第４次武蔵野市民地域福祉活動計画策定委員会（第６回）会議要録
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深田、本多、森安、矢島、蓬田、綿貫（敬称略）

４
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なし

５
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渡部常務理事、森事務局長、ほか事務局職員
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傍 聴 者

２名

７

議

事

（１）開

会

（２）委員長挨拶
【委員長】

寒い中、今日は全委員にお集まりいただき、ありがとうございます。

今日は、これまでの議論をまとめたものが資料として出ておりますので、その内容
について進めていきます。進め方としては、質問というよりも意見という形でいただ
きたいと思います。このまとめも限られた時間でのものですし、計画自体も９回の委
員会でまとめていくことになるので、皆さんの思いを全て書くことは難しいことにつ
いてはご承知おきいただきたいと思いますので、よろしくどうぞお願いします。
（３）議事
①第５回策定委員会

会議要録等確認

資料１ ・ 資料２ に基づき事務局より説 明を 行っ た。 特に 委員 から の質 問 は
なかった。（第５回策定委員会会議要録については、委員からの校正が特にな
かったため、配付済みの案をもって確定とする）

②地域懇談会から見える武蔵野市の地域課題（追記）
資料３ に基づき事務局より説明を行った。特に委員からの質問 は な か っ た 。

③第４次武蔵野市民地域福祉活動計画「第３章

計画の目指すもの・方策」（案）

【委員長】 資料４ として、計画書の第３章「計画の目指すものと方策 」 の 案 が 出 て お り
ますので、これについて進めていきたいと思います。
まず、「１．基本理念」として、「みんなが主役

ささえあいのまちづくりをめざ

して」とあり、次に「２．施策体系図」に基本目標として、「１
づくり」、「２

人がつながる地域づくり」、「３

地域をささえる人

たすけあいのしくみづくり」を

掲げて、それぞれの取り組みとして８つの項目を記載しています。それらと縦断的に
つながる項目を「重点的な取り組み」として記載しています。
まず、基本目標の取り組みごとに２ページ目から、ページごとで意見をいただきた
いと思います。
【事務局】基本目標の各取り組みの記載に つ いてですが、 現状 ・ 課 題 ・ 課題解決に向け
たアイデア となっていますが、この記載の根拠 が 、 資 料４ に 赤字 で書 い てあ る内 容
になります。 今後６年間の取り組み は、ＳＴＥＰ１・２・３と な っ て ま し て 、 Ｓ Ｔ
ＥＰ３となる６年後に向けてＳＴＥＰ１・２で何をやっていくかということを書いて
います。以上が基本目標のつくりになっており、以降、17ページまで同様の形で記載
しています。
【委員長】２・３ページの「（１）地域の福祉情報・ボランティア情報をわかりやすく発
信する」というところで、ご意見をいただきたいと思います。
【委員】今回、資料の予習はしてきました。第３次活動計画も内容を確認しましたが、ま
ず１ページ目のこの体系図は、今の計画をそのまま踏襲しているものですよね。
前回の計画策定にはかかわっていなかったので、副委員長にお答えいただきたいの
ですが、この基本理念の最初が、「１

