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平成３０年度 第１回 調布市地域福祉推進会議 議事録 

日時：平成３０年５月２８日（月）１８：３０～２０：３０ 

場所：調布市文化会館たづくり 西館２階 予防接種室 

 

【出席者】 

 １ 出席委員：２１人 

 ２ 事務局・関係部署出席 

福祉健康部（福祉総務課，生活福祉課，高齢福祉担当，介護保険担当，障害福祉課，子ども

発達センター，健康推進課） 

 ３ 傍聴者：なし 

 

【議事次第】 

はじめに 

１ 第１０期調布市地域福祉推進会議委員委嘱について  

２ 第１０期調布市地域福祉推進会議 会長・副会長の選出 

議 事 

１ 平成３０年度を初年度とする調布市地域福祉計画他関連計画について 

２ 地域福祉コーディネーター事業について 

３ 第１０期調布市地域福祉推進会議の取組について 

 

【開 会】 

事務局： 傍聴及び資料確認。 

第１０期調布市地域福祉推進会議委員委嘱状机上配付。 

第１０期調布市地域福祉推進会議委員紹介及び挨拶。 

調布市職員及び調布市社会福祉協議会の地域福祉コーディネーター紹介。 

第１０期調布市地域福祉推進会議 会長・副会長の選出。 

 

○会長  昨年度，皆さんのお手元にある調布市としての地域福祉計画づくりを委員の方々と１

年間やってまいりました。この委員会は非常に率直にご意見をいただいて，なかなかいいのができ

たのではないかと思っているのですが，計画はこれがいかに実行されていくかというところが非常

に大事になると思っています。 
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 従来と違うのは，調布市として福祉を進めていくときの基本的なエリアを８つにいたしました。

さらに，住民活動はもうちょっと小さいエリアのほうがやりやすいということで，小学校エリア。

すなわち，一番小さいのが小学校，そして福祉を進めていくとき，いろいろな団体があったり施設

があったりするような基本的なエリアを８つにしたのです。そして市。福祉を進めていく場合の圏

域をはっきりさせることができたというのは，これからの福祉を進める上で非常に大事になるので

はないかと考えます。それは，地域福祉計画もそうですし，障害者の計画や高齢者の計画もみんな

同じような考え方で進めていくことができるようになりましたので，地域の中でいろいろな分野の

人たちと力を合わせて進めることができる，その基礎ができたのではないかと思っております。 

 もう１つは，調布は都内でも先駆けて地域福祉コーディネーターの設置が行われました。これは，

さっきの８つの福祉のエリアに基本的には専門職が１人ずついて，地域の中を常に回っていて，い

ろいろな相談を受けながら支援をしていく，あるいは活動を支援していくとか，個別で，どこでも

なかなか対応が難しいような問題について取り組んでいく。それも行政の施策にただつなぐのでは

なくて，地域の方々とご相談しながら，近隣の人との関係もちゃんとつくりながら進めていくよう

な取り組みを進めてこられて，かなり成果を上げてきているのですが，これがまだ２人足りない。

これからぜひ全部に配置して，そういう活動がさらに発展することができるようにというのがこの

計画に入っていますので，今度は計画の実施段階でどう進めていくのかを皆さんと一緒に考えなが

ら進めていくことができればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副会長  副会長にご指名いただきまして，前期に続いて会長をサポートして，この会が円滑

に進むように努力をしたいと思います。 

 地域福祉計画ができ上がりました。計画はそれを実行しなければ，ただ単に絵に描いた餅だとい

うことになりますので，この会議はそういう意味では，進行管理，これから計画がどれだけ進んだ

かということをきちんとみていくということが大事かと思います。 

 それから，今は社会環境が非常に激しく変わっていく時代ですので，どのように変わっていくの

か。それから厚生労働省や東京都を初めとしたいろいろな政策も次々と変わっていきますので，そ

れを受けながら，必要に応じて計画を見直したりしながら，よりよいものになっていくように，実

質化できるように，この委員会が行政と協力をしながら，しっかりと進行管理をしていくというこ

とが必要と思っています。 

 地域福祉って一体何なのかというのは非常に難しいわけですけれども，私はやはり児童福祉とか，

障害福祉とか，高齢者福祉とか，どうしても行政というのは縦割りになりがちで，当然のことなが

ら，予算がそれでついていきますから，やむを得ない部分もあるのですが，地域で起こっている問

題というのは，そういう枠組みの中におさまらないものが結構たくさんあります。私の学生時代に
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は，ごみ屋敷の問題などは全く想像もつかなかったわけです。授業でももちろん習わなかった。し

かしながら，そういう問題が次々と起こってきていて，どのように対応したらいいのかということ

がよくわからないで，手探りの状態で進んでいるということはあるのではないかと思っています。

それゆえに，行政も，それから民間も，地域住民の方々も，いろいろな知恵を出し合って，どのよ

うに問題を解決したらいいのかということを考えていくことが必要かなと思っています。この委員

会がそういう場，機会になればいいかなと思っています。 

私はよくいいますが，調布が変われば東京都が変わる，東京都が変われば日本が変わるというぐ

らいの，やや大きな志をもって，ぜひこの委員会を進めていきたいと密かに思っておりますので，

自由闊達に議論できる場にしたいと思っていますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（１）平成３０年度を初年度とする調布市地域福祉計画他関連計画について 

○会長  それでは，早速ですが，平成30年度を初年度とする地域福祉計画，それから関連のそ

れぞれの福祉の計画がございますので，福祉健康部の各課から，それぞれポイントをご説明いただ

きたいと思います。順番ですが，最初に高齢福祉担当からお願いしたいと思います。 

○高齢福祉担当  まず，「第７期調布市高齢者総合計画（全体図）」という資料なのですけれど

も，この高齢者総合計画は，老人福祉法に基づく老人福祉計画，それから介護保険法に基づく介護

保険事業計画，２つの計画を総称した名称となっております。計画期間は平成30年から32年度の３

年間です。高齢者の部門としましては，団塊の世代の皆さんが75歳以上になる2025年，平成37年ま

でに地域包括ケアシステムの構築という大きな命題が与えられていますので，そちらの構築に向け

て施策を展開してまいります。 

 まず，計画の基本的な考え方なのですけれども，こちらは地域福祉推進会議の中でもご議論いた

だきました福祉３計画共通の理念，共通の将来像を掲げております。「みんなが自分らしく安心し

てつながりをもって暮らし続けられるまち―支え合い認め合いともに暮らす―」というのが将来像

となっています。 

 表面の左の下側をごらんください。調布市の現状を記載しております。調布市に限らず日本全国

どこも同じなのですけれども，調布市においても高齢者人口，特に後期高齢者の人口，そして支援

を必要とする高齢者の方が増加していきます。 

 福祉３計画共通の福祉圏域を新たに設定しております。こちらは小学校区を基礎として構成され

る８圏域となっております。 

 また，地域福祉コーディネーターと高齢福祉で配置しております地域支え合い推進員の連携の強

化も課題となっております。 



- 4 - 

 

