと相談したい事がある、その時

にちょっと耳を傾けてくれる人がいるという事、それがすごく嬉しいという事ですね。 
それから特に今、松戸市は大きなマンション・ビルが出来ておりまして、田舎の方か

らお母さんを引き取るという所がけっこうでております。そしてお母さんがご一緒に住

んでいる時に、昼間働きに出てしまうとお母さん一人になりますからその時にお母さん

も一緒にお誘い出来るような、そして田舎から出てきて心配がない良かったと言って頂

けるような場所づくりをしようという事で、昨日話し合いまして、非常にいい意見、プ
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ラスの意見が出ました。それには近い場所、行きやすい場所という事で、私たちは自治

会・民生委員・ボランティア、社協の皆さんと力を借りて一緒に話し合いを進めて行こ

うと思っております。昨日の会合、本日につながるような非常にいい会合でして、今日

のこの時点の整理、素晴らしいと思いました。どうもありがとうございました。 
 
○○委員 
市政協力委員が地域代表者制度に変わって始まったわけですけども、特にこの 3 つの

カテゴリーの中の人の問題に関しては、社協の数と同じ 15 地区に投げかけてみて、い

わゆる見守りという事からさらにその上の一歩進んだ方法というのを投げかけてみた

いというふうに感じました。 
 
○○委員 
今回この資料を見せて頂きまして作業部会の方、お忙しい中すごく簡潔にまとめて頂

きましてほんとにありがとうございました。食生活改善推進○○委員の代表として座ら

せて頂いていますが、まず何が出来るかなと思った所、今私たちの活動として高齢者と

関わっているのが、年 2 回のシニアの料理講習のお手伝いだけしかやってないなという

ふうに考えますと、やっぱりこれからは受け手だけではいけないじゃないか、健康推進

課の方の関わり、食生活改善推進員を終わられた方のボランティアさんがたくさんいら

っしゃりますので、人の一部としてお声かけをして頂ければ何か食に関してのお手伝い

が出来るんじゃないかと感じております。情報としても私がここに参加させてもらうよ

うになってから、社協だよりを隅から隅まで読むようになりまして、お声かけをして頂

ければ、お手伝いできればということは考える事ができました。 
 
○○委員 
私は健康推進員として 4 年目ですけども、毎月 9 ヶ月から 10 ヶ月のお子様のお宅に

訪問して、勉強会でお聞きしたことをご説明させて頂いてるんですけど、健康推進員が

受け入れられないというか、訪問していて不審者じゃないですけど、なかなか受け入れ

がたいというお母様方も正直いらっしゃいます。今、訪問して来ていただいて良かった、

実はそういう情報が知りたかったです。聞きたいけど実際どこに行って誰に聞いたらと

いうのがお母様方の悩みの種みたいな感じでした。このようないい資料を渡された時に、

こういうふうに出てこられるお年寄り達が実際に誰に聞いたらいいのだろうどうした

らいいのだろうと、こういう介護の援助を受けたいのだけどどうしたらいいのだろうと、

情報というのはどこから取ったらいいのだろうと、ご老人にしても乳幼児にしてもどこ

にいったらいいのだろうと、私も初めて推進員になって、そんなことやっているんだと

いうのが正直な話です。もっと具体的にわかりやすくなるとありがたいなというのが正

直な感想です。 
 
○○委員 
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県の理学療法士会の○○です。よろしくお願いします。この作業部会の皆様の報告を

聞かせて頂いて、「ほんとうにその通り」というか、すごくうなずきながら聞かせて頂

きました。それで一つは情報、もう一つは職能としてお話出来る事として２つ整理した

いと思います。情報の事について、これは私の今までの仕事をしてきた中での感想です

が、私はもともと松戸ではなくて別の所で行政職をやっていて、今は県の組織にいるん

ですが、情報を大きいエリアでまとめて出すとやっぱり非常に厳しいのが現状なので、

そこの松戸市なら松戸市の日常生活圏域の中ではそれ特有の何か情報の出し方とか情

報の伝わり方というのがあると思うので、そこをベースに考えていくと情報が伝わりや

すいかもしれないなとして思いました。と申しますのは、大きくなれば大きくなるほど

万遍なく情報を出そうとしてしまう。例えば、私は今、県のリハセンターにいるんです

が、県のリハセンターで県全体の情報なんて、まあ通り一遍というか大きすぎて、逆に

細かくすると相手には伝わりにくくなってしまうので、情報はやっぱり小さいエリアの

中で使える情報と、市全体としての情報と分けた考え方をしないとたぶんうまく伝わら

ないかと思います。あと、もう一つ職能、行政の説明の中の資料５で、一般介護予防事

業の所の地域リハビリテーション活動支援事業で●未実施（セラピストと在り方を検討

中）、私も実は松戸の役所の方、事務局を始め市の PT とか理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士の方と色々打ち合わせするときに同席させて頂いて、議論させて頂いておりま

