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司会 

 開会に先立ちまして、郡福祉長寿部長よりご挨拶申し上げます。 

 

部長 

 本日はお忙しい時間、急な日程にも関わらずお集まり頂きまして本当にありがとうございます。 

 今後の生活支援整備体制事業の方向性につきまして、こちら側の説明不足等もございまして再度

この会合を開催させて頂きました。本日は改めまして、今後の方向性をご説明させて頂きまして、

前回皆様方から様々なご意見、ご指摘を頂いたことも踏まえて、そういったこともきちっとお答え

すべく説明をさせて頂きまして、今後の次期計画であります「いきいき安心プラン」に反映させて

頂きたいと、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

会長 

これより、今年度第２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。 

 本日は○○さん他 3名の方の傍聴希望あります。皆様傍聴承認でよろしいでしょうか。 

 

委員 

 異議なし 

 

会長 

 では入室していただいてください。 

 皆様お忙しい中、急遽会議をさせていただきましてありがとうございます。前回事務局側の説明

不足もあり、皆様からいろいろな議論がありましたので、もう一度しっかり議論をして、皆様と確

認しながら物事を進めて説明させていただきたいといきたいと思いますので、今日の事務局側の説

明がありますので、ぜひご意見をいただいて地域づくりの方に是非知恵をおかりしまして遠慮せず

にお願いいたします。ではまず、事務局の方から説明お願い致します。 

 

事務局 

 資料１をご覧ください。生活支援整備体制事業を巡る国の議論を紹介します。前回会議の質疑の

中で申し上げていたのですが、丁寧に説明させていただくということで資料を用意させていただき

ました。資料１でございますが、全国介護保険担当課長会議の厚生労働省の資料ということで、今、

今後３年間の計画策定の議論をしていますが、厚生労働省の方から示された資料ということで、こ

の会議資料の中から抜粋しております。 

 今回議論させていただいております生活支援体制整備については、平成３０年度以内には、第１

層、第２層の全圏域において、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置を行うこととされ

てございまして、何らかの形で来年度の方向性を決定することが必要となっているところでござい

ます。第２層の全圏域でコーディネーターの配置と協議体の設置が必要となっている状況でござい
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ます。 

 次に資料２ということでご用意させていただきました。これは今議論しております、次期介護保

事業険事業計画であるいきいき安心プランⅥまつどの素案ということで、松戸市高齢者保健福祉推

進会議という計画案を議論する会議の資料からの抜粋で、生活支援コーディネーターと協議体の部

分について抜粋しています。 

 ２．の生活支援体制の整備のうち（１）生活支援コーディネーターの配置では、生活支援体制の

整備を図るために、市全域（第１層）と日常生活圏域（第２層）に生活支援コーディネーターを配

置することとされています。このコーディネーターの主な役割は、資源開発（地域に不足するサー

ビスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等）、ネットワ

ーク構築（関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等）、ニーズと取組のマ

ッチング（地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等）とされており、地域包括

支援センターの役割と密接に関係しています。このため、地域包括支援センターの業務と密接な連

携が図れるよう、生活支援コーディネータの配置を行うとしています。 

 具体的には、第１層の生活支援コーディネーターは、基幹型地域包括支援センターを所管する高

齢者支援課に配置します。また、第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

配置するという形にしております。 

 それから（２）で、地域の実情に応じた協議体の実施ということで、この協議体につきましては、

生活支援コーディネーターの組織的な補完、それから、地域ニーズや資源の把握、情報の見える化、

生活支援サービスの担い手養成等が役割とされており、地域ケア会議や地域包括支援センターの役

割と密接な関連があります。松戸市では、平成 27 年度以降、地域包括ケア推進会議を開催し、日

常生活圏域の課題に対して、社会資源の把握・開発等も含めて、日常生活圏域の地域課題を解決す

るための話し合いを熱心に行っていただいております。この会議は、幅広い地域の関係者に参加し

ていただいております。これにあわせて、いろいろな会議に参加している地域関係者や関係団体の

方もいらっしゃるので、ご負担軽減という点も考慮して、30年度以降は、地域ケア会議という既存

の会議の枠組みを活用して協議体にかかる議論を実施していくこととされています。なお、日常生

活圏域レベル（第 2層）においては、高齢者支援連絡会や住民勉強会の議論を地域包括ケア推進会

議に持ち込むなど、地域住民の意見を協議体の議論に反映するように努めていくことと記載されて

います。 

これにつきまして、10月 30日の夜に開催された高齢者保健福祉推進会議では、午前中に開催し

ました協議体の内容を踏まえて説明を行ったところです。推進会議では異論はありませんでしたが、

その場の意見として、地域包括支援センターの負担になるのではないかという意見があった一方で、

参加者の負担軽減の観点から会議体の統合を評価する意見があったり、生活支援コーディネーター

が個として対応するのではなく、組織的に面として対応する観点から、地域包括支援センターが対

応することを評価するご意見もございました。これについては、本日の協議体のご意見を踏まえて

高齢者保健福祉推進会議で議論しますという形で説明しております。 

それから、資料３をご覧ください。こちらは会長からもお話いただきましたけれども、前回の議

論を踏まえて少し修正をさせていただきました。なお、前回頂いたご意見を概ねまとめますと、ま
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ず、１点目として、地域の課題解決や政策につなげる観点から地域ケア会議との連携は重要だとい