地域をささえる人づくり」となっていて、こ

こでテーマの内容が明確でないと、その下にぶら下がってくるところも、なかなか明
確に自分の中でイメージができなかったんです。改めて伺いたいんですけども、「地
域を支える人づくり」の「地域」の定義は何かというところが文章の中にないので、
私はそこを知りたいです。「地域」というと、一般的には住んでいるこの区域とか、
社会福祉学的には、地域福祉とかいう形がありますが、やはり一般市民の方にとって、
「地域」とは何ぞやというのがわからないとと思いましたので、どういうふうに捉え
て定義しているのか教えてください。
【副委員長】結論から言うと、きれいに定義は決めていません。そこは初めからお伝えし
たいと思います。人によって「地域」という捉え方は違うとは思いますが、ただ、少
なくとも武蔵野市内でまず前提であるという点から言えば、例えば武蔵野の中では、
何といっても地域社協が主力の取り組みになりますので、想定されているものの一つ
としては、「地域社協のエリア」ということが前提になろうかと思います。
ただ、当然、課題の取り組みの状況によっては、その地域社協のエリアを縦断する
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というか、超える場合もあるかと思いますので、そういう意味では、柔軟に捉えてい
ただきたいということが、私の個人的な意見になります。原則的には、地域社協の取
り組みが地域の基本的なユニットということで、理解していただければいいんではな
いかなと思います。
【委員】わかりました。確認ですが、市内に住んでいる皆さん、私たちと同じ市民、もし
くは地域社協で皆さんがかかわっているその地域、そこに住んでいる皆さんを支える
ということで、その土地じゃなくて、その土地に住んでいる人々をというふうに捉え
てよろしいですか。
【副委員長】大丈夫だと思います。
【委員】ありがとうございます。
【委員長】ほかにご意見ありますか。
【委員】前回の計画との違いは、この計画自体を市民地域福祉活動計画としたこともあっ
て、例えば３ページ目の（１）なども「～しましょう」という記載になっていて、こ
れは多分、市民の計画なので、「みんなでしましょう」という主体の位置づけになっ
ていると思いました。
前回の計画は、市民社協の役割・取り組みというのと、それ以外の団体の取り組み
という形に分けられていましたが、今回は「～しましょう」で、市民の皆さんの計画
という位置づけだろうと思っていますが、ただ、それがいろいろと混在をしていて、
基本目標の位置づけの中に、市民社協の役割について明記はされていませんが、今回
は多分、「（６）人や団体同士をつなげる」、それから「（８）地域の福祉活動・ボ
ランティア活動を支える」というのが、市民社協の役割という位置づけで、記載され
ているんだろうなと思いました。ただ、そうはいっても、途中で、５ページの（２）
は、「子どもが地域福祉に触れる場を増やします」という記載になっているので、そ
この整理がどうなっているのかということが気になりました。
それから、計画ですので、ＳＴＥＰ３が一定の到達目標だと思いますが、そのＳＴ
ＥＰ３に到達したということを、次の計画を策定するときに検証をしなければいけな
いと思いますが、その検証の仕方で意見があります。３ページの「（１）－②対象を
明確にした情報提供を行いましょう」のＳＴＥＰ３では、下から２行目に、「満足度
50％ 以上 の達 成を 目指し ま す」 と数 値の 目標が 入 って いま すが 、例え ば ５ペ ージ の
（２）－①のＳＴＥＰ３では、「運営・協力など様々な形での参加を地域に呼びかけ
ます」と、検証がしづらいＳＴＥＰ３になっているところがあります。これは市民の
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活動計画なので、全てを数値でがんじがらめにして、これができた、あれができてい
ませんという形にはならないとは思ってますが、６年たったときに、ここまで到達し
ましたよねという評価ができなければいけないと思うので、例えば、「地域社協全部
の地域で～します」という形にしておかないと、６年後の検証はなかなか厳しいのか
なということが、まず形式的な部分としてはあります。
あと、基本目標と重点的な取り組みが、それぞれ取り組みが書かれて、基本目標の
（１）から（８）、重点的な取り組みの１から４と書いてありますが、この関係性が
少しわかりにくい。前の計画のときは、かなりご苦労されて、でも、やはり重複して
いるところがありますよというコメントを書きながら、基本目標と重点的な取り組み
の差別化がされていましたが、今回は重点的な取り組みでは取り組みの主体が書いて
あります。そこの違いをどうやって整理すればいいのかと思っていまして、重点的取
り組みのほうも、取り組みの主体が市民社協だけではなくて、さまざまな関係機関だ
ったり市民団体だったりするのであれば、18ページの一番上のところも「年齢問わな
い住民同士の交流の場を増やします」ではなく、「増やしましょう」ではないのかと
思ったりもするので、その主体と取り組みの関係性を明確にする必要があると思って
います。
【委員長】ほかにはありますか。
【副委員長】今、お話があった評価については非常に大事だと思います。
ただ、１点、全ての項目を評価するというのはかなり厳しいだろうと思います。で
すので、何かある象徴的な取り組み、何か基準になる取り組みというところを重点的
に評価するというやり方もあって、特に前の計画の中ではほとんど評価基準を入れて
いませんので、今後評価をしていくことになったときに、いきなり全部の評価は厳し
いのではないかと思っています。ですので、一体どこを評価すると、取り組み全体と
して評価につながるのかなど、そういったことについては、方法、内容が固まった段
階で改めて評価基準を考えていくという進め方でいいのではないのかと思っています。
【委員長】ほかにありますか。
【委員】この最初の体系図ですが、そもそも論として、６年計画でなければいけないとい
うのは議論された問題なんでしょうか。６年というのがどういう年月かということは
おわかりいただいていると思いますが、要するに、団塊世代が全部75歳以上になると
いうことですよね。ですから、６年後になって、うまくいきませんでしたでは済まな
い問題だと思います。もう一つの言い方をすると、２年置きぐらいに見直す指標をど
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こかにつくるなど、そういう具体策が必要ではないかと思います。それが１点と、も
う１点は、この体系図ですが、基本的には前回の計画があるのだと思いますが、前回
の計画はあまりうまくいってないと思っているので、同じものを踏襲していくという
発想がよくわからないのです。やはり何かを変えていかなくてはいけない。もちろん
変わっている部分がないとは言いませんが、変えていかなくてはいけない。例えばこ
の基本目標の中で、私は「地域を支える人づくり」と言われるところが一番大事で、
並列に並べるべき問題ではないと思っています。
その２点なんですけど、何かお考えがあれば、教えていただければと思います。
【委員長】基本的には市の計画期間にそろえていくような形で進めています。これまでも
このような年限でやっているものです。細かく言えば、確かに２年ごとに見直して、
進捗状況を確認しながらという形は理想的な姿だと思いますが、現時点ではどこまで
達成できるかということもあり、６年後の姿ということでの記載をしています。ご理
解いただきたいと思います。
【副委員長】何で６年計画なのかというところは、地域福祉計画とか地域福祉活動計画と
いうのは、他の市町村では大体５年計画です。計画の年限というのは明確に決まって
いないので、そういう意味では、慣習的に踏襲されているものなので、例えば介護保
険事業計画のように、２年ぐらいで見直していくということもあろうかとは思います。
ただ一つ、今、委員長からお話がありましたように、武蔵野市の計画は６年でつくっ
ていますので、そこに基本的には合わせたほうがいいという考えからです。ただ、も
う市の計画が動いていて、そういう意味では、この活動計画は後追いになっているの
で、状況によっては合わせるためには５年にするということも、一つの方法ではない
かと思います。
２つ目として、体系図のところで、第３次活動計画がうまくいかなかったという非
常に厳しいご意見をいただきましたが、ただ、一つあるのが、今回、実際に計画をつ
くり出したのが、７月・８月以降という中で、半年で抜本的な改革をしていくという
のは、厳しいという状況がありました。ただ、できることはきちんとしなくてはいけ
な い と思 いま すの で、そ う いう 意味 では 、例え ば この 「地 域を 支える 人 づく り」 と
「人がつながる地域づくり」と「たすけあいのしくみづくり」が併記されている構造
がおかしいということであれば、逆にどういう形でつくり込めば、「人づくり」とい
うことが強く出るような計画になるのかご意見をいただきながら、できる限り調整を
していく必要があるのではないかなと思っています。
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【委員長】次に、４・５ページの「（２）多くの人が地域の福祉に関心を持つ」のご意見
をいただきたいと思います。
【委員】ここで言う地域福祉というのは、活動であったりその活動をしている場所という
ことだと 思いま すが、 ここの「 触れる 」とい う表現が 私の中 では違 和感があ るので 、
ほ かに 何かい い案 があれ ば、 それに 変え たい気 持ち です。 何か 人ごと のよ うに聞 こ
え てし まうと いう か、何 とな くそこ には 触れな いで いこう とか 、そう いう 嫌なイ メ
ー ジが あるの で、 どちら かと いうと 、そ れこそ 我が 事にな るよ うな、 そう いうこ と
に参加すると、後で自分に返ってくるというような表現はないでしょうか。
【副委員長】「出会う」とか、そういう言葉のほうがいいのかなと、私も読んだときに感
じ まし た。た だ、 「触れ る」 という 言葉 も、感 覚的 でいい のか なと思 いま したが 、
確かに言 われて みると 、もう少 し我が 事的な 感じで地 域と向 き合う という意 味では 、
「出会う」という言葉を、一つ提案させていただきたいと思います。
【委員】そのくらいがいいですね。
【委員】誰が何をやるのかということが明確にされている必要があると思います。「子ど
も が地 域福祉 に触 れる場 を増 やしま す」 という のは 、「誰 が増 やすの ？」 とい う 話
で 、こ こでは 、「 地域団 体や ボラン ティ ア団体 が行 うイベ ント ・事業 の実 施や小 中
学 校に おける 福祉 学習事 業の 機会を 継続 します 」と なって いる ので、 市民 社協以 外
の ほか の団体 も含 まれて いる のであ れば 、全体 のつ くりか らす ると、 「子 どもが 地
域 福祉 に出会 う場 を増や しま しょう 」と いう書 き方 になる ので はない でし ょうか 。
そこは、正確に書いておいたほうがいいという気がします。
【委員】（２）－①のところで、「見える化」というのは、誰のどういう活動を「見える
化 」す るのか 、こ の辺も きち んと話 し合 ってお いた ほうが いい と思っ てい て、「 活
動 に参 加した 人に 見える 化し た活動 につ いての 意見 を募り ます 」とい うス テップ も
あ りま すが、 例え ば、「 誰が 」とい うの は、そ の活 動して いる 人自身 を知 っても ら
