
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 28年 8月 22日(月) 午前 9 時 30分～11時 45分 松戸市役所新館 7 階大会議室） 

司会 
本日は足元の悪い中お越し頂きましてありがとうございます。只今より平成 28 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。よろしくお願い致します。本日の資料は

次第に記載されている通りでございますので詳細を割愛させて頂きます。全部で９点で

ございます。不足の方ございましたら挙手をお願い致します。また、本日の終了時間は

１１時４５分とご案内させて頂きましたが、天候の関係など考えまして、また、ディス

カッションが深まった場合、延長があるかと思いますがその辺はお天気と合わせて考え

ていきたいと思います。それでは開会に先立ちまして○○部長よりご挨拶をお願い致し

ます。 
 
事務局 
皆様、おはようございます。福祉長寿部 部長の○○でございます。本日はお忙しい

中、また悪天候の中をこんなに多くの方にお集まり頂きまして、誠にありがとうござい

ます。また、皆様には日頃から松戸市の高齢者施策や介護保険事業等に関しましてご支

援ご協力頂き誠にありがとうございます。さて、高齢者を支え合う地域づくり協議体、

こちらにつきましては、介護予防日常生活支援総合事業を円滑に推進するために様々な

立場の方の連携、ご協力を頂きながらこの生活支援体制の整備を図っていこうとするも

のでございます。地域包括ケアシステムの構築に向けまして、高齢者が出来るだけ長く、

元気な状態を維持し安心して暮らし続けることが出来る仕組みづくりとそれと地域と

人とのつながりを大切にする地域づくり、これを実現するものでございます。こういう

事で、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構築してもらいたいと

考えているところでございます。本日の会議では生活支援体制整備事業と地域包括ケア

システムの背景と目指す方向性につきまして、事務局から説明させて頂いた後に意見交

換をして頂く予定となっておりますのでどうぞよろしくお願い致します。以上、整いま

せんが挨拶とさせて頂きます。本日はどうぞよろしくお願い致します。 
 
司会 
続きまして会議の出席についてご報告致します。本日は、○○委員、○○委員、○○

委員、○○委員、○○委員よりご欠席のご連絡を頂戴しております。委員 32 名中 27 名

の出席でございます。また、座席表ですが、スクリーン設置の関係で若干変更しており

ますので予めご了解お願い致します。当会議は公開の会議となっており、議事録は市の

行政センター、またはホームページでご覧頂けます。議事録につきましては、ご発言者

の氏名は記載せず委員と致します。またご発言の内容については、つながりが不明瞭に

なる部分のみ、事務局が若干手を入れて要旨とさせて頂きます事を予めご了解をお願い

致します。それから本日は、厚生労働省の○○様が見学にお越しでございますのでよろ
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しくお願い致します。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。 
 
会長 
皆様、雨の中ありがとうございます。では、5 月の会議においては作業部会の報告を

踏まえ、今後の活動について事務局にお願いしまして地域づくりの積極的な推進を進め

て行く為の方策を検討したいと思います。前回、2 層など色々な検討があったと思いま

すが、本日は新しくその実施に向けてこちらの方で提案をしたいと思います。この提案

について事務局より説明をお願い致します。 
 
事務局 
介護制度改革課の○○です。それではご説明させて頂きます。お手元の資料 3 になり

ますけども、これまでこの協議体についても何回か説明させて頂いて、前回 5 月の段階

で作業部会から「人・場所・情報」を有機的に連携して自助・互助の仕組みを作ってい

くことが望ましいというご提案を頂きました。その後、会長と事務局で協議させて頂き

まして、今後どのように地域づくりを推進していくべきかという議論の中で、既に地域

づくりの実績があります、さわやか福祉財団の方に私どもがご相談させて頂きました。

さわやか福祉財団につきましては、お手元の資料にもあります通り、自治体と協定を結

んだり、もしくは市社協を含めまして協定を結んだりとさまざまな形で地域づくりの推

進に貢献頂いていると認識しております。もともとさわやか福祉財団を始め、多くの

方々は新地域支援構想という構成団体として、いくつかの団体、15 団体だと思いますけ

ど、こういう団体の方々が協力して今後の方向性をお示し頂いているというふうに認識

しております。そこで、さわやか福祉財団に相談する中で、さわやか福祉財団の方より、

松戸市が地域づくりを進めていくというのであれば支援して頂けるという申し出がご

ざいましたので、会長と協議させて頂きました。第２層のコーディネーターとか協議体、

こういうものをつくるにあたって、まず、地域づくりの勉強会から着実に進めて行くこ

とが望ましいのではないかというご提案を受けまして、私どもと致しましては、まず本

日、さわやか福祉財団の○○さんの方から、第１層の協議体の役割などをご講演頂いて、

さらに、案内は先行させて頂いてはおりますけども、9 月には市内 3 ヶ所で地域づくり

の為の勉強会を実施したいというふうに思っております。さらに、その勉強会以降、地

域づくりの機運が高まってくれば、地域がいいのか自治会がいいのか、どのくらいの範

囲でいいかというのがありますけども、そういうグループ毎の勉強会を継続していきま

して、場合によっては、年明けの 2 月にはさわやか福祉財団と共同の形で地域検討のデ

ィスカッションを行えればと思っております。それを契機にさらに他の地域に波及が出

来ればというふうなことを今の段階で考えておりますので、まず、これまでさわやか福

祉財団がいろいろな場面で他の自治体と共同な形で地域づくりをやってきたお話を聞
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いて頂きまして、そこから順番に始めていければと考えておりますのでよろしくお願い

致します。 
 
○○会長 
ただいまの提案でございますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。一応承認を

頂いたということでこのように進めさせて頂きたいと思います。では、今後の地域づく

りを進めるにあたってさわやか福祉財団さんにご協力頂くということを承認致しまし

たので、今日は、さわやか福祉財団から講師に地域包括ケアシステムの背景と目指す方

向、地域におけるそれぞれの役割についてお話をして頂けると思います。○○さんは、

昨年の協議体も傍聴され、本市の進め方に非常に共感し、関心を寄せているということ

なので今後一緒にやっていけるということなのでご協力を頂きました。もしかしたら、

福祉財団を知らない方もいるので、そこからお話をして頂いてよろしいですか。 
 
講師 
おはようございます。さわやか福祉財団の○○と申します。皆さん、さわやか福祉財

団をご存じですか。知っている方は知っている。知らない人は全く知らないという感じ

だと思いますが。全国でこの話をさせて頂く時に、さわやか福祉財団を知っていますか

と聞くと、やっぱり半分ぐらいはポカンとしている感じです。 
何をやってきたかというと、今日は資料の中で水色のパンフレットを入れてあります。

時間もないのでこれは説明しませんが。ざっくり何をやってきた団体かと言いますと、

25 年間助け合い活動をつくってきた団体とそれを申し上げるしかないかなとそれだけ

の団体です。誰がつくったかというと、ロッキード事件の検事をやった○○さんです。

最初は、ほんとに小さい団体でやりましたけれども、25 年間経ってかなり大きな組織、

と言っても組織が大きいのではなくてネットワークが広がったということですね。助け

合い活動、まあ検事をやっている人がなぜ？と思う所がありますが、日本に足りないと

いうことで、これをベースに日本の社会を安定させていこうと、僕らの理念は、「新し

いふれあい世界の創造」ということで、助け合い活動がしっかり定着した地域の中で安

心して暮らしていこうと、こういうのを目指している団体です。なんでこんな助け合い

活動をやっている団体が偉そうに前に立っているのかという事ですが、そこが今回のポ

イントになります。今日僕がお話するのは、介護保険改正の話です。厚生労働省の方も

いらっしゃるし、そうそうたる面々の前で話をしていいのかという所もありますが、逆

に制度の方は、皆さんいろいろ情報を得られていると思いますので、先ほどもご説明あ

りましたように、私達が今やっていることというのは、住民にとって今回の介護保険改

正がどういうふうに関わってくるのか、言い方を変えるとそれぞれ住民が役割をどうや

って果たしていくのかということで、特に住民に向けてなんですが、団体がありまして

住民に仕掛ける側まさに今日のテーマになります協議体、特に第 2 層なんかの所も含め
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てですけども、協議体の構成員になる人達、この人達に向けて自分たちの役割はどうい