うこと、2点目は現在行われている 3地区の勉強会は非常によい勉強会との評価がなされていて、

地域の実情や状況に応じつつ、より広範な地域で、かつ、日常生活圏域単位では広いため、より小

さなエリアで、きめ細やかに実施していくことが大事ではないかというご意見がございました。 

3 点目としては、地域ケア会議と支え合う地域づくり勉強会の具体的な連携方策をよく議論する

ことが必要だという意見がございました。4 点目として、生活支援コーディネーターを地域包括支

援センターに配置することについては、制度上の設置期限が迫る中で、地域包括支援センターに配

置するのは適切ではないかという意見がございました。これらを受けまして、具体的な資料を再度

作りましたのでご覧ください。 

1 ページをご覧ください。地域の実情に応じて、支え合う地域づくり勉強会や高齢者支援連絡会

といった住民主体の活動を活発化するとともに、日常生活圏域全体や市全域で解決すべき課題につ

いては、3 層構造の地域ケア会議に接続することによって、効果的・効率的に、社会資源の把握・

開発など、生活支援体制の整備を推進していくこととしています。 

具体的には、一番左側のオレンジ色の地域づくり勉強会は、役割としては、地域情報の共有、地

域住民のネットワークの強化、社会資源の把握・開発等です。メンバーとしましては、一般の住民

の方で、立場や組織に関わらず参加するということに大きな意義があると評価されています。開催

回数は月 1 回程度が想定されます。今、モデル地区として 3 地区、明第 1 地区、五香松飛台地区、

新松戸地区とありますが、これにつきまして、来年度の方向性としては、地域の意向や実情に応じ

つつ、圏域を拡充するとともに、よりきめ細やかに、例えば小学校区等で勉強会を開催することも

想定し得ると思っております。この勉強会の議論を通じてサロンを開催していただいたりするなど、

資源開発をしていただくとともに、地域全体で議論すべき課題があった場合は、地域包括ケア推進

会議につないで議論していただくことを考えております。 

それから、右側の青い部分は、同じ住民主体の活動の取組みとして、松戸市では伝統的に高齢者

支援連絡会というものがございます。これは住民主体の活動ということで平成 15 年度から行なっ

ていますが、その役割は、地域住民のネットワーク強化、見守り活動、社会資源の把握・運営協力

等で、メンバーは、町会・自治会、民生委員、地区社協、一般住民の方などです。事務局は地域包

括または地区社協で行っています。開催回数は概ね月１回で、市内 9地区で実施しております。こ

ちらで議論頂いていることに基づき、見守りネットワークや見守り等を行っていただいております

が、もう少し圏域全体で対応すべきことがある場合は、地域ケア会議に持ち込んで頂くということ

になります。 

「地域づくり勉強会を通じた生活支援体制整備」、「地域ケア会議を通じた生活支援体制整備」、

「高齢者支援連絡会を通じた生活支援体制整備」が三位一体となって生活支援体制整備を推進して

いく形を考えております。 

なお、こうした仕組みの中で、生活支援コーディネーターの役割ですが、第 1層は基幹型地域包

括支援センター、第 2層は地域包括支援センターになりますが、これらのセンターでは社会資源の

把握・開発に関する取組も行っており、また、関係した業務も行っておりますので、それぞれが別々

に対応するのではなく、地域の実情に応じながら連携していくことで効果的・効率的な取組みがで
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きるという観点から、地域包括支援センターへの配置が適切であると考えております。 

また、これに関しては、業務負担の議論がございますが、地域包括支援センターに新たな負担を

お願いするというよりは、既に取り組んでいるオレンジ、青、緑の取組みが連携することによって、

地域住民の取組みを反映した体制整備も図る役割を果して頂くことが望ましいだろうと考えてい

ます。 

2 ページは、日常生活圏域での支え合う地域づくり勉強会の現状ということで、前回お示しした

資料でございます。こういう勉強会の活動を広げていって頂いて、地域の実情を見てということで

すが、さらにきめ細かな単位でというような議論もありましたので、そういったものも、地域の中

での実情・意向を踏まえて検討頂いて、地域の実情や住民の方のご意見を反映できるような仕組み

を広げていくという形が出来ればと思っています。 

3 ページは、地域包括支援センターや地域ケア会議における社会資源の把握・開発等の取組みを

まとめています。社会資源の把握・ネットワークの構築の取組みということで、１つ目は社会資源

マップの作成ということですが、11センター中 10センターにおいて作成しています。それから社

会資源マップについては、地域ケア会議での議論を踏まえて作成している例や、地域ケア会議で、

社会資源マップを用いて、どういう課題があるか議論している例もございます。それから、地域の

事業所情報を詳細に記した冊子を作成して相談支援に活用したセンターや、社会資源マップを地域

の事業所に配布して、地域のネットワーク構築に活用したセンターもございます。 

２点目、実際に、インフォーマルな社会資源、つまり、サロン、地域の予防活動、移送、見守り、

配食等のネットワーク構築の実績ということで、地域包括支援センターと連携や交流の実績がある

社会資源については、１センター平均で、圏域内では 18.5箇所、圏域外では 17.9箇所となってい

て、地域包括支援センターでは、これらとのネットワークを構築するという取組みが行なわれてい

るところでございます。 

 それから、社会資源開発ということに関しては、地域包括支援センターにおいて、住民主体の予

防活動グループや認知症カフェの立ち上げといった取組みが進められております。社会資源の立ち

上げや立ち上げの支援を行っているセンターが、１１センター中６センターありまして、住民主体

の予防活動グループが 3 箇所立ち上がったり、認知症カフェが 4 箇所立ち上がったりしています。

それから、社会資源の立ち上げに参画したセンターが２箇所あって、住民主体の予防活動グループ

が 2か所できたということもございました。 

このように、社会資源の把握・開発に関して、地域ケア会議や地域包括支援センターの実績があ

るところなので、生活支援コーディネーターや協議体については、地域ケア会議や地域包括支援セ

ンターと連動していくということが効率的・効果的だと考えております。 

 それから、参考資料は、社会資源マップということで、実際に地域包括支援センターの方で作っ

ているマップでして、地域包括支援センターでは、こういうことが行なわれているというものです。 

 例えば、5 ページをご覧ください。常盤平包括支援センターでは、通いの場の情報を地図に記載

して、どれくらいの開催頻度があって、どのような内容を行っているのかを分かりやすく示すとい

うようなことを行っています。 

 ６ページからは五香松飛台包括支援センターの事例で、これは本になっているものを抜粋してお
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りますけど、リストが掲載されていたり、10ページには地域の活動ということで、はつらつクラブ

（老人クラブ）が運営する通いの場、11 ページは町会、地区社協、12 ページは個人の方がやられ

ているサークル、13 ページで高齢者支援連絡会がやられている通いの場、14 ページは松戸市の施

策とタイアップした取組みになっています。 

地域住民の方の勉強会や高齢者支援連絡会など、地域住民の方がこれらの会議で議論して頂いた

ことについて、当方提案のような形で連携を強化することによって、議論いただいた内容を深めて

いって、よりニーズに合った社会資源の把握や開発を進めていければと考えています。 

 

 

会長 

 ありがとうございました。今、説明があったように国の方から来年度以降のこの事業のことを決

めなければいけないということ。それに合わせて来期の事業計画に生活支援体制整備のことを決め

ていかなければいけませんので、方向性を皆さんと枠組みをつくるということが、まずミッション

として考えられますのでご議論頂きたいとの事。これまで足掛け３年やって頂いて、作業部会もや

って頂いてある程度思案も出して頂いたが、30年度以降の体制についてご議論して頂きたいと思い

ます。私は推進会議の会長も兼ねています。ここで、ある程度皆さんが議論してから進んでいくの

がプロセスだと思っていますので、今の事務局の説明の質問なり、方向性の案なりご意見を頂けれ

ばと思います。 

 