え るよ うな形 にし ていく とい うこと もあ ると思 いま すが、 その あたり はや はりお 互
い 工夫 をして 、見 えるよ うな 形にし てい ったほ うが いいよ ねと いうよ うな ことを 、
もう少し書き込んだほうがいいのかなと思います。
誰が どうい うふ うに見 える 化して いく のかと いう ところ が、 あって もい いと思 っ
た ので 、Ｓ ＴＥ Ｐ２と合 わせ てＳ ＴＥ Ｐ１も少 し書 き込 んで いただけ ると 、よ り い
いのかなと思いました。
【委員長】６・７ページの「（３）地域活動の担い手を増やす」というところはいかがで
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しょうか。
【委員】若い人の定義というのがすごいおもしろいなと思いましたが、７ページ（３）－
② のＳ ＴＥＰ ３の ところ に、 いきな り「 福祉関 係に 関心の ある 会社を 支援 します 」
と 飛ん でいき ます が、こ のＳ ＴＥＰ １・ ２・３ はど ういう 流れ なのか 教え てくだ さ
い。
【事務局】項目として「定年退職者が参加しやすい形」、また「働いている人」というの
がありましたので、ボランティアセンターでも「お父さんお帰りなさいパーティ
ー」等を やって おりま すが、退 職し て から地 域活動に はなか なか結 びつかな いため 、
働 いて いると きか ら地域 活動 への理 解を 進める とい う意味 で、 個人と いう 形では な
く 、勤 めてい る企 業なり 会社 という とこ ろと、 地域 活動へ の理 解を深 めら れるよ う
な 取り 組みを 前倒 しでや って いくと いう ような イメ ージで のＳ ＴＥＰ ３と いうと こ
ろです。
【委員】「働いている人」・「定年退職者」が主語になるということでこれを読んでいく
と 、や はりＳ ＴＥ Ｐ１と ＳＴ ＥＰ２ は納 得はい きま すが、 この ほかの とこ ろを読 ん
で いる と、や はり 福祉は ハー ドルが 高い という よう な意見 も、 随分あ ちこ ちにあ る
に もか かわら ず、 ここで 福祉 関係に 関心 のある 会社 という 限定 をして しま うと、 社
協 がお のずと 地域 活動に 参加 したい 人を 排除し てし まう方 向に 行くの で、 働いて い
る 人や 定年退 職者 の方た ちが 、地域 活動 をして 、地 域を支 えて いく人 材に なるよ う
に 、例 えばそ うい う地域 貢献 をして いる 会社や 環境 など、 もう 少し幅 広い 活動に 目
が行くような表現にしないといけないと思います。
【委員長】表現というか書き方に少し無理があるので、書きかえます。
【委員】担い手を増やすということなんですけど、（３）－①、②、③を見ますと、既存
の 団体 や既存 の実 践に若 い人 を巻 き 込ん でいこ うと いう気 持ち はわか りま すが、 で
も 、こ の何十 年を 振り返 って も、な かな か簡単 には いかな い歴 史もあ りま す。そ の
点 から 考える と、 新しく 団体 を立ち 上げ るとか 新し いグル ープ をつく ると いうこ と
にも目を向けておくことも、大事なことなのかなと思いました。
【委員長】８・９ページの「（４）「顔の見える関係」をつくる」の取り組みについては
いかがでしょうか。
【委員】９ページの４－①と②ともに、ＳＴＥＰ３で「集合住宅等のアプローチ、住民参
加 への 呼びか けを 行いま す」 と同じ よう なこと が書 いてあ りま すが、 ６年 目にア プ
ロ ーチ を考え ると いうの は、 幾ら何 でも もたつ き過 ぎで、 １年 目でで きる 話のよ う
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な 気が します 。う まくい くか どうか とい うのは 別の 問題で 、ア プロー チは できる と
思いますので、少し時間をかけ過ぎていると思います。
【委員長】アプローチは早目にできるという意見ですね。内容は再度検討します。
【委員】今の話を聞いて思いましたが、ＳＴＥＰ１・２・３の説明がない。６年間のうち
の 最後 の到達 点が ＳＴＥ Ｐ３ で、６ 年目 にここ まで 来てま すと いう話 なの か、も の
によって は始め たとき にいきな りＳＴ ＥＰ３ まで行く ことだ ってあ り得るわ けです 。
Ｓ ＴＥ Ｐ３の まま でずっ と推 移する こと もある ので 、この ＳＴ ＥＰ１ ・２ ・３は 、
手 順を 踏んで 進ん でいく もの だろう と思 ってい ます が、時 間的 に６年 間の 最終的 な
到 達点 がＳＴ ＥＰ ３では なく て、Ｓ ＴＥ Ｐ３は 早期 の段階 から 到達す るも のもあ る
などの説明がないと、イメージが湧きにくいのではないかと感じます。
【委員】今の説明を聞いて、「マンションに入れなくて困る」というのは、もうずっとあ
る 話で す。だ から 、集合 住宅 に住ん でい る方た ちへ のアプ ロー チは、 ＳＴ ＥＰ１ も
２もベースにある話で、だから、この書きぶりが多分違っていると思います。
いろ いろＳ ＴＥ Ｐ１・ ２で やった 結果 、最終 的に 集合住 宅の 方たち も地 域活動 に
参 加し ます とか 、してく れま した とか 、してい く方 向に なり ましたな どと 書け ば い
い のか なと 感じ ました。 これ は本 当に 早くやら なく ては いけ ない話な ので 、書 き ぶ
りの問題だと思います。
【委員長】マンション問題は大きな問題で、この委員会でも意見が出ていて、建設当初の
住 民説 明会に も入 ってい けな い など の意 見も出 てい ました 。で きてし まう と、オ ー
ト ロッ クだし 、管 理人が 全部 やるな ど、 なかな か入 りづら い。 これら の課 題にど う
アプロー チして いくか というこ とは、 どこの 地域社協 の方も 、頭を 悩ませて います 。
戸 数も 、 20戸、 30戸 とい う単 位で はな く、 200戸 、 400戸と いう 単位 です ので 、こ れ
は 一つ の町と も言 うべき 単位 になり ます 。そこ に地 域社協 がか かわっ てい くとい う
の は大 変なこ とで はあり ます が、こ の問 題を避 ける ことも でき ない。 これ からも っ
と マン ション は増 えてい きま すので 、こ れにつ いて は再度 検討 してい きた いと思 い
ます。
【委員】（４）－①のＳＴＥＰ１に、「新しい住民の参加」とありますが、違う委員会で、
こ の「 新しい 住民 」とい う言 い方は どう なのか と言 われた 記憶 があり ます ので、 違
う表現にした方がいいのではないかと思います。
【委員長】引っ越してきたら通常はみんな新しい住民という言い方を しますが、住民とい
う単位では新しいも古いもなくて、住んでいれば住民だという考え方ですよね。
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【副委員長】比較的新しく住んだ方のことをニューカマーと呼んだりはします。新しいと
い う言 い方は 、確 かに古 いと いう言 葉と 対比に なる ので表 現 は 考えた 方が いいと 思
い ます 。最近 住ま れた方 など 、武蔵 野の ことを あま り知ら ない 方への アプ ローチ は
大 事な ため、 焦点 化する とい う意味 では 、そう いっ たニュ アン スが込 めら れてい る
と いう ことは 共有 化させ て い ただき たい と思い ます 。ただ 、表 現は再 検討 させて い
ただきます。
【委員】（４）－②が転入者、まさにニューカマーに対する対応が書いてあって、①は昔
か らマ ンショ ンに 住んで いる けど交 流が ないと かが 課題だ と思 ってい ます 。マン シ
ョ ン内 での交 流が あり、 そこ から地 域の 課題に 気が つき、 そし て地域 との 連携を し
て いこ うと思 える ような 方も いるだ ろう と思い ます ので、 そこ はそう いう 形に分 け
たほうがいいと思います。
【委員長】確かに、エレベーターで顔を合わすのが嫌だという方もいらして、最近、非常
に問題になっているという話も聞きます。
【委員】今、①のほうは、ＳＴＥＰ２に「各地域ごとに」とありますが、ここでも地域と
出てきて、この地域がどこを指すのかというようなことにもなると思います。
（ ４） －①で の地 域とい うの が、そ れぞ れの町 内に なるの か、 みんな がこ の一つ の
範 囲の 中で顔 を合 わせる よう な機会 をつ くって いこ うよと いう ことな のか という よ
う に、 私は受 け取 りまし た。 個人が 町の 中のい ろん な情報 を知 るとい う点 で、こ の
Ｓ ＴＥ Ｐ２に 対し てＳＴ ＥＰ １は、 地域 という のが 、少し 小さ な範囲 の中 で、み ん
な が参 加でき たり 、出会 える 場づく りを するよ うな ことが 結構 大事な のか なと思 っ
て いま す。集 合住 宅が多 い地 域もあ れば 、そう でな い地域 もあ ると思 いま すので 、
ア プロ ーチで きる ステッ プの 違いな のか なと思 いま す。で すの で、こ のＳ ＴＥＰ １
の とこ ろは、 町内 だとか 一定 の範囲 の中 で皆さ んが 顔見知 りに なれる よう な機会 が
で きる といい のだ と思い ます 。それ でＳ ＴＥＰ ３が 、集合 住宅 になる のか 、もう 少
し 地域 を見て いっ た中で 、全 体の範 囲で やって いけ るとい うよ うな取 り組 みにな る
のか、そのような書き方もできるのかなと思いました。
【委員長】ありがとうございます。10・11ページの「（５）人と人とがつながる「場」を
つくる」のご意見をいただきたいと思います
【委員】11ページの一番下のところの括弧書きですが、「転勤者の妻」という表現でいい
のか。「転勤者の配偶者」などの表現にしていただきたいと思います。
【委員】この転勤者の妻が、数字や事例などを引用して、問題が特化しているというので
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あれば、具体的に書いてもいいと思いますがそうでないので違和感があります。
【事務局】この11ページの「転勤者の妻」というのは、実は武蔵野市男女平等推進センタ
ー で、 今年度 、転 勤の転 に妻 と書く 「転 妻カフ ェ」 という 、転 勤の多 い夫 のいる 武
蔵 野で 生活し てい る奥様 を対 象とし たカ フェを 初め て実施 した そうで す。 結果、 と
て も好 評で、 そこ でいろ いろ な情報 が交 換され たと いう話 を担 当の方 から 聞いた の
で 、こ この「 同じ 境遇の 人同 士がつ なが る場」 の一 つの例 とし て取り 上げ ました 。
この転妻カフェがあったので、この名称にそろえた表記としました。
【委員】個人的な意味合いの表現では、計画への記載の根拠としては厳しいと思います。
私 とし ては、 転勤 者の妻 は大 人だか ら、 何とか 自分 ででき るけ ども、 転勤 者の子 は
も っと 厳しい と思 う点も ある ので、 この 言葉を 表記 するの であ れば、 納得 できる よ
うなものを出さないと、少し厳しいと思います。
【委員長】注釈ぐらいの表記ではどうですか。
【委員】今、すごい大きな問題でもあるので、私は注釈で書いていただければと思います。
子 ども は学校 があ るので 、逆 に何と かな るけど 、奥 さんは なか なか地 域で の場と い
う のが 見当た らな いこと もあ るので 。注 釈や課 題解 決に向 けた アイデ アな どに書 い