う所かな、この介護保険改正をどういうふうに動かしていけばいいのかなとこういう事

を提案させて頂いている、情報提供の役割、情報提供者という所で色々やらせて頂いて

います。 
なぜそういうことになったかということは先ほど、○○さんからご説明頂きました通

りです。もう資料に入っていきたいと思います。○○さんからお話ありましたように、

新地域支援構想会議というのがあります。これは何かというと、介護保険改正は皆さん

ご存知のように定期的に変わっていくわけですよね。これはルールになっています。定

期的に変わっていく背景の中で日本の情勢ということで考えると、どういう社会情勢が

問題になっていますか。と言ったら色々皆さん頭の上にぱっと問題が浮かぶと思います

が、その中で特に注目すべきは何かなと、このテーマに於いては何かなといったら、「財

政問題」というのがありませんか。社会保障に充てるお金が少なくなってきていると、

そういう中で介護保険は変わるルールになっていると、そうなると介護保険をなくすと

いうわけにはいかないですから、どうやって維持していこうかという発想が生まれて、

介護保険を維持するお金はない、サービスの質を低下させてでもどうにか維持してやろ

うみたいな事も考えられなくはないだろうと、そういう事を危惧して中身のしっかり詰

まった機能する介護保険に改正していくべきではないかという発想の元、これを国にお

任せして、もし違っていた時に「何だ、違うじゃないか」と文句を言うのは簡単ですけ

ど、その前にしっかり現場目線の意見をどんどん入れて国の議論の中にそういう要素を

入れてもらおうという発想で、まず一つ会議体をつくろうという事が提案されました。

それが新地域支援構想会議という会議体だと思って下さい。 
今日、お話することは、細かく言えば若干違うだろうと先生方もいらっしゃるのでそ

の辺、恐縮次第でお話することになりますが、住民向けの内容をそのままここでお話し

ます。今日、聞いて頂いて、48 万人の大都市の第 1 層の皆さんにとって、これからどう

いうふうになっていくかということを考えて頂く情報提供としてお話しますので、知っ

ているという所はいっぱい重なってくるかもしれません。 
結局、国に現場目線というのをしっかり反映して頂きたいなという所で、まず現場の

意見や知っている人達を集めようということで声掛けをしてかないといけない。さわや

か福祉財団だけでそれが出来るかといったらなかなか難しい。だから協力してもらう団

体さんをまずピックアップした。それが、生協さんと全社協さんです。財団を含めたこ

の３団体が呼び掛け団体になって、全国の高齢者福祉やっている団体さんにもう少し現

場の意見入れたいから協力してよという事を呼びかけた。こういう経緯があります。こ

の呼びかけた団体がトータル 10 数団体になりまして、この 10 数団体の集まりが新地域

支援構想会議という形で国に対して色々意見を言い合いながら、この介護保険改正の中

身を調整してきたという経緯があります。実は、構想会議がまとめた意見というのは今

日の資料にも入れて頂きました、提言書というのがあります。 
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構想会議の提言書、この内容が今回新地域支援事業の中に色濃く反映されたという経

緯があります。ここがやれやれと言って、国がやりましょうと言ってくれたわけですよ。

これがきちんと機能するように推進していく為に国にお任せではなくて、「やりましょ

う」と言った側も推進に協力しているとそういう立場です。ですから国と一緒に協力し

てやりながら、今回特に体制整備事業に関して、さわやか福祉財団は、地域の基盤つく

りという点で協力させて頂いている立場です。国と協力と言うと「国の回し者か」とい

う意見がよく出てきますけど、そんなことなく、青い資料にも書いてありますけども、

僕らの活動資金というのは 100％寄付のお金です。つまり国のお金は一切もらってない

です。ですから 25 年間助け合い活動をやってきて、活動に賛同してくれた方が「良い

活動だから頑張ってね」という事で、入れてくれたお金を使ってこういう活動をしてい

るという事は、国と一緒に話すにはちょうどいい立場だと思いませんか。住民のそのま

まの意見をダイレクトに伝えられる立場、その関係性を維持しながら協力して推進に向

けて活動をしているという所です。ですので、研修会で色々情報提供をさせて頂きなが

ら、国の考えているのはこうですと、さわやかの活動はこういうことです、だから地域

の方はどういうふうにやりますかという事で、問題提起をして地域の活動を促している

という流れになっています。 
 
今日、僕のこの立ち位置も 1 層が出来ている松戸市さんとはいえ同じですね。基本的

な考え方は僕がお話して、それがいいか悪かではなくて、それについてどう思うかを皆

さんに考えて頂いて、これから松戸市の体制整備をどうするか、ここを議論していく為

のきっかけにして頂ければありがたいなと思います。実際、2 年間、いやもっと前から

動きが始まっていて、平成 26 年の中央研修、国の方のＳＣ（生活支援コーディネータ

ー）を養成するための先生づくりの研修ですけど、これが動いていく段階で、既に全国

に向けて全国都道府県 200 ぐらいの数のフォーラムをやってきました。ここに厚生労働

省さんも出て頂いて、まず関係者に向けて情報発信したというのが 2 年前です。国の方

の研修は考え方の要素が強かったので、僕らの強み、実践の方でもう少しリアルな検討

会、意見交換会が出来ないかなという事で日本を８ブロックに分けてやってきた、これ

がもう去年の話ですね。それが終わってから、全国を対象にやっていた情報交換会、研

修会が都道府県レベルにおちてきた、それが去年。都道府県が今年に入ってどうなった

かというと、まずは市町村の単位で今どうするかという話になっています。僕は今、財

団の方では 10 件担当しています。10 件×自治体数ですからものすごい数を見せて頂い

ています。どこの自治体さんもまさにここの段階、それぞれの自治体さんで体制整備ど

ういうふうにやりますかということを情報提供した後に、いろいろ勉強会というのをや

ってもらっています。ですから、第 1 層は、松戸市は出来ていますから、これから第 2
層でどういう展開をしていくか、これを皆さんに議論して頂くというのが勉強会にあた

るのかというふうに考えています。 
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ここから厚生労働省さんの資料を使って色々話していきます。もう皆さんにとっては

わかっていることかもしれませんけどベースになるので、いつもここを話してから協議

体の話に入っていきます。厚生労働省さんがいる前でお話するのはちょっとやりづらい

所もありますが、さっきからお話しているようにさわやか福祉財団が話すこと、これは

住民の目線で考えたときにこの制度どういうふうに解釈をするかという話です。ですか

ら皆さん、1 層の構成員の方々として、これから２層あるいはもっと言えば、住民の方々

がどういうニーズを持っているかという事にたどり着くと思います。 
その時にこの制度をどういうふうに捉えて、自分がどう関わるかですので、ちょっと

視点を住民という所にかなり焦点を絞って、極端ぐらいに絞ってこの制度をみていくと

こういう説明になるのではないかなという話をします。 
 
まず、地域包括ケアシステムです。これもやっぱり○○先生の前で話すのは緊張する

んですけど、見方はいろいろあると思います。全国で色々話していて、それぞれの立場、

例えばお医者さんが見たときのシステムの在り方とか、介護保険事業者から見た時の在

り方というのはたぶん変わってくると思うんですね。僕が言っているのは、この地図、

地域包括ケアシステム、言ってみれば社会保障の在り方・仕組みを国が相当気合いを入

れて構築しようとしています。という事です。けれど、地図が広大過ぎると皆さん思い

ませんか？ 
 
この中の一つとして組み込まれているけど、地図が大きすぎて、もしかして 48 万の

自治体の第 1 層の構成員として、どういうふうに関わっていったらいいのか少しぼやけ

ている所がありませんか。そこをクリアにしていくというのが、これからあと 1 年半残

されたこの制度の移行期間の時間の使い方だと思います。今やっていることが間違って

いるとかそういう事じゃなくて、これをもう少しクリアにしていく、その作業の為の情

報だと思って下さい。社会保障制度のベースとして地域包括ケアシステムの見方も色々

あって、地方で説明している自治体さん、住民向けにもお話していますが、説明の仕方

として柱を太くしていくという考え方じゃないかなという事をよく言っています。 
医療保険と介護保険っていう社会保障は、しっかりした柱がもう既に立っていて、日

本がつくってきた誇りだと思いますが、このしっかり出来た社会保障が安定して土台が

どんと出来たと思っていたら、カタカタ言い始めましたということなんじゃないかと。

カタカタの原因は何なのかといったら、最初にお話しした日本の社会情勢、つまり財政

問題がここに加わってきてしまった。そしたら安定すると思っていた社会保障制度がカ

タカタ言い始めてしまった。これはちょっと意外だったなと。 
じゃどうしようかという事で、国の方で出してきた対案が、資料の一番下の生活支援

と介護予防の柱、これは新しい話ではないですよね、既にもうやっている事だと思いま

すが、医療保険と介護保険と比べたらその柱ってどれくらい太いですか。まだ細いじゃ
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ないですか。 
それぞれの考え方で進めてきたものもあって、考え方はすごくしっかりしているんだ

