
平成 27 年 10 月 21 日 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  

市 長 
平成 25 年問題とよく言われますけど 10 年も続くわけですから松戸市は 75 歳以上の方が

19％以上、5 人に 1 人が 75 歳以上になります。これは人口統計上ですから、特に何かがな

い限り大きく変わらない。松戸市はずっと若い町で 65 歳以上は数千人しかいなかった時代

もありましたけど、したがって若い人の街づくりで対応してきたわけで、これからこういっ

た高齢化社会に向かう街づくりはまだ経験してなくて、この街づくりをしていくことが大変

重要だと。その為には健康でみんながどうやって楽しくやっていくかというのがベースであ

りながら、何かあった時に介護とかいろいろな意味で、災害もあるでしょうし、みんなと助

け合う仕組みを作っていくのだと思っています。そういう中でこの委員会は、川越先生、結

城先生のように全国で、この問題に対して引っ張って頂ける先生が中心になって松戸市のこ

とを考えて頂けるというのは大変心強く思っています。松戸市も在宅医療も全国トップレベ

ルですし、いろんな意味で評価されております。この間、日経新聞で高齢者支援という政策

で県内 2 番になりました。もっともっと良くしていかなければいけないと思っております。

介護制度が今年から変わりましたけど、松戸市は、全国に先駆けて全面的に提供していこう

ということで、これは大きな市では松戸市ぐらいだと思います。そういう意味で全力をあげ

てさせて頂いています。ここでのいろいろな検討、あるいは方策をいろいろな市が参考にし

てくるのではと思います。そういう気概で是非やって頂きたいと思っております。1 人、2
人とか少ない方をどう面倒みるかではなくて、10 万人近い方が 75 歳を超えるわけですから

10 万人超える人たちをどういう形で何かあった時に情報を提供できる、或いは、対応対策

ができる、こういう大きな仕組みを作っていくことが大変必要なので、一部の熱心な人たち

だけではこの問題は解決しないと思っています。今日は自治会代表の篠田さんがみえていま

すけど、やっぱり市内で見たときに自治会、町内会というのが一番大きな拠点になってると

考えますと、地域の人を巻き込んだ仕組み作りを是非やって頂きたい。一部の思っている人

たちだけではこの問題は解決していかないので、一般の多くの方が市民全力挙げてこの問題

を対応していく、こういう姿勢がないと解決していかないなと思っています。市民全員が助

け合って街づくりを作り上げていかないと、必要であれば、私もあちこち回って先頭に立っ

てやりたいと思います。そういう意味では大事な課題ですのでよろしくお願い致します。 
 
司 会 

続きまして員の皆様に自己紹介と一言ご挨拶をよろしくお願い致します。 
 
○○委員 

淑徳大学で教員をやっています○○といいます。学生も松戸市から多く来て頂いてお 
ります。県下の大学ということで学識ということでやらせていただいております。 
よろしくお願い致します。 
○○委員 
 松戸市医師会の在宅ケアと介護ケアを担当しています○○です。よろしくお願い致し 
ます。 

1 
 



平成 27 年 10 月 21 日 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  

○○委員 
 千葉県理学療法士会の会長の○○といいます。よろしくお願いします。本来ですと、それ

ぞれの市町村ごとでこういう職能団体はできていて、すぐ松戸市さんに貢献できるという体

制があれば望ましいところですが、まさに理学療法士会はその下準備をしている所でござい

まして、まだ整っていませんので県の代表としてお邪魔させて頂きました。ぜひよろしくお

願い致します。 
 
○○委員 
 松戸市健康推進委員の副会長の○○○○です。今、現在、私も福祉の方の仕事をしていま

すので今回選ばれまして協力させて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。 
  
○○委員 
 松戸市食生活改善推進員の○○○○と申します。食事を通して役目を伸ばしましょうとい

うコンセプトで私たちは活動していますので、少しでもお役に立てればと思っています。よ

ろしくお願い致します。 
 
○○委員 
 市政協力委員矢切地区長の○○といいます。よろしくお願い致します。 
 
○○委員 
 松戸市民生委員児童協議会から参りました○○と申します。よろしくお願い致します。 
 
○○委員 

  住民の参加と協力による福祉の街づくりを進めています松戸市社会福祉協議会の○○で

ございます。よろしくお願い致します。 
 
○○委員 
 松戸市介護支援専門員協議会から来ましたケアマネジャーの○○と申します。どうぞよろ

しくお願い致します。 
  
○○委員 
 認定ＮＰＯ法人助け合いの会ふれあいネットまつどの○○と申します。よろしく 
お願い致します。市内の移送事業所ということで出ていると思いますが、松戸市内で支え合

い助け合いの会ということを 20 年近くやってまいりました。これから、助け合い活動を広

げましょうということでこの協議体をやっていくと思いますので是非とも頑張っていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 
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○○委員 
松戸市特別養護老人ホーム連絡協議会から選出されました社会福祉法人六高台福祉 

会の○○と申します。どうぞよろしくお願い致します。 
 
○○委員 

ＮＰＯ法人まつどＮＰＯ協議会の○○と申します。ＮＰＯ協議会というのは福祉だけでは

なくいろんな分野の子育てなど多数の分野のＮＰＯの団体となっております。色々な立場の

中間支援としてこの協議体に参加させて頂きました。よろしくお願い致します。 
 
○○委員 

介護支援ボランティアの○○といいます。ボランティアを初めてまだ年数が短いのですが

みなさんと共にやっていきたいと思います。よろしくお願い致します。 
 
○○委員 

オレンジ協力隊員として参加させて頂きましたみのり台の連合町会の福祉部を担当して

います○○と申します。よろしくお願いします。 
 
○○委員 

とうかつ中央農業協同組合で園芸指導を行っている○○です。園芸セラピーとかそういっ

た分野で協力できたらと思っています。よろしくお願い致します。 
 
○○委員 

松戸市スポーツ推進委員連絡協議会の○○と申します。松戸市内ではスポーツ推進員とし

て 11 地区に分けられていて健康面ということで色々教室、その他いろいろ開催をしていま

す。健康的な面でサポートしていけたらと思っております。よろしくお願い致します。 
 
○○委員 

市民活動団体東葛介護・福祉塾の○○と申します。私ども月 1 回市民会館で医療・介護・

福祉をテーマに医療介護福祉人と市民の方が集まって勉強会を行っております。是非、その

会で市民目線の意見をこちらでお答えできればと今回参加させて頂きました。どうぞよろし

くお願い致します。 
 
○○委員 

ＮＰＯ法人松戸くらしの助っ人の○○○○と申します。よろしくお願い致します。 
私たちはお互い様の気持ちでという意見のもとに会員同士の助け合いを来年 20 年に迎えま

す。今回の支え合い・助け合いに色々貢献できたらと思います。よろしくお願い致します。 
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○○委員 
生活協同組合 パルシステム千葉の○○と申します。よろしくお願い致します。私どもの