す。 
今日、作業部会の報告を聞いて、一つ感じたのは、専門職としての意識改革をもっと

しないといけないというのを非常に感じました。特に、実際はここで専門職として使え

るだろうなというのは、作業部会の資料４．『この協議体のめざすもの』の「元気な高

齢者をより元気に！体力気力に不安がある高齢者は、少しでも元気になるような仕組み

づくり」という所に、私たちはお手伝いできるんじゃないかなと、特に専門分野につい

ては…と下に書いてありますけども、実際の所すごく元気な方、要介護でなかなか出ら

れない方とか例えば介護保険でいくと要支援・要介護 1・2 ぐらいの方というのは意外

とちょっとひと工夫すると出られたりとか、体力が上がったりという可能性を秘めてる

方が多いので、ここの橋渡しをリハの専門職として出来るかなとお聞きしながら感じま

した。そのためには、「人と場所」とここを作るということにお手伝い出来たらと思っ

た次第です。ただ、ここの非常に難しい所がございまして、医療保険とか介護保険の中

でのいわゆる介護とか医療の専門職としてのサービス提供として入るというと、これが

また難しい部分もあるので、その職能を生かして地域の中でどう活動していくか、専門

職だからお金取ってやるというだけではなくて、専門職の職能を利用して地域活動を一

緒に何か考えていけるという仕組みづくりを専門職の中でももっと考えていくという

ことをやればこの協議体の活動にお手伝いできるのかなと考えた所でございます。まと

まりがないですけど、非常にここの部分は今私どもが注目しているので、一緒にやらし

て頂く機会があればお願いします。 
 
○○委員 
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薬剤師の○○と申します。薬剤師ですから普段薬局にいるわけですけど、薬局はコン

ビニより数が多いと言われている場所でございます。専門としては、医療職として薬を

提供しているわけですけど、今回作業部会の報告を受けて「人・場所・情報」と３つに

まとめて頂いておりましたので非常に考えやすかったのですが、場所としての薬局には

必ず薬剤師がおります。薬の情報はそこに常にあふれているのは当たり前のことですけ

ど、ここで既存の地域ネットワークや福祉関係団体だけではなくて、居場所ネットワー

ク、支え合いの仕組みをつくるのだとイメージ図を見たときに、薬局の中に居場所を提

供してくれる場所の情報を置いて説明すればいいのだろうと、そんなことが薬局ででき

るのかなというふうに感じました。カラオケが出来る所があるという情報も置いてもい

いのかなと思いました。今、地域包括ケアシステムの中でどんどん「かかりつけ薬剤師」

という言葉を使うようになったんですけど、「かかりつけ」というのは、その支援が必

要な薬局に来て頂く患者さんがいらっしゃるわけですから、そんなに大きな生活支援が

必要な方ばっかりではないですが、生活全体を含めて支援が絶対必要なんだと非常に感

じている所でございますので、薬剤師会としてもこういった協力はさせて頂きたいこと

だなと思いました。作業部会のまとめて頂いた労力に感謝して検討させて頂きます。あ

りがとうございます。 
 
○○委員 
歯科医師会の○○です。究極の協議体というのは、生活支援体制の整備事業を行って

いるのが協議体というのですが、「人・場所・情報」と意見が出ていましたが、作業部

会の議事録を見ますと細かいかもしれませんが、ゴミ出しとか通院とか外出とかそうい

った具体的なことを考えたんですが、これ市民は、協議体が何なのかわからないかもし

れませんけど、ゴミ出しとか通院とか外出の手助けをうまく調整してくれる協議体だと

いうのがわかってくればいいと思います。そこは作っていくと思いますが、前回、1 月

20 日頃の高齢者の元気応援キャンペーンで、色々な企業を募集して行ったと思いますが、

これから一歩進めるのでしょうかということと、一応、健康福祉部の方でも「健康マイ

レージ」というのが、5 月 22 日に小金原の体育館で市長も来て、ラジオ体操をやって、

７月 1 日から始まることになっている。そこら辺とうまく協力してもうちょっと情報を

発信していくとわかりやすくなるかと思いましたがいかがでしょうか。 
 
○○委員 
医師会の○○です。この協議体が支え合う地域づくりという事で、先ほどから検討し

て頂いて、「人・場所・情報」というのが大切だというまとめありがとうございました。 
実際に人と人のつながりが地域の中で希薄になるという改めてそういう強化をして

いくことが、自助・互助の強化につながるのではないかという期待が込められてスター

トしてここまできているのだろうと思います。それのキーワードとして主に 2 点申し上

げたいと思います。 
キーワードとして、子どもにアプローチするのがすごくポイントになるのではないか
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と思いまして、一つは松戸市医師会としてやっていることとしまして、平成 27 年度か