けど、制度として仕組みとしてはまだまだ細い柱ですよね。そこの柱をどうやって太く

していこうかなというのが今問題になっているのではないですか。財政問題を背景にと

いうことではないかなと思います。国の出してきている資料、よく使わせて頂いており

ます。これは社会保障制度の仕組みを表している。この絵、すごくわかりやすくていい

と思いますが、内容が相当シビアです。皆さんも見慣れている絵かもしれませんけど、

1965 年の社会保障制度って 9 人に 1 人が支える仕組みだった。つまり、65 歳以上の人

が 9 人のお給料の中から、税金とか保険料とか少しずつもらって支えられていましたよ

ね。これが社会保障制度の一番基本の考え方でした。ところが 1965 年は 9 人に 1 人だ

ったのが、2000 年に入ってきて 3 対１になってしまった。皆さん、何でかわかります

か？ 
 

委員：「少子高齢化」 
 
講師 
さすがレベルが高いですね。地方の 50 人くらいの前で話すとみんな首ひねっていた

りしますが、「少子高齢化です」って言うと「あー」となるんですよ。なるほど、こう

いうふうに影響してくるのかと思うんです。少子高齢化も色んな解釈があると思います

が、ここの説明では高齢者の数は比率的に変わらない、でも子どもの数が減っていると

いう事ですね。そうすると、5 年後、10 年後、20 年後どうなるかなといったら、子ど

もの数が減っているから、5 年後、10 年後は働き手の数が減りますよという話です。働

き手の数が減るから税金を納める人の数は減る。ということは、一人一人の負担が増え

るという構造になっています。もう 2000 年で 3 対１、一人の負担が相当増えています

よということですよね。 
これがその先どうなるかと統計とったら、2050 年の時に 1 対 1 になってしまう。こ

れが雑誌などで社会保障制度の崩壊だと騒いでいます。社会保障制度が崩壊すると言っ

ているけど、どうやったら解決するのかというのは、雑誌をどれだけページめくっても

書いていない。だから、ここの解決策を考えないとまずいじゃないですか。そういう時

代になっているのではないですかという事をよく住民の方々には伝えています。 
 
国で出してきているこの資料、9 人が 1 人だから胴上げ、3 人が 1 人だから騎馬戦、1

人が 1 人だから肩車型、そういうふうに呼ぼうと書いてありますけど、ここで話が終わ

ったら雑誌と一緒。国の資料には、もう一つあります。どういうふうに考え方を変えて

いこうかと問題提起してくれています。ここを紐解くと、今回の体制整備の話に繋がっ

てくるのではないかなと。まず、社会保障制度設計自体のコンセプト、その設計のコン
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セプト自体をもう一回見直そうという話、けっこうスケール大きいです。 
 
すごくざっくりした話しをしますけど、65 歳以上の人、1965 年の時はこれで良かっ

たのですが、今この状況になって、65 歳以上の人を支えられる仕組みと考えた時に、皆

さん、お友達などで 65 歳以上の人、誰か一人顔と名前思い浮かべて下さい。その人が

100％担がられるタイプの人ですか？という事です。あの人は担がられる人じゃなくて

担ぐ側じゃないのかと思いませんか？65 歳以上の人は今すごく元気ですよね。2000 年

越えた時に 65 歳以上の人を見た時に元気じゃないか。ここにもう 1 回しっかり現実を

見ましょうよという事です。65 歳は体を支えてもらいたい所、生活も支えてもらいたい

所がでてくる年頃になってきますので国の考え方は大きな柱を細くするということは

考えていません。新しい地域支援の考え方は、医療保険・介護保険を細くしようなんて

ことは、まったく考えてないですよ。 
今まで作ってきたものは、そのままうまく使っていこうという発想で、そこになんか

新しい仕組みを入れようということです。支える部分はしっかり支えますが、そのまま

支えているとお金がなくなる。お金の問題をどういう風に考え方を変えて解決していこ

うかと思った時に、65 歳以上の人が 100％支えられる側というのは時代にミスマッチで

すね。支えられる所は支え、支え手としても考えることは出来ませんか？松戸市さんと

いうボールが、国から投げられたと考えてみてはどうでしょうか。 
 
65 歳以上の人が支え手として活躍できる場、これが松戸市の中で作れますか、作れま

せんかというボールが投げられ、ここで対案を考えることできませんか？という話です。

国から投げられたボールは国民ですから受け取るのが義務ですけど、投げ返すかどうか

は民主主義ですから自由です。だからこういう会議でどうする？という話をしていると

いう事ではないかなと思います。なぜ、こんな話になるか、少子高齢化というのは、い

きなり子どもを増やすわけにはいかないので、考え方を作っていくことが必要だと思い

ます。支えられる側を考えましたけど、もう一つ、支え手側の方ももう少し考え方を変

えませんか。支えている方も考え方を少し変えて、支え手の方で考え方を一つ増やして

みませんか。国の資料で出しているのは、子ども子育て支援と書いてありますけど、子

育てママの話を国の方が例として出しています。子育てママ、もう働いている人もいる

ことはわかっていますが、例えば「子どもがいるから私、働けないです」といったとき

に、税金、保険料納めるのは難しいとお金の話だったらそこで終わってしまいますが、

そうじゃなくて、子育てママがいた時に、子どもを連れてきても支え手として活躍でき

る場が松戸市に作れませんかと。そんなふうに考えた時に支え手側の人数、こっち（支

えられる側）からこっち（支える側）に少し近づけること出来ませんかという発想なん

です。それが今、国から投げられたボールとなると、支え手をどうやってつくっていく

かという所に注目しているというのが少しイメージ持ってもらえたかなと思います。 
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つまり、簡単に言うと介護保険料の話ですけど、松戸市さんは 5,000 円超えたという

事実、これは介護保険を最初につくる時に一つ限界点と言われていた数字ですよね。

5,000 円を超えたら保険としてどうなのかなという議論も少しあった中で、あっという

間に 5,000 円を超える時代がきてしまった。つまり予想より遥かに早く来てしまった。

だからこの対策をすごく考えないといけない。このスピード感が上がっていますという

事です。お金がどんどん上がっていく、今、5,000 円を超えている段階、このままいく

と、7,000 円、9,000 円、1 万円毎月保険料として払っていく。これを嬉しいねという自

治体さんはありますか。それはないでしょうという事ですね。 
それがさっきの肩車の話です。お金を上げたくない。でも、介護保険のサービスがこ

のまま維持できないから、サービスの質を低くして維持しますか。サービスの質は下げ

るんじゃないと文句を言ってくる人もいる。お金は出したくない、サービスの質下げる

な、とこれはどうやって解決するんですかとなってくるので、対策を考えましょうとい

う時代になりました。そうすると考え方としては、柱を補足するという考え方は持って

ないですから、国の考え方は必要なサービス、提供されているサービスは必ず届くよう

にしましょうとピンポイントで必ず届くようにする。ただ今までが広く全員にという考

え方にはならない。じゃあどうするかと言った時に、キーワードは、この後話していく

2 層の考え方として、「社会参加の場」。これをどうやって増やすかという所が、議論の

大・大・大テーマになるんじゃないですかということです。 
 
そうした時にさっきの地図、かなり広大なので色んな議論があって当たり前です。 
ただ、協議体の目的として話し合うべきは、「社会参加の場」はどうやって増やすか

という所にフォーカスをすると議論の大きなテーマになるんじゃないですか。 
地域の基盤づくりをどういう風にしますかと考えると議論のしやすさが向上するの

ではないかなという話です。ここまでが前提です。さっき言った柱、一番下にあった地

図の柱が細いので太くしましょうという肉付けの部分は、社会参加の場を増やしていこ

うという発想です。 
だから今までやっていたものを否定することはないです。今までやっていたものにプ

ラスして何か出来ませんか。その支え手としての場を増やして、肉付けをしていく動き

をやりましょう。住民が。ということですね。そうすると、住民に丸投げかという批判

が出ますが、国はもうこの資料を作った時点で腹くくっていると財団の立場で思います。   

なぜかと言ったら、住民が活動するのを市町村がバックアップすると言っている。松戸

市はすごく早くからその体制つくって色々取り組んでいます。これがまさにバックアッ

プ体制。この後、どうやって起こそうかという議論をこれからしていくというこの場が

そうです。完全にバックアップ体制が出来て市町村単位でやっています。保険者に丸投

げ？という批判がでる、それも違います。 
都道府県でもやりますよ。千葉県も県レベルの会議をやっていたりしています。だか
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らもう都道府県レベルでもこれをバックアップする体制をつくられなければいけない