て、一般的な市民に知らせるということではいいと思います。
【委員】今、シリアスな問題になっているとすると、自分がかかわっている障がいのある
子どもの母親のご主人は転勤が海外の場合の方もいます。そうすると、24時間365日、
常 に妻 が子ど もを 育てて いて 、「少 し来 てよ」 と言 われて も、 海外に いる ので来 ら
れ ない という 問題 もある ので 、この こと はもう 少し きちん と、 今、お っし ゃって い
た だい て、す ごく 厳しい こと だとい うの はわか るよ うな気 もし ますが 、丁 寧に表 記
しないと、他のことでもどんどん出てくる感じもあるんです。
【委員】この（５）－③に、「など」と書かないで、課題解決に向けたアイデアと現状の
と ころ に記載 して 、同じ 境遇 の人同 士が つなが る場 をつく りま しょう とし たほう が
いいと思 います 。その さまざま な境遇 や状況 に置かれ ている 方々 が いらっし ゃって 、
そ の当 事者同 士が つなが る場 に参加 でき るとい うふ うにな るの ではな いの かなと 思
います。何の前置きもなく、外国人や転勤者の妻と書くのは抵抗があります。
【副委員長】委員の皆さんからの意見からすると、実は、外国人とか転勤者の妻とか、当
事 者の 会のほ うに 強調点 があ るので はな く、同 じ境 遇の人 とい うとこ ろが 大事な の
だ と思 います 。取 り組み の項 目のと ころ に括弧 書き で記載 する のは、 確か に若干 呼
び 水的 な感じ がし ますの で、 現状や 課題 解決に 向け たアイ デア のとこ ろで 記載す る
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形 もあ るかと 思い ます。 取り 組みの とこ ろで「 など 」とい う記 載はせ ず、 現状に 入
れ るの か、ア イデ アに入 れる のかと いう ところ は、 事務局 と相 談しな がら 決めて い
くことにさせていただければと思います。
【委員】同じ境遇の人って急に言われても、余りよくわからないです。今、いろいろ聞い
て いて 、そう いう 例があ るこ とはわ かり ました が、 現状に そう いう記 載は ないで す
よ ね。 例えば 現状 でこう いう 問題が ある などの 記載 がある なら わかり ます が、あ ま
り よく わかっ てな い場合 は、 同じ境 遇の 人って どう いう人 なの かとい う話 になら な
いのかなと思いました。
【委員】今おっしゃられたことは、そうだなと思って聞いていました。ソーシャルワーカ
ー 的に 言うと 、同 じ課題 を持 ってい る人 などと 表記 できる かも 知れま せん 。でも 、
課 題で 括るの はい かがな もの かとい う気 もする し、 別に、 ケア カウン セリ ングと か
ケアサポ ートみ たいな 形で考え れば、 当然同 じ課題を 抱えて いる人 たちが集 まると 、
一定の有効性もあるとは思います。
私が 気にな って いるの はそ のこと では なく、 この ５－③ は、 誰がや るの かとい う
の が曖 昧な 感じ がしてい ます 。既 存の 会に新し いメ ンバ ーを 組み入れ てい く、 引 き
込 んで いく とい うことは ある と思 うん ですけど 、社 協の 地域 福祉の主 体と いう か 、
考 えて いる 層と いうのは 、や はり 住民 なんです ね。 私が ひっ かかって いる のは 、 武
蔵 野で 働い てい る人をど う巻 き込 むの かという こと を、 少し どこかに 書け ない か と
い うこ とで す。 先ほど会 社と いう 話も ありまし たが 、武 蔵野 で働いて いる 人も こ の
場である とか 関係に 巻 き込んで いか ないと 、 難しいと ころ がある の かなと思 いま す。
ど うい う書 き込 みをする のか わか りま せんが、 意識 はし てお かないと いけ ない と こ
ろかなと思います。
【委員】この（５）は、私は足かけ10年、在宅で介護をされている方の当事者の会をずっ
とボラン ティア で続け ています 。ここ のＳＴ ＥＰ１の 既にあ る会を 多くの人 が知り 、
多 くの 方にそ の情 報を伝 えて いくと いう ところ は、 すべき だと 思いま す。 その後 の
Ｓ ＴＥ Ｐ２・ ３は 無理が あっ て、「 これ までに ない テーマ の会 で、ニ ーズ がある 会
を 立ち 上げる 」と いって も、 介護者 の在 宅介護 をし ている と、 介護を 終え た方も 参
加 して います が、 父親を 亡く した人 と配 偶者を 亡く した人 では 違いが ある ので、 改
め てグ リーフ ケア 、要す るに 身内を 亡く された 方の サポー トが 必要だ と感 じてい た
ので、そちらを新たにやりませんかと、今、提案をしているところです。
そう やっ て現 にやって いる 活動 の 中 からニー ズが 自然 発生 的に出て くる もの で あ
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って、無 理やり ニーズ を見つけ て会を つくる というも のでは ないで すし、ま して や 、
会 を継 続して 、新 規メン バー を募集 する という とこ ろは、 誰が やるの かと いう話 に
なるとこ ろなの で、こ の（５） －③は 、①・ ②にうま く書き 込めな いかな思 いま す 。
【委員】例えば、今の話でいえば、その会を当事者の方自身がつくっていく大変さという
の は非 常にあ ると 思って いて 、そこ をど うサポ ート してい くの か。例 えば 、それ を
応援する 人たち が出て きたりす る部分 という のは、す ごく大 事だと 思います 。多分 、
会 を立 ち上げ たり とか、 新規 メンバ ーを 募集す ると いうと ころ の前に 、そ ういう こ
と につ いてま た知 っても らっ たりだ とか 、その ため にサポ ータ ーがで きる という よ
う なこ とだと 思い ます。 やは り当事 者の 方が集 まる という こ と も大事 です が、そ れ
を 支え ていく こと も重要 です 。これ をも し実施 する の であ れば 、立ち 上げ るとい う
よ り、 立ち上 げに 関して 協力 ・サポ ート できる よう な、そ うい う機会 をつ くるよ う
なものがいいのではないかと思います。
居場 所から 生ま れてい くと いうの は、 すごく 大事 だと思 うの で、こ の① 、②は 特
に 入れ てお いて いただい て、 それ だけ ではなく 、も し自 分た ちでやり たい とか 、 こ
う いう 人同 士が 集まりた いと いう こと があれば 、そ のよ うな サポート を市 民の 方 と
か応援したいと思う方ができるきっかけがあるといいと思いました。
【委員長】12・13ページの「（６）人や団体同士をつなげる」でご意見いただきたいと思
います。
【委員】13ページの６－③で関係機関同士の連携とありますが、５－③での話は、先ほど
の 立ち 上げの 話と か、こ の連 携とい うと ころと つな げてい ける といい ので はない か
な と思 いまし た。 例えば この ５－③ もこ の連携 のと ころに うま く当て はめ るとか 、
何かそういう形ができたらよりよくなるのではないかと思いました。
【委員】13ページの連携強化のイメージというところでコミセンが入っていますが、ほか
に は、 保護司 、民 生委員 、赤 十字奉 仕団 、地域 社協 とあり ます 。ここ にコ ミセン が
入 って いて、 相談 支援ネ ット ワーク の中 にコミ セン が入れ るの かなと いう か、ど う
いうイメージでこの図をつくられているのか、少し教えていただければと。
【委員】これは市民社協でつくったものではなく、市の計画からここに引用したものです。
行 政の 立場と して 、なぜ こう いう図 をつ くった のか という こと ですが 、市 民社協 、
ボ ラン ティア 、市 民がい て、 その方 々を 支える 、武 蔵野市 民を 支える とい うか、 武
蔵 野市 におけ るつ ながり づく りの代 表的 な場と いう のは、 やは りコミ セン だろう と
思っていますので、コミセンを入れさせていただいているということです。
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【委員長】なければ、14・15ページ「（７）地域での孤立を防ぐ」のご意見をいただきた
いと思います。
【委員】「気になる人」というこの表現がやはり気になります。「つながりがない人」と
い うこ とだと 思い ますが 、た だ少し 難し くて、 「地 域での 孤立 を防ぐ 」こ の孤立 を
防 ぐ必 要がな ぜあ るのか とい うとこ ろが 明確で ない と、 と もす ると、 本当 にお節 介
とか余計なことになってしまう可能性があるので、なかなか難しい。
ただ 、こ の間 、お父さ んお 帰り なさ いパーテ ィで の資 料で 、主にヨ ーロ ッパ な ど
の 諸外 国と日 本の 対比と いう ところ で数 字を拾 って きてく ださ ったと きに 、海外 は
家 族も 含めて いろ んな人 に困 ったと きに は、気 軽に 「困っ てい る」と 言え る現状 が
あ るの に対し 、日 本はな かな かそこ が厳 しいと いう のがあ った ので、 何か そうい う
ところからもう少しうまく表現できないかと思っていました。まずは「気になる
人」というのが気になりましたというところです。
【委員】地域で「気になる人」というのは、やはりいっぱいいます。その人に対して呼び
か ける のは、 活動 への参 加だ けでは ない はずで す。 それこ そ、 その人 に合 った支 援
と いう のが、 見守 りだっ たり するか もし れない し、 ただ単 にい つも気 にか けてそ の
人 のと ころを 見る とか、 どう いうふ うに したら いい のかと いう のは、 専門 家と一 緒
に 地域 の人た ちが つくり 上げ ていく もの だと思 うの で、そ の「 気にな る人 」に対 し
ての参加の呼びかけというところを、少し考えてもらいたいと思います。
【委員長】実際、孤立というのは、市のほうでやっている孤立防止の支援ネットワークも
あ りま す。市 が様 々な団 体と 協定を 結ん で、新 聞屋 から不 動産 業界も 含め て、日 々
の 業務 の中で 皆さ んが気 がつ いたこ とか ら、孤 独死 の防止 や何 かの発 見に 結びつ け
る とい うよう なこ とをや って います 。そ の辺の ネッ トワー クを 上手に 使う という こ
とも実際大切だと思うんですね。
【委員】行政レベルでは、そういう形でいろんな企業とタイアップしてやっているけど、
私たちが言ってるのは、人と人との関係性の中でというところでしょうか。
【委員】今まで話されたことは、地域社協と市民社協と協働で市民を巻き込んで、これら
の 計画 を全部 やる という こと ですよ ね。 大変な こと だなと 思っ て、今 まで 聞いて い
ま した 。人づ くり や地域 づく りは第 １次 や第２ 次の 計画の 頃に 比べて 、少 し進ん で
き たと 思いま すが 、この 「た すけあ いの しくみ づく り」と いう のは、 これ から本 当
に問われる問題ではないかなと思っております。
これ は本当 に地 域社協 も社 協も集 まっ て議論 して 、仕組 みの 具体的 な話 し合い を
－13－