 それと，全国的にいわれています介護人材の需要見込み，平成37年には約３万6,000人，介護人

材が不足すると見込まれていますので，そちらの対応も急務となっております。 

 関連制度の改正等，今のページの右側になりますが，こちらも地域包括ケアシステム強化のため

の介護保険法等の一部を改正する法律，あるいは地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等，

さまざまな課題が掲げられております。 

 では，皆さん，資料の裏面をごらんください。 

 第７期高齢者総合計画におきましては，５つ，重点施策を掲げております。最初に，介護予防の

取り組み，次に，医療と介護の連携強化，３番目に，認知症高齢者等への支援の充実，そして４番，

ケアラー，介護者への支援，５番が，住環境の整備となっております。 

 これらの重点施策について，第７期の３年間でどういったことをするというのは，裏面の下側半

分にまとめてあります。今実際にやっている事業について，新規事業，あるいは継続事業，拡大す

る事業，３種類に分けて掲載しております。 

 まず１番の地域包括支援センターの機能強化は，地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支

援センターの人員配置ですとか，あるいは先ほどの福祉圏域の見直しに合わせた担当区域の見直し

を第７期中に進めてまいります。 

 ２番目の生活支援の展開と介護予防の取り組みは，ほとんどが拡充事業となっております。昨年

度移行が終了しました総合事業の実施，あるいは生活支援体制整備事業の実施，また一般介護予防

事業の実施を主な拡充事業として掲げております。 

 ３番目の医療と介護の連携強化は，調布市医師会とも協力しまして，調布市内の医療，介護職の

連携を引き続き進めてまいります。 

 ４番目の認知症高齢者等への支援の充実については，最後に新規事業として認知症初期集中支援

チームの活用を掲げております。認知症初期集中支援チームは，認知症の症状があるけれども，ま

だ医療や介護につながっていない方をみつけて，適切なサービスにつなげていくという事業になり

ます。こちらも認知症疾患医療センターの調布市の青木病院と連携して事業を推進してまいります。 

 ５番目の在宅生活の支援の拡充事業としては，住環境の整備。これは主に第７期計画期間中に建

設を予定している特別養護老人ホーム，定員が180人，うち30人分が多床室を建設する予定となっ

ております。また，新規で掲げている家族介護者への支援は，東京都が実施する認知症の周辺症状

の緩和ケアの事業を実施することを検討してまいります。 

 最後に，６番目として，介護保険事業の円滑な運営を掲げております。調布市の介護保険料は，

第６期計画期間中は月額5,200円だったものを400円値上げして，月額5,600円となっております。

それ以外に，一番下に，サービス基盤整備として，特別養護老人ホームの整備，認知症高齢者グル
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ープホーム，小規模多機能型居宅介護，看護小規模多機能型居宅介護を整備する予定となっており

ます。以上，高齢者総合計画の概略でございます。 

○会長  何か確認したいことや質問がありましたらどうぞ。――よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 次からは，先に説明を受けて，後で質問をまとめて受けたいと思いますので，よろしくお願いし

ます。それでは，障害福祉課，お願いします。 

○障害福祉課  まず，パワーポイントの資料に沿いまして説明させていただきます。こちらの

障害者総合計画につきましては，このパワーポイントの資料のとおり，障害者基本法を根拠として

おります障害者計画と，障害者総合支援法を根拠としております障害福祉計画と，児童福祉法を根

拠としております障害児福祉計画，こちらの３つの計画を含めた形の総合計画という形になってお

ります。計画期間につきましては，障害者計画につきましては６年，障害福祉計画と障害児福祉計

画については，それぞれ３年ということで，特に障害福祉計画と障害児福祉計画につきましては，

30年度から32年度までの具体的なサービス見込み量につきまして，具体的な数値を計画上に掲載し

ております。 

 それでは，２ページ目をめくっていただきまして，障害者総合計画の策定の背景となっている出

来事については，まず，障害者権利条約が平成18年に国連で採択され，日本で平成26年１月に批准

されました。その後，平成28年４月に障害者差別解消法が施行され，合理的配慮の考え方とか共生

社会の実現について，こちらの本総合計画の中で盛り込んでおります。 

 こちらの合理的配慮につきましては，国及び地方公共団体については義務で，合理的配慮につい

てしなければならないという形になっております。また，民間企業につきましては努力義務で，そ

れに努めるという形になっております。こちらの合理的配慮につきましては，平成28年４月から周

知啓発に努めておりますが，具体的に合理的配慮というのはどういうものかといいますと，例えば

段差解消のためのスロープを設置して，車椅子利用者が入りやすいようにするだとか，知的障害の

ある方に対しては，ルビなどを振ってわかりやすい言葉で書いた資料を提供するだとか，聴覚障害

の方に対しては，筆談で対応するなど，合理的な配慮が必要という形になっております。 

 続きまして，障害者施策推進の基本的考え方につきまして，４つの基本的考え方を計画上に示し

ております。１つ目が，切れ目のない生涯にわたる支援，２つ目が，障害による差別や排除のない

共生社会の実現，３つ目が，市民全体への関心の広がりと協働による取り組み，４つ目が，総合

的・包括的な視点からの施策展開という形となっております。 

 ３ページ目をお願いいたします。こちらの基本的考えと，先ほど高齢福祉担当からありました福

祉３計画全て共通した理念を踏まえて施策の体系を定めております。１が障害のある方と家族への
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地域生活の支援，２がライフステージに応じた生涯にわたる切れ目のない支援，３が安心して住み

続けられる地域の環境づくりということで設定しております。 

 それぞれの施策について具体的な事業をぶら下げている形になっておりまして，それが下の表に

なっております。障害のある方と家族への地域生活の支援の体系ですと，(1)相談支援から(6)障害

福祉サービスによる生活支援まで，６つの具体的事業をぶら下げております。特に今年度新規事業

ということで，★がついておりますけれども，医療的ケアが必要な方への支援ということで進めて

おります。こちらにつきましては，医療的ケアが必要な，主にお子さんですけれども，医療的ケア

といいますと，たんの吸引だとか，経管栄養だとか，そういった医療的なケアが必要な方，お子さ

んについては，今，医療の進歩によって，入院から自宅のほうに移行される方，戻ってくる方が多

数いらっしゃいます。こういう方々に対しての医療と福祉のコーディネートが必要だということで，

まず，事業計画の例にありますとおり，そちらのコーディネートをするコーディネーターを障害福

祉課の窓口に配置します。それで具体的な医療と福祉の相談を受けるという形の予定となっており

ます。 

 それと，その下の重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業というのは，訪問看護師の派遣によ

って家族の方が日中レスパイト，休養をとれるような形の事業となっております。 

 その下，通所事業ですけれども，子ども発達センターにおける医療的ケアを対応していくという

形で，新規事業となっております。 

 ４ページ目です。ライフステージに応じた生涯にわたる切れ目のない支援については，特にこの

★のところ，余暇・学習活動の支援ということで，特に重度の障害のある方については運動不足で，

スポーツなど余暇活動のイベントを定期的に開催するということで，29年度について試行的に年４

回実施しております。この写真でわかりますけれども，体育館でのさまざまなイベントとか，実際

外に出てバーベキューなどもやったということですが，今年度につきましては本格実施ということ

で，年６回実施していく予定となっております。 

 その下のところ，施策の３です。安心して住み続けられる地域の環境づくりについては，具体的

な事業としては，事業計画の例という形で枠囲いにありますけれども，障害者の方の理解というこ

とで市役所における研修，先ほど説明しました合理的配慮の推進ということで進めていきます。 

 障害者差別解消地域支援協議会は，地域自立支援協議会と一体的に昨年度から実施している形に

なっております。 

 その下のヘルプカード，ヘルプマークの普及啓発ですけれども，上のヘルプマークについては，

東京都が発行しておりまして，都電とか都バス，モノレールの駅で発行しております。下のヘルプ

カードについては，市で発行しておりますけれども，特にヘルプカードについて市民意識調査の結
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果をみますと，ヘルプカードを知っている方が平成27年度に16.8％でしたが，平成29年度について