と国も説明している。国は都道府県を見ているだけじゃないですよね。そもそも地域包

括ケアシステムの話からきている話で、国が構築しようとしているものです。 
 
これは、色々な自治体で「大げさだ」とよく言われたことがあります。でも、もう国

会レベルじゃないという話です。国レベルで動いている制度の中の一部で皆さん動いて

いるとそれぐらいの自覚を持っていかないといけない。何でと言ったら、お金の問題が

背景にあるからです。お金の問題を解決するのは簡単ではないですよね。今までの制度

は必要ですが、そのままじゃ駄目。だから対策を考える。新しい事を考える。これ結構

大変です。だから住民の力をどんどん意見を入れて新しい動きをつくっていきましょう。

これが「体制整備」です。 
 
でも、お金がない、サービスがと言うと、新地域支援事業の話はサービスの話に偏っ

てしまいませんか。今回の制度の仕組み、国の説明資料は、地域支援事業はこんな風に

新しく変わりますと書いてありますが、住民に向けて話す時は僕も辛いです。 
なんとか事業、なんとか事業と書いてあるから。ここで見ていくと事業の中身を見て

いかなくてはと憂鬱になります。しかし、もっとざっくり考えた時に大きく柱がきれい

に整備されているなと思います。例えば、総合事業というのはサービスどう作るかとい

うのがあります。包括的事業というのは、4 つの柱があって地域ケア会議どうするか、

医療介護連携どうするか、認知症施策策どうするか、その中に生活体制整備事業、つま

り協議体をどうやって作っていくか、地域の基盤づくりの話もちゃんと考えましょうと

整理して作ってある。制度として整理しているけれど、新地域支援事業の話しとごちゃ

ごちゃになって進んでしまう。色々な自治体に入って相談を受けたり、意見交換に参加

させて頂いたりしていますが、総合事業と包括的支援事業の話がぐちゃぐちゃになって

話がまとまらないと感じています。 
2 つの視点を持たないといけないと思います。まず、総合事業はサービスをどうする

かという話は、今迫った問題は行政さんメインでやっていかないといけない。 
もう一つの視点は、これから話しをする体制整備として、5 年後、10 年後の地域の基

盤をどうするかという話になります。これからお金の問題がどんどん迫ってくることに

対して、5 年後、10 年後の基盤をどうするかという話が必要です。サービスの話も含ま

れますが、両方の話を一気にすると、5 年後、10 年後どうするかはまとまらないです。 
これから 2 層をつくって協議体でその話をしていくときは、タマゴとニワトリで、ど

っちがいいとか悪いとかではなく、地域の基盤づくりの話に包括して、サービスをつく

る話は置いておきませんか。無視するのではなく、まず協議体の在り方が決まらないと、

どういうサービスをつくるかもなかなか話が進まないという事で切り分けましょうと

言っています。 
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協議体をどうするかという事だけに集中していくと、話がシンプルになって進みやす

いですということが、国の資料の説明です。 
では、国がどんなふうに地域の基盤づくりを説明してきたかというと、資料で説明し

ています。厚生労働省さんがいる前で言うのもなんですけど、最初見た時は意味がわか

らなかったです。何で意味がわからないのかというと、文字が多すぎませんかという話

です。キーワードがいっぱい入っているんです。詰め込み過ぎて、パッと見た時に､な

るほどという資料ではないですね。わかっている人が整理している資料なので、もう少

し整理しませんか。 
 
皆さんの場合、第 1 層として、既にわかっている所が今までの説明であったと思いま

すが、その中でも「あーそういうことだったの」という気づきも少しはあったのかなと

思います。新地域の話をさせて頂くといつも思いますが、結構、誤解や思い込みで走っ

ている場合が多い。そもそもの根本的な制度の設計ベースですね、そこに戻って、松戸

市はどうするかという話を毎回やっていかないと、軸がぶれてしまって軌道修正を後か

らやるのが大変になってくるので、これをもう少し整理して考えましょうということで、

国が言っていることは、こんなことじゃないですか。 
体制整備の話、協議体の在り方の話です。国のつくってきた仕組みは、実はシンプル

だというのがわかります。協議体の在り方は、「地域の課題を解決する話し合いの場」

だと理解して下さい。と住民の方に言っています。地域の課題を解決する話し合いの場、

実はもう少し深いですよ。解決する話し合いの場として、第 1 層という所があります。

そこにコーディネーターさんを置きます。それだけの話です。 
ただ、松戸市 48 万の人で第１層、ま・つ・ど・しという所に１つ置きましょうとい

うけど、それで地域の課題がぱっと解決できるかといったら、そりゃ出来ないでしょう。

それは国の方もわかっているわけですよね。だからもう一つ考え方を持ちましょうとい

うことで、第 2 層っていうのがありますよ。そうすると松戸市の中に第 2 層というのを

置きました。第 2 層というのはどういうふうに考えるのですかと言ったら、ガイドライ

ン、説明書には、日常生活圏域ですと書いてあります。日常生活圏域とは何ですかと言

ったらＱ＆Ａには、例えば、小学校区、中学校区、東葛区、行政区それぞれがあります。

それぞれの地域の実情に合わせて、協議体が機能するように、区切りながら、それぞれ

に協議体とコーディネーターを置いてくれれば、この制度がうまくまわるのではないで

しょうかという回答になっています。 
それでは質問ですけど、松戸市の協議体が機能する第 2 層の区切りとはどこですか。

これについては答えがない。いや、ここと決めている答えはありますが本当に正しいか

どうかはやってみないとわからないという中身の話をしている。 
つまり何が言いたかったというと、国は、枠はつくってきてくれたけど、この中身、

ここに誰が入って誰がコーディネーターか、そういう話はガイドライン、説明書に一切
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書いてない。枠は決まっているのに中身はない。これが新地域支援事業の特徴です。 
皆さんも今まで 1 層の在り方とか検討されてきたのではないですか。やり方が真っ白、

何にも決まってないで骨格だけはある。だから早く中身を詰めないと。これを今、勉強

会という形で日本全国の自治体さんは取り組んでいます。松戸市さんは整理されて色々

な方々の知恵が集まって、全国でもかなり先駆的に進んできた自治体さんなので、すご

く自信を持ってほしい所です。 
 
自分自身、関心を持って、大注目させて頂いたのでオブザーバー参加もさせて頂きま

した。こんなに大きい自治体さんだから、どういう風にやるかという事をゼロからやっ

ているのは、すごくいいやり方だけど時間かかり過ぎてしまう。だからある程度、ガイ

ドをしてもらいながら、そこに対しての意見を言うこのスタイル、これがベストなのだ

なと参加させて頂きながら感じていたことです。 
つまり、このやり方も松戸市オリジナルということです。このオリジナルのやり方で

今度 2 層をどう作っていくか、これが今後の議題になっていくのではないですか。 
区切りをどうしていくか、その中でどう協議体をまとめていくのか、ここに誰が関わ

っていくのか、どんな話をしていくのか、ここまだ真っ白です。 
だから、皆さんの意見をどんどん反映させて、松戸市オリジナル版の体制整備という

のを作って頂きたいと思います。 
 
この話をしたら、ある自治体の係長さんが「うちは大丈夫」と言うんですよ。いつも

のあの人にコーディネーターを任せればいいと。「協議体のメンバーはどういう人にす

るのですか」「そのいつものあの人は誰ですか」と聞いたら、いつもの民生委員さんで

すよと言うんですよ。民生委員にコーディネーターをやらせるのですね、協議体はどう

いうメンバーにするのですかと言ったら、民生委員さんの後ろには色々ネットワークが

あって、その人にお任せすれば協議体なんてすぐ出来ますと。確かにそうです。 
全国を回っていて思いますが、この仕組みってすごくシンプルじゃないですか。だか

ら作ろうと思ったら形が出来てしまう。でも中身がぜんぜんないわけですよね。揃った

はいいけど中身がないので進まない。そういう状況が今生れていて、だから在り方検討

とか、皆さんがどういう風に考えて何を言うのか。こういうのはどんどん議論していか

ないといけないと思っています。この中身を詰めるというのは意外に大変です。 
 
あともう一つ、全国回っていて思うのは協議体づくり。松戸市さんは先行しています。

もっともっと他の自治体さんも出来てくるのかなと思っていたら、相当苦労しています。

なぜだろうという所で一つ気付いた事があります。それが何かと言ったら、これは国の

ガイドラインにある資料でもないですし、誰の主張でもなくて、全国回っていて思った

ことですが、ただ単に僕が思っていることなので、いいか悪いかではなくて、ちょっと
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参考までに聞いて下さい。 
何を言っているかと言うと、今までと考え方が相当変わります。何が変わるかと言う

と地域の課題を解決する話し合いの場と過程ですが、今までの地域の課題解決のプロセ

スはどうだったかなというと、地域にはいっぱい課題はありますよね、そのいっぱいあ

る課題を把握しましょうと言わなければいけない立場だったのは誰といったら、やっぱ

り行政さんが責任を担っていました。社協さんとかもありますけど、社会保障の話から

来ていますから、そういう意味では行政さんですね。 
 
その中で松戸市のいっぱいある課題の中でこれをやらなければいけないというトッ

プを選んで、それに対して予算を付けて事業化して解決策をつくって、その解決策を具

体化し、サービスを作って、提供していたという流れがあったのではないですか。 
これはもう当たり前にうんうんと言ってもらいたい所ですけど、この流れってちょっ

と目線を引くと、行政と住民の関係が一つ浮かんできませんか。今までのやり方はすご

く効率的だからこれでずっとやってきたけれど、その効率的なやり方で行くと、行政と

住民の関係は、行政はサービスを住民に提供する与える側になっていませんでしたかと

いう事です。もう一つ、住民の目線から見ると、住民はサービスを与えてもらう側、サ

ービスを介在して行政と住民は与える側と与えられる側の構図が今までの制度で自然

に出来ていたということです。 
 
これが今回の体制整備、協議体の仕組みでは相当変わってきます。どういう事かと言

うと、協議体の仕組みでは多様な主体という言葉が使われています。今まで、多様な主

体という言葉は使わなかったですよね。地域の課題解決、地域づくりといったらだいた

い住民主体じゃなかったですか。でも、今回の体制整備に関しては、住民主体も使って

いるけど多様な主体という言葉をよく使います。今回の協議体の仕組みは、多様な主体

で作られないといけない。多様な主体は、意味がわかりにくい、どういう意味かなとい

ったら、行政・包括・社協、そういう関係者が入っていて当たり前だという前提になっ

ている事がよく見えてきます。つまり、関係者の方が入っている、その上で地域の社会

支援の人達が加わって下さいという説明になります。 
 
行政・包括・社協の人達と地域の社会支援の人達が一緒になった時点で、ようやく住

民が主体的に意見を言い合いながら、助け合い活動をつくっていく。そういう仕組みが

協議体ですという説明になっているのではないかと思います。 
そうするとさっき言っていた地域の課題を解決する話し合いの場というよりも、もう

少し奥が深くて、しかも、多様な主体ですから、今までの住民主体という発想から、街

全体で関係者がバランスよく揃って、その上で住民が主体的になっていくという、これ

結構難しいなと思います。やっぱり、ここがなかなか進まない原因でもあるし、あとは
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多様な主体の仕組みがうまく動いてきた時にどうなるかと言うと、住民が最初から関わ