○○委員 

 今の説明の中で資料１の所で、平成 30 年度中に第１層、第２層を全圏域に設置するというのが

あって、資料２で、松戸市は第１層は 30年度、31年度、32年度と推進して順次拡充していくとな

っているので、平成 30年度中に全圏域に設置するというのとは違うのでしょうか。 

 

事務局 

 基本的に平成 30 年度中に全ての圏域に設置することが必要なので、そういった形での修正を行

います。 

 

○○委員 

 平成 30年度骨子部分について進めていき、31年、32年で拡充するという考え方でよろしいでし

ょう。か。 

 

事務局 

 基本的には、平成 30年度中に全圏域に整備するということです。 
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○○委員 

 そこから先の 2年ということになるのですね。もちろん拡充しないと前に進まないことなので 

そういう方向性でいいという認識でいいですか。 

 

事務局 

 平成 30年度中に 15圏域に整備した上で、活動というのは日々充実させていく。人数を増やして

いくということではなくて、活動自体の検証を行ないながら、充実させていくということだと考え

ています。 

 

○○委員 

 財源の方ですけど、いろんな事業がありますけど、地区社協等につきましてはお金がきれいに賄

えている所なので、このマップに書いてある以外の個人的にやっている所の財源は、個人が出して

いる、あるいは参加者からちょっと負担金を頂いてという有料のものがあると思いますけど、この

会の中では、申請したら財源は出ますか。 

 

事務局 

 個人の方がやられているところについては、寄付を募ったり、利用者から負担金を取ったりとい

う形で実施されていることが多いと思いますが、あわせて、私どもの方では、「元気応援くらぶ」

という制度がありまして、通いの場の公募を行っていて、その公募に応募頂いて認められますと、

初期経費のような費用について補助を行う制度があります。     

 

○○委員 

申請を出すと財源を頂けるような可能性があるということですか。希望があるということですね。 

 

会長 

 ありがとうございます。他にご意見、こちらの方向性の案はどうですか。 

 

○○委員 

 私の認識が甘いのかもしれませんが、2点ご質問させて頂きたいと思います。 

 一つは、平成 30 年度に１層、２層の生活支援コーディネーターを配置するということは了解と

しました。それを包括さんに配置することが望ましいだろうという主旨も理解出来ます。 

 もう一つは、いきいき安心プランの生活支援体制整備の（２）のところですが、協議体の実施に

ついて既存の会議の枠組みを活用して協議体に係る議論も実施していくということなので、協議体

を設置するというものではなくて、既存の組織に置き換えて機能をもたせる理解でよろしかったで

しょうか。 

資料３のイメージの図案の中にあります地域包括ケア推進会議の所と、支え合う地域づくり勉強

会。勉強会は勉強会という名で継続するというし、更に高齢者支援連絡会を含めて、その地域レベ
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ルのケア推進会議と連携を図っていくという認識でよろしいでしょうか。 

もし、連携をというなら、ここの矢印の向きが一方向よりも、相互方向に広がった方が勉強会の

皆さんにとっても、それから既に高齢者の見守りや様々な活動をしている高齢者支援連絡会にとっ

ても、自分達の意見がここに反映されたり、もしくは包括ケア推進会議まで、まとまった意見を情

報提供できると感じ、共に新たな仕組みをつくっていくという所がより表現できていいのかなと考

えました。取り留めもない質問になってしまいましたがいかがでしょうか。 

 

事務局 

 そのとおりです。基本的には協議体というのは、既存のものを活用しながら出来るということに

なっていまして、ケア会議だけではなくて、支え合う地域づくり勉強会とか高支連とか、こういう

ものを複合させていき、協議体の議論をしていくという形を考えております。勉強会は、今後地域

で続けて頂いて、高支連の方も地域の意向に応じて拡充していったので、勉強会についても、地域

の意向を踏まえながら拡充を検討していく。地域で継続してやって頂いて、もっと小さな単位での

会議をするという地域があれば、そういう形でやって頂くことも可能です。そのような体制整備と

いうのを支援させて頂きたいと思っています。支え合う地域づくり勉強会、今、この名称ですので、

この名称を用いていますが、勉強会とは違う名称がふさわしいということであれば、そういう名称

にすることもあるのかなとは思います。計画の文章については、全体を整理させて頂きます。 

      

○○委員 

 質問ですが、それでしたら３つの地域でやっていた勉強会は、以前ステップアップして第２層の

協議体になっていくというふうになっていたと思いますが、そうならないということですね。 

そういう認識でよろしいですか。 

 

事務局 

 勉強会自体が単発で協議体になるイメージではなく、今回ご提案した全体の構成として協議体の

役割を果たしていくというイメージでして、勉強会はそのまま協議体という形になるとは考えてい

ません。 

 

○○委員 

 さわやか福祉財団の勉強会に沢山の方が参加されて、その中から３つの地域がすごく強い想いが

あったので、その地域で勉強会をしてそこからというふうな事でしてきたと思いますが、そのこと

については今、おっしゃっていたような内容であれば、それはそれでご納得頂きたいということだ

という理解でよろしいですか。 

 

事務局 

 3 地区でやっていた勉強会の意義は大きいと思います。全体に広げていくという中で、それを活

かすため、イメージ案のような形でお願いできないかと思っております。 
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○○委員 