し ない とい けな いと感じ てい ます 。こ こに「周 りに 困っ てい る人がい ない か、 関 心
を 向け ます 」な ど、行為 的な こ と を並 べていて も、 地域 社 協 に役に立 つこ とを 持 っ
て 帰り たい んで す。そし て、 これ に対 して、行 政も 本当 に力 を入れて ほし いと 思 っ
て いま す。 コミ センは、 地域 に引 っ越 してきた らコ ミセ ンの カード、 紹介 状み た い
な もの を配 られ るが、地 域社 協は そう いうもの がな いと 思い ます。ぜ ひこ の武 蔵 野
市 は独 自の 福祉 でみんな が町 を支 えて いるとい う、 そう いう ものを配 るこ とを お 願
いしたいと思ってますので、そういうことも何か書き込んでほしいです。
【委員長】16・17ページの「（８）地域の福祉活動・ボランティア活動を支える」のご意
見をいただきたいと思います。
【委員】（８）－①ですが、「市民社協の組織体制を強化します」のＳＴＥＰ３が、「市
民 社協 事務所 の拠 点機能 の充 実」と いう のは、 少し 違和感 があ ります 。こ れはど う
いう意図なのかというのを教えていただければと思いますが。
【事務局】少しここの書き方が足りませんでした。「市民社協の活動内容の充実及び」と
いうことでご理解いただきたいと思います。
【委員 】ＳＴ ＥＰ３ は 、「市民 社協 活動内 容 の充実と 事務 所の拠 点 機能の充 実を 進めま
す」ということでしょうか。
【事務局】はい。
【委員長】18・19ページの重点的取り組みです。
【委員】「０歳～100歳まで」とありますが、101歳ではだめですか。120歳ぐらいまで書
いたほうがいいのではないですか。
【委員】象徴的に書きたいのでしょうが、では101歳の人来てはいけないのって言われる
と 、皆 さんに 「来 てどう ぞ」 と言っ てい る感じ が出 ないと いう のであ れば 、少し 表
現の仕方を考えていただければいいのではないかと思います。
【委員】今のテーマと少し乖離しますが、重点的な取り組みとして、この４つの項目が挙
げられていますが、これが選定されてきた経過がよくわかりません。
それ から、 「地 域を支 える 人づく り」 は、重 点的 な 取り 組み ではな いの かなと 。
先 ほど 申し 上げ たように 、や はり 地域 活動の担 い手 が足 りな くなって きて いる と い
う のは 、大 きな 問題だと 思っ てい ます 。存亡に かか わる 問題 なのに、 そこ が非 常 に
軽 んじ られ てい るのでは ない かと 。並 列でいい かは とも かく として、 やは りそ こ を
支 える 人づ くり に対して 重点 的な 取り 組みがな いと いう のは 、おかし いの では な い
かと。逆に言うと、なぜこの４項目なのかなというところがあります。
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人が いなか った ら何も でき ない話 で、 このま ま５ 年たっ たら どうな るの かとい う
の は、 現実 的に はこのま まい った ら、 みんな５ 歳年 上に なる わけだか ら、 やは り そ
う いう 問題 を考 えてみる と、 人づ くり の問題に 対し て重 点的 な取り組 みが ない と い
う こと 、あ るい は、人づ くり につ いて の位置づ けと いう のは もう一回 よく 考え て い
ただけないものかなと思います。
【副委員長】まずこの４つの項目は、第３次活動計画を完全に踏襲した形になっています。
今 まで のこの 委員 会の中 で、 この４ つを 実はず っと 取り上 げて 進めて きた という 経
緯 があ ります 。現 段階で この ４つが 弱い という こと であれ ば、 検討す る必 要はあ る
ように思いますが、この４つは普遍的な課題と思っています。
人づ くりは 、こ れは 前 の計 画の話 とい うこと でお 許しい ただ きたい ので すが、 人
そ のも のを つく るという やり 方よ りは 、何か取 り組 みを 進め る中で人 を育 てて い く
と いう 発想 が、 重要では ない かと 思っ ています 。そ うい う意 味では、 例え ば地 域 社
協 の取 り組 みと いうのは ３本 目の 柱に なります けれ ども 、地 域社協を 活性 化す る と
い うこ とは 、す なわち人 を育 てる とい う観点も ない とだ めだ というこ とだ と思 い ま
す ので 、そ うい う意味で は、 「人 をつ くる」と いう こと を特 化する形 でつ くり 込 み
を 行う のか 、そ れとも事 業を 進め てい く中で、 人づ くり とい うことを 念頭 に置 い て
い くの かと いう 点は考え 方の 争点 にな ると思い ます ので 、ぜ ひほかの 委員 から も ご
意見いただきたいと思います。
【委員】人の話ですが、今現在ボランティアをしているというのは、たしか15％になって
い たと 思いま す。 それで 、過 去にボ ラン ティア をや ったけ ども 今はや って ないと い
う人が25％ぐらいだったと思います。非常に全体としては少ないです。
それ と、若 い人 を取り 込む という のは 絶対に 無理 だと思 いま す。な ぜか といっ た
ら 、私 の年 代の 人たちは みん な孫 を見 てますよ ね。 その お嫁 さんの働 き方 を見 て い
た ら、 20時 ごろ 帰ってく るお 嫁さ んが いっぱい いる 。 だ から 、晩御飯 まで おば あ ち
ゃ んが つく って 、もう 80歳に なっ ても 全然家 事を やめ られ ない という人 が、 私の 周
りには多いです。
特に 武蔵野 市は ６割が 転入 者らし いで す。自 分の 経験か らも 、転入 者の 家にお 願
い に行 くこ とは 、なかな かハ ード ルが 高いです 。で も、 これ をやらな けれ ば、 武 蔵
野 は入 れか わり が多い市 です から 、青 少協です らも 若い 人が いないと 言っ てい る の
で、無理だと思います。
だか ら、今 地域 活動を して いない 60・ 70・ 80代ぐ らい の人た ちに もう 少し 武蔵 野
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に 力を 貸し てく ださいと 。地 域社 協は 本当に必 要な ので しょ うか。必 要で あれ ば 、
あ る程 度、 行政 も力を入 れて ほし いと 思います 。何 か事 ある ごとにそ うい う話 を し
てくださるようにお願いしたいです。
【委員】基本目標と重点的な取り組みとの関係性の説明での唐突感は否めないと思います。
そ れで 、例え ば重 点目標 のと ころで 、基 本目標 に「 地域を ささ える人 づく り」が 第
１ 目標 として あっ て、「 人が つなが る地 域づく り」 があっ て、 「たす けあ いのし く
み づく り」が ある と。こ の３ つを実 現す るため 、４ つの重 点的 取り組 みを 選択し て
い ます と書い て、 この４ つに 下げて いく 形にす れば 、もう 少し わかり やす くなる 気
がします。
【委員】今まで基本目標をずっと前半、検討してきましたが、基本目標に時間を費やして
し まっ て、本 当は この重 点的 な取り 組み が基本 なん だよと 、こ れを後 づけ で話す と
いうのもどうかなと思っていたところです。
先ほ ど委 員が おっしゃ った とお りで 、今まで 武蔵 野市 をつ くってき てく ださ っ た
方 たち は、今 、ご 高齢に なっ てきて 、次 につな いで いかな いと という 危機 感を非 常
に お持 ちなわ けで す。自 分た ちが武 蔵野 市に住 んで いるわ けで すから 。そ こが最 近
引 っ越 してき た方 たちに とっ ては、 そん なにリ アル な問題 では ありま せん 。もう 既
に 先輩 がつく って くださ っ た ものが あり 、非常 に快 適で何 ら課 題や不 満も 持たず に
い られ る面も あり 、子育 てや 仕事に 忙し い状況 もあ る。そ の両 面で、 特段 、地域 活
動 に対 して必 要性 を感じ てい ないと いう のも、 現に 肌でボ ラン ティア セン ターを や
っていて感じているところです。
この 重点 目標 の分量が 多い ので 、も っと内容 を精 査し て、 キーポイ ント で絞 っ て
い かな いと、 ６年 間で職 員さ んはや れる のか、 心配 になっ てい ます。 やは り実際 に
こ れだ け挙げ て、 それが でき なかっ たら 全く意 味が なく、 計画 はでき ると いうこ と
が前提であって、もう少し精査したほうがいいと全体を通して感じています。
【委員長】確かに内容は多いとは思います。ほかにご意見がなければ、 20・21ページのご
意見をいただきたいと思います。
【委員】ここは読んでいてすごく気になりました。この内容が総合相談と言えるのかとい
う こと です。 実際 にあっ た例 で記載 され ている 内容 が、果 たし て総合 相談 なのか と
い う気 がしま す。 「少し 気に なるこ とや 知りた いこ とを話 した り、聞 いた りでき る
場 や機 能を拡 充し ます」 とい うこと を置 き換え る言 葉が、 総合 相談だ とは とても 思
えません。例えば、「気軽な相談の場と機能の充実」ではないのでしょうか。
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多分、 そこ でつな が っていれ ば、 深刻な 課 題になっ たと きにも 対 応ができ るの で、
こ の実 際にあ った 例では 、Ａ さんは ケア マネジ ャー から市 民社 協に相 談が あると い
う こと ですけ れど も、ケ アマ ネさん とい うのは 、当 然その こと は把握 して いなけ れ
ば いけ ない事 項で すし、 それ がさら につ ながっ たの はいい こと ですが 、例 の表記 の
仕 方も 含めて 、こ の全体 の（ ２）の テー マにこ の例 が適切 なの かとい うこ とと、 総
合 相談 という 言葉 がこの 全体 を表現 する のに適 切な のかと いう ことは 、考 えてい た
だいたほうがいいと思います。
【委員長】次へいきます。22～24ページからご意見をお願いします。
【委員】コミセンと何か協働でやれることがないのかなと思っていますが、ここの４番目
に 「猫 の手ボ ラン ティア 活動 」とあ りま す。地 域社 協は女 の人 が多い です が、コ ミ
セ ンは 男の人 の参 加が多 いの で、こ うい うもの をコ ミセン を巻 き込ん でや ると、 コ
ミセンは宣伝力もとても持っていますから、そういうのはやれないでしょうか。
連携という言葉が多く出てきていますが、具体的な案は一つも出ていませんので。
【委員】