るのですよというけれど、そもそも協議体の仕組みに関しては住民が行政に言われて地

域課題を把握しましょうと言っている時代ではないという事です。つまり協議体という

狭い範囲ですけど、ここに関わった人は言われるまでもなく地域の課題を常に意識して

話し合っていくその姿勢、意識がないとダメな位に結構レベルが高い話だなとわかって

きました。でもここにいる皆さんは普段からやられているでしょ。それをもっと言いや

すい場を作りましょうと考えると協議体の在り方というのが見えてくるかなという気

がしてきました。その上で協議体の中で、こういうことがある、ああいうことがあると

課題を把握できましたよと。 
行政には、やらなければいけないことに予算を付けて対策を作るという使命がありま

すが、協議体は、関係者が揃った上で住民が主体的になっていく話ですから、県レベル

研修や厚生労働省さんが既に説明していることでもありますが、どういうものに対して

対策を立てるか、やらなければいけない課題からじゃなくていいと言っています。どう

いう事かと言うと、「やりやすい課題から関わってみませんか」という発想でいいと言

っています。 
地域にこんなに課題があってやらなければいけない課題は行政でやりましょうと。で

も、行政だけでやっていたら解決しない問題がありますね。それが財政問題です。だか

ら今、新しい方法を考えましょうと。新しい仕組みを考える時に、協議体という仕組み

を考えました。この新しい仕組みで、いきなり、やらなければいけない課題を解決しよ

うとしたら、それは無理でしょう。住民が主役になっていくのだからやりやすい所から

解決していく、まずその基盤を作りませんかというのが体制整備の目的です。 
 
長期的に見ていったら、やらなければいけない課題も住民が関わってくるでしょうか

ら、今、基盤をつくりましょう。これが、今どうするかと 10 年後どうするかの話の違

いです。協議体が今、考えるべきは、10 年後、色々やらなければいけない所まで取りか

かれる住民主役の基盤を作ろう。ステップアップの考え方ですよね。 
まず、1 個やりやすい課題を解決していこうと、解決して終わりではなくて、次はち

ょっと難しいけど、まだ、やりやすいこといっぱいあるでしょ。それをまた解決してそ

の基盤を固めていくのだと、その多様な主体で階段を一つずつ上っていった時にいつか

やらなければいけない所に近づけませんか。なぜかと言ったら、これは財政問題がバッ

クにある。ただ、行政主導を否定していることじゃないです。効率的だし、やらなけれ

ばいけない課題に対しては必要な仕組みです。だから柱を細くする発想はないというの

はここにもかかってきます。 
今までのやり方は進めるけど、このやり方のまま行くとお金の問題が解決しないから、

新しいやり方で住民たちが主役になって解決する基盤を作ろうという発想です。 
住民たちが取り組みやすい課題を選ぶという所からですが、選んだら、あと行政さん
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お願いねじゃ、また戻ってしまう。だから解決策も自分達でやる。 
どういう風にやるのかとガイドラインを見てみたら、足りないものがある。助け合い

活動が足りないので困っている人がいる。だったら、足りない助け合い活動を作ればい

いじゃないですかと書いてある。 
 
僕ら 25 年間、助け合い活動を作ってきた人間からすると、そんなに助け合い活動は

パッとできるわけじゃないですよと思うわけです。そこは国の方もちゃんと考えていて、

ネットワークを活用してくださいとしっかり書いてあります。つまり松戸市にそういう

活動がなくて困っている人がいるというのであれば新しいものをつくるというのは松

戸市さんだったら出来るかもしれませんけど、もう少し効率的に考えれば、隣町見てく

ださい。例えば流山市とか色々やっていますね、そういう所でやっている活動を一つ参

考にしてノウハウを持ってきたらどうですか。 
そこで松戸市で担い手を養成して、その担い手さんとノウハウを分け合いっこしたら

新しい助け合い活動を効率的に作れませんかという発想です。どういう風にやったら新

しいものが出来るか、ここの試行錯誤をして仕掛けていく。これが協議体の仕組みとし

ては一番のねらいということになってくるのではないかな。そうすると、一人誰か忘れ

ていませんか。 
生活支援コーディネーター。生活支援コーディネーターの解釈も色々あるなと思いま

すが、そういう流れで考えるとその協議体の中でこういう話し合いが行われて、コーデ

ィネーターさんというのはそういう助け合い活動をつくるプロセスにおいて、例えば隣

町のノウハウを持っている人を連れてくるとか、誰がそういう人かを調べるとか、担い

手を養成するために準備をしていくとか、調整役が必要ですよね。その調整役を担って

いる構成員の一人、これがコーディネーターさんですと考えると話の筋が通るのかなと。 
 
ここでよく誤解されているのは、コーディネーターって協議体のリーダーとか責任者

のように理解されているケースが多いですけど、仕組みとしては違います。 
生活支援コーディネーターは「調整役になっている協議体の構成員の一人」と考えた

時に、それぞれコーディネーターの役割、構成員の役割って何なのかなという議論が始

まるという事になるのではないですか。そうすると、今まで話しているのって、国が作

ってきた制度の設計図を住民の目線で説明しているのですから、かなり理想論だと思い

ませんか。こんなに理想論言われても出来るの？と思うけど、この前、○○さんと群馬

県の自治体を回ってきましたが出来てきているんですよ。最初は、僕も理想論だと説明

している時によく言っていたけど、徐々に理想を現実にしようと思って努力していた自

治体さんは、まだまだ完璧ではないですが、その土台が見えてきています。 
 
松戸市は大きな自治体なので、なかなか整理しづらいかなと思っていたら、こういう
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形で整理して作られてきたのでこれもアドバンテージだと思います。ここからどうする

か、また議論が進んでいくので是非取り組んでもらいたいなというのが財団の想いです。 
 
行政が住民にという形よりも、協議体は今出来ることを探しているわけだから、新し

い仕組みとして、住民が最初から関わって住民の為の取組みを地域の基盤として、関係

者がバックアップしていく。それぞれの役割を果たしながら住民主体の仕組みを作って

いると捉えられるのではないかなと思います。 
ただ、これがどういう形になるかは自治体さんそれぞれの事情に合わせて作っていか

ないといけないので全く答えがない。まさに、これをこれから 2 層で議論されたらどう

ですか。さっき言った「いつものあの人」に任せたらダメですよね。ここに誰が入って、

何の話していくのか、そしてどのように協議体をまわしていくのか。やり方が決まって

いないので、どんどん決めていく。形があって何をするのですかという所からは進みま

せんよという事ですね。 
 
また、全体像の話しになりますが、今、話した協議体というのは何のために作ってい

るのという事をもう 1 回考えてみたいと思います。今までお話ししたのは協議体の中身

の所に集中してしまったので、一度、目線を引いて協議体の大きな役割をもう 1 回考え

てみましょうという所で話は終わりますので、もう少し辛抱してください。 
「協議体は何の為につくるのですか」とよく聞かれます。地域の課題解決、話し合い

の場よりも深くて、多様な主体で助け合い活動をつくっていく場だというのはわかる。

でも何の為にというのが、ぽっと抜けてしまう時がある。 
その時の説明として、財団がよく使っている言葉は、「目指す地域像の実現」です。 
 
「目指す地域像の実現」というのは何かということですが、「目指す地域像」は「共

通のゴール」と説明しています。田舎町の入り口によくありますが、ロータリークラブ・

ライオンズクラブとかが看板を立てて、『～～の住みやすい街～～』と書いてあります

よね。「住みやすい街」という部分がこの仕事しているとちょっと気になってしまいま

す。行政さんにこの「住みやすい街」ってどういう街ですか。と聞きたくなってしまう。

包括さんにも、社協さんにも聞く。そうするとみんな同じ答えが返ってきますか。その

時に、行政さんは事業計画からするとこうだ、社協さんは福祉計画から見るとこうだと、

包括さんは、地域の方とお話しているとこうだと思います。ところが住民に聞いてみた

ら、いや私達はそんなことよりこういうことだというちょっとずれがありませんか。こ

れはよくある話です。それぞれの目指す地域像がバラバラという状況が悪いかいいかと

いう話ではありません。先ほどの青色のフロー（行政主体型）の方法を必要とする場合

は特化して進めていきます。 
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ところが、今の話は協議体の話ですよね、色々な人が一堂に集まってさあどうすると