 資料３のイメージ案ですが、協議体というのは組織をもたない、機能としてあるということです

ね。ちょっとその辺が我々作業部会でやらせて頂いて、２層の協議体を色々と考えて、助け合い、

人、情報、居場所と話し合いましたが、それが機能の中に残っていくという話だったと思います。 

そうすると、地域包括ケア推進会議自体が協議体、それぞれの会議体が単独の協議体ということは

ありえない。3 者（高支連、勉強会、ケア会議）が連携することでの協議体というと、最初にさわ

やか福祉財団とか、厚労省から色々と総合事業のお話があった時の支え合う地域づくりの協議体の

イメージとはちょっと違うかなというのは正直あります。それでもこういったご提案があったとい

う事で進むのかなという思いはありますが、実際に支え合う地域づくり勉強会で話し合ったことが、

一つ一つ小さな単位でやっていくという話でした。それが地域包括ケア推進会議にどのようなかた

ちで持ち込まれるのかが、ここには入ってないです。そうなると勉強会自体が小さな単位で、それ

をある程度生活圏域でまとめるような、一つ会議体が必要なのかと意見として述べさせて頂きます。

それと地域包括ケア推進会議は年 2回ということで、それが回数が増え時間が長くなれば納得もい

きますが、勉強会で話し合ったことが議題に上がり、プラスアルファになると思うので、何々が増

えるということになるのであればいいかなと思いますが、まったく枠組みが変わらないままという

ことになると、勉強会で話し合われたことをどの様にあげていくのかが見えないなと思ったのが一

つあります。勉強会という名前でやってきたことでの行き詰まり感があったというのは、前回お話

させて頂きましたが、勉強会だけじゃなくて、課題会議するような、何か動かすような組織として、

実際地域の中での色々な動きを生み出しにくいのではないかと懸念されると思っています。 

 先日の 10月 30日の会議の時に、提案資料の中で、2層と 1層の予算というものがあったかと思

います。今回、地域包括の方に生活支援コーディネーターを置くということであれば、予算が地域

包括センターにどのように配置されるのかその辺を教えて頂けたらと思います。私も地域包括にお

話を聞いて、やっぱり負担が大きくなるのではないかという話がありましたので、プラスで 1人設

けることが出来るのかその辺の所をお聞かせ頂ければと思います。 

 

事務局 

 まず、勉強会とケア会議の接続ですが、勉強会についてはきめ細かな単位でというご意見があり

ました。それを地域でどこまでやれるのかということを考える必要があると思います。仮に、きめ

細かな単位で行うとなると負担もあるので、今の段階ではこうとは言えないところです。例えば、

高齢者支援連絡会は 9地区にありますが、住民主体なので、それぞれの内容は個性が違います。 

地区の実情とか、構成されるメンバーの方の問題意識等は異なっていますので、そういう点では、

支え合う地域づくり勉強会の構成や位置づけは地区の議論の中で決まっていく。例えば、圏域一つ

でいいというご意見もあるでしょうし、もうちょっと細かい単位でやってみたいと言うご意見もあ

ると思いますが、そうしたご意見は、地域ごとにそれぞれ異なっている。そこは、地域の中で議論

して頂く中で、形になっていくと思います。一律にこうだと申し上げにくいのととともに、最終的

にも、一律にこうだという形にはならないということです。 

地域ケア会議との関係については、具体的に案を詰めていく中で、円滑に接続をしていきたいと
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思います。地域包括ケア推進会議では、社会資源の把握・開発に関する議論がされており、その関

係の議論の中で、こういう実態があってというようなものをつないでいけば円滑にいくのではない

かと思っています。 

予算の関係については、当然、生活支援体制整備事業の予算はあるので、包括に生活支援コーデ

ィネーターを置く予算も考えていく。財源の問題とか、今、動き出している事業もあるので、１人

分の新たな仕事を作るということは想定していなくて、むしろ、過重な負担にならないようにする、

地域包括の人員は高齢者数に応じて伸ばしていますが、介護人材全体もきゅうきゅうの状態でもあ

るので、今、考えているのは、平成 30 年度は今の包括で行っていることを活かして実施していた

だく形を想定していまして、急に事務を大きく増やして、お金を大きく増やすということを想定し

てはいません。 

 

○○委員 

 勉強会と地域包括ケア推進会議の関係ですけど、作業部会で考えていたものだと、勉強会みたい

なものが、いくつかあり、そこから上がってきたものをまとめて、そこから課題解決ができるよう

なプロジェクトを生むような、会議が一つ必要だという意見が多かったです。それがないと、実際

動く人達や団体だったりがかなり生まれにくいのではと感じています。推進会議は、事例を話し合

ったり、それについてこうした方がいいという専門家の意見が出たりとか、動きを生むようなもの

が難しいのではないかと考えています。その辺ご意見を頂きたいと思います。 

 地域包括支援センターの人件費ですが、今の地域包括の人員に必要な資格というのと、勉強会を

まとめるような人達と力量は別のもので、専用の人が必要じゃないかと考えています。 

 

○○委員 

 包括さんがやっている個別ケア会議も推進会議もそれぞれ本当に良くやっていらっしゃると評

価しております。やはり地域づくりの体制整備のことについてだとちょっと違うと私は理解してい

ます。地域の中の困りごとを解決していく、小さい単位での話しが出てきて、その中でそれを吸い

上げるようにもっていくべきだと思います。それは私の個人的な考えです。提案したいのは、２層

の生活支援コーディネーターを包括さんに置くというのであれば、○○委員がおっしゃっていたよ

うに予算を付けて頂いて、各々の包括さんに任せて頂いて、そこの包括さんが地域の中の困りごと

を吸い上げられるような方をそこに配置して頂きたいです。そこから協議体みたいなことが生活支

援コーディネーターさんの裁量というか考え方で、協議体で地域の困りごとを話し合うようなかた

ちにして頂けるように、その地域包括さんにお任せ頂いてということを出来るようにして頂けたら

いいなと提案させて頂きます。 

 

事務局 

 地域ケア会議については、会議の中で、社会資源の開発関係の議論をしていまして、個別ケア会

議は専門職を中心に個別事例を検討頂いていますが、一方で、地域包括ケア推進会議は、町会・自

治会とか民生委員の方とか、高支連の方や、ボランティアの方が入って頂いて、例えば、今、地域
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ケア会議で出てくる困りごとの関係では、外出支援の関係がありますが、これは地域特性があり、

交通が不便な所ではけっこう議論が出てきていまして、ある地区では医療機関のバスを活用して外

出支援を行うという議論もされています。どこにバスを停まらせるようにするかとか、これは社会

資源の開発の関係なのですが、こういう議論をしていたり、あと、見守りで私たちはこういうルー

ルを作っていきましょうとか、ある地区はカードをつくって運用していきましょうというような議

論をけっこう行って頂いています。地域包括ケア推進会議は、そういった意味で地域の代表の方が

集まって頂いて、見守りとか外出支援などについて、自分達がやろうと決めて頂いて、実行して頂

いているので、そういうことの中で、けっこう出来るものがあるのではないかというふうに思って

います。 

 それから、○○委員からご指摘頂いた予算については、財政制約とか介護保険全体で他の事業と

の関係もあるので、なかなか難しいところもありますので、全体の中で、予算の在り方を考えてい

くことになると思います。 

それから、地域包括の自主性については、地域の実情はかなり違っていますし、高支連の役割な

ども違いますし、地域包括ケア推進会議も地域ごとにかなり開催の形態が違います。これは地域包

括の方で地域の実情を踏まえて柔軟に対応いただいているということだと思うので、勉強会をどう

するのか、高齢者支援連絡会をどうするのか、これらの会議についてどの様に対応するのかは、地

域包括の方で、ある程度、実情に応じて柔軟に考えて頂く中で実施できるような枠組みをつくるこ

とにしたいと思っています。 

 