福祉活動についてコミセンと地域社協と協働でいろんなことをやっていくこと

は 、こ れから 大事 なこと では ないか と思 ってい ます 。コミ セン によっ てい ろいろ 事
情 があ るよう な感 じもし ます が、方 向性 として は、 やはり これ から福 祉活 動とい う
の は大 事なこ とで すので 、コ ミセン もい ろんな 形で 協働で でき たらい いの かなと は
思います。
【委員】24ページでも事例として２つ出ていますが、やはりこうやって具体的な事例を載
せ てし まうと 、ど うして もそ こにフ ォー カスし てし まって 、縛 られて しま う可能 性
もあるの で、計 画の場 合はこう いう具 体的な 事例は載 せない ほうが いいと思 います 。
もっと精査して、文章の中に落とし込んだほうがいいと思います。
【委員長】それぞれの捉え方によっては読みとり方が変わってくるということですね。考
え方によってこのとり方が違うということですね。わかりました。
【委員】今の意見ともかかわってきますが、この22～24のページだけで、具体的に取り組
む中身と いうの が８つ あります が、そ れの全 てをこの 事例は 全く表 現してい ません 。
例 えば 、今日 は話 してい ませ んが、 第２ 章は、 多分 、現状 と課 題を書 く章 になる と
思 いま すが、 そこ にこう いう 課題が あり ます、 具体 的な事 例と しては こん なこと が
あ りま したと いう ので書 くの であれ ば、 それが いい と思い ます 。具体 的な 計画の 取
り組みとして列挙された中に事例を挙げるのは、難しいと思います。
【委員長】「『地域社協』を知っていて、参加するまちに」と非常に大きいテーマなので、
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なかなか難しいところが確かにあります。なければ次の25・26ページに入ります。
【委員】これはまず質問で、ほかのところと書き方が違うようですが、何か意図があって
な のか 、少し その あたり を伺 った上 で聞 きたい と思 うんで すが 。もし 先に 言った ほ
うがよければお伝えします。
【委員長】気になるところをおっしゃってください。
【委員】そうですね。地域福祉コーディネーターの役割や機能の 推進について、どういう
形 で到 達して いく のかは 、こ こに書 いて ありま すが 、多分 、一 つは、 その 前に書 い
て ある 、今話 をし てきた 「地 域社協 の発 展に向 けて 」とい うと ころで 、地 域の専 任
担 当職 員を充 実す るとい うよ うなと ころ に一応 はつ ながる ため 、そう され ている の
か 。や はりこ れを 別建て にし て、地 域福 祉コー ディ ネータ ーを 設置す ると いうこ と
を 一番 の目標 にす るので あれ ば、そ れを 書いた ほう がいい と思 います 。地 域福祉 コ
ー ディ ネータ ーを 置くと いう ことだ けで はなく 、き ちんと 役割 を整理 した 取り組 み
を、もう少し書いたほうがいいのかなという気はしました。
【副委員長】ここについては、実際にこういったものを置くかどうかということ自体も、
実 は議 論に なっ ています ので 、具 体的 に６年後 の到 達の 姿と いう形は 、書 き込 み が
し にく いと いう ところが まず ある とい うことで す。 ただ 、こ の中で書 いて おり ま す
が 、こ うい った ものを実 際に 検討 して いくこと にし てい ます 。そうい う意 味で は 、
何 も書 かな いと 、検討す るだ けで は意 味がない です ので 、現 状ではこ うい った こ と
は 考え てい ると いう、現 状で の到 達点 を示して いる と理 解で いいので はな いか と 思
い ます 。だ から 、具体的 にそ のス ケジ ューリン グま でで き て いないと いう こと が 実
態だと思います。
【委員】これは第１回、第２回の委員会で随分このことについてはしゃべったので、きょ
う は本 当はあ まり しゃべ りた くない ので すが、 第３ 次活動 計画 で「検 討し ます」 と
書 いて あった のに 、また 今回 も「検 討し ます」 とい うのは 割り 切れな い気 持ちで い
っぱいです。
【委員】今までの議論では、居場所のグループだったので、この地域福祉コーディネータ
ー のグ ループ ワー クには 参加 できな かっ たので すが 、地域 福祉 コーデ ィネ ーター と
い うよ りも、 今現 在、社 協の 地域専 任担 当職員 が非 常に、 個人 的な感 想で すが、 よ
く やっ ている なと いう感 じは してい ます 。私は ＮＰ Ｏ法人 に所 属して いて 、子ど も
食 堂も やって いま すが、 市民 が見学 に来 るんで す。 すごく 熱心 に、と にか く私は や
り たい んだと 相談 に来た 方が いて、 でも 、今ま で地 域にか かわ ってな かっ たので 、
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ど うや ってい いか わから ない という 相談 を受け たと きに、 社協 に相談 する のが一 番
だ よと 、場所 も含 めて相 談に 乗って くれ ると伝 えた ら、地 域専 任担当 職員 の方が 相
談に乗っ てくれ ました 。境・桜 堤の地 域は昔 から地縁 がしっ かりし ていると ころで 、
そ の中 でどう やっ たらう まく 地域の 中に 入って いけ るかと いう ことを 非常 に よく 考
え てく れて、 地域 社協の 代表 だった り主 任児童 委員 だった り、 そうい う方 を巻き 込
ん で、 それを コミ センで 開催 できた とい うのは 、私 はコミ ュニ ティソ ーシ ャルワ ー
ク的な仕事をしてくれたと思っています。
その ほかに も、 私は テ ンミ リオン ハウ スにも 関わ ってい ます が、公 的な 福祉施 設
で はな いの で、 関係機関 から の個 人情 報の入手 は非 常に 難し くて、精 神障 がい の 方
が 入っ てき たと きにも、 どう いう 状況 なのか聞 きた いと 思っ ても個人 情報 の問 題 が
あるのでそちらには開示できないと言われました。
その ときに 、な ぜと思 いな がら、 社協 に行っ て地 域 専任 担当 職員に 愚痴 をこぼ し
た りす る中 で、 やりよう はあ るの では ないかと 具体 的に 方法 論とか、 何に 困っ て い
る のか など をき ちっと整 理し て、 その ようなア ドバ イス を受 けて、や って みた ら 解
決 した こと があ りました 。や はり 地域 福祉コー ディ ネー ター というか 、身 近な 相 談
員 、相 談に 乗っ てくれて 解決 に向 けて 一緒に伴 走し てく れる 人がいる とい う心 強 さ
み たい なも のは 、非常に 日々 感じ てい ます。ボ ラン ティ ア活 動でも、 ボラ ンテ ィ ア
センターの職員が非常によくアドバイスをくれます。
そう いうつ なが りの中 でと いうこ とで は、実 際に 高齢者 が福 祉住宅 のこ とを市 に
聞 きに いっ たと きに、そ れは 福祉 公社 のほうで しょ うと 、「 はい、そ ちら に聞 い て
く ださ い」 みた いな対応 をし てい て、 つい最近 も、 アル コー ル依存で 寝込 んで 今 倒
れ てい るか ら、 地域の人 にそ の人 を病 院に連れ てい って ほし いって言 って 、地 域 の
人が病院 に行 ったん で す。それ で、 担当民 生 委員とし て連 絡が入 っ て、その とき に、
家 もあ るし 、福 祉的な問 題は 何も ない 、アルコ ール 依存 で地 域的に問 題を 起こ し て
い ない 、そ うい う人をど こが 救っ てく れるのか なと 考え たと きに、市 役所 に、 ア ル
コ ール 依存 の方 が出てき たと きの 病院 を紹介し てほ しい と言 った とき も、 「そ れ は
保 健所 の仕 事だ ろう」と 言わ れま した 。それは そう だな と思 いつつも 、で も、 市 役
所の窓口できちんと対応してくれる人はいるのか疑問でした。
本当 に日々 の小 さな問 題だ けど、 そう いう問 題を 抱えて 地域 で生活 して いると い
う 中で は、 やは り本人の 求め もあ るか もしれま せん が、 トー タル的な 、本 当に 総 合
相 談み たい な形 でやって くれ る専 門職 の必要性 、地 域福 祉コ ーディネ ータ ーで も コ
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ミ ュニ ティ ソー シャルワ ーカ ーで もい いのです が、 それ は社 協の地域 専任 担当 職 員
の 人た ちが やは り担って いく のか なと 私は思っ てい たと ころ もあるの で、 こ れ が ま
た検討というのであれば、これはすごい後退だなと思っているぐらいです。
地域 の人づ くり も場所 づく りも、 全て その地 域 福 祉コー ディ ネータ ーの 人が、 専
門 家と か地 域の 人とかを 巻き 込み なが らつくっ てい かな かっ たら、誰 もで きな い よ
う な気 がし ます 。福祉的 な環 境や 土壌 というも のも 、や はり そういう 人た ちが 支 え