生活協同組合は心豊かなくらしと共済の社会をつくりますという理念のもとに活動してお

ります。松戸市内にも 1 万 7000 人くらいの組合員さんこちらの方で夕食の宅配ですとかデ

イサービスを１か所やっています。共済の社会ということで高齢者の視点から社会づくり地

域づくりという形になるのかと思いましたので是非、私たちが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。これから是非よろしくお願い致します。 
 
○○委員 

松戸市上本郷在住の○○といいます。私がこの応募の中でおそらく高齢かと思います。81
歳になります。松戸に 41 年間在住していますが、私は福祉ボランティアを中心にやってき

ました。今回、いろんな方々が一堂に会すのは初めてですので、いい街づくりは福祉だけで

はないですね、みんなが集まらないといけない。そういうことで皆さんのお力をお借りしな

がらいい案をつくるように協力していきたいと思います。よろしくお願い致します。 
 
○○委員 

六高台から参りました○○○○と申します。私は認知症の介護をきっかけに、9 年ほど前

に認知症の家族をサポートする家族の会を運営しています。また、それをきっかけに介護予

防・認知症予防の重要性を痛感しまして、介護予防指導士の資格を元に介護予防教室などを

各地で開催しています。どうぞよろしくお願い致します。 
 
○○委員 

上本郷から来ました○○○○といいます。よろしくお願い致します。今年の 5 月に富山の

方で一人暮らしをしていた母親をこちらに呼び寄せて介護を始めました。市役所から「初め

ての家族介護」という講習会がございましてそれに参加させて頂きました。自分自身が学ば

なければいけないこと、介護は自分のことと、とらえなければいけないあと広く考えると私

たちのもっと下の子どもたちにも介護、お年寄りとの関わりということを是非松戸市でもふ

れさせて頂ければと思って公募しました。よろしくお願い致します。 
 

○○委員 
小金原地域包括支援センターのセンター長の○○と申します。市内 11 か所包括支援セン

ターがございましてその中で担当になりました。どうぞよろしくお願い致します。 
 
司 会 
 皆様ありがとうございました。続きまして、お手元の資料を確認させていただきます。 
まず次第、資料１ 座席表、資料 2  松戸市高齢者を支えあう地域づくり協議会設置要 
綱、資料 3 協議体の委員名簿、資料 4 協議体の事務局名簿、資料 5 冊子「いきいき安心プ

ランⅤ松戸」、「松戸市高齢者を支えあう地域づくり協議会第 1 回資料」、「生活支援コーディ
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ネーターと協議会」の冊子です。 
 次に、会議の成立についてご報告致します。本日は○○委員、○○委員、○○委員、○○

委員より欠席のご連絡を頂戴しております。よって委員 29 名中 23 名のご出席を頂いてお

りますので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 
議事録は市の行政資料センターで閲覧可能です。議事録の作成につきましては、ご発言者の

氏名は記載せず単に委員と致します。ご発言の内容は文章にした際、どうしてもつながりが

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領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。 
 続きまして、第 1 回の会議開催に先立ちまして要綱第 5 条第１項に基づき会長および副

会長を委員の皆様により選出して頂きたいと存じます。どなた様かご意見はございますでし

ょうか。 
 
○○委員 
 今回はとても大事な協議体ということで 1 回目の開催ということで、ご意見させて頂きま

す。やはり学識経験者でありまして高齢者の介護保険という専門性の高い分野で活躍されて

います。それと中間的な立場でお力になって頂けますということで結城先生に会長をお願い

したいと思います。それと副会長には中間支援団体ということで、松戸の中で中間的な立場

でお願いできると思いますので○○さんはいかがでしょうかということでご意見させて頂

きます。 
 
司 会 
 ただいま○○委員より会長を○○委員に、副会長を○○委員にというお言葉を頂きました。

皆さんいかがでしょうか。 
「異議なし」というお言葉を頂きましたので、会長を○○委員に副会長は○○委員にお願

い致します。恐れ入りますが、○○会長は議長席に、○○副会長は副議長席にご移動をお願

い致します。それでは○○会長、○○副会長より一言ご挨拶をお願い致します。 
 
会 長 
 会長に推薦頂いて、承認頂いて、私もがんばりたいと思いますのでどうぞ皆さんご指導よ

ろしくお願い致します。非常に重要な会になりますので皆さん意見を出し合って頂いて、介

護保険の中の制度ですけど実態は地域福祉と街づくりが基本でございますので 
皆様方の色々な経験や知識から松戸市の高齢者が住みやすい街づくりにしていくにはどう

したらいいのかという視点で色々お力を貸して頂ければと思いますのでよろしくお願い致

します。 
 
○○副会長 
 ただいま副会長ということで推薦頂いた○○です。よろしくお願い致します。初めて名前

を聞く方も多いかと思いますけれど、先生のように著名ということではないですが 
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私は、松戸の市民活動サポートセンターという所でセンター長をしております。 
先ほども言いました通り、福祉に関しては正直、諸先輩方に教えを頂くような立場でござ

います。今、行政とか企業とか色々な立場の中間支援という形を評価して頂けたらと思いま

す。私は 10 年くらい中間支援という仕事をしていまして、今回、事務局という形で色々な

組織の事務局業務を担ってきました。そういった立場として、３年間という長い委員会にな

りますので、みなさんのチームワークとかそういう所を支えていこうかと思います。よろし

くお願い致します。 
 
司 会 
 ありがとうございました。それでは会議に入る前に事務局職員の自己紹介をしたいと思い

ます。 
 
事務局職員 
 改めましてこんにちは。福祉長寿部長の渡辺です。皆様とご協力頂きながら事業を構築し

ていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。福祉長寿部 審議監の草野と申し

ます。よろしくお願い致します。介護制度改革課長の津川と申します。どうぞよろしくお願

い致します。介護制度改革課の中沢です。よろしくお願い致します。地域福祉課長の伊東で

す。どうぞよろしくお願い致します。健康推進課長の田中です。よろしくお願い致します。

介護保険課専門監の宮島と申します。よろしくお願い致します。高齢者支援課の吉野と申し

ます。どうぞよろしくお願い致します。高齢者支援課内海と申します。よろしくお願い致し

ます。 
 
司 会 

ありがとうございました。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

○○会長にお願いしたいと存じます。 
 
会 長 
 では、第 1 回目の会議を行いたいと思います。この会議は公開でございますからまず、傍

聴者はいますでしょうか。○○様と○○様 2 名がいらっしゃいますので「傍聴」ということ

で皆様ご確認頂いてよろしいでしょうか。どうぞ挙手してください。 
それでは議事に入りたいと思います。松戸市の現状、制度説明について事務局よりお願い

致します。 
 
事務局 
 松戸市の現状につきまして、お手元に配布しています「いきいき安心プランⅤ」ピンク色

の冊子でございますけど、これの中のいくつか抜粋してご説明させて頂きたいと思います。

冊子の中の 6 ページ目、冒頭、渡辺部長の方より触れましたけど、今回の「いきいき安心プ

ランⅤ」につきましては、対象年度が平成 27 年度から 29 年度この 3 年間を対象にした計
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画になっています。続きまして 21 ページ目、松戸市の人口設計と人口構造のお話になりま