は28.5％ということで，12％ぐらいの方が知るようになって増えているということで，普及啓発が

進んでいるものと考えております。 

 ５ページ目をお願いいたします。こちらの５ページ以降につきましては，先ほど説明しました障

害福祉計画と障害児福祉計画の具体的なサービス見込み量について，第５章以降に掲載しておりま

す。こちらについては合計数字という形になっておりますけれども，サービス種別としては，居宅

介護，重度訪問介護，同行援護，行動援護，重度障害者包括支援ということで，それぞれのサービ

ス内容につきましては，こちらの総合計画の冊子の中で具体的に説明しておりまして，それぞれの

具体的な必要時間とか必要な人数，見込みということで掲載しております。 

 以下，その下につきましては，日中活動系サービスということで，サービスの種別によって大き

なくくりをして，その中の具体的なサービスについての必要日数だとか，必要人数，見込み人数と

いうことで掲載しております。日中活動系サービスにつきましては，生活介護と就労継続支援Ｂ型

ということで，代表的なところを抜粋しております。具体的には福祉作業所などの通所施設となり

ますけれども，作業所等の施設の活動量についても掲載しております。居宅サービスについては，

グループホーム，あるいはショートステイですけれども，短期入所という形で，それぞれの代表的

なところを抜粋しております。 

 最後の６ページになりますが，児童通所サービス，障害児の通所施設，放課後等デイサービスと

いうことで，具体的な数量，日数，利用者見込みを掲載しております。 

 その下の地域生活支援事業につきましては，全国統一ではなく，地域の実情に合わせて実施する

事業ですけれども，こちらについては手話通訳派遣と移動支援事業について，代表的なところを掲

載しております。これらの計画につきましては，計画の推進ということで一番最後にありますが，

調布市障害者地域自立支援協議会による進捗管理を行っていく，ＰＤＣＡマネジメントサイクルに

よって管理していく予定になっております。 

○会長  では，続いて健康推進課，お願いします。 

○健康推進課  資料は，大きな冊子，調布市民健康づくりプラン（第３次）と食育推進基本計

画（第３次），こちらが計画書の全体のものになります。説明はこちらの概要版に沿って行わせて

いただきたいと思います。 

 調布市民健康づくりプラン（第３次）及び調布市食育推進基本計画（第３次）を策定いたしまし

た。計画期間は平成30年度から34年度の５年間ということで，これまでは別々の計画となっていま

したが，関連性が強いため，今回はこういう形で１冊にまとめております。 

 健康づくりも食育も個人の取り組みを基本としつつ，自己管理のみでは継続することがなかなか
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難しいということで，家族や地域の支えが必要です。今回は地域とのつながりの視点を両計画に入

れております。 

 では，まず，概要版，健康づくりプランから説明させていただきます。国の平成34年度までの10

ヵ年計画である第二次健康日本21に基づいて策定していることから，今回は大幅な改定ということ

はなくて，現行のプランを継承しつつ，必要事項を追加しています。 

 ４ページをごらんください。計画の全体像は４ページに示しています。基本理念といたしまして

は，「健康づくり 始める 続ける 楽しんで」ということで，まず始めましょう，続けましょう，

１人ではなくて，みんなで楽しみながら行いましょうということで理念としております。基本目標

は，「元気で生き生きとした生涯」，また「人とつながり，ぬくもりを感じる生涯」ということにし

ています。 

 具体的な健康づくりの３分野としまして注目するところなのですけれども，生活習慣のところと，

こころの健康，あとは，１人ではなくて，家族や地域の人を，育む力ということで，具体的課題解

決に向けた取り組みとして，それぞれ全部で７つ目標を掲げています。 

 ６ページをごらんいただきまして，目標ごとの具体的な取り組みとして，まず１番目は，正しい

情報を選択する力を身につけるということで，一人一人の行動目標に書いてありますとおり，例え

ばインターネット，テレビ，新聞などに加えて市報などにも目を通して，周りの人と情報を共有す

る。その下に行政の取り組みとか地域の取り組みも記載させていただいています。 

 目標２，自分の健康状態を知るということで，定期的な健診を受診すること，またはかかりつけ

医，かかりつけ歯科医などをもって，自分の健康状態を知るということがとても大切ですねという

ことになります。 

 それから，目標３，健康的な生活習慣を実践するということで，次の９ページになりますけれど

も，一人一人の行動目標として，栄養や食生活，身体活動，運動，あとはたばこのところ，歯と口

腔の健康，これらの点に留意しながら進めていきましょうということになります。 

 11ページをごらんいただいて，目標４として，ストレスを解消できる方法を知るということで，

自分に合ったストレス解消方法，趣味をもったり，それから気持ちを話せる仲間づくりというとこ

ろにも着目していきましょう。 

 それから，12ページは目標５，安心して相談できる人・場所をみつける。 

 それから，14ページ，自分の家族・地域に関心をもつということで，家族で食卓を囲みましょう

ということや，地域のお祭り，地域行事に参加して，地域とのつながりをもちましょうとか，この

ような内容のものです。 

 市としては，健康に関する正しい情報の普及啓発，それから相談や活動の場に関する情報発信，
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健診の受診勧奨などを行いながら，市民全体が健康になるように取り組んでまいります。 

 次に，今度はピンクの概要版をごらんください。こちらが食育推進基本計画です。 

 ３ページをごらんいただいて，一応，心と体と技ということの３つに注目しているのですが，今

回，地域というところに着目して土台を追加しています。 

 食育の課題といたしましては，食品ロスや子どもの貧困などの文言を計画書に盛り込んでいます。 

 ４ページ以降は，４ページの左上が心，真ん中が体，技ということで，このような内容に留意し

ながら実践していきましょうということで，最後に土台で地域の触れ合い・きずなづくりに触れて

います。 

 さらに，６ページ以降は，食育にしても健康づくりにしてもそうなのですけれども，全ての年齢

の方が対象になりますので，６ページ目で乳幼児期，それから７ページ目で学齢期，８ページ以降，

青年期，壮年期，高齢期，妊娠・子育て期というような形で，それぞれ下線を引いているようなと

ころに着目をしながら取り組んでいくということになります。 

 最後，12ページなのですが，主体別の取り組みということで，家庭や保育所・幼稚園・学校，そ

れから地域における食育の推進ということで，取り組みの方向性等を記載させていただいています。 

 今後，どちらの計画も庁内でもいろいろ連携しながら進めていく必要がありますので，これらの

点に注意しながら進めていきたいと思っています。 

○会長  それでは，福祉総務課，お願いします。 

○福祉総務課  地域福祉計画について説明いたします。封筒に白い冊子で地域福祉計画概要版

というのが入っておりますので，そちらをごらんください。白い冊子の少し厚目のほうが地域福祉

計画となっております。 

 日本の人口がどんどん減っているというのは皆さん認識されていると思います。これは昨年の12

月に計画の全体説明会を行わせていただいたときに，和田会長からご説明いただいた内容なのです

が，今，出生率が減ってきている中で，2100年まで82年ぐらいあるのですけれども，82年間の予想

をみると，この先，今１億2,000万人ぐらいの人口が，82年後ぐらいになりますと，半分の5,000万

人ぐらいになってしまうということが予想されているということです。 

 こういう状況になりますと，社会全体が大きく変わってきて，自治体も今の数は維持できなくな

るでしょうし，医療機関だったり，学校だったり，そういったものも減るような社会に入ってくる

のではないかというお話がございました。また，高齢者のひとり暮らしの方がふえて，１人で暮ら

している人が一番多い時代にどんどんなっていくということです。ですので，１人でも安心して暮

らせるという仕組みをつくっていく以外にこの社会を維持していくことが難しくなる。そういった

時代になってきているということをまず一つ認識していただければと思います。 
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 国の大きな流れは，地域共生社会をつくっていこうという流れでございます。地域共生社会の定