○○委員 

 このプロジェクトについては非常に松戸が特化したことで、素晴らしいプロジェクトだと認識し

ています。介護制度という所から考えると、介護のことが出来るのは地域包括が主流になっている。

介護保険課はもちろん高齢者支援課も含めた所で高齢者を、元気なお年寄りをつくるというもので

考えると、支え合う点で考えれば、地域住民がそこの核であるというふうに思います。 

ただ、地域包括は評価性であって評価のバラつきが非常にあるということがすごい心配です。 

 それから来年度になると、子供のことが包括の仕事の中に入ります。そういう中で地域ケア会議

の充実化が出来るのかなという、人材の所でバラつきがあって力量にもバラつきがあって、前に進

んでいけるのかなと心配です。予算もすぐに出せますということではなさそうなので、ある財源を

使ってやるということであれば、やはりそこの所の核になるところ、つまり地域包括の方のレベル

が同じ土俵にないと、前に進んでいかない、地域性を重視しても土俵が同じに達していないと駄目

かなと感じました。 

 それから、市社協が少しも入っていない。地区社協は入っていますけど、介護制度の事について

は地区社協の方は不安だと思います。市社協でしたら、そこそこ勉強されているのでわかるけど、

ここには入ってないかなと、左側の支え合う地域づくり勉強会には入っていますけど、その辺のと

ころはどうなんだろうとそれも不安になる一点でございます。 
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事務局 

 地域包括支援センターの事業評価については、来年度から義務化されますが、松戸市は精力的に

行っています。地域包括支援センターの事業評価の結果は、確かにセンターごとに差がありますが、

目的は評価を行って、そこで終わりということではなくて、業務を改善して頂くことにあります。

地域包括支援センターの評価は２回行いましたが、一連の評価を踏まえて改善して頂くことで、事

業が進捗していますので、事業評価の結果という意味では、得意・不得意はありますが、それを踏

まえて改善していき、包括としてもかなり頑張って頂いてます。地域ケア会議に関しては、個別の

相談対応とは異なる業務なので、地域包括の事業の中でも少し異色な業務ですが、私ども基幹型包

括センターを設けていますので、ここがきちんとバックアップや総合調整をしながら、地域ケア会

議の機能強化を図っていくことを考えております。 

 

○○委員 

 各圏域ごとに地域ケア会議の進め方はまちまちな感じでやっていますので、それに意味があった

り歴史があったりすると思いますので、それに高齢者支援連絡会がどのように関わっているかもま

ちまちだと思います。同じように今回の勉強会の方も、その圏域にとって一番いいように作りあげ

ていくのがいいのかと思います。確かに、ご指摘があったように、そこがどのようにこの推進会議

の議題として挙げていくのかというのをもう少し明瞭にすると、理論が綺麗に矢印のように流れて

いくかなと思います。 

 

○○委員 

計画素案を拝見させて頂いて、議論するのに材料が足りないだろうなと思いました。生活支援コ

ーディネーターに関しては、大きく３つの役割を期待されていると、資源開発とネットワーク構築

とニーズと取組のマッチングというのを期待されていることです。協議体に関しては４つでしょう

か。生活支援コーディネーターを組織的に補完すること、それから地域資源の把握、情報の見える

化、そして担い手の養成ということになっています。議論するにはそれぞれ、どれくらいの仕事量

なのかが判らないと話が出来ない。資源開発にどれくらいの仕事量を考えて計画を立てるのか、ネ

ットワーク構築にどれくらいの仕事量を考えているのか。どこが担うとしても、どれぐらいの量を

見込むのかというのがなければ計画にはならないので、そこがちょっと材料不足と感じるところで

す。 地域包括センターの代表の方が来ているので、○○委員にお伺いしたいのですが、どれくら

いのリソースが必要なのかと議論する為に、○○地域包括支援センターで社会資源マップというの

をつくられているとご紹介頂いております。率直にお伺いしたいと思いますが、こういったマップ

をつくるというのは、この計画に上げられているやるべきことの中のごく一部というか、協議体の

方にちょっと入っているということだと思いますが、このマップをつくること自体にどれくらいの

リソースをとっているのか、他の機能を包括が担うと書かれているので、担うとしたらどれくらい

の仕事量になると見込んでいるのか、包括の方に聞ければと思います。 
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○○委員 

 社会資源のマップに関しましては、地域の方々に見える化をしなければなりませんので、出来る

範囲でさせて頂きましたし、今後この勉強会の意見を反映したケア会議をするということは、好意

的かなと思ってますし、私のようなものが地域の方に出て行ったり、生活支援コーディネーターが

出て行ったりすれば、ケア会議の中に組み込めるのではないかなと思っております。大きな負担感

というところでは、そんなには感じてないです。 

 

会長 

 他にご意見ありますか。 

 

○○委員 

 勉強会の運営とか事務局を誰がされるのかという所で、本来メンバーは一般住民の方たちですが、

そこをどういうふうに運営していったら、勉強会が毎月開けるのか疑問にありまして、生活支援コ

ーディネーターさんは包括がやるにしても、いずれはそういう方たちも育成されて、増えていって

住民の方たちが主体になって、協議体、勉強会が開かれるといいと考えたりしています。 

○○委員からもお話があったように、プロジェクトを実施するところというか、力を持っていると

ころが勉強会から協議体に移って、生活支援体制整備が進んでいくものかと思います。地域包括ケ

ア推進会議にも参加させて頂いたり、高支連にも参加させて頂いていますが、住民主体の高支連と

言いましても事務局が包括さんだったり、地区社協さんだったりするので、私は小金原の方でやっ

ていますが、「事務局の包括さんは大変だな」といつも思いながら参加させて頂いてます。 

問題の抽出なり課題が見えて、少しずつ問題解決に動いてきていますけれど、かなり時間がかか

っているなといつも高支連の中で感じてまして、問題解決、体制づくりにもっていけるまでの時間

が、協議体で出来ても時間がかかるような気がします。いかに小さいところからの問題解決が、協

議体、勉強会の中で解決に向けての動きがどれだけ出来ていくのかは、まだ見えないかなと感じま

した。 

 