す。市長の方が先ほど高齢化率のお話をしておりましたが、27 年度現在高齢化率について

は、21 ページの最下段の表に高齢化率として 24.3％、約 4 人に 1 人の方が高齢化している

と。10 年後の平成 37 年になりますと 27.2％ということでかなり 3 割近い状態になってい

るという状況です。その上の棒グラフを見て頂くとわかりますが、それぞれ 40 歳未満、40
歳から 64 歳、65 歳から 74 歳、75 歳以上と示していますが 75 歳以上の人口以外はすべて

減っていくという状況です。 
続きまして 25 ページ目、介護保険の中で要支援・要介護の認定を受けている割合となっ

ています、65 歳以上に対する認定率というのは 27 年度現在推計では、16.3％これが 10 年

後の 37 年度には 23.5％と高齢者、特に後期高齢者の方が増えていく中でこの認定率が上が

っていくという状況になっています。一番下に記載されている 75 歳以上の後期高齢者の認

定率は 27 年度現在 30.3％これが 37 年には 34.6％とかなり上がっていくという状況になっ

ています。 
また、認定者数を見るときに率だけではなくて松戸市の場合人口が多いので絶対数を見て

いかないといけないことで、認定者数が後期高齢の方で 26,000 人を超えてくるような状況

になってきます。33 ページには松戸市が今回行う総括的に事業の概要を示したものでこれ

は後程ご一読頂ければ幸いです。最後に 107 ページ、将来設計に基づいて介護保険料の積

算をさせて頂いています。現在、第 6 期目に当たりまして今年度の基準額は 5,400 円になっ

ています。今後、人口動態とか認定率の緩和をしますと国が全国平均を出していますけど、

このままいってしまうと国の全国平均を上回るおそれがある状況が現状です。 
 次に、第１回目の資料○○○○で説明させて頂きます。地域包括ケアシステムというのは

団塊の世代の方々が 2025 年にはすべての方々が 75 歳以上に達するということでございま

すので、医療・介護・予防・住まい・生活支援これら 5 つの構成要素が一体的に提供できる

地域包括ケアシステムの実現に向けて各自治体が努力をし始めています。この地域包括ケア

システムについては保険者であります市町村が地域の自主性・主体性に基づき地域の特性に

応じてつくりあげていくということが大切になっていくと考えています。 
3 ページ目の地域包括ケアシステムの構築の必要性について若干厚労省が委託して研究

してあります資料を載せてありますが、一体的に 5 つの構成要素が一体的な提供の仕組み作

りが必要だということと、さらに高齢者のニーズはどんどん増えていくだろうという部分と

逆に高齢者を支えるための介護人材というのはやはり減少していく、2025 年には介護人材

不足は 30 万人になるだろうと言われていますので、担い手についても考えていかなければ

いけない状況になっています。 
4 ページ目、担い手不足を補っていくためにも地域の住民の方に是非とも社会参加をして

頂いて、担い手になって頂ければという考えでございます。高齢者が増えていく中で元気な

高齢者がいらっしゃるということも踏まえまして、高齢者の方々にも是非とも生活支援の担

い手として社会参加して頂きたいと考えています。 
5 ページ目には、その視点と致しまして従来行政は介護予防、生活支援、社会参加、高齢

者に対する施策を別々に打っておりましたけど、融合して一体的に提供すれば、その効果は
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相乗効果で上がるのではないかという視点がございます。 
6 ページ目では、介護制度の改正のお話ですが、介護制度の中では従来予防給付で要支援

1・2 の方がいましたけど、そのうち訪問介護・通所介護のみを使っている方は、地域で行

う市町村の地域支援事業に移行されることになっています。また、従来にもまして包括的支

援事業並びに任意事業につきまして充実していこうと。 
包括的支援事業につきましては、在宅医療介護連携推進事業、認知症施策推進事業、生活

支援体制整備事業ということで、今回皆様にお集まり頂いているのはこの包括的支援事業の

中の生活支援体制整備事業の中で行っています。 
7 ページ目につきまして、総合事業というのはどんなものかというと先ほど申し上げまし

た通り、訪問介護・通所介護の部分、これにつきまして、市町村の地域支援事業に移行した

ということを踏まえますと、従来は心身に不安がある方は、介護認定申請という方式しかな

かったのですが、新たに市町村単位で基本チェックリストと地域包括支援センターで基本チ

ェックリストをやって事業に該当した場合につきましては、介護予防生活支援サービスが受

けられるというようなことになります。 
また、合わせまして今回の総合事業でキーポイントになるのは元気な高齢者の方々にも施

策が充実してサービスが受けられるようになるという形にです。 
8 ページ目では国が示しているサービスの累計がございます。松戸市では訪問型サービス

につきましては現行の訪問介護相当サービスを実施しておりまして、これから多様なサービ

スについて検討している所でございます。 
9 ページ目の通所型サービスにつきましては、現行の通所介護相当サービスに加え新たに

10 月から通所型サービスＣとして短期集中予防サービスというものを新たに始めさせて頂

いています。 
10 ページ目、協議体の中で考えていかなければならないイメージとして図式化されたも

のですが、自治体、自治会単位や小学校単位、市町村単位全域でありますが、いろんなサー

ビスが既に行われていると思います。これらを実施している主体というのが、民間企業、Ｎ

ＰＯ、協同組合、社会福祉法人、ボランティアいろんな方々がサービスを今現在も支えてい

ただいていますが、このサービスについて過不足なく地域ごとに実施していくような形を模

索できればと考えています。 
11 ページ目では分類と活用例を示したものでございます。12 ページ目では、実際に協議

体の役割の方に進めていきますと、協議体のみではなくて生活支援コーディネーターと一体

的に取り込んで基盤整備を行っていくような形をとっていければと考えております。 
生活支援コーディネーターの役割は 13 ページにございますとおり、設置目的としては関

係者のネットワークや既存の取り組み組織を活用しながら、いろんな資源開発やネットワー

ク化を図りながら提供体制の整備をしていくことになっています。 
現在、松戸市におきましてはできるだけ早期に実施したいとうことで、暫定的に市の職員

がこの役割を第一層的な役割を担うという形をとっています。 
14 ページ目、協議体の目的と役割、皆様方の役割ですけど設置目的に掲げていますとお

り、定期的な情報の共有、連携強化の場として考えております。その具体的な役割としては、
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コーディネーターとの組織的な互換をしていく。地域ニーズ、情報の見える化の推進、地域