義ですけれども，身近な地域で，地域の方が主体的にひとり暮らしの高齢者の問題や地域課題をみ

ずから発見する，把握する，そして解決に取り組んでいく。例えば，隣の方が最近体弱ったのかな，

なかなか外に出てこなくなったとか，洗濯物が出ていない等，そういったことは市全体でみてもな

かなかわかりませんけれども，地域の皆様が気がつかれるということになるかと思います。また，

その様子によっては，民生委員さんや地域包括支援センターの方などに相談してつないでいく，そ

ういった解決するようなことをやっていく必要が出てきます。世代を超えて取り組んでいく，地域

の皆さんで取り組んでいく地域社会をつくるというのが地域共生社会ということだそうです。 

 まず初めに計画の４ページをごらんください。地域福祉について，地域福祉の必要性と記載して

ございます。下のほうに地域福祉の領域のイメージというのを書かせていただいております。図を

描いてございます。高齢者の福祉，障害者の福祉，児童の福祉。これまでこの３つが主な分野で事

業が推進されてきておりました。しかし，先ほど申し上げたように，少子高齢化が進んだり人口減

少が進んだりしていく中で，地域の問題もさまざまな課題が出てきています。これまでのような縦

割りの行政では問題解決がなかなか難しくなってきている，そういったことが挙げられます。とい

うことで，共通して取り組んでいくということが大きな形となっております。市民やボランティア，

ＮＰＯ，社会福祉法人を初めとする福祉サービス事業者，社会福祉協議会，市など，そういった多

様な主体が課題を自分のこととして受けとめ，地域づくりに参画することを強く求められている，

そんな時代です。 

 次に，５ページですが，調布の福祉の共通事項としております。こちらなのですけれども，実は，

先ほど高齢の計画と障害の計画をご説明いただきましたが，皆様のお手元のグリーンボックスの中

に，水色とオレンジと緑色の冊子，地域福祉計画，高齢者総合計画，障害者総合計画が福祉３計画

と呼んでいる計画となります。３つの表紙をごらんいただきますと，まず，表紙からなるべくおそ

ろいにしていきましょうということで，絵は民生委員さんが描いていただいたものでございまして，

それを活用させていただいています。高齢者，障害者，子ども，いろいろな方が載った絵を描いて

ございます。各計画でまずそこも連携しております。 

 将来像と基本理念は，どの計画も第２章として組み込んでございます。将来像につきましては，

「みんなが自分らしく安心してつながりをもって暮らし続けられるまち―支え合い認め合いともに

暮らす―」としました。このつながりをもってという言葉をあえて強く打ち込んでおります。 

 その下に基本理念として４つ掲げております。理念１は，一人一人が生涯にわたって，その人ら

しく生活していける地域社会。自分が住み続けたいと思うまちづくりを目指すということです。 

 理念２は，誰もが社会の一員として互いに認め合い，尊重し合う地域社会。これは，排除したり，
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無視したり，そういったことがなく，手を差し伸べたり，一緒に話したりしていけるような社会を

目指しています。 

 理念３は，住民全体で支え合う地域社会。これまで人から支えてもらうばかりだった方もいらっ

しゃるかと思いますけれども，それだけではなかなかつらいものがあります。支えてもらうだけで

はなく，自分ができることは自分も社会に返していけるような，例えば体が不自由でも，誰かのお

話を聞いて，それに相づちを打ったり，話を聞くことができる，そんなことが取り組みとしてでき

るのではないかと考えております。 

 理念４は，さまざまな課題を受けとめ，包括的に支援する体制。行政だけが制度だけつくってい

くということでは，今なかなか難しくなってきております。住民の皆様と協力し合って，皆様のお

互いの力を出し合う，そういった社会をつくっていけるようにしたいと，体制の構築を目指してま

いります。 

 ６ページは，福祉圏域でございます。冒頭に会長のご挨拶にもありましたけれども，今回，３計

画ともにこの圏域という設定をさせていただいております。福祉や教育，地域コミュニティーの共

通の基盤であります小学校区を基本といたしまして，これを二つ三つ組み合わせる形で８つの圏域

を設定いたしております。多問題を有する個人や家庭が抱える福祉課題に対応するために，専門機

関の担当エリアの整合や地域での顔のみえる関係づくりを行うことで，より重層的な支援を図って

いけるようにしたいと考えております。 

 ７ページです。計画の策定に当たってとしてございます。社会福祉法の107条に規定する計画で

ございます。総合計画が最上位の計画ですけれども，保健福祉に関する他分野を地域という視点で

横断的につなげるという形になっております。計画の期間は６ヵ年としております。 

 ８ページは，計画の基本方向としております。こちらには，地域福祉に関する課題を９つ掲げて

おります。 

 １つ目は，地域福祉の意識や人材を育むことが必要だということです。地域福祉というのは住民

全体が対象となります。その人たちの考え方，意識，態度がどのように変わっていくのかによって，

そのありようも変わってきます。そういう意識や人材を育むことが大変重要となってまいります。 

 また，５番目では，複合的な課題への対応が必要としております。さまざまな問題がございます。

高齢者の中で，例えばひきこもりの子どもを抱えているとか，幾つもの分野にまたがるような複合

的な問題，こういう問題が非常にふえてきております。こういったことに総合的に対応していくこ

とが必要と考えております。 

 また，８番目としましては，安心して生活できる基盤が必要としております。災害が起きたとき

に安心できる生活基盤をつくっていきたいと考えております。 
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 また，最後には，総合的な福祉施設の更新が必要としておりまして，福祉施設の維持，継続，そ

して更新についても一緒に考えてまいりたいと考えております。 

 ９ページ，10ページには，これに合わせて４つの基本目標を定めております。 

 基本目標１は，地域福祉を担う人づくりです。これは必ずしも行政や社会福祉協議会の職員だけ

ではなく，地域全体という形で，自治会の人や民生委員，それから地域に住んでいる住民の方々が

中心となって担うことが必要と考えております。 

 触れ合いや生きがい，支え合いのコミュニティー，地域をつくっていくということを，お互いの

かかわり合いをつくっていく中で実践していきたいと考えております。 

 地域福祉コーディネーターは，これまで４人でしたけれども，今年度から６人の配置となってお

ります。早く８人にと考えておりますので，皆様のご支援をいただければと思っております。 

 また，基本目標３では，地域の輪を広げるネットワークづくり，これがコーディネーターの活躍

の考え方となっております。 

 ４番目は，安全・安心して生活できる環境づくりとしております。 

 また，11ページ，12ページ，13ページは，計画の中でも特に重点の施策として３つ掲げておりま

す。地域におけるトータルケアの推進，２番目としまして，住民が主体的に地域課題を把握して解

決を試みる地域づくり，３つ目としまして，地域が一体となった災害対策の推進としております。

トータルケアの推進につきましては，繰り返しになりますが，地域福祉コーディネーターを中心と

して進めてまいりたいと考えております。また，今回新たに加えました重点施策２の住民が主体的

にということにつきましては，地域の皆様が積極的にかかわりをもちながら，さまざまな課題解決

の取り組みをしていくというところでの項目として掲げさせていただいております。 

 12ページは，調布におけるトータルケアのシステムのイメージ図ということで掲げさせていただ

いております。左端のほうに小圏域，小学校区20地域，中圏域，福祉圏域８圏域，そして，大圏域

として市全体という形で，横のほうにそのイメージを図として掲げさせていただいております。 

 14ページからは，地域ごとの強み，弱み，こういったものを掲げさせていただいております。そ

れぞれ定めました８つの福祉圏域ごとに，やはり圏域にはそれぞれ特徴がございます。そういった

特徴を全て網羅できているかどうかというところはありますけれども，地域の皆様から懇談会など

でご意見をいただいた中で，こちらに記載させていただいております。地域の強みは伸ばす，弱み

はもっと埋めていくという形で，今後，計画を推進する中で進めてまいりたいと考えております。 

 23ページは，計画の推進に向けてでございます。こちらはどの計画でも申し上げておりますけれ

ども，ＰＤＣＡのサイクルにおいて，らせん状に計画の推進を進めていくというような形になって

おります。23ページの下のほうには，計画の進行管理・評価としてございます。この計画の推進の
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ため，こういったサイクルを利用しながら，計画の計画的な改善等を図ってまいりたいと考えてお

ります。この調布市地域福祉推進会議では，推進と進行管理をやっていく会議となっております。

３年間，委員の任期中，さまざまなことにご協力をいただきながら，この計画を進めてまいりたい

と思っておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 最後に，概要版の最初のところなのですけれども，２ページ，３ページに支え合う地域づくりの