ら「まちっこプロジェクト」という活動に取り組んでいます。それは市内の小中学校に

医師会の医師が健康に関するテーマについて出前講座を行うという事業を行っていま

す。これは順調に進んでおりまして、このまま継続的に展開していく。昨年市内の中学

校で 3 校実施させて頂きました。今年は市内の小中学校合わせて 10 校程度で行いたい

と思っています。さまざまな専門職の団体の方に協力を頂きたい。それからもう一つは

医師会と関係ないですけども、最近報道等でもよく目にするようになりました「子ども

食堂」というのが全国に急速に広がっていると伺っております。これは人と人のつなが

り、居場所ということが繰り返し、このまとめの中で大きな切り札というか見解するに

あたって誰しも関心の持つことができるであろう一般家庭のお子さんであったりとか

「かぎっこ」というようなお子さんがいらっしゃるわけで、そういう方々がお年寄りと

一緒にお食事を共にするということが市内で助成できるようになると、それこそが人と

人のつながりだと、良かったと思える場所であったりそういうことが期待できるのでは

ないかと思いますのでまさにこの協議体のテーマに関連するのではないかと思いまし

た。 
 
○○委員 
介護事業所から参りました○○でございます。作業部会の方、わかりやすくありがと

うございました。今、サービスを提供しています私達の所で、異変というかちょっと変

わりが見えてきているのは、もちろんあと 10 年ぐらい先は、日本は世界で一番の超高

齢者社会になるというのは、医師会の先生方の情報提供でわかっている事なんですけど

も、介護事業所としては重度の方を在宅でどう支えるかが大きなテーマになるわけです

けど、元気な高齢者の方々に対してという時に、隣にデイサービスの会長さんがいらっ

しゃりますけど、最近デイサービスで日曜日をお休みする所が増えてきたんですね。こ

れは人材が確保できない。そうすると日曜日にデイに行けないお年寄りは、ヘルパーを

依頼してきます。ヘルパーでも日曜日に働く人は限られている。みんなが働けるように

なったので、保育所に預けて働く若いお母さん方も松戸はたくさん増えてきました。 
だけど保育所は、日曜日はお休みです。お母さんももちろんお休み。デイにいらっし

ゃるスタッフというのはコンプライアンスがありますから、何に対して何人、看護師が

いて、相談員がいて、ということをきちんとやらないといけない。日曜日だけサービス

を提供しないヘルパーステーションも増えてきています。だから元気ではないお年寄り

にもちょっとしわ寄せがきている時に、4 月から地域密着型デイサービスに展開した事

業所がたくさんあります。 
そこでもし日曜日がお休みとしたならば、まさしく地域密着ですから、場所だけ地域

に提供する事というのは行政の範疇でできないものかと。そこにスタッフの方が来なか

ったとしても誰かがサポートする方がいらっしゃったらそこは一つのたまり場ができ

るのかなと。松戸をぷらぷらと歩く時にあちこちに場所づくりが出来ているかと気を付

けて見ていますが、非常に地域差があります。例えば松戸駅周辺にはまったくそういう
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場所らしいものがまったく見えない。やはり場所の確保が厳しい所なのかなと感じてい