づくりにおける意識統一などを図ればと考えております。 
15 ページ目は、参考までに載せた資料でございまして、16 ページ目はコーディネーター

と協議体との役割分担を図式化したもの市全体の皆様に協議体の役割を担って頂いて今後

生活圏域ごとに色々な形で提供できる体制を作っていきたいと考えています。 
17 ページ目では既存の高齢者に関係する組織の機能を図式化したものでございます。説

明としては以上でございます。 
 
会 長 
 ありがとうございました。松戸市の現状それからこの４月から始まっている介護保険並び

に総合事業の説明と協議体の役割についてということですけども、今回は、1 回目 
ですので、実際、協議体で私たちは何をやるのかとか、どういう○○あるのか、今回初めて

ですのでご意見やわからないことがあればご質問頂ければと思います。では、今の事務局の

ご説明をきっかけにご意見頂ければと思います。 
 
会 長 
 14 ページの協議体の目的という所を、一般市民の方もいらっしゃるのでもう少し柔らか

く説明すると例えばどんな感じか教えて頂きたい。 
 
事務局 
 申し訳ございません。説明が拙くて。議題でお示ししています今後の方向性を先に示しな

がらご説明させて頂ければと思いますので資料の 18 ページから先に説明させて頂きます。 
生活支援コーディネーターの視点の活動と致しましては、関係者のネットワークや既存の

組織、取り組みや組織の活用ということで色々な市内の介護関係の事業所の連絡協議委員会

等を立ち上げて頂いたりというものをお願いしているところがまず１点。 
また、地域ニーズを聞き取るということで既に包括から意見募集をやったり、包括の方々

から意見募集をしたり、市民や各種団体の方々と意見交換をしている所でございます。また、

総合事業の多様なサービスの創設に向けた準備と致しましては、一部実施と書かせて頂いた

のが通所型の短期集中予防サービスなどを今月から実施させて頂いてることに加え、他のサ

ービスについてはモデル事業を色々な形で実現できないかということで色々な団体と協議

させて頂いています。 
今後、皆様方協議体も議論の方向性と致しまして、前提と致しましては、先ほど申し上げ

ました通り、介護人材不足これから顕著に出てくると思っていますので、こういうことを視

点の中にいれてほしいという部分と介護保険料の話を若干しましたけど今後負担をして頂

く方々も減っていく、一方でサービスを受ける方々は増えていくということを踏まえまして、

給付の適正化を考えなくてはいけないと思います。 
また、持つべき視点と致しましては、色々なサービスを作ればいいというのではなくて需

要と供給のバランスを担保しながら負担してくれる方々また、負担する方々もいらっしゃい
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ますので受益と負担のバランスを考慮していかなければいけないと考えています。 
具体的に検討する内容と致しましては、多様なサービスやインフォーマルサービス等の相

当や狭間にある支援、ソーシャルインクルージョン的なものも地域づくりの中で考えていか

なければいけないだろうと、地域の皆様と共通認識の元に活動していかないとこれからは

個々の活動では無理で意識統一も必要ではないかと思っています。 
最終的には皆様方が活躍できる仕組み作りとその仕組みを支える地域づくりをしていか

なければならないと考えています。現在、考えているのが 20 ページにありますが、今後の

進め方としてお手元の冊子の「生活支援コーディネーターと協議体」はわかりやすく書かれ

ていると思いますので、一読して頂いて、皆さんの立場で考える 2025 年に向けた心配事を

また地域の情報の把握状況や地域の健康化の状況はどういう状況で行われているのかとこ

ういうものについて問題提起をして頂いて、事務局の方で整理の上、皆さんにお返しして次

回の会議の方向性を決めていく段取りを取れればと全体的に考えさせて頂いている所でご

ざいます。 
 
会 長 
 ありがとうございました。少しは会議のイメージができたかと思いますがまだ難しいと思

います。今日は 1 回目ですので皆さんの立場で日頃どう思っているのか高齢者施策 
地域支援活動でのご意見でも構いません。事務局の説明は終わっていますのでせっかく来て

頂いたので今思っていることでも構いません、遠慮なくご発言して頂ければと思います。 
 
○○委員 
 18 ページの所に 3 つの項目があって、進め方というのは、これだけのメンバーの活動で

はなくて、分科会的なようなものはありますか？ 
 
事務局 
 最初の 20 ページまで皆様から意見を提出して頂いて今後の方向性を決める段階でご議論

頂いて分科会というのもあるだろうし、今先に決めているわけではないです。皆様の意見状

況を踏まえながらやっていくという形になるだろうと思います。 
 
会 長 
 ありがとうございます。他に何かありますでしょうか。日頃の活動とか事務局のご質問と

かありますか。 
 
○○委員 
 わかりにくい所はありますけど具体的にどういったものを決めていくのかという所で 3
年間という期間で、年間ごとに 1 年目はここまで 2 年間はここまでとそういったものは考

えていらっしゃいますか。 
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事務局 
 皆さんの意見を踏まえてやりたいと思っているので大前提がそう思っています。 
例えば地域づくりのインフォーマルサービスをいつまで作るとかそういうのを決めてしま