ために始めてみませんかということで，ポイントを３点掲げました。こういった活動を地域の中で

やっていただきながら，地域の中のつながりを強めていっていただければと考えております。 

○福祉総務課  調布市福祉のまちづくり推進計画について，グリーンボックスの中に入ってい

るピンクの冊子で説明いたします。福祉のまちづくり推進計画，１ページをごらんください。 

 計画の目的ということで，こちらの福祉のまちづくり計画というのは，調布市福祉のまちづくり

条例に基づいて策定しております。 

 こちらの91ページに，資料として調布市福祉のまちづくり条例を載せております。 

 こちらの92ページ，真ん中よりちょっと下に，計画の策定ということで７条がありまして，福祉

のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本となる計画を策定するもの

とするという条例に基づいて，こちらの計画ができております。こちらは調布市福祉のまちづくり

条例におけるユニバーサルデザインの理念を踏まえつつ，福祉のまちづくりに関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るために策定しております。 

 ２ページをごらんいただいて，国や東京都の動向といたしまして，先ほどからもお話があるとお

り，平成28年に，障害を理由とする差別を禁止するということで，障害者差別解消法が施行されて

おります。その後，平成29年に，2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として，

ユニバーサルデザイン化・心のバリアフリーを推進するということで，共生社会を実現するために，

ユニバーサルデザイン2020行動計画も策定されております。 

 その下の東京都の動向としましても，東京都でも，東京都福祉のまちづくり推進計画を策定して

おりまして，こちらの中でもハード，ソフトの一体的なまちづくりを促進するために，102の事業

が盛り込まれております。 

 ３ページをごらんください。計画の位置づけとしまして，こちらについては，調布市における福

祉のまちづくり推進にかかわる保健，医療，住環境，防災，教育などのあらゆる分野の施策を包括

的に盛り込んだ計画としております。 

 ５ページをお開きください。こちらの計画も先ほどの地域福祉計画と同様に，平成30年度から35

年度までの６ヵ年計画としております。 

 ６ページをお開きください。こちらの計画については，調布市の福祉のまちづくりに関連する14
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課による調布市福祉のまちづくり連絡会において計画の検討を行いました。 

 ７ページに，バリアフリーとユニバーサルデザインということで，バリアフリーとユニバーサル

デザインの違いを載せております。 

 ８ページに，心のバリアフリーとはということで，心のバリアフリーの内容を載せております。

前の計画と比べて，今回の計画におきましては，国，東京都の動向を踏まえて，心のバリアフリー

に関する項目をふやしております。 

 ９ページ以降，第２章からは，統計や市民福祉ニーズ調査，またグループインタビューというも

のを市内の障害者団体の方にさせていただきまして，ご意見などをいただいております。 

 24ページを開いていただきまして，福祉のまちづくりを取り巻く課題ということで，いろいろな

調査やグループインタビューなど，前計画の取り組み実績などを踏まえて，５点載せさせていただ

いております。まず１つ目として，心を育てるまちづくりの推進，２つ目として，誰もが情報を受

け取ることができるまちづくりの推進，３番目として，誰もが移動・社会参加しやすいまちづくり

の推進，４番目，住まい・施設等のまちづくりの推進，５番目，安全・安心に過ごせるまちづくり

の推進ということで，５点課題を挙げさせていただいております。 

 26ページに，それらの課題を踏まえて，基本的方向ということで基本理念を掲げております。基

本理念としましては，「みんなが 安心して生活できる こころにやさしい 福祉のまちづくり」

と掲げております。 

 その後は，先ほどの課題５つを基本目標と定めております。その後，28ページ以降は，調布市の

庁内で福祉のまちづくりに関連する事業を施策体系図にまとめまして，これ以降は施策の展開とい

うことで，100ちょっとの事業を掲載しております。これは，これまでの取り組みと６年後の目標

ということで各課に紹介しておりまして，計画に定めております。 

 最後に，89ページ，計画の推進。90ページにありますとおり，進行管理としましては，ＰＤＣＡ

サイクルの考え方に基づいて進行管理を実施し，計画全体の継続的な改善を図っていきたいと考え

ております。 

 進行管理については，先ほどお伝えしていた庁内の14の課で調布市福祉のまちづくり連絡会を置

いて進行管理をするとともに，必要に応じて，この調布市地域福祉推進会議においても報告を随時

していきたいと思っております。 

○会長  それでは，社会福祉協議会，お願いします。 

○社会福祉協議会(委員)  本日別途お配りいたしましたカラー刷りの写真が入っている冊子を

ご説明させていただきます。こちらが第５次調布市地域福祉活動計画という名称になっております。

先ほど福祉総務課が説明したのは，地域福祉計画というもので，活動という言葉が入っているか入
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っていないかの違いがございます。 

 この違いは何かといいますと，２ページをごらんください。市がいくつかの計画を説明されてい

ましたけれども，そちらは行政の計画となっています。行政として，それぞれの分野などにおいて

こういう方向性でやっていきましょう，またこういう仕組み，こういう体制をつくっていきましょ

うということが掲載されているわけです。この地域福祉活動計画は，左側に青の白抜きで書いてあ

りますけれども，住民計画という形で，地域の中で具体的に地域に住んでいる方や，そこにある関

係機関などが一緒になって，地域の課題をどう解決していこうかというものをまとめたものになっ

ております。 

 15ページをごらんください。今回の計画の体系図がありますけれども，例えば活動１と書いてあ

るところです。地域でできる身近な交流活動から始めようということで，地域の中で住民の方が声

をかけ合ったり，集まる場をつくったり，そういうところで人々が孤立しないような形をつくって

いきましょうということが掲載されております。 

 また，活動３にありますけれども，誰でも悩みを相談できる場をということで，地域の中で困っ

た方，課題を抱えた方がいたら，その地域の中で受けとめて，課題解決につなげるような体制を住

民主体でつくっていきましょうということが載っております。皆様にお渡ししますので，細かいと

ころは持ち帰って後でごらんいただければと思います。 

 これを今後どのように進めていくかですけれども，28ページをごらんください。こういった計画

が絵に描いた餅にならないように，どのように推進するかを考えていく形になります。済みません，

例えがあれなのですけれども，これまではこのような形で市内全域の方が１ヵ所に集まって，皆さ

んで地域のことをどうしようかと話し合いをしていたのですが，それだと地域によって抱えている

課題も違いますし，住んでいらっしゃる方も違いますし，なかなか話が進みませんでした。なので，

平成25年度，前期の第４次のときから，地域ごとにさまざまな方に参画していただいて，この地域

の課題は何なのか，またそれに対して何ができるのかという検討を進めてまいりました。 

 また飛んで申しわけないですけれども，８ページをごらんください。ここに４つの事例が書いて

あります。平成26年度から２つの地域，28年度から２つの地域において話し合いを進めた結果，例

えば26年度，南部地域と書いてあるところでは子どもの居場所が少ないから，そういうのをつくっ

ていこうという話になりましたし，下の北部地域では畑がたくさんあって野菜がいっぱいとれるの

で，そういうのを生かした朝市をやっていこう，そういう話になりました。右側の９ページの東部

地域でも子どもの居場所づくり，安心して大人とも交流できる場をつくっていこうという話になり

ましたし，下の西部地域ではさまざまな団体やサークル活動，ボランティアグループがあるにもか

かわらず，なかなか横の連携がないというところで，そこの横のつながりをつくっていく交流会を
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やっていこうということになりました。 