ますけど、後で情報頂きたいと思います。そういう意味ではデイサービスの活用も一つ

の方法ではないかと。それから包括ケア会議で出ました時に、例えば馬橋包括の隣には、

元気なシニアの人が自分の自動車を提供してドライバーとしての資格を高齢者の為に

提供できないかというアンケートを取られたんですけど、やっぱり自分の車を提供して

時間とスキルと車まで提供するのはリスクが大きいのではとアンケートに答えながら

思ったんですね。そういったって八ヶ崎は坂だらけですから、誰かが助けてくれないと

とても歩いて外出できる場所ではないという所がありますけども、そこで行政のタイア

ップで、どこに行っても走っているのがわかるような車を、シニアの方々がドライバー

として活用して皆さんの活動を支えていくとか、そういう所まで広がればもっともっと

家から外にお年寄りが出られるのかなと、お話を聞きながら思いました。 
それと、人の所で、手芸とか物づくりとかお料理とかあるいはカラオケとか囲碁とか

本当に得意にしている方々がいると思うのでそういう人達がこの指とまれすれば、そこ

に行きたい方がいらっしゃるのかなと。その時に、自営の方もいらっしゃりますけども、

空いている農地で、みんなで作ることは出来ないのかなとか、色んな夢・想いは広がっ

ていきますが、とにかく場所がない。場所はどうやって借りればいいの？行政はどこま

でサポートしてくれるの？と思いながら、ワクワクしながらお話聞きながらこれから具

体的にどういうふうに進むのかなという所で興味と不安と思いながら聞きました。 
先ほど○○委員がおっしゃった PT の先生方のサポートしてくださることはたくさん

あると思いますが、今「人・場所・情報」で留まっていますけど、そこでまったく資格

のない方でもたくさん高齢者と関わってくれば認知症に対する関わり方とか、あるいは

同じ運動でもこの人にとってはこういう運動がすごく大事ではないかとかそういった

きちんとした情報を教えて頂けたら、「はい背中を伸ばして」「はい足を伸ばして」とお

手伝いができるのかなと先の方まで広がりながらお聞きしておりました。 
○○委員 
通所介護事業所の○○と申します。通所の方で何ができるかなという事で考えてみま

したが、市内に 160 ヶ所くらいの通所介護事業所がございます。今年の 4 月から地域密

着型という事で小規模の通所介護事業所は地域に根ざした事業が展開されるようにな

ってきました。という所で、やはり居場所づくりという所でのご協力というのも少しず

つ出来るのかなという所なんですけども、まとめて頂いた 3 つの要点から一つずつご協

力出来る事を考えさせて頂きまして、もともと人材不足の介護業界なんですが、高齢者

の方とか元気な方達にご協力いただけるのであれば、そこで、人材育成などの場所の提

供をしながら、居場所づくりの心地良い場所を作りながら営業している所もありますの

で、場所の提供も出来るし、情報発信としても地域密着であれば地域の方達に情報が発

信できるのではないかという所で少し考えておりました。そこで今後のアイデアとか進

めていく中では、やはりそこで暮らされている高齢の方達のご意見をもっと聞かなけれ

ばいけないのかなという所と松戸らしい特徴を踏まえた中で発展させていかないとい

けないのかという所で、そこを基に次のことを考えていきたいと思いました。 
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○○委員 
福祉用具の○○と申します。私は「人」の所が気になりまして、よくいる人というの

はいらっしゃって、それをどういうふうにマッチングしていくのかがまず一つあります。

「やること、出来る事」を明確にしていくというのがすごく大事だと思います。 
受入れ団体のこういうことをする人がほしいと明確にするというのが人を活かす、人

を掘り起こすということになるかと思います。若い世代の参画ということについては、

やはり小中学校のうちからこういう困った方がそばにいたら声を掛けてあげられる、と

いうような子達を育てるというのは大事だと思います。小さい子は教えてあげないとわ

からないですから、そういう教える機会を作ってあげるのもいいかなと思いました。 
私達、福祉用具の事業所としては、せっかく事業協議体が出来ましたので、今年は一

般市民の方たちに向けて、福祉用具の情報発信という事で展示会を一つ企画しておりま

すので、またご案内をさせて頂けたらと思います。 
 
○○委員 
介護ボランティアの○○と申します。これだけ多くの資料とか情報を頂きまして、あ

りがたいのですが、頭の中はパニクッています。何をどういうふうに話したらいいのか、

ぜんぜんまとまっていません。家に持ち帰って整理してまた発表したいと思います。た

だちょっと疑問になりましたのは、「みんなと元気に暮らそう松戸」と書いてあります

が、「みんなと」というのは市民全体ということでしょうか、高齢者だけに限るという

ことなんでしょうか。1 月の元気応援キャンペーンは満員で、男性も女性もいっぱいで

私も行きました。やっぱり笑いはいいと思いますね。楽しいことはいいですね。そうい

うことを基本にもっていったらいいのかとちらっと考えました。すみませんこれだけで

す。 
 
会長 
○○さん、「みんなと」というのは？ 

 
○○委員 
もちろん市民全体です。 

 
○○委員 
オレンジ協力員の○○と申します。私も作業部会に参加させて頂きましたけども、私

もうちの方の町会から何回も早くサロンを作ろうと言われているんですけども、場所が

決まらないのでみなさんで話し合って、ある程度場所を決めてからと考えています。や

はり連合の前の会長からも、そういうサロンを作ってから福社部の仕事を辞めた方がい

いと言われてますので、なるべくそういうことで地域の皆さんとお年寄りがいつでも来

られる場所づくりというのを考えていきたいと思います。うちの連合として運動会を毎
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年行っています。今年は 6 月 5 日で、やはりそういう時に皆さんに参加して下さいと声