いますと活動して頂く趣旨、そういう方々もいらっしゃるので先に決めすぎると皆さんのご

負担になる、活動している団体までもご負担になる。拙速に通るサービスというのは安定・

継続性に欠けるかと思いますのであまり決めつけない。できるだけ早くやりたいですけど地

域づくりという観点では着実に進めていくべきかと逆に思っています。3 年間の中で一定の

サービスは作っていきたいというのは本音ですがそれを全面に出し過ぎると逆に皆さんに

負担を掛けてしまうかなと思っています。 
 
会 長 
 簡単な質問でもいいです。例えば 18 ページを見て頂きますと事務局でお話しして頂いた

のを私がわかりやすく理解すると今も介護事業所連絡協議会とか色んな所でＮＰO の方と

かボランティア団体が連絡会やっていると思いますがそれがもしかしたら縦割り行政でや

っているのでそれを通して皆さんに情報共有してこういう会がありますよ、認知症の会・家

族の会とかありますよと横のつながりを密にするというのはこの協議体で大事なのかとい

うのが１点目で、2 つ目は地域のニーズは潜在的なニーズがあってこういうニーズがあるけ

ど実際公にされてないよと皆さん地域で一生懸命活動されているのでこういうニーズがあ

るけどどうすればいいのかというある程度の地域ニーズというのを皆さんで出し合って問

題を顕在化させていくというのがここで大きなミッションになるかなと今私が聞いて思い

ました。最後に 18 ページの 3 つ目で総合事業で最終的にはこういうサービスやインフォー

マルサービスができたらいいなとこういう人材がいるけどこういう枠組みを皆さんで作っ

ていくといいねとかこういう取り組みがあると最終的にはそういうフレームみたいなサー

ビスをみんなで築き上げていければいいと思いました。ですから連絡会とか私たちはこうい

う試みをやっているけど、そういう意見も出し合って頂ければ何か 3 年間かけていいものが

出来るのかと思います。その他日頃活動していて疑問に思ったこととかありますか？ 
 
○○委員 
 私はこの協議体に応募した時にはっきりはよくわからなかったです。自分がやっている介

護予防教室ですとか認知症の家族サポートといったことを市の協議体に任命されたら市の

バックアップのもとにさらに活動を広げられるのかと思って応募はしてみたが色んな業種

の方がいらっしゃるので３年間長いようであっという間に過ぎてしまうと思いますので各

自が来月からにでも私はこれが出来ますとか自分の所属ではすぐにこれが提供できますと

かいったことを出し合って市の皆さんが一同に会していることなのでそれを寄せ集めて何

かすぐに活動ができるといったことをまず意見を出し合ってみてはどうかなと思いました。 
 
○○委員 
 いろいろお話を聞いている中で資源開発とサービスの担い手要請という所で 65 歳の方が
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10 年後に後期高齢者になる、逆に 65 歳の人というのはちょうどこれから社会デビューする

歳だと思いますが、松戸市はさっきお話聞いたときにロットが大きいということで第一線退

いてこれから社会デビュー、地域に帰るという人たちをどう活用していくのかという視点が

必要なのかと気がしています。地域の中にある所謂資源を○○いくというのも一つかもしれ

ないけど男性は特に社会デビューする時に難しくて出るタイミングを逃すとなかなか地域

に飛び込めないということがあるのでそういった所も含めて担い手をつくるという時は今、

65 歳の方はどういう意識でいるのか、今までやってきたキャリアとか地域の中でどう生か

せるのかという所も少し探っていくのがいいのかと思いました。 
 
○○委員  
 私どもの会は地域の中の助け合いをやってきた所ですが、今、パルシステムの方がおっし

ゃったように地域デビューを毎年何回も提案させて頂いて元気な高齢者が活躍する社会に

なるように、何度も研修会とか提案させて頂いているが、なかなか参加する方はいないです。

ですから、そういうのをせっかく今回チャンスで協議体としてやっていくので、広く協議体

をきっかけに掘り下げていくような活動ができないかと私は期待しています。 
もう一つ提案させて頂きたいのは、こういった協議体が出来ましたので、ただ多岐にわた

っていますよね。色んなサービス事業所があったりとか、地域の町会さんとかいるので、問

題別か、サービス別か、今後の検討だと思いますが、専門部隊とかワーキングチームでもい

いですし、専門的に分かれてここに提案するという形にしたらいいのではないかと考えまし

た。 
 
会 長 
 その提案については後で事務局とこちらで相談させて頂きたいと思います。 
 
○○委員 
 41 年間松戸に住んでいます。松戸というのは町内会があり神社とかお寺も繋がりがあり

自治体、組織等もあります。それに加えて地区社協、それから地域包括という区分けもあり

ます。それが非常に複雑になっています。街づくり、地域づくりになっていきますと今まで

の町内会の区分けとか新しい地域の区分けが絡み合ってくる。 
ある地区では市民サービス、困った人が相談しやすい、ところが、ある所は全然ない。 
春秋のお祭りとか運動会ぐらいしかない。それも非常に偏った感じで。今回、また生活支

援コーディネーターとか協議体というので地区の方がちゃんと受け止めるかという問題が

ある。各地域の町会、連合会はそういうことをスタートするので協力してくれるのか。これ

から色々検討されることは浸透しやすいような根回しが必要だと思います。私がこういうこ

とができますよとメッセージを出してもなかなか地域は昔から土地柄があるのか、神社のし

がらみが強いようでなかなか入っていけない。そういうことがあって新しい街を作る認識を

高齢者の方に理解してもらう。 
若い方は関係ないというのを聞くのでごくわずかな人たちが地域を仕切っているという
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所があります。上手に協議体とか支援コーディネーターが生かされる根回しというか行政に

お願いしたい。我々もその為の提案もしたいと思っています。 
 
○○委員 
 市のある会に参加させてもらって 16～17 人いたが、男性は私だけで、高齢になった時に

男性が社会に出て、60、65 歳になった時に地域に出られない。こういう所の場で男性が出

られるようにしたい。半分の活動がなくなるのはもったいないと思います。それは是非お願

いしたい。○○さんのおっしゃった地域のつながりについて、私は田舎に住んでいたので繋

がりはありましたが、数年前に松戸に来てからは、10 数軒新しい家が出来た所に入ってし

まったので、その 10 軒とは繋がりがありますが、その周りの方とはまったくつながってな

い。つながりがあるのは 1,2 週間に 1 回、回覧板が回ってきて渡すだけというつながりなの

で、そういった所で昔からいる方と 10,20 年前に松戸に来られて、今後、お年寄りになられ

て下に受けたりしないといけない。そういった所のつながりの場をつくっていかないといけ

ないと思いました。 
 
○○委員 
 松戸で仕事をしているわけではなくて県の方で仕事をしています。お話を聞いていまして、

男性の問題はどこの自治体に行っても必ず議論になります。私、厚労省の地域づくりによる

介護予防事業という名のアドバイザーをしております。この議論の中でも男性の人材化とい

うのは非常に議論になっていましてこういう機会でそういう所の先進的な活動で男性をど

う取り込んでいるのかという事例とかを事務局の方と協議体のみなさんとディスカッショ

ンをしたり、資料を集められる機会があったらいいかなと思いました。人材不足については、

2 つお願いがございまして、まず事務局サイドの方にお願い、みなさんにもお願いですが、

会長が先ほどの冒頭のお話の中で介護保険のお話をされておりましたけど、介護保険という

と介護保険の領域の方々が集まることが多く、私も元々は役所の職員でして、役所の中でど

うしても介護保険分野になってしまうのですが、今後の人材不足等を考えたりすると、保健

分野の部署で地域づくりの活動をされている方々をどう巻き込むかとか、それから先ほども

お話が出ましたけども住民の活動も多岐に渡っていて他部署で活動されておると思います

のでそういう所のネットワークをうまく活用できるようなつながりを作って頂けるような

体制がとれればいいのかと感じています。皆さんそこで行き詰っていますので是非そこをお

願いします。 
あとは事務局や委員さんにご意見伺いたいです。人材が少ないという中で私ども理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士などがいますが専門職というのはやはりできるだけ住民の方々

の活動をサポートできるような体制をとりたいというのは常々考えています。 
ただ、仕事が当然ございますのでどういう事を一緒に専門職とやっていけたら活動しやす

いかと案をこういう所でご意見を伺えるとありがたいと思いまして、この先も何回か協議で

ご意見・お話をお聞かせ頂けたらいいと思います。 
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会 長 
 ありがとうございました。 
○○委員 
 私どもの会は、福祉有償運送ということで移動サービスの有償ボランティアをやっている