 このような結果を踏まえまして，今年度以降，新たに設定されました８つの福祉圏域ごとに推進

委員会を立ち上げていって，そこで話し合って，その地域に合った形で，このような計画に乗って

いる具体的な取り組みを進めていこうということで考えております。 

 30ページをごらんください。５番になりますけれども，６年後，第６次の活動計画が策定されま

す。この第６次のときは，圏域ごと，地域ごとに住民の方々中心で計画をつくっていって，それを

社協がとりまとめる形になりますけれども，市全体の第６次の地域福祉活動計画を目指していこう

というところまで決まっております。 

 今後は，地域福祉コーディネーターは今６人おりますけれども，そこも地域に出ていきながら，

地域の方と一緒になって，この計画が具体性を富むような形で進めていけるよう検討していきたい

と思っております。以上です。 

○会長  ありがとうございました。きょう用意していただいた地域福祉計画とほかの関連計画，

何でこんなにたくさん計画の説明があったかというのは，さっき地域福祉計画の中でも図が出てい

ましたし，今，説明していただいた社協の地域福祉活動計画の２ページのところに，地域福祉計画

が真ん中にあって，横串を刺した形で高齢者総合計画とか障害者総合計画と出ています。地域福祉

計画が社会福祉の法律上は障害とか高齢者とかの分野ごとの計画のいわば上位計画で，共通事項を

定めるようになっているのです。そういう意味で，地域福祉計画単独ではなくて，ほかの計画と一

緒に福祉を進めていくことになるので，それと社協がつくられる地域福祉活動計画も非常に大きな

関連がある。それから，行政内部でつくられるまちづくりの計画，これは主に今までハードといっ

ていたのだけれども，きょうの計画の中身でいくと，心のバリアフリー化というのを随分強調して

いらっしゃいましたが，こういうものと全部一緒に進んでいくのだということで，きょうはその関

連のところの説明をしていただきました。 

 何か確かめたいとか，あるいはこれはどういう意味だろうとか，そういうことについて何かあり

ましたら，どの計画でも結構ですので，ご発言をお願いします。 

○委員  福祉のまちづくり推進計画を説明していただいた28ページのところの施策体系図とい

うところで，１からずっとあるのですが，４番目の住まい・施設等のまちづくりの推進というのが，

ほかのところは心を育てるまちづくりとか，○○するためにとか，目標的な言葉があるような感じ

がするのです。住まい・施設等が充実するとか，どういう意図なのでしょうか。 

○福祉総務課  ここの住まい・施設等のまちづくりの推進というのが，先ほどから心のという

のを全面に押しているとはいいつつも，ハード面というのももちろん，やはり福祉のまちづくりに

は両方必要なので，特にこの４番のところはハード，施設のユニバーサルデザインなどという意味
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合いです。 

○委員  だったら，そういうのを充実させるとか，ほかのところは全部そういう言葉が入って

いるのに，ハードはハードでわかるけれども，これだけちょっと何か足りない気がして，統一感が

ないのではないかなと，みて気にかかりました。 

○会長  ありがとうございました。大事なご意見をありがとうございます。そのとおりですね。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員  調布市食育推進基本計画（第３次）の６ページなのですけれども，技というところに，

食事を楽しみ，残さず食べるというのがあるのですが，今やはり東京都も調布市も指導検査に入っ

たときに，残さずというのは子どもの意に沿いませんし，それから嫌いなものを食べるということ

を強制してはいけないことになっているのです。先日この資料が保育園に届いて，この残さずとい

うところをみたときに職員からもその言葉が出まして，これはやはり今の保育の現場にはちょっと

合っていないのかなと感じます。 

○会長  ありがとうございました。大事なご指摘ですね。 

 ほかにいかがですか。今みたいなことのお気づきの点でも結構です。――追い追いこれからこの

計画で具体的な取り組みが進められていきますので，また中身についての議論や，あるいはどのよ

うに進捗していくかというのをみていきたいと思います。ここまでの計画については，きょうはよ

ろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 ありがとうございます。では，次に進みたいと思います。３番目は，地域福祉コーディネーター

事業について，これは社会福祉協議会から説明をお願いします。新しい方が多いので，どこを担当

しているかとか，最近こんな取り組みをしているとか，そういう形でいかがでしょうか。 

○社会福祉協議会(委員)  お配りした黄色いチラシをごらんください。市内に６人の地域福祉

コーディネーターが配置されております。地域福祉コーディネーターがどういうことをやっている

かというところなのですが，決まった地域，圏域という話がありましたけれども，そこを担当して

いて，アウトリーチ，出向いていって，さまざまな方，団体など，そういったところに働きかけて

相談を受けたりだとか，またこういうことをやってみたいという方のグループをつくったりだとか，

そういう取り組みを行っております。 

 裏面をごらんください。似顔絵つきで入っています。皆さん，自分がお住まいの地域は誰なのか，

ぜひ名前と顔を覚えていただければと思っております。８圏域ありますので，一部，近隣地域の担

当，また兼務という形ですが，基本的にこの６人で市内全域をみるという形になっております。 

 再度表面へ戻っていただいて，地域福祉コーディネーターはさまざまな相談を受けているのです
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けれども，例えば高齢者だけとか，障害者だとかという話はなく，子どもから高齢者までの多様な

相談を受けております。特に制度のはざまと呼ばれる問題です。高齢者の世帯にちょっとひきこも

りぎみの子どもがいるとか，あとごみ屋敷の問題だとか，そういうところはクローズアップされて

いますが，なかなか今の既存の制度やサービスなどで解決につながらないようなケースを担当して

いまして，さまざまな機関と連携をして，その世帯の支援を行っております。また，その中で，地

域の方のお力もいただきながら，その世帯を日常生活の中でサポートするような体制をつくってい

って，安心して住みなれた地域で暮らせるような働きかけを行っております。 

 また，地域のさまざまな取り組みのサポートもしておりまして，最近だと子ども食堂という言葉

も聞くかと思いますけれども，そういったものやフードバンクという取り組みにもかかわって，も

う団体化されているのですが，地域の方の課題をみつけて，地域の方がこういうことに取り組んで

いきたいというものをつなげながらサポートしております。 

○会長  それでは，せっかくいらしているので，お１人ずつ担当の地域，それから最近何か取

り組んでいることのエピソードがあれば，一言ずつお話しいただけませんか。 

○坂本地域福祉コーディネーター  緑ケ丘小学校と滝坂小学校の２つのエリアの担当の坂本で

す。チラシで一番上になります。 

 私のエリアは，もともと圏域が変わる前は緑ケ丘小学校の近辺のエリアです。今は少し左側に広

がって，滝坂小のあたり――つつじケ丘のところですね――が入ってきます。あそこは今，緑ケ丘

の都営団地という団地群があるのですけれども，仙川の駅前はどっちかというと，白百合女子大学

に合わせたちょっとおしゃれなカフェとか雑貨屋があるのです。ただ，北側に甲州街道を渡ってい

くと，都営団地が並んでいまして，その裏は白百合女子大学と，その周りに一軒家が多く建ってい

る，そういうエリアです。 

 今，都営団地の建てかえというのが数年前からありまして，新しく建てて古いのを壊すというの

をずっと10年ぐらいかけてやっている途中です。移転をしていく関係で，新規の住民が都営団地に

入ってこられないということがあり，全部移転が終わった後に新規住民を入れていこうという計画

なので，比較的若い方が一切入ってこられない，要は住んでいる方がそのまま高齢化していくとい

うエリアになっていて，住んでいる人がほとんど60歳，70歳，下手すると90歳ぐらいの方がひとり

暮らしでエレベーターがないところに住んでいるという問題が結構あります。 

 私が相談を受けるほとんどがやはり都営団地からです。例えば，団地の自宅のなかが荷物で埋ま

っているケースがあるのです。その中でおばあちゃんと親と孫みたいな３世代がごみ屋敷に住んで

いて，無職だったり，障害をそれぞれが抱えていたりして，そうなるとやはり複合的な問題が存在

していると感じます。そういうのが１戸や２戸ではなくて，複数の個別相談が舞い込んでくる。同
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時に出会う仕組みがないため，居場所をつくりたいという相談も受けます。今後頑張ろうと思いま