○○委員 

 包括支援センターさんの話を聞いて、そんなに負担はないのかなと意外な答えでしたけど、包括

さんを見てると、たくさん兼務されてて色んな所に顔出されているので、ここでこの協議体の話が

出てくるとかなり負担があるのではないかと私は感じておりました。ただ、負担がないというとこ

ろであれば、その連携という意味では包括さんが少しご負担であっても、やって頂けるのが一番い

いと思いますけども、やっぱり人員は増やして頂いた方がいいと思います。 

 

○○委員 

 資料３ページの地域包括支援センターの作成ですが、稔台の連合町会、福祉部として、健康体操

というのはあとから出たものですから、福祉部として一番主なものは見守りになります。見守りを

やってもう 25 年になります。あと、明朗会と稔台７丁目会サロンとぜんぜん別個の問題になりま
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す。私たち福祉部は、月１回か２ヶ月に１回、１人暮らしの方の訪問を必ずやっています。その時

にみなさんが本当に困ったことがあった時は、１年に１回、福祉部の皆さんで集まって、どういう

事で困っているのか話し合ったりして、どういうふうに解決したらいいかとよく話し合いはしてい

ます。ゴミ問題なども地域の中で、お互いにそういう話が出たときは、話し合いをして解決してい

く方法でやっております。細かい困ったことはやはり地域で話し合って、それを包括さんにもって

いって、だんだんと上にあげていく方がこれからはいいと思っております。町会の福祉部の方たち

とこれからも困りごとを話し合っていきたいと思います。 

 

○○委員 

 自分は、地域づくりの勉強会やケア推進会議に出たことがないので、包括さんの言葉自体もなじ

みがないのでよくわかりませんが、今日説明頂いたコーディネーターの配置、協議体でみんなの困

っている事を吸い上げて解決していくことはわかった気がします。地域づくりの勉強会、個々にど

れくらいの単位でやるかというのが、コーディネーターさんが参集したりするのか、地域の市社協

の方がやるのかがわからなかったので、今度教えてもらえればと思います。 

 

会長 

 今のご質問に何かありますか。 

 

事務局 

 勉強会に関しては、地域ごとに意向等が違うと思うので、住民の方々で実施して頂けるなら望ま

しいと思います。そういう形でなくても、ちょっと声を掛けるということであれば、生活支援コー

ディネーターの方でやって頂くということもあるでしょう。いずれにしても、そこは、地域内で話

し合って頂きながら、小さい単位から積み上げていってという地域もあれば、中々という地域では、

生活支援コーディネーターが少し手助けしたりという形で、なるべく自主的にやっていただくこと

になると思います。 

 

○○委員 

 重複するかもしれませんが、３地区で勉強会をやってきたことに関して、これが第２層のベース

になるのかと私も勘違いしていまして、３地区でやって、それが第２層の生活圏域の中に入って、

それをベースにしてこれから増やしていこうというような認識をもっていました。そういうことで

説明があったので理解しました。私は地区社協でケア会議に出席致しました。職種的に違うのかな

と、似ているけど、協議体と包括の内容とは違うかなと理解はしています。包括の方に着地点を置

くという方向性はいいと思います。地区社協でかなり住民に密着して動いていますけども、包括さ

んで地域密着で支え合うということをやっていくのは相当なエネルギーがいると思います。 

私たちは何十年も携わってやっていますけども満足していません。ですからそれを簡単に出来ると

いうふうに判断されるのは尚早かなと思いました。 
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○○委員 

 同様な意見ですけど、生活支援コーディネーターさんの力量だったり守備範囲が広いのかなとい

う印象になります。物理的に身体を割いて動ける時間が確保できるかどうかということがあります

でしょうし、それを地域の課題だったり、現状を集約して、地域包括ケア推進会議にもっていくこ

とを考えると、会議自体が年２回でいいのかなといったところのヒントの問題も一つ心配な点であ

るかなと思います。 

 

 

○○委員 

 松戸市内では色々な地域団体がありますが、高齢者支援連絡会は全圏域ではないですよね。私が

住んでいる明地区は人口が多いけど、そういう組織がありません。ここではあたかも全圏域に会議

があるような表現になっています。勉強会が３地区であったとしても、私たちのところではなかな

か受け入れられないし、勉強する人も少ない。前にも言いましたが、高齢者の困りごとは、ここに

は出ていない。こういう困りごとがあって、人数も大勢いて影響あるからこういう事にしようかと

言うのだったらスタートポイントは切れるわけですね。それがなくて、この資料を見ると、３地区

はうまくいっているけど勉強中だと。それをどうするのか。例えば、認知症問題にしても、今は社

協のメンバーで、親、姑を見送っている経験者はおそらく○○さんだけだと思います。若い人に、

認知症を理解することは出来ないと思います。提案したいのは、何が問題かそれを解決すれば、支

え合うまちづくりが出来るのではと思います。早急にそれを出して頂いてまた、どう進めるのかと。 

今年にやっと明第 2東の包括が出来ましたが、こちらが情報出しても返ってこない。包括の人はみ

んな若いし、経験者も少ないかと思います。人づくりを一番にして、どう進めていくかということ

をやらないと前に進まないかと思います。 

 

○○委員 

 資料の青（高齢者支援連絡会）もオレンジ（支え合う地域づくり勉強会）も毎月１回というかた

ちになるかと思いますが、地区レベルの地域包括ケア推進会議は年２回ということは、６ヶ月間待

たないと情報が上がってこないということになるので、そこはもう少しスピード感を持ってやって

頂いた方がよろしいかと思います。 

 あともう一つは、それぞれオレンジと青の役割を見てみますと、かなり重複している部分が多い。 

今までの話を聞いていると、高齢者支援連絡会の主な活動としては、見守り活動を中心に活動され

ている中での問題提起、支え合う地域づくり勉強会の方というと、ここには具体的なことはなくて、

私たちの中では一番は、困りごとをどう吸い上げていくかというところだと思うので、同じような

ものに関わらず目的をもって会議をして頂きたいのが２つ目です。 

 ３つ目が、支え合う地域づくり勉強会の今後の方向性というところで、もっと細かな単位で話を

していかないと情報とか困りごとが解決しないと思いますので、ここへの推進を第２層のコーディ

ネーターなり、第１層のコーディネーターがもう少し単位を小さくしていった方がいいのかという

ことを決められていくのかどうかを確認したいと思います。 
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事務局 