会になります。今のお話の中で男性の活躍の場ということで、参考にして頂ければと思って、

定年退職後の男性の参加がすごく多い。退職後何かボランティアしたいけど男性はなかなか

ご自宅に行ってというのが出来なくて、でも運転ぐらいは出来るという人がすごく参加して

くださって、車の運転をして外出の支援をする有償ボランティアの活動なんですが、そうす

るとその方がすごく元気になる。やはり待っている方がいて自分の得意な運転をして「あり

がとう」と言って頂けることがとても元気になる。そういう広がりがあって、男性もやれる

ことはある、特に運転もそうですが、力仕事があったりとかそういう事で提案できればやっ

て頂けることはあると思いますし、もう一つは男性だけではなくて、子育てが終わった女性

も活躍できる場、これは専門職だけではなくて地域の活動、ボランティアでもいいですしそ

ういう活動ができるような提案をしていって、高齢になっても元気で人の役に立つことがで

きるような場を今回の制度改正というのはそういうことだと思います。そこも提案していけ

て高齢になってもいきいきと生きていけるようなことをアピールできる松戸の協議体とい

うことになっていけばいいのではと思っています。 
 
会 長 
 ありがとうございます。 
 
○○委員 
 私たちの街は連合町会というのが活発に活動していまして、女性の方は連合町会の中で福

祉部をつくっています。その中で私たちは、平成 5 年から 70 歳以上の一人暮らしの方の訪

問を今年で 22 年目になりますが活発に行っています。毎月行っている所もありますが、皆

さんお元気なので２か月に 1 度とそういうので必ず安否確認という形で女性の方が訪問し

ています。 
だんだん皆さんと親しくなると困ったことがあれば、民生委員も中に参加していますので、

包括さんにつなげたりとか、役所とのつながりもしておりますので、すごく良くなってきた

と思います。 
ただ、町会に入ってない高齢者の方の把握は出来てないので、そういう方たちの把握、高

齢社会になってきているのでゴミ出しとかも問題になっていますし町会の班長さんも出来

なくなってきているし、それをどうするかという問題もたくさん出てきています。それも皆

さんと話し合っていかなくてはいけない。 町会に入ってない独居の方の把握は私たちには

どうしようもない。そういう問題は市役所の方で高齢者の把握もしっかりして頂きたいとい

うのがお願いです。 
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○○委員 
 今、委員の皆様からどちらかと言うとマンパワーを確保したり、人材をいかに地域のニー

ズに結びつけたり育成することが主題となっていると思いますが、そこにこれから協議体で

ネットワークを構築し、生かして筋道を作るような話になっていくのかなと漠然と理解して

います。その中で必要なサービスを創設したり、マンパワーを確保したり、それがバラバラ

でやったとしても、いざ地域の中で生かすにはどうしたらいいのかというのがなかで、それ

を調整するのがコーディネーターの役割かと思っています。先ほど第１層を松戸市の職員が

メインにということは中沢専門監からお話があったかと思います。そうすると１層だけでは

なくてもっと地域に根差したコーディネートをする人間、ここにいる委員の皆さんが仮にコ

ーディネーターになったとしてもそれのノウハウを作り上げていくというのがとっても大

事になってくると思うので、事務局側にそのコーディネーターの育成の部分について協議体

の中で情報共有したり新たなサービスのイメージを作り上げたりすることと、コーディネー

ターの役割というのがどういうふうにリンクしていくのかをご説明して頂けるとありがた

いと思います。 
 
事務局 
 まず１層の協議体は今日発足しまして、第 1 層のコーディネーターは市の職員がやってい

るということをお話ししました。第 2 層につきましては今、地域包括支援センターというの

が 15 生活圏域に対して 11 か所の包括が設置しております。これを 29 年に向けて 15 箇所

体制生活圏域に合わせた体制に持っていく準備をし始めた所です。それに合わせて、生活支

援コーディネーターを例えば包括に置くパターン、地区社協に置くパターン、色んなパター

ンがでていますので松戸市としてどのパターンで置けば皆さんが町会単位でお願いした方

がいいのか色々なパターンがございますので、まず、情報集約をしてから、設置場所や任命

をするという活動、生活圏域といいましても大きい所から小さい所までありますので一通り

1 名ずつ置けばいいとはならないでしょうから、その辺は情報を把握しながらやっていけれ

ばと。現段階で具体的にどういう形でという方向までは至ってないということであります。 
 
会 長 
 ありがとうございました。 
 
○○委員 
 ボランティアを始めましてまだ 2 年ちょっとですのでちょっと難しくてわかりませんが、

現役を退いたら自由な時間が出来ましたのでようやく 1 週間ボランティアで埋まっており

ます。今、現場に行ってどういう状況かと感じ取っている段階です。色々疑問もありますけ

ど、まだ情報を集めている段階で申し訳ないです。ただ、市からのこういう団体があるとい

うのが行き届いてないような気がします。そのへんのコマーシャルというのはどうなさって

いるのか。皆さんに行き届いてない感じがしています。 
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会 長 
 貴重な意見をありがとうございます。 
 
○○委員 
 私が公募で出した意見がいいのかよくわかりませんが、私たちは困っている人はお互い様

で年齢関係なく 20 年近く活動してきましたけど活動を振り返ってみたときに若い人が核家

族で年寄を知らないということが一番問題かと思っていました。 
松戸市の企業が中学校とかお年寄りに所に行くという案を勉強しましたが、もちろん高齢

者がボランティアというのも大事ですが、何年か前を見る時に若い人たちが本当にお年寄り

を知らない。それを何とかする方法を皆さんに提案したいと思って意見を書きました。先を

どう見るかというのも大事ですが若い人たちをもっとみるというのも入れて頂きたいと思

いました。 
 
○○委員 
 松戸市スポーツ推進教育委員と致しましては健康づくりということで地元に密着型の教

室ということで、だいたい年間 100 数回開催しております。種目は、グランドゴルフとか

卓球とかバトミントンとかそういう地域に密着型のスポーツを展開しております。11 地区

で 108 名スポーツ推進員がおりますけどもスポーツ推進員とは市の方から非常勤公務員と

いう立場で参加させて頂いております。延べ 11 地区で年間 2 万人くらいの参加者をへて動

いております。地域密着型の健康づくりをどうしたらいいのかと 
スポーツ推進員として構築していかなければいけない。それに伴いまして介護と連携してい

くのかなと。元気な方々になっていただきたいということが必要になっていく。 
そいう点で私たちは地域密着型の組織かなと感じております。 
 
○○委員 
 私も福祉の方で仕事をして現実的に毎日抜け殻のようになって帰ってくるのが現実なん

ですね。体力的な問題もありますし、人材が不足するのも仕方がないなと感じます。それだ

け少なくなれば仕事の負担がもっと大きくなってきつくなっていく。それで辞めたくなって

しまうという。若い人達、中学・高校・大学で福祉の授業があってそこで少しでもお手伝い

してもらえるような環境があるとボランティアで参加してもらえるような環境を作っても

らうといいかなと、介護側の理解もしてもらいたいと思います。 
 
○○委員 
 私がここにいる分類としては介護予防だと思いますが、実際松戸に来て 10 年経ちますが

主人の母が介護認定を受けまして、その時にほんとうに松戸市に介護してもらえるのか不安

が出たのが今回参加させて頂くきっかけとなりました。 
□□□□（地域名）ですが、実際、自治体の活動がほとんどない状況で今、地域ケアとか

お話が出ましたけど、本当にうちの所はそういうことに含めて頂けるのか。まずその不安が
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あります。3 年間かけて少しでもお役にたてれば、私は何をしたらいいのかと考えている所