を掛けると、若い人も集まって来てくれますし、お年寄りでも快く参加しますとおっし

ゃって下さいますので、1000 人くらい参加になると私達も大変ですが、できるだけそう

いう事を出来ればいいなと思っています。よろしくお願いします。 
 
○○委員 
ＪＡ東葛中央の○○です。作業部会の方が出して頂いた資料を見させて頂きましたが、

農協としましては、「農作業を通じてコミュニティ」を築いて、それを拡げていくとい

うことなのかなと思っていました。農作業というのは、みんなでやれば適度な運動にな

って健康にもつながります。また、出来た作物を調理して、みんなで食べればそこから

輪が広がっていくのかなと思って、そういう事が高齢者の支え合う地域づくりに共通し

て出来るかなと聞いておりました。 
ただ、何分自分の仕事の方がみなさんのように医療、福祉、地域の活動とは違うので理

念と概念は大変よくわかりますが、具体的に自分たちが何ができるのかはわからないの

で、モデル地区、モデル事業とかわかりやすく自分らにもわかるような感じの方向で進

めて頂ければ、もうちょっと自分が何を出来るかがわかってくるのかなと思いますので、

よろしくお願い致します。 
 
○○委員 
松戸市スポーツ推進委員の○○でございます。今、○○委員の方から協議体の中で、

なるべく専門的な言葉とか専門的な状況で検討されていると、私達スポーツ推進員には

なかなか難しい言葉が出てくる状況があります。「人・場所・情報」という事で、地域

スポーツをスポーツ推進委員としては最重要視をしていまして、地域密着型を目指して

おります。たまたま昨日、スポーツ推進員の総会がございまして、市長がお見えになり

ました。その時に、今検討しているマイレージ、ポイント制という事でお話しがありま

した。これから確定ではないですが、スポーツ推進委員の教室とか大会、それから講演

会等に参加することによってポイント制をしていくと、そんなお話がありました。これ

はとっても地域的に色々な方が参加しやすく、ポイントがあるということになれば来や

すいのではないかというふうに感じて聞いておりました。 
 
○○委員 
松戸市民活動団体東葛介護・福祉塾の○○と申します。今日は作業部会の皆様ありが

とうございます。私ども、市民活動団体としまして出来る事はないかと考えておりまし

て、やはり「情報発信」なのかと。私どもの団体は高齢者の様々な身近な問題を取り上

げて、月 1 回勉強会を開いている団体ではあるんですけども、まつどＮＰＯ協議会が 3

月に開催した「みらいフェスタ」というイベントですね、社協さんに高齢者疑似体験の

キットをお借りしまして、疑似体験コーナーを出しました。下は小学生のお子さんから

大学生の方と非常に若い方 80 名弱の方に体験して頂いて、「電車で椅子を譲らなきゃ
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ね」と話をしていたのが印象でございます。そして併せまして、包括センターの一覧表

ですとか認知症サポーターの養成講座のちらしを西口デッキなど含めまして、700 部弱

ほどビラ配りしましたが、一部認知症という言葉をあまり好まないような、これはいい

よというシーンもありまして、まだまだそういった言葉が受け入れられてないのも実感

しました。そういった部分も含めまして、市民活動団体として今後も「情報発信」を続

けていきたいと思います。 

 

○○委員 

パルシステム千葉の○○と申します。私も作業部会の方に参加させて頂きました。作

業部会の方で「人・場所・情報」を 3つのキーワードとしてあげました。六角形の形で

情報が出ていると思いますがこのそれぞれの情報が資料 4の「7.大事にしたこと・スロ

ーガン」を見て頂きたいんですけど、そこで六角形がきちんとくっついている、つなが

っているという所が「ミソ」でそれぞれがきちんとその間で情報が行き交って、それで

初めて機能するという所がありますので、この 3つがくっついているというのがすごく

重要な所なので、その点を理解して頂ければなと思います。それで、蛇足なんですが「い

きいき私のライフ」の中で、元気な人のキーワードというのが何個かあるんですが、や

っぱりその中にもこの「人・場所・情報」という、ここに関わるような内容が出ていま

した。ですので、私が最初に言いましたけど、ここをどううまくつなげるか、結合させ

ていくのかというのがこれから大事なポイントになるのではないかと思います。簡単で

すが以上になります。 

 

○○委員 

公募で参加しました○○といいます。作業部会の皆様ほんとにごくろうさまです。今

まで基本的な考え方をまとめたので、これから具体的な、人・地域・医療・福祉、それ

から教育、そういったものを私も関わってやっている所があるわけですね。専門部会と

かこれから研究チームを作っていかないと地域づくり、まちづくりにいかないと思いま

す。だから今回、足りないところがありますけど、それにつきまして皆さん意見があり

ましたら作業部会の方に送って頂きましたら必ずや次に役立つと思うのでよろしくお

願いします。 

 

○○委員 

私も作業部会に参加させて頂きました。だいたい皆様がおっしゃった意見で特に付け

加えることはないんですけども、私も地元で個人で、介護予防の教室と認知症の家族の

サポートということをさせて頂いてますが、こちらの大事なスローガンという事で多様

な居場所づくりという事でやはり色々な同業者、施設でしたり、色々な団体そういった

ものがありますけども皆さん、きっと思っていることはここの 3つのキーワードに集客

されていると思います。ただ、その中で自分たちの活動を独占的にあってはいけないの

ではないかと思いますので是非同じような目的で周りの地域と、例えば小学校区で 2,3
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個といった場合に協力し合ってできるような心がけというのを大切にしていきたいな

と思っております。 

 