話すのだから、「こっちに向かって行こう、よーいドンで取り組もう！」と走っていっ

た時にみんなが違う方向を向いていたらバラバラになってしまいませんか。今日、話し

ているのは、ほんとに狭い話で、協議体については、まず 1 個の共通のゴールを持ちま

しょうということ。「目指す松戸市像というのはどういう姿なのですか」と言った時に、

皆さん同じ答えが返ってきますかといったら、まずないと思います。今までの議論の中

でそういう話に触れていると思うので、「そこをもっともっと具体化してみませんか。」

という提案を財団からよくしています。 
 
松戸市は規模が 48 万ですから、1 万人の自治体さんが目指す地域像の決め方とは、全

然違うのは当たり前です。今後の話ですけど、「一つ共通のゴールを持つ」こと、まず

ここに向かって第１層がどのように考えるか、第２層はどのように考えるかという事で

すが結構難しいです。財団がまとめる目指す地域像は、「地域住民がどんな状態になっ

てもふれあいの絆の中で自らの能力を最大限に引き出しながら生きがいをもって主体

的に暮らして尊厳が保持されている地域」。僕ら、これは相当自信を持っています。 
25 年間やってきてこれは間違いないと思っています。でも皆さんからすると・・・ん？

と思う。このギャップって何だといったら、目指す地域像の具体化した財団の考え方で

あって、目指す松戸市像ではないですよね。だから今、考えるべきは目指す松戸市像と

いうのは何ですかということ。その答えを具体化し、それを実現していく仕組み、これ

が協議体だと考えてもらうといいと思います。 
 
具体化するのは大変です。あと資料 3 枚を説明して話を終わりたいと思います。 

ステップ 1・2・3 というのは、他の自治体さんでもどのように協議体を作っていけばい

いのですかという事で全体像を説明する資料です。これは、さわやかとしてオフィシャ

ルで出している資料で色々な所で配ってお話しています。 
今までの話は、中身の話だったので木を見て森を見ずみたいなことになるから、協議

体の話をしていると結構、全体像が見えなくなってしまう。この絵を使って全体像の話

をすると、整理出来ましたと言ってもらうことが多いので、ここでもご紹介します。 
結局、協議体ってどういう仕組みとして作られるべきなのだろうと見た時に、こうい

う考えはどうですかという事です。 
まず 1 層、２層があります。それぞれに協議体があるわけです。協議体とは何だった

かと言ったら、さっきの「共通のゴールを目指す松戸市像の実現の為に取り組もう！」

と中学校の学級会みたいで恐縮ですけど、「仲間づくり」みたいに考えてみたらどうで

しょうか。大きい自治体ですから 1 層は会議体でやっていますけど、2 層（生活圏域）

になるともっともっと地域の目線になってきますので、仲間づくりという発想が結構ピ

ッタリときます。ここの意識が合ってくると協議体づくりがワッと動いてくる、こうい
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うことは、全国回って体感できていますから、まず、目指す松戸市像の実現に向けて頑

張ろう!と言ってくれる仲間がどれくらいいるか、これを掴んでいかないとこの協議体の

構成員になる人って見えなくないですかということです。 
つまり、1 層として「松戸市全体の目線で目指す松戸市像を実現するぞ！おー！」と

言っている人達がここにいます。目線でいうと、鳥の目と言う人がいます。もう一つ、

これから作ろうとしている 2 層、これはそれぞれの地域ですけど同じです。それぞれの

地域の中で目指す松戸市像を実現していこう。じゃあこの地域ではどうするかという話

をしているので同じ目標に向かって、違う目線で取り組んでいる仲間たちをこれから集

めていかなければいけない。 
 
その仲間たちはどうやって掴めばいいか、ここが難しい所です。ただ、目線がそこの

地域ということなので、これは虫の目ということ。それぞれの目線で目指す松戸市像の

実現に向かっている仲間たちがそれぞれの役割を果たしていると考えると、まだ誰が入

るのか決まっていませんという事なのではないですか。それから、この三角形の仕組み

１、２ときているから、ここが３のように思えるかもしれませんが、そうじゃないです。

松戸市全体で捉えた時に、今ここの皆さんと新地域支援事業に絡んでいる関係者の人の

他に、今日の話、知っている人ってどれくらいいますか。多分、ほとんどいないのでは 
ないですかということです。 
厚生労働省さんがいる前で言うのもなんですが、やはり情報量が住民のレベルだと全

然、少ないです。情報を持っていないので、この話をいきなりぶつけると「何を言って

いるのだ」となります。どうしてかと言ったら、青色のフロー（行政主体型）が今まで

の常識だったからです。新しいものを作ろうと言っているのだから、これに対しては説

明とそれに賛同してくる人達を集めてこないと動きが作れません。「新しいことをやる」

と呼びかけていく、そういう発想も必要になってきます。さっき○○さんがおっしゃっ

ていたフォーラムなどがそのような位置づけと思います。 
 
その前に基盤となっていく 1 層、2 層。1 層は皆さんですが、2 層のメンバー、この人

達が具体的になっていった方がやりやすいですよね。この辺りをどういうふうに、今年

度仕掛けて、キーパーソンを見つけていくか、ここが知恵のしぼり所です。 
是非、皆さんの意見を聞かせて頂きたいと思います。そうするとこの中からおもしろ

いねという人達が出てきたとなったら、その人達が協議体の構成員になるケースもあれ

ば、あるいは周りの協力者というケースもあります。構成員にならなくても協力すると

言う人もいます。もっと言えば、現場の担い手として、その地域で活躍したい人もいま

す。色々です。2 層は地域の色が出ますから自分がどういうふうに関わるか、これも役

割として考えて、色んな役割があっていいと思います。 
ただ、今作ろうと思っているのが協議体ですから、じゃあ 2 層のレベルで誰が協議体
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の構成員になってくれるか、ここは結構難しいです。ここを選んでいくやり方というの

を考えていかなければいけない。 
 
それから、もう一つ、協議体の機能の話です。どんな風に協議体が機能するかという

のを考えた時に、財団ではこういう説明資料を使ってお話しています。簡単に言うとニ

ーズと担い手のマッチングが目的でしょう。 
地域にやってもらいたいけどやってもらえないから困っている。やってもらいたい

というのがニーズ。やってあげましょうという人がいないから困っているので、「助け

合い活動をつくる」という仕組みがありましたから、つくる、担い手が生まれる、こ

こが協議体の仕掛けです。 
担い手が作られて終わらせてはダメで、その作った担い手とやってもらいたい人を

くっつけてあげれば、「ありがとう」「お互い様ありがとう」とこの関係が出来るので

はないでしょうか。これが、厚生労働省さんが出している植木鉢の絵の互助の所です。

お互い様ありがとうの関係を 1 層、2 層それぞれでつくっていきますが、現場（生活）

目線ニーズを 1 層、2 層に振り分けるのは実は難しいです。だとしたら、協議体の中で、

これは松戸市全体の取り組みがいい、これはここの地域の問題として一回やってみよ

うというように仕分けのようなものが協議体の中である程度進められるのではないで

すかというのがヒントとしてくるわけです。仕分けをして、ニーズと担い手のマッチ

ングが出来てきた。これが互助の関係ですが、思い出してください。この話のベース

にあったのは何でしたか。地域包括ケアシステムですけど、そのバックにあったのは

財政問題でしたね。 
 
お金の問題が大きく絡んでいるとなったら、もう一つシビアだけど厳しい目線で考

えてくる要素があります。それは何かといったら自助、お互い様の互助の所に加えて、

自助も考えていかないといけない。自助という言い方はかっこよく聞こえますけど、

「それぐらい自分でやりましょう」という考え方です。「それぐらい自分でやりましょ

う」というのは、行政さんは立場上言えなかった。カウンターに住民が困っているか

ら助けてくださいと来ているのに、それくらい自分でやって下さいということは行政

さんは言えないわけです。でも、今日話しているのは狭い世界、協議体の中の話です。 
 
協議体の自助というのは考え方が違います。最初にチェックしてもらったキーワー

ド。それは社会参加でした。社会参加の視点で自助を考えた時に、「自分の事が自分で

出来る環境をどう作りましょう」と考えるのはどうでしょう。 
自分の事は自分で出来る環境、助け合い活動でできるという話もあります。自分達の

ことを自分達でできる環境というように捉えてもいいですね。そうすると自助互助の関

係がここで厚くなってくる。その環境が厚くなった時に、松戸市の肩車の解決策が一つ
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出てきませんか。ただ、ガイドライン見ているとこれで話が終わりません。先ほども国