です。それと、ケアマネジャーさんが向こうの都合で変更になったという主人が話を聞いて

いるので詳しくはわかりませんが、それってあるのかという不安と疑問とか介護に関してあ

りますので、私もこれから色々お勉強をさせて頂きながらお役に立てればという状態です。 
  
○○委員 
 町会員がこういう場で望まれるのは例えば、国が地方自治体や行政にだんだん仕事のウエ

イトを移していくというようなことに関連して最近では地域包括とか社会福祉協議会から

町会あるいは連合会に向かって望まれることがどんどん増えていって、こういう問題だけで

はなくて、昨日も防犯推進委員と地区長との会合があって、みんな町会に向かってお願いし

ます。という方向です。そうそう町会は上の団体が望むような 
すべてに対応できるような体制にはまだまだありません。地域によって差があるとは思いま

すが、そういった点の開発をしながら、こういったことをする必要があるのかと思います。 
 
○○委員 
 農業の高齢者の方の人材は、△△ボランティアという団体が始まって、そこには引退され

た方が松戸の農業を一生懸命支えてくれている状況でありますので、男性の方も十分活躍し

てくれる場はあると思います。また、地域づくりということで皆さんのお話を聞かせて頂い

ていましたが、自分は農家の方との付き合いが多いので、農家の方だと生涯現役、最初から

消防団、社協、防犯協会、あと地域の神社とかずっと役員をやっていくのが農家で、屋号で

呼び合って、20 代の頃でも屋号で呼び合ってみんなのことを知っている。そういうような

団体に所属していますので、今日、お話を聞いて大変目から鱗が落ちるというか違う状況だ

なと思っておりました。自分たちで高齢者にもっと活躍して頂くためにできることといった

ら土に触れて頂いて野菜を育てると癒されるとかあと達成感があるといったようなことが

大変あると思いますのでそういった分野で自分たちは協力していきたいと思っております。 
 
○○委員 
 話が戻ってしまいますが、資料の 18 ページにあります、公募による意見募集、私は今 30
代でして周りの友人・知人に聞いてみたら広報を読んでいる同世代が非常に少ない。私自身

は毎回届けてもらっていますが意見を詰めるにあたって広報以外の手段としてフェイスブ

ックなどのようなインターネットを使った形はどうなのかなと思いました。 
 
○○委員 
 高齢者の方から色々ご連絡頂いて相談業務にあたっています。小金原地域に限っての話で

申し訳ありませんが民生委員の方たくさんご協力頂いています。ボランティアの方も本当に

熱心にやって頂いております。その方たちで支えて頂いているのはとても実感があります。

小金原地区は団地がありましてエレベーターがありませんので 5 階に住んでいる方、虚弱に

なってくると即生活に支障が出てきているのが現状です。そして、小金原は坂の多い街です
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ので階段と坂を克服しないと生活が成り立ちません。その中でゴミ出しをしたり、お惣菜を

買って来てくださったり、ボランティアの名が付いていなくても近所の方が支えてくれてい

るケースもありますが、やはり、まだまだそういう方だけでは足りないのが現状です。今ま

で元気だった方がサークル活動に通われていたけど階段が降りられなくなった、坂が上れな

くなったということでサークルに行けなくなり、町会の集まりに行けなくなったという問題

をたくさん聞いております。問題に関してはたくさん感じていると思います。その中で皆さ

んご協力頂いて、少しでもいい街づくり、私も松戸で育ち松戸で働いておりますので、松戸

にはとっても愛着がありますのでご協力頂ければありがたい街づくりになると思っており

ます。 
  
○○委員 
 特養は市内に 19 か所ありまして、各地域に根差して運営をということを心掛けている所

ですが、実際に住民の方と近い所で考えますと今まで介護保険とか行政サービスとかいうよ

うな所を中心に介護の社会化というのが進められている。それに少し慣れてきている住民の

方が多いのではと思っています。そういった中で共に考えて共に支え合う地域づくりという

のは頭の中では住民の方も理解されていると思いますが、一方で、わかるようになるために

は、まだまだ時間がかかるなと思っていまして、私たち特養は社会福祉法人でございますか

ら社会福祉法人の中でも色々な考え方があるのだろうなと。温度差もありますから、まずは

所属する所でしっかり合意を図って、地域づくり、町おこし的な所につながっていくかと思

います。そういった視点を地域の方々にそれぞれの立場で繰り返し、繰り返し、説明してい

くという事が大事だと思っています。地域づくりの気運を高めてオール松戸体制を作ること

が大事かと思っています。その中で社会福祉法人はどこまでできるか考えていきたいと思い

ました。 
 
○○委員 
 私たちケアマネジャーの協議会では毎日ケアマネジャーとして高齢者の方、2 号の利用者

の方の介護支援をしています。その中で今回の制度改正がありまして私達ケアマネジャーも

ちゃんと理解していかなければいけない。それから 10 月からまた通所系のサービスが入り

ましてそれも入れていかなければいけない状況の中で松戸市における支え合う地域づくり

のこの会に参加させて頂いて、ケアマネジャーの協議会として何ができるのかということで

これを持ち帰って、また地域のニーズを収集してこの会に提言していければいいかと思いま

した。よろしくお願い致します。 
 
○○委員 

民生委員は松戸市で 18 地区あります。人数は 532 名です。その上で各地区欠員が何名か

ございます。民生委員の仕事の中で見守りと安否確認がほとんどですが、例えば包括は 17
時でお帰りになられて、なかなか連絡が取れない時に民生委員が夜も活動していくというよ

うな事があります。その中では、あまりは入り込みし過ぎないように、支援のし過ぎは民生
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委員の福祉団体の介護パイプ役の中では逸脱してしまう部分もあるんですが、民生委員は人

のいい世話好きなおじさん、おばさんが多いのでほんとにモチベーション高く活動をしてい

る状況です。また、その一方で民生委員が高齢化という問題も抱えておりまして、また 3
年に 1 度の一斉改正になりまして、一生懸命活動している人が、民生委員になれなかったり

