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平成３０年度 第３回 調布市地域福祉推進会議 議事録 

日時：平成３０年１０月２９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：２０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），子ども生活部児童青少年課 

 ３ 傍聴者：なし 

 

【議事次第】 

 １  平成２９年度地域福祉コーディネーター活動報告 

２ 調布市相談支援包括化推進会議について 

３ 市民福祉ニーズ調査について 

  ４ その他 

 

○事務局  欠席者の確認。配付物の確認。第２回推進会議の議事録，修正なしを確認。 

      10月に市職員の人事異動，職員紹介など。 

議事 

○会長 皆さん，こんばんは。 

それでは，早速始めさせていただきます。最初の議事は，平成29年度地域福祉コーディネーター

活動報告についてです。 

○委員 当日資料になっています緑色の報告書と，その次にあります資料２の２つをもってお話

をさせていただきます。 

 まずは，平成29年度地域福祉コーディネーターの活動報告についてです。平成25年度に２人モデ

ル配置され，平成27年度に本格実施ということで２人増員になりました。今年度，新たに２人増員

になって，現在６人体制ですが，報告書は昨年度のものになりますので，４名体制での取り組み報

告となっています。地域福祉コーディネーターの取り組みは，どういうことをやっているかがみえ

にくい部分もございますので，毎年このような形で報告書を作成させていただいて，具体的な取り

組み，事例，またどのような相談が来ていて，どういう動きをしているかというものをなるべく皆
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さんに目でみえるような形にできればと思い，作成しています。 

 まず１ページ目をご覧ください。こちらは28年度から少し変更になって，もう少しわかりやすく

ということで表を変えました。前回，個別支援と地域支援をやっていきますよというお話をさせて

いただいたかと思います。個別支援というのは，課題を抱えた方，また世帯の支援をしていくとい

うことです。地域支援というのは，地域の中のさまざまな取り組みについて，住民の方と一緒に進

めていくものでございます。こちらを地域福祉コーディネーターだけが行うのではなくて，住民の

方，既に組織化されている自治会や地区協議会，また民生委員の方，そういったさまざまな地域に

いらっしゃる方，行政や地域包括支援センターなどの関係機関，そういった方々と一緒に考えて解

決に向けて推進していくようなイメージをもっていただければと思います。 

 こういった取り組みは，身近な地域とか圏域，今年度から８つの福祉圏域になりましたが，そう

いう圏域の中で行われております。地域の中で課題を抱えた方を支える仕組みなどをつくっていく

のですが，なかなか地域の中だけでは解決できない問題も出てきます。これらに関しましては，下

段の市全域ということで，市の行政圏域の中で解決に向けて仕組みをつくっていくとか，また行政

計画に反映させるとか，そういった取り組みを行っているものです。 

これから具体的にみていきます。 

 次は３ページをごらんください。こちらは寄せられた相談と載っております。以降，相談に関す

る分析等が入っています。昨年度は，件数としてはやや減りましたが，個別支援の相談，課題を抱

えた方の支援に関しましては横ばいになっています。 

 地域支援，地域の取り組みに関して件数は減っており，こちらに関しましては，活動の立ち上げ

や推進などの相談が落ちついたことが要因として挙げられます。 

 続いて，５ページをごらんください。こちらは４，５ページで相談経路になっています。本人あ

るいは住民とありますが，分析のとおり，大きく分けて３つに分けられます。１つは本人から，も

う１つは地域で暮らす方，民生委員さんや住民の方から，３つ目が関係機関からとなっております。

大体これが本人からが４割，地域で暮らす方が３割５分，関係機関が２割５分という分類になって

います。 

 ①本人からに関しましては，やはりアウトリーチをしていく，地域に出ていっていろいろな方と

会っていく中で，こういったことはどうなのだというご相談を受けることが多いです。 

 また，②地域の方に関しましては，ちょっとした気づき，あるいは，この方はどうしたのだろう

とか，またはかかわっている団体の方で，自分のかかわっている方がちょっと最近おかしいかなと

いうお話とか，そういったところでつなぐことが多いです。 

 ③に関しましては，関係機関が既にかかわっているのだけれども，どうしても１機関だけでは解
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決が難しそうなケース。例えば8050問題といわれるものや，ごみ屋敷といわれる問題，またサービ