て 耕し てい かな かったら 、福 祉人 材も ふえませ んし 、そ れを 現状の３ 人で やる と い
う のは 無理 なの で、もっ と増 える の か なと思っ てい たら 、検 討となっ てい た。 や ら
な いの であ れば 、書か な くて もい いよ うな気が しま す。 逆に 言ったら 、も う３ 本 の
柱でいいのではないですかと思います。
【委員】今のお話のとおりだと思いますが、重点的な取り組みという形で掲げてお いて、
地 域福 祉コー ディ ネータ ーは 要らな いと いう話 にな ると、 非常 におか しな 話にな る
よ うな 気がし ます 。です から 、もし 書く のであ れば 、こう いう 機能を 推進 すると か
持 たせ るとい う中 身の話 をし たほう がい いので はな いでし ょう か。地 域福 祉コー デ
ィ ネー ター自 体を 本当に 設置 するの かど うかは 、前 回まで の話 を聞く 範囲 では、 あ
ま り前 向きに 議論 されて きた 経過は ない ように 思う んです よね 。とな ると 、どう い
う 機能 を推進 する のかと いう ところ は必 要だと 思い ます。 その 手段が 地域 福祉コ ー
デ ィネ ーター であ れば、 地域 福祉コ ーデ ィネー ター が要ら なく なった ら、 このテ ー
マ は何 だった のか という 話に なるし 、だ から、 そこ は機能 に切 りかえ て、 もし表 示
するならそうしたほうがいいのではないのかと思います。
地域 福祉コ ーデ ィネー ター は多分 、す き間と いう か、ど こに も割り 振れ ない仕 事
を うま く調 整す るのが仕 事と いう 認識 をしてい ます が、 そう いうもの が個 人に 属 し
て いる とい うの は、非常 に矛 盾し てい るような 気が しま す。 やはりそ れは 組織 と か
仕 組み があ って 、要する に１ 人の 人が 聞いてき た情 報を 何人 かで共有 する 中で い い
解 決策 を生 み出 すとか、 そう いう もの であるよ うな 気が しま すが、コ ーデ ィネ ー タ
ーを置いたら、全て解決してくれるかのような、そんな人っているのでしょうか。
それ から、 もう 一つ 26ペー ジに 、市民 社協 専任 担当 職員に つい て書か れて いま す
が 、そ こに は、 相談に応 じる とい う説 明になっ てい ます 。そ れは悪い こと では な い
で すけ ど、 提案 とかアド バイ スと いう ような、 ある 方向 に向 けての指 導性 とい う も
の は求 めら れて いないの かな と思 いま した。自 主性 に任 せる という言 い方 が正 し い
のかわかりませんが、その辺りはどういう考え方なのかなと感じました。
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【委員】社協の地域専任担当職員の３人は、本当に地域に市民の方たちとネットワークを
き ちん ととっ て、 細かい とこ ろまで 相談 に乗っ てい ただい てい ます。 私も あえて 出
し ます が、つ い最 近、相 談を して、 お一 人の方 の大 変なと ころ が少し いい 方向に 向
か った という とこ ろを、 いろ いろな 個人 的なこ とを 地域専 任担 当職員 と２ 人で共 有
し なが らでき たこ とは、 とて も心強 くて ありが たい なと思 って います 。今 までの グ
ル ープ ワーク では 、全体 で３ 人では なく 、エリ アご とに２ 人体 制にす ると いう人 員
を 増や す提案 をし ました 。そ れをす るに は、今 、社 協でや って いる事 業を 一旦見 直
し 、精 査をし て、 事業を 運営 してい くこ とばか りに 気をと られ るので なく 、本来 、
市 民社 協がや るべ きとこ ろに もう少 し軸 足を置 いて いくの はど うかと いう 意見は 言
わせていただいたということをお伝えしておきます。
27ペ ージ の最 後の図の 質問 です が、 これは市 の第 ３期 健康 福祉 総合 計画 の図 を 加
工 して 作成し てい ますと 書い てあり ます が、な ぜ行 政の図 を加 工して 、使 ってい る
の か、 全く意 味が わかり ませ ん。行 政が つくっ た図 は、相 談支 援ネッ トワ ークと い
う 組織 をイメ ージ してい る図 であ っ て、 全体の 組織 、支援 ネッ トワー クは こうい う
も のが ありま すよ という もの を示し たも のです 。そ れに対 して 今、地 域福 祉コー デ
ィ ネー ターに つい て私た ちは 語って いる のであ って 、それ をこ のシス テム 論を語 る
図を持ってきて当てはめるのは、少し厳しいと感じます。
むし ろ、 第３ 次活動計 画 の 48ペ ージ の市内３ 圏域 を地 域福 祉コーデ ィネ ータ ー が
い てと いう、 これ のほう が見 やすい し、 本当に さっ きから 何回 も言う よう に、コ ー
デ ィネ ーター をし ている 職員 に私た ちも 助けら れて いるこ とが 際立っ てく ると思 う
の で、 もちろ ん行 政と社 協は 両輪で すが 、やる べき 内容は 違う し、行 政の 図を加 工
するというやり方は私は違うと思います。
【委員】今、まとめてくれましたが、本当にそう思います。地域福祉活動計画に関しては、
や はり 市民も 巻き 込んで 、市 民社協 と地 域社協 が中 心にな って やって いか なくて は
い けな いこと でも あると 思う ので、 行政 の図を 書き かえる ので はなく 、き ちんと 出
してもらいたいと思います。
【副委員長】この図は私がお願いした図になります。これはたたき台なので、これを通し
たいということではないという前提で聞いてください。
これ までの 話し 合いの 中で は、市 のこ ういう シス テム が でき ている ので 、そこ に
基 本的 にコ ーデ ィネータ ーを つな げば いいとい う話 だっ たと 認識して いま す。 に も
か かわ らず 、活 動計画で 独自 に新 しい ものをま たつ くっ てい るじゃな いか とい う 議
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論 にな って いく のは、違 うと 思い まし た。です ので 、武 蔵野 市がこう いっ た連 携 の
仕 組み をつ くっ ているこ とは 、当 然、 知ってい ます し、 そこ を無視し たコ ーデ ィ ネ
ー ター とい うの は意味が ない と思 って います。 うま くつ なが っている とい うこ と を
出 した いと いう ことから 、幾 つか やり とりをし て、 こう いう 形の仮案 とし てつ く っ
ていただ きま した。 た だ、こう いう やり方 は 違う とい う意 見もあ る と思いま すの で、
ご意見いただけると、修正してお出しできると思います。
【委員】まさに今、副委員長がおっしゃったようなことで、双方向の形が見える図のほう
が いい という こと ですよ ね。 行政が つく ってい るも のは、 シス テムと して のネッ ト
ワ ーク という もの です。 そこ に対し て、 社協の 地域 コーデ ィネ ートを して いる人 が
拾 い上 げた、 もし くはそ こに 来た課 題な り話に つい て、双 方向 で行政 にも もちろ ん
言 うと いう図 でい いと思 いま す。こ んな に細か く権 利擁護 や高 齢者な どと 入れな く
て 、シ ステム を両 方置い て双 方向と いう ことが わか り、 そ の間 にきち んと 立って い
る のが 地域福 祉コ ーディ ネー ターで 、そ して、 その 地域福 祉コ ーディ ネー ターを 支
え てい るのが 地区 社協や 居場 所の人 であ ったり とい うよう な、 コーデ ィネ ーター と
市 民は 一緒に なっ て活動 して いるこ とが 見える よう な、シ ンプ ルなも ので いいと 思
います。
【委員】今までの話の中で、地域福祉コーディネーターというのは、ここにも書いてあり
ま すが 、個人 で取 り組む ので はなく チー ムで取 り組 むこと が必 要で、 それ ぞれの 地
域 社協 と一緒 にな って進 めて いくこ とに なる。 だか ら、そ れぞ れの地 域ご とに複 数
必 要で 、スー パー バイザ ーの よ うな 機能 も持っ た、 地域か ら相 談を受 けて 、それ に
対 して アプロ ーチ しやす い形 にして いく という こと が、一 番肝 になる ので はない か
と 思い ます。 そう すると 、今 の図で も、 その部 分を もう少 し強 調した 、地 域福祉 コ
ー ディ ネータ ーが どんな アプ ローチ や役 割を持 つの かとい うと ころが 強調 されて 、
そ れを 目指し てい くとい う一 歩進ん だ話 がこの 計画 の中で でき るのか とい うとこ ろ
が大事ではないかと思います。
【委員長】確かに、機能の明確化というは、先ほどから出ているように、きちんとした形
にしたほうがいいと思います。
【委員】グループワークでは、地域福祉コーディネーターグループに入っていましたので、
そ こで 議論さ れて いた話 で印 象的な こと をお伝 えし ます。 先ほ どから 話に 出てき て