ということで、活動をまた 3 年に一遍、一から活動をやり直しというものになっていきます。   

社会福祉協議会や高齢者支援連絡会、地区社会福祉協議会、市社協すべての団体に民生委員

は所属しております。その中で、民生委員としてできることを活動しているのが現状になり

ます。私は常盤平地区の会長としてやっています。 
お年寄りの話から地区社協の事業に参加するのは嫌だ、こちらの事業に参加するのは嫌だ

とここには行きたくないというお年寄りが多いことがわかりました。その中で、単独ではご

ざいますけども、65 歳以上の高齢者を対象とした茶話会を開きまして、食育とかロコモテ

ィブとか成年後見とかいう所の寸劇をやりながら 65 歳以上の方に理解をして頂き、それは

地域包括との共同で開催しております。 
その他、子供の小学生・中学生を対象とした子供の居場所づくりを、これもまた単独です

が、月 1 回ではありますが活動を続けております。ただ、子供に関しては、最近は非常に貧

困という所で、親が働いていて子供は学童保育のお金が払えないという家庭も増え、私達の

常盤平地区の活動が全体に広がっていったらいいと思って活動しています。 
また、こちらの協議体の所で介護保険やいろいろなお話を伺いながら、松戸民児協の方に

持ち帰りまして、皆さんと話し合いながら、またそれをこちらの方に返すという形で事業の

活動につなげていったらいいのかと思っております。どうぞ学ばせて頂けますようよろしく

お願い致します。 
 
○○委員 
 国の政策の地域包括ケアが 1 丁目 1 番地だと言われるようになって、こういう会が設け

られていますが、その中に医療・介護・福祉・生活支援・住まいなどの要素があるわけです

けど、我々医師会はその医療を担当していまして大きな枠組みの中ではごく小さな一つの要

素だと思っております。そのうちの何か貢献できることがありましたら出来る限りさせて頂

きたいと思っております。この支え合う地域づくり協議体というものが作り出されて、号令

がかかって行われているので逆に言いますと地域の中で支え合いが 
不足してきているとか地域繋がりが弱くなっているということの裏返しとも思われます。で

すので、確かにマンションの隣の人と交流がないと自分自身も思いまして、そういう所がや

はり時代と共に弱まってきているのだと思います。耳学問で学んだことでいいますと、欠け

ている地域繋がりの機能としていえる例として、商店街の役割であったりとか、お祭りの役

割だとか小学校・中学校の同窓会だったりとか例えば 3 つの機能が弱まっていて、逆にいい

ますと地域包括ケアとか地域づくりというのはそういうもの、まあもちろん商店街そのもの

が活性化するとか、お祭りがもっとさかんになるとかそれに限らず、昔で言えば商店街や祭

りや同窓会が担っていたような地域の機能をこれから未来の時代に代替していくことがで

きるのだろうか、そのために今日お集まりの皆様に色々なことを聞かせて頂いて、それぞれ
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の担い手が商店街や祭りや同窓会という類似するような機能をどうやったら活性化させて

いくことができるのだろうか、結果として支えが強まったり地域の繋がりが強まったりとい

うことを、目指しているという会なんだろうと思いました。 
実際ここにご臨席の皆様方のそれぞれの社協や民生委員と公に設置されている所もあれ

ば、民間のさまざまな有志の活動もあるわけですけども、それぞれのご活動がまずどういう

ことをなさっているのかもっともっと教えて頂きたいなと思いましたし、それがどのように

つながっていくと商店街や同窓会の機能になっていくのだろうかというそんな視点で考え

られるとよいのではないかと思いました。 
 
副会長 
 最初はちょっとどのような形で進めていくのかと不安がありましたけど皆様の話を聞か

せて頂く間にちょっとずつクリアになってきたかと思っています。事務局の方から何も描か

れていないというお話はありましたけど、逆に私達がつくっていくものなのかと思いました。

ここに描かれている協議体は国が設置してほしいということであるわけですけど、出来てい

るのは外だけで中の物を詰めていくのが私達。人材育成の話、担い手づくりの話、コーディ

ネーターの話、地域の状況を把握するという話が出ていたと思いますが、人材育成に関して

は私達の方で地域レベル講座とかやっていますが、やはり人が集まってないというのもあり

ますが、逆にシルバー人材センターには人が集まっているようなんですね、あと相談業務で

もお金がないという高齢者の相談もあります。 
シルバー人材センターとは別に社会に貢献する人材センターみたいなのができるとおも

しろいかなと思っています。あと今、65 歳以上の方はバブル時代の時に 30 代くらいだった

のでそうするとＩＴとかけっこう色んなスキルを持って今リタイアされている。何をしよう

かと考えている方も多いのでそういう方も力仕事だけではない。仕組みづくりの所にも関わ

ってもらったりとかソフトを作ってもらったりとかそういったことにも貢献してもらえる

人達がけっこういるのではないかと思っています。 
現に町会でも、栗ヶ沢の防災委員会とか河原塚の方で歴史編集委員会とかけっこう独自の

活動をしている所がポコポコ生まれていると実感を受けておりますのでそういった方も巻

き込めるような仕組みづくりができればいいのではないかと思っております。 あと、コー

ディネーターに関しては、介護予防の講座に集まる人達、講座を受けてその後は何をしよう

かしたいけどその受け皿がないと悩んでいる方もいらっしゃいますので、そういう方も巻き

込めるようなそういう所と連携をとれるといいかと思います。 
今回、生活支援も入ってきているということでここはどちらかというと高齢者支援・介護

支援、健康福祉、生活支援とか障害福祉の分野とも連携を取らないと市民からすれば自分が

行っていいのはどこなのかよくわからないという状況もあると思うので、何かワンストップ

でできる所があればいいなと思います。色々な立場の方のお話で松戸独自のこういう仕組み

が構築できるのではないかと期待しています。 
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会 長 
 ありがとうございました。第 1 回目ですので皆さん貴重な意見頂いてありがとうございま

した。事務局へ私からのお願いですけど、今日意見が出たのを次回までにある程度 
議事録つくる形でまとめて頂ければと思います。何人か提案なさっていますのでまとめて頂

いて、次にいろいろ議論できればと、あと事務局側が考えていることも次の会議で議論した

いと思います。皆さん、とてもいい意見がでて私も安心しております。 
 
事務局 
 本日の意見は早急にまとめてお戻しするようにしたいと思います。一度こちらの冊子をご

覧になって今、思っていることも踏まえましてご提案頂ければとそれはメール、ＦＡＸ、郵

送など構いませんのでご意見頂ければとそれを事務局の方で整理して次回の会議に向けて

いきたいと思います。次回の会議は年明けの 2 月頃を予定していますので 
皆様の資料提出につきましては 11 月末までにお願いできればと考えています。 
 
司 会 
 皆様ありがとうございました。以上を持ちまして、松戸市支え合う地域づくり協議体委員

委嘱式及び第 1 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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