スにはつながっているが，それだけでは地域生活をよりよくすることが難しく，例えばサロン活動

につなげていき，より充実した地域生活を送れるようなコーディネートがしたいですとか，そうい

った形でつながっています。 

 特に②の住民の方から受ける相談というのは，私たちとしても非常に重要視していて，その中に

は，これまでどこともつながっていなかったようなケース，そういった方をみつけていただくこと

が少なくありません。そういった方は，本人でＳＯＳを発して，例えば市役所に電話をして，何と

かしてくださいということがなかなか難しく，また，関係機関もそこまで把握できていない方は地

域の中で多数潜在化しています。そういう方は，やはり地域の中のちょっとした気づきや，見守り

の中からつながるケースが少なくありません。なので，このケースが今３割５分ぐらいですけれど

も，もっとふやしていけるような取り組みを今後進めていきたいと考えています。 

 続いて，次の６ページをごらんください。いろいろな相談支援機関がありますが，恐らく一番顕

著に違うところだと思っております。相談方法です。こちらに関しましては，どの地域も訪問が４

割強になっております。つまり，地域に出ていったところで相談を受けるというものです。いろい

ろな相談機関がありますが，基本的には電話，もしくは来ていただくところで相談が始まるという

ケースが多いかと思います。地域福祉コーディネーターの場合は，地域に出ていっている利点を生

かして，その場でいろいろな相談を受けているということがうかがえるものです。 

 続いて，７ページです。こちらは今回初めて入れたのですが，いろいろな相談を受けることがあ

りますが，その背景にはさまざまな問題が含まれていることが多いです。例えばこの文章に書いて

ありますけれども，高齢者で介護が必要になったという相談だけをみれば，介護の相談を受ければ

いいのかなと思うのですが，よくよくお話を伺うと，さまざまな問題が後ろに隠れていることが少

なくありません。例えば認知症であったりとか，地域から孤立していたりとか，または経済的に困

窮していたりだとか，実は子どもがいて働いていなくて8050問題があったり，そういったものは相

談された方の気づきの中だと，なかなかそこまでみえてこないところがあります。そこをきちんと

把握して，適切なところにつないでいったり，他機関の連携によって支援を行っていくわけです。 

 そちらの背景にある問題も分析してみたところ，９ページをごらんください。全地域合計という

棒グラフと折れ線グラフが混在しているものがありますが，そちらに関しまして，全部で187件の

個別相談があったのですが，うち49件で孤立状態であったというのがみえてきました。割合にする

と26.2％です。４人に１人の方が孤立していたという状態です。孤立というのはどういう状況かと

いうと，家族とも疎遠であったり，また地域ともどこともつながっていなかったり，そういう方を

ここに入れております。地域福祉コーディネーターに来る相談ですので，ここがたまたま多かった
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のかもしれないのですが，でもこれは非常に大きな問題かなと思っていて，まだまだ地域の中には