○○委員 

「人・場所・情報」と、この課題に関しましては包括でいつも生活支援をしている中で、

同じ問題と課題と目標と共有できているかなと思います。これから、先ほどのお話があ

りましたように、今まである既存のまちの資源ですよね、社協さんだとか老人会がやっ

て下さっているのも、そうやって生かした上で新しいものを作っていってまとめていく

かというのが大事になるのかなと思います。 

私、小金原ですが小金原は住民主体の場が 3つ出来ましたけども、とても有効に使われ

ています。そこに参加している人は、老人会に出ている人が今、そこに行っている。結

局一人になっている、孤独になっている、通えない人というのはそのままの状況なので、

さあこれからどうやってその人達を引っ張り出して新しくできた所に結びつけていか

なくちゃいけないのかという所が課題だと思います。3 ヶ所あっても遠くていけない人

というのが確かにいるという所です。ありがとうございました。 

 

会長 

一通りご意見ありがとうございました。概ね、作業部会さんのまとめて頂いたことは

ご確認いただいたという事で、この方針で今後進めていくということでよろしいでしょ

うか。具体的な仕組みと今後の方向性、いろいろあると思いますが、どう進めていくの

かというと、「人・場所・情報」を基本にいろいろ事務局側の資料を見て頂きますと、

ある程度の具体例が載っていますが、このような方向で進めて行くということでよろし

いですか。みなさんの方から方向論ですね、協議体として。この方針でいくという事は

ご確認させて頂きましたが、どうでしょうか。 

 

事務局 

皆様方からさまざまなご意見頂きありがとうございました。何点かご質問になってい

た部分があるかと思いますので、先にお答えさせて頂ければと思います。まず、キャン

ペーン等々につきましては、引き続きやっていく予定でおります。また、健康応援団な

り健康マイレージというのは、この新年度になって始まってきていますけども、既に介

護の分野では介護支援ボランティアのポイント制度があったりとかオレンジ協力員の

制度でポイント制があったりと、行政の縦割りの中で起きている課題もありますので、

この辺はこのあとの議題にもなりますけど、実は福祉、保健、トータルな意味でやって

いかなければいけないという事で、松戸市に於きましても地域福祉計画という総合的な

ビジョンを表している計画がありますので、その中でインテグレートしていかないと整

合はなかなかつけにくい部分もありますので、それについては行政内部でも調整するよ

うにしていかなければいけないという所ではあります。 
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日曜日のデイサービスとかサービスのマッチングはどうやってしていくのかという

部分につきましては、この後の議題の方で少しお話できればというふうに思っています。

トータルでみてみますと、既に色んなサービスは地域の中にたくさんあるというふうに

認識しております。しかしながら、うまく顕在化できないという皆さんに情報提供がう

まくできない状況だけかなと。例えば、はつらつクラブさんの活動にしても地域にうま

く伝わってない。だから参加の機会が少ないのかと、そういう部分がたくさんあると思

いますので、先ほど○○委員からありましたけども、小さい単位、生活圏域単位でうま

く情報が提供出来たらよろしいのかなと思っております。 

 

会長 

時間の制約もありますので、一通りこれは確認をさせて頂いて、具体策の方は、一度

私に一任させて頂いてよろしいですか。また追って今後の進め方については事務局と作

業部会と相談させて、また提案させて頂きたいと思います。一応、ご一任頂いたという

ことで確認させて頂きます。では、作業部会のみなさん、どうもありがとうございまし

た。続きまして 2つ目の議題でございますが、事務局よりご説明お願いします。 

 

事務局 

それではお手元資料 6について若干ご説明させて頂きます。まず、協議体についてで

ございますが、第１層の協議体は本日の会議になっています。国の示す形におきまして

は第 2層、生活圏域ごとにこういう協議体を置いたらどうかという提案がなされていま

す。しかしながら、既に社協があったり民児協があったり先ほどもお話がありましたけ

ども市政協力員から変わって新たな団体があったりとか色んな団体がもう既に 15 地区

で活動したり民児協については 18 地区で活動しているとか色んな形がありますので、

こういう方々と協議しながらうまく住み分けをしながらこういうものを設置するかを

検討していかなければならないというふうに考えております。 

次に、生活支援コーディネーターでございますが、第 1 層、市全域につきましては、

暫定的に市の職員でやっております。今年度の予算で、新たに 1名追加する予算を一応

計上しております。また第 2層、地域の方々のお話を聞きながら、どんなサービスと結

び付けたらいいかというマッチングをする機能と致しまして、生活圏域ごとにこういう

コーディネーターをおいていったらよろしいのではないかという事で、これにつきまし

ても、各地区 1名ずつ予算化している所でございます。 

生活支援コーディネーターにつきましては、養成研修を受けることになっておりまし

て、今年度、県主催のものが秋にあるというふうに聞いておりますので、秋までにこう

いう方々をどういうふうに選んでいったらいいかという部分を検討して頂ければと思

っております。 

また、資料の 2ページ目で、生活支援コーディネーターというのはわかりにくいので

ケアマネジャーと比較した資料がございましたので、これに基づいてご説明申し上げれ

ば、ケアマネジャーとはまったくちがうもので、地域住民の相互の支え合い活動を推進
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する方で、どちらかというと地域の中に入り込んで色んな困りごとを聞いたり、サービ