す。よろしくお願いします。 

○会長  ありがとうございます。 

○田中地域福祉コーディネーター  チラシでは上から２番目の田中と申します。私は，若葉小

学校，それから調和小学校の地域を担当させていただいております。 

 担当させていただいておりますと申し上げるにはまだ経験が浅く，今年度４月から着任したばか

りです。なので，今，どういう地域なのか，どういう特色なのか，いろいろ外に出ながら，皆様と

会いながら確認しているところです。時間がたつにつれて，たくさんのことをここでお話しできる

ようになれればいいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○前田地域福祉コーディネーター（委員）  北ノ台・深大寺小地域担当と，上ノ原・柏野も兼

務という形になっております。 

 私は，平成25年度，最初に配置された職員でございます。 

 トピックスとしましては，先ほど地域福祉活動計画の北部地域で朝市をやっていますという話が

あったのですが，今，朝市は北ノ台まちづくりネットワークという地区協議会主催という形になっ

ていて，回数も年２回にふえ，年々拡大して実施をしております。今年度，７月８日の日曜日，深

大寺保育園で行います。今，社会福祉法人が地域の中で公益的な活動しなさいといわれております

ので，そういったことも絡めながら，深大寺保育園の場所を活用させていただいて，その周辺でと

れた野菜を売ったり，昔遊びをやったり，振る舞いがあったりする取り組みになっております。昨

年度からは，近隣の福祉施設の協力を得て，遠方の方，障害をもっている方や高齢者の方が来やす

いように，施設の車を使って送迎バスも行っていて，ますます地域の取り組みとして発展している

様子がうかがえております。もしよかったら，７月８日の９時から11時まで深大寺保育園で行いま

すので，お越しいただければと思います。以上です。 

○川原地域福祉コーディネーター  皆さん，こんばんは。私は，第二・八雲台・国領小地域を

担当しております川原といいます。 

 私も前田と同じ平成25年度から地域福祉コーディネーターをやっております。 

 私は，国領地域と第二小学校をずっと担当している地域で，先ほど，地域福祉活動計画の中で，

南部の推進として子どもの居場所づくりというのがありましたが，今も着々と杉森・染地地域では

子どもの居場所づくりを推進しております。あと，国領の地域では，こくりょう・みんなの広場と

いう地区協議会の中で，「宿題するとこ遊ぶとこ」という形で，住民の方が主体となってやってお

ります。 

 ４月から八雲台が入りまして，今関係づくりを続けているところなのですが，大きなトピックス
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としては，先ほど高齢者総合計画の中にもありました介護者支援の部分で，若いケアラーさんの会

を立ち上げたいというような相談を今受けておりますので，そこを地域支え合い推進員とともに進

めております。以上です。 

○中村地域福祉コーディネーター  こんにちは。私，中村と申します。染地小，杉森小，布田

小の地区を担当しております。 

 私も今年度４月から新しく着任いたしまして，地域福祉コーディネーターとしてこの地区を担当

させていただいております。社会福祉協議会にも４月に入職しまして，本当に今までの地域福祉コ

ーディネーターの実績等を拝見しながらも，地域の中で新人とはいっていられない状況を感じなが

ら，日々，地域の方に顔を覚えてもらい，顔を覚えて，いち早く地域の情報を得られるように日々

努めております。 

 私の地区だと，染地，杉森地区というところは以前から地域福祉コーディネーターが担当してお

りました。かつ，ボランティアコーディネーターがいて，もともと地域の方と社協の職員がとても

密接にかかわっている地域です。なので，入職して２ヵ月ですが，地域の情報を入れながら，若い

世代，中学生や中学校の卒業生，大学生等もボランティアとして地域のお祭りにも参加して，多世

代交流というところが大分活発な地域になっていっているかなと感じております。 

 また，布田小のエリアに関しては，今，地域の中に地域福祉コーディネーターとして入っていっ

て，何人かの方からは本当に待ち望んでいただいていたような反応を受けております。地区協議会

の布田小地区ハッピータウン協議会の方も，今新しい人材を発掘するために，いろいろと地域の中

で活動していきたいというお声があり，地域がよりよくなるためにというお声も聞いております。

そのような中で私は，まず顔を覚えていただいて，地域の方々としっかり役割を共有しながら，地

域の中で活躍していけたらと考えております。よろしくお願いいたします。 

○宍戸地域福祉コーディネーター  皆様，こんばんは。私は一番下のところの第三・石原・飛

田給小学校の地域を担当しております宍戸と申します。 

 私は，平成27年から担当しておりまして，その上の段のところの第一・富士見台・多摩川小の地

域も今年から兼任しております。 

 最近のトピックスとしては，私，３月までは甲州街道から北のところを担当していたのですが，

そこからまた下の部分，南の部分も担当しておりまして，地域によって随分特徴があると感じてい

ます。最近では，フードバンクが４月から立ち上がりました。２年間の準備期間を終えまして４月

から始まりましたが，またまだこれから本格的な稼働が始まるところです。フードロスをなくすと

いうところと生活困窮者の方に少しでも食料品をお渡しするというところのマッチングを団体の皆

様と一緒に連携してやっていければと思っております。今のところ多く相談があるわけではないの
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ですが，今後は企業の方々から食料品の寄附や寄附金も今後お声かけをさせていただきたい，地域

住民の方からの食料品もたくさんいただきたいと思っております。 

 活動が始まり，フードドライブとフードバンクの違いは何ですかという質問をよく受けます。皆

さんやはり違いがわからなくて，教えてくださいというお声があるのですが，ドライブは活動とい

う意味で，フードバンクというのは倉庫をもって必要な方々に食料品を渡しながら，その方の生活

の自立に向けて，関係機関とつなぎながら支援をしていくところですとお伝えしています。 

 あとは，最近ですが，こども食堂かくしょうじは３年目に入りまして，人数が多くなってきてい

ます。今100名を過ぎているのですが，そこで課題となってくるところが，やはり場所の限界もあ

るというところと，本当に必要な世帯の子どもたちに居場所となる，心の温まる場所となるかとい

うところです。スタッフの皆様もそこは考えていまして，場所を１階も２階も使おうかとか，学習

支援の場をちゃんとつくろうとか，ボランティアさんの支援も，学生さんにはちゃんと交通費を渡

そうとか，充実した活動になるようにというところで，皆さんと一緒に考えているところでもあり

ます。今後，地域ごとに適切な支援ができるように，地域住民の方と一緒に考えていきたいと思っ

ております。 

○会長  ありがとうございました。何故今地域福祉コーディネーターの報告をしていただいた

かというと，もともとこの地域福祉推進会議のところで，こういう人たちを置いて進めていく必要

があるのではないかという議論をして，計画の中に入れて，市として取り組みを始めていただいた

のです。だから，いわばこの委員会が生みの親だといっていいと思うのです。そういう意味で，ど

のように進んできているかということを委員会のときに毎回報告していただいているのです。そう

いう意味で，さっきお話がありましたように，今年から６人，８つの福祉の圏域があるとすれば，

今兼務している地域が２ヵ所ありましたが，もう２人ふやしていただいて，それぞれが担当できる

状態がなるべく早く来てほしいと思っています。何か今の報告についてご質問ありますでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 ありがとうございました。 

では，第10期の取り組みについて福祉総務課から説明をお願いいたします。 

○事務局福祉総務課  議事次第というレジュメの裏面に次回以降の日程について記載がござい

ます。平成30年度から32年度までが皆様の委員の任期期間となります。30年度，31年度につきまし

ては，会長からもお話がございましたけれども，地域福祉コーディネーターのさまざまな活動の報

告を聞きながら，また，地域の中で活動されている団体の方に来ていただいて話を聞く，あるいは

新しく始まった地域福祉の取り組みのようなもの，いろいろな情報がありましたら，そういったも

のをこの委員会の中で紹介しながら，地域福祉計画に基づいて計画を推進していきたいと考えてお
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ります。 