 地域包括ケア推進会議の開催頻度ですが、基本的には、高支連とか勉強会で議論して頂いて、そ

の議論を通じて、実施して頂くことはけっこうあると思うので、そういう議論の中で進めて頂くと

いうことで良いと考えています。地域包括ケア推進会議というのは、幅広い人に集まって頂くので、

広範な関係者が参画しないとなかなか解決が難しい問題を議論していただき、高齢者支援連絡会な

どの日々の活動の中で見守りを行って頂いて、その活動を充実させて頂くのがベースになると考え

ています。勉強会の方でも、そのような形で活動を進めていただき、対応が難しいだろうという案

件があるかもしれないので、そういうものを地域包括ケア推進会議に上げて頂く。そうした観点か

ら、開催頻度自体は、提案の形とさせていただくのが、良いのではないかと考えております。 

 それから、高支連と支え合う地域づくり勉強会がオーバーラップしていることがあるということ

については、重なっている部分があると思います。高齢者支援連絡会の方は伝統がありますけれど

も、町会・自治会・民生委員とか地区社協の方々にも入って頂いています。支え合う地域づくり勉

強会は、立場や組織とかに関わらずご参加頂いています。このように、違いがありますが、それは

地域ごとの特性や考え方があるので、例えば自分達の地域は勉強会の方式でいくとか、逆に高齢者

支援連絡会が充実した活動しているから、その活動の中でやっていくというのも良いと思います。

そこは地域の中で判断して頂くのが良いかと思います。 

 ３点目のきめ細かくするということについては、当然地域ごとのご意向がありますので、それを

踏まえつつ、生活支援コーディネーターの方で真摯に受け止めて対応を検討していくということで

あろうかと思います。 

 

○○委員 

 包括支援センターに対して皆さんご心配頂いたり、ご支援のお言葉ありがとうございます。15

包括ありますので皆さんの気持ちを汲んで、地域ケア会議、個別ケア会議、推進会議に臨まなけれ

ばいけないなという気持ちはあります。小金原ですけど、割と町会や民生さん、色々な住民組織が

逆に包括支援センターを支援してくださっているかたちで、色んな会に参加させて頂いていますの

で、勉強会に値する所を色々な会議の所と相談していけば、包括の中でもそんなに負担はなく、住

民組織との意見を吸い上げて、皆さんの気持ちも背負ってケア会議が出来るかなと思っています。 

どうもありがとうございました。 

 

○○委員 

 10月 30日の協議体より今回の方が私はよくわかったような気がしました。○○委員がおっしゃ

ったように、負担感はないというお答えを頂きましたが、それは現在も既にやっているからその言

葉が言えるのではないかと私は理解しました。生活支援コーディネーターという名称で、新たに出

てきていますが、今現在、包括の方がそれと同じような役割を担って頂いております。 

包括さんは地域の困りごとや、地域の実情を把握していると思っているので、ある所で聞いた先

生の言葉ですが、「地域の住民は資源である」という。「地域住民を動かすのもやはり包括のお仕事

の一つ」というふうなことを話されていたのをこの会議を通して思い出しました。それをまとめて
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いくのが、地域包括支援センターであって、そこに配置をされるというのがベストなのかなと思い

ました。 

 

○○委員 

○○委員や○○委員に、ありがたい言葉を頂きましてありがとうございます。 

 社会福祉協議会は、実は 20 年も前から地域づくりをやってきました。地域福祉活動を住民の皆

さんの参加と協力によってつくりあげてきた組織です。なので 30 年経ってもなかなか変わりづら

いところもありますが、30年経ち地域で暮す人の考え方は大きく変わってきました。そこに介入し

ていくのが大変なところで、15地区あれば 15地区で特色を活かしながら、色々なことをやって頂

いております。参考資料として社会資源マップというのをご提示頂いていますが、その中を見て頂

ければわかると思います。あたかも地域の住民さんがみたいな感じですが、地区社協が汗水垂らし

て年間通してやっていることが、数多く書かれているわけで、何も新たにつくったものがここに書

かれているわけではないと正直思っています。 

 それと、生活支援コーディネーターの配置というならば、松戸市社会福祉協議会ではコミュニテ

ィーソーシャルワーカーの研修を受けた職員が大勢いまして、そういった専門職が地域の人達の間

に入って、汗水垂らして色んなイベントを盛り上げている所も事実ですし、個人攻撃になってはい

けないですが、人材育成というのも片手間に出来るものではなく、人を集め企画するところから、

社会福祉協議会は、あの手この手で人材育成を年間通して行なっています。もちろん市民活動サポ

ートセンターさんも同じだと思いますが、今日、明日に出来るものではないというのも痛い程身に

感じていますので、もしも○○委員さんのところは「大丈夫です」ということかもしれませんが、

15 も包括さんはあります。方向性が示されたということで、30 年度以降包括さんとタイアップし

ながら、地区社協や市社協として協力体制を引いていける道を模索するのが一番前向きな姿勢なの

かと思いますので、力を注いでいきたいと思っております。 

 

○○委員 

 民生委員の立場から言わせて頂きますと、民生委員はご相談があった時に、行政や福祉団体にご

相談されたことを繋いで支えるという活動をしております。その中で手上げをして頂いた方でない

と、守秘義務をもっていても、手上げをしてくださらない方の為に動くことが出来ません。民生委

員としてこういうところに入れた場合には、なんらかのかたちでもっと支援が出来るのかなと思っ

ております。個人的には要介護４の母を７年間ずっと面倒を見ていました。最後自分で看取りを致

しました。その中で、介護制度改革課からこの話を民協から頂いた時に、健やかにお年寄りが生活

して幕を閉じるという形のもの、それから介護制度を担っている地域包括やケアマネさん達の日々

の努力をずっと見てきたわけです。それから虐待のことも見てきております。自分達がもっと歳を

取った時に支えてもらうというのも変ですが、そういうスムーズな地域性があったらいいなと思っ

ております。どうしても緊急の場合には手を出すことがありますけども、出来れば地域包括や市社

協や行政と手を繋いで支えていきたいと思っております。 
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○○委員 