い る地 域専任 担当 職員の 存在 が極め て大 きくて 、そ の活動 をも っと充 実し てほし い
という思 いを皆 さんが 持ってい らっし ゃる。 それは地 域社協 も支え てもらい たいし 、
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地 域の 活動や 場、 仕組み をつ くった りす ること につ いても やっ ていた だき たいと い
う こと でした 。そ のとき の話 では、 ここ では地 域福 祉コー ディ ネータ ーと いう言 葉
が 使わ れてい るが 、地域 福祉 コーデ ィネ ーター とい う言葉 にこ だわる こと が、逆 に
そ のイ メージ を固 定化さ せて しまっ てい るだけ であ って、 現に 地域専 任担 当職員 が
や って いるこ とと いうの が、 まさに 地域 を支え てい ること で、 地域を 支援 してく れ
て いる ことだ とい うこと で、 それを どう 充実し てい くのか とい うこと に、 今回の 議
論の中心があったと思っています。
です ので、 先ほ ど言わ れた ように 、職 員の負 担が 大きく なら ないよ うに するた め
に は、 今あ る仕 事の精査 をし てい ただ いた上で 、そ れを 複数 制にする なり して 、 余
力 を持 って やっ ていきま しょ うと いう 議論がさ れて いた よう に思って いま す。 地 域
福祉コーディネーターでなければいけないということではなくて、たしか前回か
前 々回 の議 論の 中では、 武蔵 野に ふさ わしい名 称で いい ので はないの かと いう 話 が
あ りま した 。そ こはどう いう 言葉 がい いのかわ から ない ので 、今の３ 人が 呼ば れ て
い る名 称の まま でいいの では ない かと 思ってい ます が、 その ことが多 分、 基本 理 念
に書かれてある内容を支援していく人のことになっていくのだと思っています。
【委員長】ありがとうございます。それでは、まだまだご意見いただきたいところですが、
少し時間の関係がありますので。
【委員 】私も 気がつ か ないまま でい ました が 、先ほど から の議論 で 、「『顔 の見 える関
係 』を つくる 」と いう８ ・９ ページ のと ころで 、武 蔵野市 の抱 える最 大の 課題と い
う のは 、市民 の７ 割が集 合住 宅に住 んで いらっ しゃ る方々 とい うこと です 。そこ へ
の 最初 からの アプ ローチ を行 政も、 地域 社協で も、 なかな かで きてこ なか ったと い
うことから、そのことを柱に掲げなくていいのだろうかと思っています。
集合 住宅へ のア プロー チと いうも のを 、結果 とし てでは なく 、一つ の取 り組み の
柱 とし て掲 げる べきでは ない かと 思い 、ここに 追加 する よう な形で書 く必 要が あ る
と 感じ まし た。 今、もと もと いる 市民 が、ある いは 集合 住宅 以外の市 民が 集合 住 宅
の人たち に働 きかけ る というこ とだ けでは な く、集合 住宅 に住ん で いる方々 も多 分、
防 災に 対す る危 機感や不 安と いう もの を持って いる はず なの で、集合 住宅 の中 で 何
ら かの つな がり や活動の 場が つく られ ていけば 、そ こか ら外 に出て、 地域 とつ な が
る よう な関 係が できるの では ない のか なと思い ます 。そ うい う視点が これ から 武 蔵
野市でさ まざ まな活 動 をする者 に問 われて き ているの では ないの か と思いま すの で、
そういうものを追加することをご検討ください。
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【委員長】集合住宅とは、分譲マンションだけではなく、賃貸住宅も含めてということで
すよね。
【委員】そうです。
【委員長】結構、武蔵野市は賃貸住宅が多いので、それも含めて考えていくということで
お願いします。
【委員】集合住宅について、例えばほかの自治体で集合住宅が増えていて、そこにうまく
入 り込 んだよ うな 好事例 とい うのが あれ ば、そ れを 踏まえ て検 討した ほう が、よ り
具 体的 になる のか なと思 いま した。 あと 、ＵＲ が緑 町と桜 堤に ありま すよ ね。Ｕ Ｒ
は 基本 的には 自治 組織が あっ て、そ れが 現状き ちん とでき てい るかど うか は別と し
て も、 あらか じめ そうい う組 織があ って 、そこ に入 るとい う前 提のも とに 入居さ れ
て いる と思い ます ので、 そう いった もの と、分 譲・ 賃貸も 含め てのマ ンシ ョンと 言
わ れる 集合住 宅へ のアプ ロー チの仕 方な ども調 べて みて、 書き 込んだ ほう が、具 体
的な内容になると思います。
【委員】中町では防災にとても力を入れていて、中町防災会という組織があり、いくつか
のマンションも入っています。武蔵野市内でもそういう事例があります。
【委員長】ほかになければ、次に進みます。
【事務局】どうもありがとうございました。今後のことでご案内させていただきます。
今回 、第 ３章 の部分を 皆さ んに ご議 論いただ きま した 。こ の部分に 関し て、 市 民
の 方に もこれ まで の議論 をま とめた もの を提示 して 、ご意 見を いただ きた いと思 っ
て いま す。こ の第 １回策 定委 員会の スケ ジュー ルで お示し しま したが 、そ の期間 が
１ 月と なって おり ました 。現 状では 、１ 月 10日 の木 曜日か ら１ 月 31日 の木 曜日、 ３
週 間ほ ど市民 の方 からご 意見 をいた だく 期間を 設け る予定 です 。そこ に出 す中間 ま
と めで すが、 今日 皆さん にお 示しし たも のに対 して 、いろ いろ とご意 見を いただ き
ま した ので、 その 内容と 、本 日意見 シー トをお 渡し するの を忘 れてし まい ました の
で 、明 日、各 委員 に、本 日の この場 では 出せな かっ た意見 もい ただき たい と思い ま
す 。そ れらを 取り まとめ させ ていた だき 、１月 10日 に公表 でき るよう な形 に した い
と思っています。
ただ 、そ の内 容をまと めた もの をま た委員の 皆さ んに 戻し て、さら に意 見を い た
だいてと いう形 は、ス ケジュー ル的に 厳しい ので、最 終的な 取りま とめに関 して は 、
委 員長 、副委 員長 、事務 局に 一任を いた だきた いと 思いま すの で、そ の点 につい て
ご了承いただければと思います。
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【事務局】第４次地域福祉活動計画の資料編の部分について説明をさせていただきます。
第３次活動計画では、112ページからが資料編となっています。第３次では、委員会
の 設置 要綱や 委員 名簿、 また 委員の 顔写 真入り の一 言、策 定委 員会の 検討 経過や パ
ブ リッ クコメ ント の概要 報告 などを 載せ ていま した 。この 冊子 自体を 余り 厚みの あ
る もの にしな いほ うがい いの ではな いか という ご意 見を何 名か の委員 から いただ い
て おり ます。 この 資料編 に掲 載する 内容 につい て、 ぜひこ の場 で意見 を出 してい た
だきたいと思いますが、いかがでしょうか。
【委員長】今の件はいかがでしょうか。これは要らないというところがあれば、ご意見を
いただきたいと思います。
【委員】もう時間も過ぎているし、今、事務局から意見シートが来るという話でしたので、
そこに一緒に書かせていただくのはいかがでしょうか。
【委員長」では、その形にさせていただきます。
【委員】１月10日からのパブリックコメントということであれば、もう委員が校正をして
い る時 間はな いと 思いま すが 、でき た時 点で委 員に 示すだ けは してい ただ けない で
し ょう か。例 えば 、委員 の中 には、 それ につい て市 民から 意見 を求め られ ること が
あ るか も知れ ませ ん、ま とま ったも のに ついて は、 少しで も早 く委員 の目 に触れ る
よ うに してい ただ けると 、あ りがた いで す。も う一 つ、パ ブリ ックコ メン トのや り
方を教えていただければと思います。
【事務局】ホームページでの掲載が中心になると思います。あと、配布箇所は、現状、市
民 社協 の事務 所と いう形 にな ってお りま す。１ 月に 「市民 社協 だより ・ふ れあい 」
を 発行 します が、 そこに 案内 記事を 掲載 する予 定で す。ま た、 １月 16日、 地域社 協
の代表者 連絡会 があり ますので 、そこ で地域 社協の方 々には 配付を 予定して います 。
【委員長】ほかになければ、これで終了させていただきます。次回日程は、平成 31年１月
22日19時より、市役所４階の412会議室で、本日と同じです。大変長時間にわたり、
本 当に ありが とう ござい まし た。定 刻 を 過ぎま した けれど も、 第６回 の策 定委員 会
を終わらせていただきます。お疲れさまでした。
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