 ３年目の32年度につきましては，平成28年度にも行っている，市民福祉ニーズ調査を３年に１度

行っております。高齢の計画と障害の計画は３年に１度見直しが行われます。市民の皆様のさまざ

まなご意見などを踏まえながら，実態を調査しながら計画をまたつくっていくというような流れに

なっております。このニーズ調査の調査項目や調査結果などを，委員の皆様のご意見をいただきな

がらとりまとめを行っていきたいと考えているのが３年目になります。 

 今年度は５回の会議を予定しております。31，32年は６回程度の会議を予定しておりますので，

よろしくお願いいたします。 

 また，本日，机上にグリーンボックスを置かせていただいております。グリーンボックスの中に

は，きょうお配りした状態では５冊入っておりました。最後の６番目の地域福祉活動計画は，社協

の計画で，別に机上にお配りさせていただきました。こちらは基本的にはグリーンボックスの中に

入れて，毎回会議の都度お渡ししたいと思っております。大変重い荷物になってしまいますので，

お持ち帰りいただくのが難しいと思います。ただ，持って帰って読みたいというのがございました

ら，次回の会議のときにお忘れないようにしていただければ，お持ち帰りいただいても構いません。 

 別に封筒でお配りさせていただいたのが概要版でございます。概要版につきましてはお持ち帰り

いただいて大丈夫でございます。 

社会福祉協議会の冊子は，きょうお持ち帰りいただいて大丈夫でございます。なお，地域福祉計

画もできればぜひ読んでいただきたいので，お持ち帰りいただければと思っております。ホームペ

ージ等でもごらんいただけるようになっておりますので，よろしくお願いいたします。 

 第10期については以上となっております。 

 皆様から，こんなことをちょっと知りたいのだけれどもというようなことでテーマ等，ご意見が

ございましたら，事務局のほうにご意見をお寄せいただければと思っておりますので，どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○会長  ことしの進め方ということではよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 では，その他で，今予定を確認しましたけれども，次回は７月30日ですか。 

○事務局福祉総務課  ７月30日月曜日となります。場所は本日と同じこの場所となりますので，

よろしくお願いいたします。 

○会長  それでは，皆様から何か，きょう用意したもの以外でご意見とか（「では，体験を話し

てもいいですか」の声あり）。どうぞ。 

○委員 さきほど話に出た心の問題に関連するのでしょうけれども，行政では手の届かない分野
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でもあるかとは思いますが，私は身体障害者なのです。54のときに脳幹梗塞で倒れまして，その当

時は社会福祉協議会すらも存在を知りません。行く用事がないですから。自分がこういう身になっ

てみて初めて，自宅療養みたいな形になる。一生車椅子か，一生寝た切りというのが脳幹梗塞とい

う病気。私はそんなことは知りませんでしたけれども，後でよその病院のベテラン看護婦さんに聞

いたのです。お金の苦労もしました。給料が半分になってしまいますから。それから，一生懸命体

を治して会社に復帰しようと思っていました。 

 人にも会いたくない，誰とも話をしたくない，電話も出たくない。やはり自分の内面を考えてみ

たら，体がいうことをきかないというよりも孤独である，これが最も大きな悩みである。私は自分

でそう感じ，気付きました。さっきも話がありましたけれども，これからひとり暮らしがふえて高

齢化とともに少子化も進んでいる。そうすると，テレビとブツブツしゃべってもしようがないです。

認知症の距離が短くなるだけです。 

 ですから，私は克服するという意味において，体がいうことをきかないより孤独が最も不幸だと

いいましたけれども，この歳になると誰もアドバイスしてくれませんから，自分で自分を教育する，

自分で自分を訓練する。これしかありませんから，挨拶から始めました。隣近所，散歩へ行けば，

犬を連れている人へ，自分から勇気をもって。そのかわり体は震えました。だけれども，全ての人

に自分から声をかけるようにしました。電車に乗っても，バスに乗っても。最初は勇気が要ります。

だけれども，あれから何年もたちますので，訓練してなれましたから，今はもう平気です。ですか

ら，おかげさまでお友達もたくさんふえました。電車に乗っていても，バスに乗っていても，若い

ママさんとも子どもたちを通じてお友達になれますから，会話もできます。 

 担当の地域福祉コーディネーターは坂本さんです。いわゆる団地というところは人の入れかえが

少ないですから，縮図みたいなものです。確かに高齢化があって，今私も引っ越ししなければなら

ない真っ最中なのだけれども，なかなかできない状態。ですから，これは人ごとではないのです。

みんな年をとりますから，いずれ死にます。やがては身体障害者であろうと，健康者であろうと，

年をとれば誰かの世話にならなければならないのです。そのときに，ありがとうといってお世話に

なりたいではないですか。 

 そういった意味で，これはきょうの課題とはまた別個の話になりますけれども，いわゆる自分自

身を超えていくというのですか，人に対する見方を第一印象で判別してしまう。この前悪い印象だ

ったらこの次も良くないだろうという，みんな本当は心の中に越えなければならない壁があるので

す。それが一番の問題なのです。だから，それが解決すれば，案外，大体みんな枝葉みたいなもの

と私は思っています。自分がそのようにやってきたものですから。 

 ですから，それを地域にも，これから自分の立場でやれることをやりながら，助けられたり，助
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けたりして，やはり人間は難しい話より素朴な感情に訴えるというのが一番相手の琴線に触れると

いうか，お互いにつながり合えると思っていますので，自分は自分でできることを精いっぱいやっ

ていこうと思っています。以上です。 

○会長  ありがとうございました。おっしゃったとおりです。そういう貴重な経験をしていら

っしゃいますから，これは計画ですけれども，これから計画を本当に実際に調布市内の住民の方々

や関係者がみんなでこういう気持ちで進めていこうとするときに，特に今おっしゃったように，そ

ういう経験をおもちの方々がどんな気持ちなのかとか，どうしたいのかということをやはり常に発

言していただくというのがすごく大事だと思います。 

 認知症の人が行方不明になったときにどうするかという検討をしたときに，認知症の方が徘回と

いう言葉を使わないでくれと。なぜかというと，認知症になっても散歩もしたいし，友達のうちに

も行きたいし，買い物にも行きたい。ただ，途中でわからなくなるというお話だったのです。その

ときに，自分はリスクがあると思うけれども，「私は認知症です。何かわからなくなっていたらこ

こに連絡してください」という連絡先をちゃんと入れたカードをつくっていらして，それを示すと

皆さんがちゃんと対応してくださる。俺は忙しいからだめだといわれたことは一度もないというお

話だったのです。やはり，それで苦労したり経験を積んでいる人のご意見をぜひ出していただくと，

こうしたほうがいいなとか，そういうことなのだというのがみんなわかってくるのではないかと思

うのです。ありがとうございました。 

 ほかに何かよろしいでしょうか。どうぞ。 

○委員  会議の進め方なのですけれども，結構資料が多くて，説明してくださる人も伝える量

が多いので，今後ちょっと進め方を工夫したほうがいいのかなと思います。しゃべっている内容を

実はメモをとっているのです。こういうのをプロジェクターに映すとみえやすいですよね。わかり

やすいと思うので，ちょっとそういうことをご相談したいと思っています。きょうは，まだめくっ

ている最中にどんどん説明されているような状況だったので，わかりやすい会議になるといいと思

っています。 

○会長 ありがとうございました。本日は，それぞれ１年かけて議論してまとめた計画を短時間

で報告するということになりましたので，説明をする方は説明しているつもりだけれども，聞いて

いるほうは初めて聞くと何かよくわからないという感じもあったかと思います。そこは申しわけな

かったと思いますが，次回からはもう少しじっくり進めていくというようにしたいと思います。あ

りがとうございました。 

 では，本日はこれで終了したいと思います。ありがとうございました。       

――了―― 