 私が代表としてさせて頂いている組織は、一切介護とは関係のないことなので、毎回一市民とし

て参加させて頂いている感じで、前回の会議の話を主人にしたところ、主人の母が施設に入ってい

まして、自分の親がそういう状態になって初めて、介護や色々な方にお世話になって勉強してきた

状態です。包括のコーディネーターの話をしたところ、一市民の意見として無理じゃないかと言わ

れました。コーディネーターさんと関わった時に私自身どういう方とお話しているのかわからなか

ったですが、それが市民の方達の一番不安なところだと思います。主人も母がそうなった状態で始

めて関わることなので、おそらく市民全体、こういう話し合いをしていること事態も知らないので、

どの様に告知をするのか人材の掘り起こしがまだ出来ていないと一市民の感想になってしまいま

すが感じました。これから協議体は終わるわけですよね。お話を聞いていると、包括支援コーディ

ネーターさんに丸投げするような感じに受けたのが感想です。色んな方たちが色んな立場ですごく

努力をされていることを、私はこの会議に出て初めて知ったので、もっと色々な人に知って頂く方

法を一緒に考えて頂ければと思います。 

 

○○委員 

 私も福祉の関係の専門家ではありませんので一般的な話になりますが、支え合う地域づくり勉強

会という小さなグループが地域レベルの会議にきちっと反映して頂けるような組織、○○副会長が

おっしゃっているように、何か間にあった方がスムーズに小さいものを拾い上げてくれるのかと思

いました。勉強会でなくても、私の知り合いでもマンションに住んでいる方というのは皆さん、か

なり高齢者の間で助け合いが進んでいて、ごみ出しの手伝いをしたりとか積極的にされている地区

が多いみたいなので、実際に活動されている方の実例なんかも拾い上げるような何かがあるといい

のかと感じました。 

 

○○委員 

 前回お休みしたので話しが抜けてしまってるかもしれませんが、支え合う地域づくり勉強会とい

うことで、私は歯科医師会の関係なので、食べること、口腔ケアとか入れ歯の調整とかのやり方を

歯科医師会でも講演会したりしています。社会資源の開発と書いてありますが、松戸には一応衛生

士学校といって、口の中を綺麗にする看護師さんの学校が２つあります。大学も１つあります。そ

こを行政とうまく連携してやっていくとかなり細かくできるかと思いますのでご検討お願い致し

ます。 

 

○○委員 

 今後、地域包括支援センターが、この勉強会の事務局も担って頂けると、実際事務局が必要だと

思うので勉強会の運営も助かると思います。一番大事なのは、市民の方々が重要なことに気づいた

り、こんな活動をしたいという、うねりが生じた時を逃さずに包括の職員の方にキャッチして頂い

て、それを上手に後押しをするような活躍をして頂けるといいなと思いますし、松戸市の場合、地

域包括支援センターの事業評価が先行していますので、事業評価の中にも活動の支援が出来たこと
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は高く評価されるような項目に続けられることになるのではないかと期待致します。 

 

○○委員 

 前回の資料で、フォーマルとインフォーマルの言葉が出てきていたが、今回は無くなっていたの

で、ちょっと気になりました。インフォーマルな場の確保というところに仕組みとして割いてほし

いなと感じております。何の役職がなくてもやる気がある人だったり、社会貢献したい人達を掘り

起こせるような仕組みを是非、勉強会で作っていけるようにして頂けたらなと思います。そういう

人の活躍ができるような場をつくってほしいと思います。 

 あと、1 層の役割というのを言及できてなかったというのが１つありまして、1 層は地域ケア会

議、市レベルのものしか書いてない所で、住民レベルの意見の吸い上げができているか、そういう

２層の機能がきちんとできているかというのを、１層でも検討して頂けるように。それができてな

かったらまた２層の方にもっていって、組み直しができるような話し合いをして頂けるようにして

頂けたらと思います。 

 

会長 

 他に何かありますか。 

 

○○委員 

 お話を伺っていて、かなり地域によって状況が違うことがよくわかりました。役所からも地域で

やって頂くことなので、地域で決めることですと繰り返しお話がありました。地域包括ケア推進会

議は年２回で、役割が違うということですので、地域によっては今、立ち上がってないような所も

あるわけで、放っておいたら３年間何も立ち上がらない地域もありうると思います。地域で力があ

るところは自分達で考えられるかもしれませんが、無い所はそれなりの支援が必要なのかもしれな

い。そう考えると、今計画の中では、全体を示しているけど、この圏域は、この 3年間こういうふ

うに進めていきます。この地区はこういうふうに進めていきますと示すようにすれば、地域ごとの

違いに対して、しっかり計画でどう取り組んでいくのかというのが見えて、住民の方にもご理解頂

けるのではないかと感じたところです。 

 

会長 

 ありがとうございます。他にありますか。 

 

○○委員 

 40年前と今とでは困りごとはどうかというと、相変わらずですね。むしろ代替わりがしてるごと

に、困りごとが増えてきているんじゃないかと。今までは、屋号がついた人達が町会を運営してい

まして、それが良かったかもしれない。だけど、人づくりというのは今までやってなかったと思い

ます。これは全体的に言えると思います。今まで困ったこととか親のことは女性が請け負ったけど、

女性が社会進出してきたので、今度は誰が請け負うのかという時代です。 
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 本などを読むと地域支援事業は地方で評価されているのに、どうして松戸市はこれを早くやろう

としないのかと私は不思議です。高齢者はとても困っています。移動や病気、認知症などです。松

戸でやっている認知症は、高齢者の為の認知症より、何かやりたい人だけが手を挙げていいものだ

けＰＲしている。松戸のオレンジケアは看護師さんがつくったものは洗練されています。松戸の現

状に満足しないで、よりいいものはどうか、人の為になるのはどうかということを指摘できるよう

な人を育てる必要があるのではないかと思います。早くやらないと間に合わないのではという気持

ちがありまして、是非福祉に関わる人の教育を急いでやって進めるようなかたちを取り上げてもら

いたいなと思います。 

 

会長 

 ありがとうございます。資料２ですね、今回の事務局の説明にも不安な点があったと思います。 

包括にもかなり差があるという認識がございますので、この辺は市の方で基幹型を含めて、修正し

て、ご意見が出ていたことを踏まえて頂けるということでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

 今日の議論を踏まえさせて頂きたいと思います。 

 

会長 各論についてはいろいろ課題がありましたが、その辺は市の方で検討して頂いて、大枠は資

料２の方向性でご確認頂けるということでよろしいでしょうか。賛否両論はあるとは思いますが、

私に一任頂いてよろしいでしょうか。あとの詳細な点は一任して頂くということで、推進会議に出

したいと思いますので今日はありがとうございました。 

 

司会 

 結城会長、委員の皆さま大変お疲れ様でした。以上を持ちまして第２回松戸市高齢者を支え合う

地域づくり協議体を閉会いたします。本日はありがとうございました。 

 

 

 

  

 