孤立していてつながっていない方が多数いらっしゃるのが見受けられると思います。 

 また，認知症が38件というのもありますけれども，経済的困窮が27件になっております。こうい

った孤立等もかなりセットになることも多いのですが，経済的に困窮状態で，なかなか生活がうま

く回っていかないとか，困窮というのは，なかなかほかの人に助けてといえないようなものでござ

いますので，そう方が地域の中でまた孤立していたり，そういうことが複合的に顕在化しているの

かなと思っております。 

 また，精神障害ということで，近隣トラブル系の相談も多いのですが，精神障害という手帳をも

っておらず，診断を受けていなくて未受診の状態で何かしらの精神的な疾患を抱えていらっしゃる

のではないかという方も多数いらっしゃいます。そういうところをいろいろな機関と連携しながら

支援につなげているところでございます。 

 次に，10ページをごらんください。先ほど複合的なというお話をしたのですが，こういった相談

を受けた187件の中で，複合的な問題を抱えていた世帯がどれだけあったかというのをまとめたも

のです。その結果，46.4％の世帯が何かしら，先ほどの前ページにあったようなもののうち２つ以

上に当てはまったというものでございます。 

 こちらに関しましては，地域福祉コーディネーターをアウトリーチしていろいろな相談を受けて

いく中で，例えば介護保険制度はどうやって使うのですかという相談を受けることもあったりしま

す。そういったものは包括支援センターにつなぐということで，そこまで具体的にその方の状況等

を伺わないことが多かったりします。また，電話等で来るものもそこまで詳しい話を伺えないこと

もあったりしますので，実際はもっと複合的な課題を抱えた世帯は非常に多いのではないかという

認識をもっております。ですが，１つこのような形で具体的な数字で出すことができたので，これ

からの地域の中での支援を考えていく中で大事なものではないかと感じております。 

 続いて，11ページです。このような形でさまざまな相談，課題を抱えた方，問題を抱えた方のお

話を伺っている中で，先ほど地域福祉コーディネーターだけで解決するわけではないとお話をさせ

ていただきました。連携先をまとめております。それが11ページ以降，地域別になっております。 

 地域包括支援センターというのが１地域を除いて一番多くなっております。やはり高齢者の問題

を受けることが多いですので，そういったケースは地域包括支援センター等につなげて，一緒に役

割分担しながら連携を図っているところでございます。 

 そのほかのところですと，例えばひだまりサロンとか民生児童委員，住民，自治会・地区協議会，

ボランティア・ＮＰＯとか，そこに住んでいらっしゃる方につなげていることが多いのもうかがえ

るかと思っております。制度だけにつないでも，その方の生活がすぐによくなるわけではなく，見
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守りなどを考えると，地域の方と一緒にその方の生活をサポートしていくようなネットワーク体制

を構築していく必要があります。そういった点では，こういった住民の方などのご協力もいただき

ながら，その方が安心して住みなれた地域で暮らしていけるようなお手伝いをしています。 

 また，社会福祉協議会に関しましては，ライフサポートという生活困窮者の窓口ですとか，ここ

ろの健康支援センターという精神障害の方の公的なフォーマルな仕組みをもっている一方，ボラン

ティアコーナーですとか市民活動支援センターというインフォーマルな住民活動の支援も行ってお

りますので，その両面でつなげていることが多いです。 

 続いて，14ページをごらんください。前々からこの推進会議でも，例えば成功した事例ばかりで

はなくて，なかなかうまくいかなかった事例なども載せてはどうかという話もありました。どのよ

うに載せようかなと思い，今回コラムという形で載せてみました。実際に受けている中で，なかな

か対応が難しいケースです。 

 例えばひきこもりの問題ですとかセルフネグレクトの問題，ごみの問題，8050の問題は，これま

での経過もございますし，一朝一夕で，きょう受けて１週間後に課題が解決しますという話では全

くないものです。そもそもその方と会えないこともありますし，信頼関係を構築していくという非

常に長いプロセスを経て，やっと支援につなげていくようなケースもございます。そういうものが

やはり難しいと感じていますし，数年前に受けてまだまだ継続しているケースもありますので，長

期的なスパンで支援につなげていくことの難しさも実感しながら，関係機関と連携しているような

状況でございます。こちらも後でごらんいただければと思います。 

 続いて，15ページの地域支援です。こちらに関しましては，住民の方から地域の方が集まる場を

つくりたいですとか，いろいろな勉強会を開催したいですとか，そういったご相談を受けたりだと

か，関係機関や福祉施設からいろいろなお話を伺って，その実現に向けて動いているところでござ

います。こちらに関しましては，後でごらんいただければと思います。 

 そして，これから事例を２つご紹介したいと思います。１つは個別支援，１つは地域支援です。 

 まず，18ページをごらんください。こちらが複合的な課題を抱えた方への支援ということで対応

したケースでございます。そもそもは地域福祉コーディネーターが地域の活動に参加したところで，

そこにいた住民の方から，実は家の前の人がちょっと心配だというお話を受けたのが最初になって

おります。そこで，包括と一緒に訪問したところ，生活面の問題，環境面の問題，経済面，健康面，

判断能力，孤立，さまざまな問題があることが判明いたしました。これが先ほど申し上げた，最初

はごみが出せないという話だったのですけれども，よくよく話を聞くといろいろな問題が背景にあ

って，それをちゃんとみて対応していかないと，課題の解決にはならないのかなと思っております。 

 そこで，地域包括支援センターと連携しながら，介護保険制度などにつなげていったわけですけ
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れども，ごみの片づけに関しましては，本人の了承が得られたので，民生委員さんや地域の方にも