の制度は腹くくっているなと説明したように、自助互助の関係を厚くすることは、今ま

で出てきた話だけどなかなか実現できなくて、さらに加えて、公助までしっかり説明の

中に入っている。つまり、これで解決できなければ、公的な力を使いましょうというの

も設計のコンセプトに入っている。 
 
そうすると今までと変わらないと意見を言う方がいますがそうじゃないと。今までは

困っているのでお願いしますと、行政さんが公的な力の使い方でした。 
協議体の中身は、行政さんも入っている多様な主体で、狭い範囲の話ですけど、「協議

体の中の問題について、お願いします行政さん！」ではなくて、この問題を住民だけで

解決できるでしょうか。公的な力を使わないとできないでしょうか？そんな話し合いが

展開される場所ですか？ということです。 
結構、意識が高くないと出来ないですよね。相当理想論だと思います。この問題、住

民たちで解決できるかどうか行政と話し合うなんて今までありえなかったです。でも大

真面目に国の設計には書いてあります。だから行政さんはこれをどういうふうに解決し

ていくのか、公的な力を入れないと無理なのか、住民たちでどこまで出来るのか、意識

の高い中で話し合いが行われてくることを想定して、まず基盤を作っていくというのが

今の段階かと思います。 
 
今まで話したのは仕組みですけど、さっきお話したように 1 個課題が解決したら終わ

りではダメなんです。結局 10 年後、20 年後の話に向かった仕組み・基盤づくりですか

ら、やっぱり国がここで力入れて作って下さいと言っている理由は、「継続できる仕組

み、継続の力を持った基盤をつくって下さい」と考えてほしいと思います。 
それを制度上説明するのは難しいです。そこで１つの事例を使ってお話しています。

継続とはどういう事と言ったら、例えば、助け合い活動をやっていて思いますが、ニー

ズといって出てくるニーズは、居場所です。居場所というのは皆さんご存知だと思いま

すが、地域で誰でもちょっと立ち寄れる場所、こういうのが地域にいっぱいあるとそこ

に地域のコミュニティーが生まれて、そこで情報連絡が出来たり、課題解決のきっかけ

がつかめたりという事で見守りが出来たりと色んな相乗効果があっていいなという話

があります。 
 
その居場所をさっきの青色（行政主体型）の今までのやり方でつくろうといったら、

まず予算を取りました、居場所つくり事業とかいって事業立てました。予算の中で居場

所をつくりましょう。場所代、人件費、活動費云々とやって、これ月に 1 回くらい開け

ればということになってしまいますかね。僕ら、25 年間やってきて、居場所がほしいと

いうのは大前提になります。じゃあどんな居場所がほしいか。ここが実はポイントです。 
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今日の話は協議体、居場所をつくるのは前提で、どんな居場所がほしいのかというニ

ーズを確認したら、よく出てくるのは、「何にもなくていいから毎日やっている居場所、

これをつくってほしいです」というのが意外に多いです。でもこれは難しいです。 
 
さあどうするかというのをこの協議体の中で話さないといけない。毎日型、スタッフ

入れて毎日そこに配置して、お給料払う。どこにそんなお金があるの？それは無理とい

うことになります。お金を払わないのだったら、ボランティア。ボランティアで毎日全

シフトをうめる。そんな都合のいいボランティアはいません。抜けてしまう時間をどう

しよう、出来ないかなとなるけど、ある人が隣町で有償ボランティアの仕組みでやって

いる居場所があると、それどんなふうにやっているか聞いてみない？聞いてみて、松戸

市の仕組みに合わせてみてやれる方法が見つかるかもしれない。と言ってその人のノウ

ハウを聞いたら、ああこうやればいいのかと、議論が行われてじゃあその形にしました。 
 
それで毎日型の居場所が出来た。ここで終わらせては駄目です。ここで終わらせたら 

行政主体型も住民主体型もプロセスは違えど、結論は一緒です。そこで終わらせないで、

次に、継続させる事といったら、その居場所に来ている人の声に耳を傾けるのはどうで

しょう。そうするとその中に来ている人が、色々お話しているわけで、そのお話をただ

の世間話とはとらえずに何かニーズがないかと聞いてみると、「私、この前怒られちゃ

った・・・」、誰にですか。「裏のおじさんに」、どうしてですか。「地域の人達みんな、

あの居場所に行く、俺は行けないじゃないか」、なんでですか。「足が悪くて行けない。

みんな行っているのに不公平だろう」と怒られてしまった。 
それを聞いた関係者はその話を協議体に持ち込むと、高齢者の移動問題をどうすると

いう言葉を使います。でも、その奥様は移動問題なんて言葉知らないです。でも今回の

協議体の仕組みはそれでいいと思います。住民として困っている人がいるというのを今

度協議体の中にニーズを提案というか持ってきたわけです。それが一つの住民の役割で

あれば、住民として役割を一つ果たした。この関わり方というのは、さっきの協力者と

していればいいという考え方をもっているので、色んな関わり方があるというふうに考

えると、この中で移動問題どうするか、これはちょっと難しいですけど、どういう形か

わからないけど解決した。 
 
そうすると今度は足の悪いおじさんが来ている。足の悪いおじさんに耳を傾ける。そ

のおじさん、最初はありがとうと言っているけど、だんだん慣れてきて文句というか、

新たなニーズがでてくる。何を言っているかといったら「俺は足が悪いけど朝から夕方

までいる。困っている。」なんですか。暇ですか。予防体操でもしませんか。朝から夕

方までいるからお腹が空いている。足が悪くてごはんを買いにいけないとそれだけの事

だと。そうすると居場所で足の悪いおじさんがお昼ご飯を食べるにはどうしたらいいの
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か。今度協議体に持ってくると、関係者は配食問題ねという言葉を使うけど、足の悪い

おじさんは、配食、介食なんて言葉は知らない。でもいいですよね。 
そうすると住民の関わり方、関係者の関わり方、アイデアの出し方、結論の出し方も

うそんなの色々あるわけです。地域でそういう協議体と住民の人達がこうリンクしなが

ら地域の課題をぐるぐる回していった時に解決していくとどうなるか。最初の居場所づ

くりから毎日型の居場所になって、足の悪い人も来られる居場所になってご飯も食べら

れる居場所になって、次に考えてみたらやっぱり子育てママも来られる居場所、障害者

も来られる居場所になってくるに決まっています。 
 
地域の流れを大きくつくっていこうと、展開しながら協議体をうまく発展させていく

と、さっき言っていた目指す松戸市像が実現できる、その流れが出来ませんかという話

に繋がるのではないですかということです。一つの夢物語を実現させる為の仕組みなん

だけど、この夢物語で終わらせないために、じゃあ何の話し合いが必要かそれはやっぱ

り人・物・金・地域の人間関係・パワーバランスこの辺りの話がいっぱいこれから出て

きます。ですからこの辺りをどうするか、皆さんの知恵を出し合って是非、この２層づ

くりを進めていってほしいと思います。 
 
最後にヒントですけど、僕らが今 2 層づくりでやっている仕組みというのがあります。

その名前を言うと、『大づかみ勉強会』というのがあります。さっきの 2 層のキーパー

ソン、構成員となる候補者をつかむ為にどんなふうにしたらいいか。ベストプラクティ

スという色々事例を出してきていますけど、キーパーソン掴みという所にはなかなかヒ

ントとしてはちょっと遠いかなという事で、僕らがやっているのは勉強会の形、そうい

う人達を見つけていくというやり方がありますから、さっきから言っていた勉強会の中

で今お話ししている情報を聞いてもらった中でおもしろいと思ってくれる前向きな意

識の人達をある程度、集めていって、その人達と一緒にさらに勉強会を展開していく。 
こういう流れで 2 層の仕掛けをやっていったら、最終的な構成員の人選という所まで

つながってくるのではないかなと、これを提案して今、全国で勉強会が繰り広げられて

いますというのを補足して話は終わりにします。何かのきっかけになるかと思います。

ありがとうございました。 
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会長 
どうもありがとうございました。ご質問、ご意見ありますか。なんとなく協議体につ 

いてはご理解いただけましたでしょうか。せっかく厚労省の方が来ているので何か補 
足を今、国の方ではどんな状況なのか一言よろしいでしょうか。 
 
厚生労働省 ○○さん 
厚生労働省の○○と申します。理念的な所は講師がお話されていただいた事です 

けど、全国の状況としては、やはりどういうふうに協議体をやっていくかとか、あと 
は形として、協議体とかコーディネーターを設置したとしても、実際にどういうふう 
に地域の事を考えていくかという所が中身のないまま形だけつくっていってしまって 
いるので、コーディネーターになった方も 1 年で辞めてしまうとか行政の丸投げで、 
これをやって下さいと言ってもどうやっていいかという所がやっぱり問題として出て 
きていています。この前、先ほど話にもあった群馬県藤岡市に講師と行ってきま 
したけど、そこではどういうふうに自分達の地域を考えていったらいいかという所か 
ら、ブレーンストーミングのような形で話し合っていって、それで自分達が住んでいき 
たい地域はこうなのかなとやった上で、講師が、こういうふうに制度のことを話し 
ていって、その後に実際どうやっていったらいいか、共通理解の上で問題をどういう 
ふうに考えていくかという丁寧に、時間はかかるけど、一つずつやっていくことが今回 
の制度のポイントなのかなということが、色んな自治体さんの話を聞いていく中では 
感じている所で、そういう中でも○○さんからも松戸市はこういうふうに考えている 
とお話を伺っているので、どうしてもコーディネーターや協議体を設置したい、形と 
してやりたいという気持ちもわかるけど、それで出来て結局何になるんだという所も 
あるので、時間かけながら少しずつやっていくというのがすごく大事なのかなと今感 
じている所です。 
 