スの支援をしてくれる方々を掘り起こしたり活動が出来るようにしてあげるような

方々というふうに認識しております。 

3 ページ目に移りまして、実際上このような生活支援コーディネーターや協議体を全

国的にはどのように作っていくかというので、5 つのパターンが示されております。1

番目、地域包括支援センター型というのは長崎県の佐々町ですけども、直営の地域包括

支援センターの保健師が中心となって作っていったパターン。2 番目、住民と行政等が

共同でという事で、これは平塚でやられてきましたけど、これはもう 10 年来かけて町

内福祉村構想というものに基づいて、町内で色んな問題を解決しようという事で仕組み

づくりを共同で行っていったパターン。また、3 番目、社会福祉協議会型というのは、

三重県の伊賀市ですけどもこれも社会福祉協議会が中心となって作っていったパター

ン。4 番目、ＮＰＯ型は若干エリア限定ですけれども、このＮＰＯがあるエリアを中心

となって、生活圏域単位ですけどもこういう方々中心となって作っていったパターン。

また、5 番目の中間支援組織についても同様にエリアから発生したもので、その次のペ

ージからは詳細が書いてあります。最後に、14ページになりますけども、色々なものを

考えていくこの協議体なり生活支援コーディネーターですけども、行政の私達というの

は一般的にはフォーマルなサービス、色んな公的なサービスから物事を考えていく習慣

をもっています。しかしながら、地域の方、自助、互助をやっている方々というのはセ

ルフケア、まず自分を中心となって行政の方に向かって考えてくるので、こういうもの

がお互い歩み寄って真ん中で出来上がっていくことが、この協議体の大きな役割の一つ

であるというふうに認識しております。皆様方は、地域づくりのベクトルの中からご提

案を頂ければ、私どもはそれを公的なサービスとして受けて、お互いどういうサービス

を住み分けながらやっていくかというのが重要でありますし、また、14ページの総合事

業による支援と書いてありますけど、これは主に財政支援の事を言っていまして、公的

なほどお金が入っているんですけども、少なくとも公的なお金が入ってこなくても、さ

まざまなインフォーマルサービスというのは活躍されているわけですから、こういう

方々も情報提供なり場所とか人づくりの部分では大変貢献して頂いているのかなとい

うふうに認識していますので、こういうものを正式な形で位置付けられるようにしてい

かなければいけないと認識しております。 

 

会長 

はい、ありがとうございます。ここで議論する内容をかみ砕きますと、第２層で協議

体を各々作るという事をこれから具体的に考えていかなければいけないのが一点と、実

際、その第２層にあたっての生活支援コーディネーターをどのような人に担って頂いて

いくかというこの 2つでよろしいでしょうか。 
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事務局 

２層の協議体については、まず先に生活支援コーディネーターで日々の活動なり、地

域の状況を把握して頂くことの方を先にやって頂いて、その後に協議体の在り方につい

てご協議頂ければ幸いです。 

 

会長 

では、今ご説明ありましたように、先に生活支援コーディネーター第２層をどういう

方に担っていくのか、最終的にはどういうふうなプロセスを経て行くかという、そうい

う議論を先に決めるという事で事務局側はよろしいでしょうか。 

 

事務局 

はい。 

 

会長 

生活支援コーディネーターの最終的な決め方というかプロセスですけどご意見あり

ますか。○○先生、地域ケアを担っていてどうでしょうか。 

 

○○委員 

先ほど困りごとという話が出てきて、地域ケア会議は、各地区の困難事例を個別で取

り上げてやっていますので、確かに難しいケースとか困難な状況とかをそちらでやった

方が確かに専門性を要するものも多いかと思います。こちらは、もう少し集まると楽し

いとか喜びに繋がるとかそれが結果として介護予防になるかというのが魅力的かなと

思います。 

 

会長 

ありがとうございます。自由にこういうふうな方に担ってほしいとか色々あるかと思

いますけど。いずれにしろ、第２層までは着手していかなければいけませんので、第３

層まではどうなるかわかりませんから、とりあえず第２層までということになりますの

で、いかがでしょうか。○○委員何かありますか。 

 

○○委員 

既存にあるものを利用してというのは、安易で非常に選びやすいかなという所がある

と思います。ただ、そういうものであると自分の所属しているものにとらわれるという

ことがあるので、やはり松戸市バージョンでということもありますけど松戸市に於いて

は、生活支援コーディネーター等々についてはちょっと違う方向で考えてはいかがかと

私は思っております。 
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会長 

はい、ありがとうございます。質問ですけど、3ページの生活支援コーディネーター、

いくつか全国的な事例を 1番から 5番まで、ある程度参考に出して頂きましたけど、こ

れは各地域色々なパターンがあって、ごちゃ混ぜになっていいというご理解でよろしい

ですか。 

 

事務局 

はい、松戸におきましては、どんな作り方をしていったら、2025年の地域包括ケアシ

ステムをどうやって構築していくかという流れの中でやっていかなければいけない部

分がありますので、ここで何か役割を決めて固定的に活動して頂くことになりますと障

害があるかなと逆な意味で思っています。実際上、決め方としては色んなパターンがあ

りますし、それなりの年月がないと定着することはなかなか難しいかなと思っています

ので、うちの方としては財源に限りがありますから、各地区 1名という割り振りで振っ

ていますけど、実際上活動するには、松戸市の人口規模からいうともう少し色々な方々

に入って頂かないといけない状況もあるかもしれませんので、その辺ご意見を頂きなが

ら修正していければ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。他にいかがでしょうか。まず、生活支援コーディネー

ター第 2層のプロセスですね、ご意見何かありますか。○○委員どうですか。 

 

○○委員 

すみません。すぐにはわかりません。 

 

会長 

○○委員どうですか。 

 

○○委員 

ここで、どこまで私達の意見を参考にして頂けるのかがわからないですけども、私ど

も、やはり松戸の中で色々情報を取っていくと、ほんとに地域の中で活動している方は

たくさんいらっしゃいます。地道に活動されている方もたくさんいらっしゃいます。 

でも、これって地域によって特性があって、高齢化が進んでいるところもあればそう

じゃない地域もありますので、この第２層というのは生活圏域だと思いますので、そこ

に一人ずつの生活支援コーディネーターとなると、プロセスを決めていくというのをこ

こで唐突に言われても、どうやって決めていったらいいかというのは具体的に言えない

ですが、モデルみたいな形にするのはどうなのかなと思いますが。 

 

 

24 
 



＜平成 28 年 5 月 30 日 平成 28 年度第 1 回松戸市高齢者を支え合う地域づくり協議体 議事録＞ 

会長 

15ヶ所を一斉に一人ずつ決めるのか、それともその辺のタイムラグはあってもいいの

かその辺はいかがでしょうか。 

 

事務局 

逆に言うとタイムラグもありですし、決め方の方法も多様であってよろしいかなと思

っています。しかしながら、いきなり地区に生活圏域ごとにこういうものをやってくだ

さいと投げてもたぶん理解が進まないので、理解がされた上で、初めてこういうものが

作れると思っていますので、私どもとしても皆さんのご意見を踏まえながら地区に入っ

ていかなければいけないかなというふうに考えています。 

 

会長 

今の参考にご意見いかがでしょうか。タイムラグはあってもいいそうです。地域の自

発性ということですけど、どうでしょうか。これはある程度、今年度中には方向性は見

えないといけないということですか。 

 

事務局 

できたら第 2層の生活圏域の中で、生活支援コーディネーターが地区の色んな活動を

掘り起こすとか集約をしていく、それが情報として提供できるようになりますので、少

なくとも 1ヶ所くらいはどこか地区で出来たらよろしいかなと思っています。また、全

体をコントロールするために、第１層の生活支援コーディネーターについても、新年度

1 名分を用意してありますので、そういう方を中心に 2 層をやっていくという方法とし

て第１層を先に、行政以外の方を選ぶという方法もあります。 

 

会長 

今の説明を受けていかがでしょうか。しっくり完全に生活コーディネーターという役

割とか機能がまだまだ全国的にもなんとなくはわかっているでしょうが、少し地域を絞

って議論をするということ、○○委員は何かありますか。 

 

○○委員 

具体的にというのは、なかなか難しいですよね。私もイメージ図を描いていた時に、

簡単に人の絵を書いて「生活支援コーディネーター」、こういう人達がいますと簡単に

は書きましたけども、まず、その人だけをポンと置いたら、かなり苦しむと思うんです

ね。なので、モデル的に 2地区くらいでも生活の違う地区があると思うので、そういう

所から始めていくといいんじゃないかと思います。皆さんがおっしゃった通り、地域で

色々とやっていらっしゃる方はいっぱいいるので、そういった人を把握していくという

所から始まるのかなとそんなふうに感じております。 
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会長 

時間の関係もあるので少し預からせて頂いて、今の意見を踏まえまして、先ほど言っ

た第１層の役所の方以外のメンバーという事も、私の方で事務局と相談しながら、皆さ

ん方に論点が整理できるように一任を頂いてよろしいでしょうか。では、予定通りとい

うことで、今後の活動について、私の方で一任を頂いた宿題が今日の議論でございまし

たので事務局と相談させて頂き、協議体の開催日を整理が出来次第、日程の調整とかは

皆さんにご提示させて頂きたいと思います。しばらく宿題の整理がつくまでお時間を頂

ければと思います。では事務局側、その他としてございますでしょうか。 

 

司会 

その他の連絡はございませんが、今、会長がおっしゃったように次回の開催は、今回

ご意見など頂いたことを整理出来次第、また改めてご連絡をさせて頂きたいと思います。

では、会長ありがとうございました。皆様お疲れ様でした。 

以上を持ちまして、松戸市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。お疲れ様でした。 
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