会長 
どうもありがとうございました。前回、作業部会の方で方向性は示して頂いて、講師

と厚労省の説明もありましたので、みなさんいかがでしょうか。方向性としてはある程

度作業部会が示唆を示してくれましたのでそれに沿って具体化したいと思います。何か

ありますか。 
 
○○委員 
民生委員から出ております○○と申します。協議体についてのご説明ありがとうござ

います。事例となっているものが田舎の事例が非常に多くて、中核都市、都市型の所の

事例があまりないことが参考にならないのかなというふうに感じました。既存にあるも

のを使ってとなると、それを地域で構築するまでの間にコーディネートしていく方の負
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担は非常に大きいのかなと。雑ぱくな形の中ですけどそんなふうに感じました。 
ただ、高齢者はどんどん増えていきますし、少子化もどんどん進んでいく中でどうな

んだろう。過疎化が進んでいる都市や東京都とは違って、松戸市は人口が 5,000 人位の

の間で減ったり増えたりしている状況。でも高齢者は増えていく。65 歳以上の方を集約

していくにはどうしたらいいのか、今までこの協議体にいる人達は考えていることだと

思います。その中で事例で上がってくる国からのものはすべて小さい区域からの例で参

考にならない部分もあるのかと思いました。 
 
会長 
ありがとうございました。では講師どうですか。 

 
講師 
僕がまわっている大きな自治体ですと、群馬県では高崎市、都内では板橋区、37～55

万人レベルの自治体も少しずつですけど動き始めています。それぞれにやり方が違いま

す。この資料で一番最後に出しているのは、田舎町の居場所の話なので、今回の協議体

の話とは別なんです。やっぱり全体的に見て厚生労働省の○○さんの方からありました

けど、藤岡市は 7 万人の自治体で、動きのいい所をまとめてみるとどれくらいかという

と、3 万から 5 万人位の自治体さんが今ちょうど動きがすごく活発になっています。何

でかなと考えるとやっぱり 2 層の仕分けがしやすい。これが一つ理由としてあるのかな

と思います。2 層と 1 層の仕分けがしやすくて、仕組みづくりがやりやすい。住民と行

政さん、関係者さんとの距離感、ある程度もう既にできたものをうまくここの制度にの

せやすいのがそれぐらいの規模、逆に大きい自治体さんは今までつくってきた制度・事

業がかなりしっかりしたものがありますからそれとの整合性を取るのに相当苦労して

いる。今まで同じようなことやってきたじゃないかという話をまず、しながらどういう

ふうに、今回の話は青色は否定してないという前提ですから、そこに新しい仕組みを合

わせていく、よく言う交通整理みたいじゃないかなと思うんですけど、そうすると今ま

でやっていた、点で動いていた事業が線で繋がって地域の面に広がってくるような発想

を持ってきた時に何が出来るのかと考えていかないといけないのでけっこうスケール

が大きくなってくる。 
ここはかけるべき時間はかけないといけないという話にさきほどのこれも繋がって

いくのではないかと思います。実は、1 万人をきった自治体、かなり小規模な自治体さ

ん、ここがかなり苦労しています。何でか、と言ったら、顔が見えすぎてしまっている。

協議体、構成員は誰に選ぶ？あの人に声掛けしたら、こっちにも言わないといけないな

と、皆さんも地域の中で活動しているとありますよね。これがさっき言った地域の人間

関係、パワーバランスです。これ、松戸市は大きな自治体だけど、2 層に入ってきた時

は同じ現象が起きてきます。ですからそのあたりのパワーバランスをどういうふうにと
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っていくか。意識の高い人をどれだけ先につかまえて、意識の高い議論をどんどんして

いきながら青も緑も両方進む。今までのやり方を否定しないですから。この新しい一人

一人に前向きに取り組んでくれるキーパーソンを早く見つけていく。これがヒントにな

るのではないかなと思います。 
 
会長 
ありがとうございました。他にありますか。 

 
事務局 
講師に質問ですが、新地域支援構想会議が構成団体に例えば、全国社会福祉協議会と

か全国老人会連合会また全国農業協同組合中央会とか入っていてこういう方々が末端

という言い方が失礼かもしれないですけど、各市町村にちゃんとした形で降りているの

かどうかが知りたいです。 
 
講師 
結論から言うとさまざまです。全国規模の団体さんは構想会議をまだ続けてやってい

ますので、それぞれの方針立てて色々取組みというのをガイドみたいな形で出している

のはありますけど、例えば生協さんも色んな細かい仕組みがあって、各自治体さんでそ

れぞれ同じ生協さんのグループでも別だてで動いている所もありますので、これが地域

性という所でいうと難しい所かと思います。協議体の構成員は多様な主体ということを

主張していますから、ここで一緒に加わって元の所から意識合わせをしながら、じゃあ

生協さんとしてどう関わるのか、老人クラブとしてどう関わるのか、この在り方検討を

進めていく。これはもう同じですね。ですから地域性を無視した形式的な取り組みとい

うのが逆に出来ないからこそ、ここに関わっているのだから前向きに取り組もうよとい

うアドバンテージのレベルで中身についてはしっかり時間をかけて話し合わなければ

いけないのかなと感じています。 
 
会長 
他にどなたかいらっしゃいませんか。それでは、勉強会のお知らせをお願いします。 

 
事務局 
本日、お手元の資料の中に、『支え合う地域づくり勉強会』というチラシを入れてあ

ります。これにつきましては先ほど講師がご説明して頂いたように大づかみな勉強会を

これからだんだん地域に降りていく第一段階として、勉強会を 3 会場で開催したいと思

っております。日程は 9 月 12 日と 13 日になっていますけど、是非とも皆様方が構成し

ているメンバーにお知らせして頂いて、本日講師がお話してくれたような内容の話を再
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度、地域の皆様方にお伝えしながら参画する機会をつくっていこうというふうに思って

います。この中で勉強会に参加したい＝協議体のメンバー、コーディネーターになると

いう事ではないです。皆様方に今回の介護制度保険の制度の改正を、私ども介護保険事

業計画を策定した以降も継続的にやっているつもりですけど、まだまだ伝わってない部

分が多分にありますので積極的に伝えていきたいと一つは思っています。 
その中で意識的にうちには公募の委員の方もいらっしゃいますけど、そういう形で参

画して頂く機会を私達つくっていきたいと、その中から発展できればと思っていますの

で、今焦って協議体をつくらないと、生活支援コーディネーターをつくらなければとは

思っていませんので、皆様方と意識統一をしながら徐々に進んでいける準備をしていき

たいと思っています。そういう意味では、皆様方にお伝えして頂きながら進めていけば

と思っています。また、講師に質問させて頂きましたけど、新地域支援構想会議の構成

団体の方々には、積極的にこの意味を踏まえて参画して頂くことを望んではおります。

強制するつもりはまったくないですけど、こういう勉強会がありますので。また勉強会

については、市民センター、支所の所には置かせておりますし、9 月 1 日号の広報では

ご案内をする予定でおりますので、参加できる方については参加して頂ければと思って

おります。また、3 回の結果を踏まえまして先ほど講師の説明でもありましたけど、少

しずつメンバーを絞りながら、地域について積極的に考えてくれる人達をつくっていき

ながら、最終的に年明けのパネルディスカッションまで至れれば最高にいいなと考えて

おりますので皆様方のご理解を頂きたいと思っております。 
 
会長 
ありがとうございました。当面は勉強会を進めて頂いて意識を深めていくのと、何か

あれば私と作業部会の方とも相談して皆さんに審議して頂くということになると思い

ますので、本当は今日議論したかったけどかなり天候が悪いので今日はこれで終わりに

したいと思います。事務局にお返しします。どうもありがとうございました。 
 
司会 
皆様、お疲れ様でした。○○様どうもありがとうございました。今後について 4 点お

知らせ致します。生活圏域での勉強会の参加申し込みはお帰りの際、受付にお申し出下

さい。また、2 月に開催されますフォーラムについては別途お知らせ致します。次に 1
層の協議会の開催につきましては年度末前後を検討しておりますので改めてご連絡致

します。本日大変お天気が悪いので駅までの送迎を考えておりますのでご希望の方はこ

ちらに集まって下さい。では、以上を持ちまして松戸市支え合う地域づくり協議会を閉

会致します。本日はありがとうございました。 
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