お声がけをしたところ，何人かの方が手伝ってくれました。その結果，大分ごみなども片づいてき

れいになったのですが，プラス，その家庭で周辺に住んでいる住民の方との関係性を構築すること

ができました。それがすごく大事で，この方は今まで自治会にも入っていないですし，また周りか

らもちょっと変わった人みたいにみられていたのですけれども，その作業を一緒にすることで自然

にその方との関係性ができていき，皆さんが気にかけてくださるような存在になりました。 

 さらに，住民の方が声をかけて，地域で行っているサークルにも参加するようになって，その方

は今，元気にそこに通っていらっしゃるのですけれども，ただ単に片づけをするだけではなく，そ

こで関係性をつくりながら，地域の中で生活できるサポートをつくっていくような事例かなと思い

ます。これも最初に相談を受けたのが，住民の方が，ちょっとあれ大丈夫かなと思ったところから

スタートしているのです。そこをきちんとつなげていただいたところも大きかったかなと思います。 

 続いて，24ページです。きょう，お手元にフードバンク調布のチラシをお配りさせていただきま

した。その結果がこうなりましたという話ではあるのですけれども，フードバンク活動の立ち上げ

支援をご紹介したいと思います。 

 皆さん，フードバンクというのはお聞きになったことありますでしょうか。テレビや新聞等でも

出たことがあるかと思いますけれども，食品ロスです。賞味期限が近くて捨てられてしまう，過ぎ

たから捨てられてしまう食品が年間数万トン……ちょっと数はわからないですけれども，実際たく

さんあるのです。そういったものはやはりもったいないということですが，一方で，食べるものに

も困っていらっしゃるような生活困窮の方ですとか，またそういったものがあればより活動が推進

されるような地域のいろいろな団体があったりします。そういったものをつなげるような取り組み

ができないかというのを住民の方から相談を受けまして，一緒に考えていったものでございます。 

 当初は，月に１回勉強会を開催していったのですけれども，一緒に考えてくれる人をもっとふや

したいという話になりまして，狛江市で既にこういった取り組みをＮＰＯ法人で行っている団体が

ございましたので，その方に来ていただいて，定期的に講演会を行いました。そこにいらした何人

かから一緒に考えたいというお話がありまして，ずっと話し合いを続けて，フードバンク調布が立

ち上がったというものでございます。 

 こちらに関しましては，そもそも調布ライフサポートという，社協で受託している生活困窮者の

自立相談支援事業があるのですけれども，そちらのほうでも食料に困って緊急的に食糧支援をする

ケースが少なくないという話も聞いていまして，そういった実際のニーズとも合わせながら，具体

的にどのような取り組みができるかというのを住民の方々と一緒に考えたものでございます。 

 また，フードバンクというと場所がすごく大事で，たくさん食料があるので，それをどこに置く
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かという話もあるのですけれども，そこをかかわりのあるところで倉庫として貸してもらえる場所

がみつかって，無料で貸していただくことになりまして，そこも活用することができたというのも

非常に大きかったかなと思っております。 

 現在，フードバンク調布と社協が一緒に協定のようなものを結びまして，生活困窮者がいらして

食糧支援を希望された場合，食料を提供してもらうような仕組みもつくっておりますし，フードバ

ンクさんのほうでは，こども食堂ですとか，いろいろな機関に働きかけて，そういった連携をつく

っていけるような体制づくりを行っております。 

 また，フードバンクと似たような名前で，フードドライブというのがあります。年４回，調布市

が主催となって行っていて，社会福祉法人の連絡会が協力している形にはなっておりますけれども，

そういった取り組みが今度11月７日に市役所のロビーのところであります。家で余っている食料を

もってきてください，それを集めますという取り組みでございます。そこにもフードバンクの方々

が参加したり，食料を募っていったり，また総合福祉センター，国領あくろすの市民活動支援セン

ターにも常設のフードドライブの場所を設けておりますので，そういったところで家庭や企業のほ

うで不要になった食料を集める活動を進めております。 

 この取り組みに関しては，やはり１つの地域の中ではどうしてもできる話ではなくて，全市的な

ものとして取り組む必要がありましたので，そういった視点でかかわりをもってきました。なので，

行政やいろいろな機関等にもつなげながら，このフードバンクの取り組みが立ち上がった次第でご

ざいます。 

 30ページ以降は行動記録になりますので，後でごらんいただければと思います。どういった行動

をしたのか，訪問とか来所とか電話とか全部，一件一件チェックをしていて，最終的にまとめてい

るのですけれども，合計で6,000件ぐらい行動しているという話になっております。 

 また，相手先がどこかというところは32ページにありますけれども，課題を抱えた方当事者なの

か，住民の方なのか，行政や包括や民生委員さんなのか，そういったどこに連携してこのことを行

ったのかというところもまとめております。 

 最後が34ページ以降になりますけれども，では，その活動自体がどのような内容になっているの

か。例えば個別支援で動いたのか，地域支援で動いたのか，関係形成のために動いたのか，連絡調

整で動いたのか，そういったものも全てまとめていて，この件数も全部合計すると１万2,000件ぐ

らいになるかと思っております。こういった動きもみえるような形にして，地域福祉コーディネー

ターの役割を少しでも皆さんに知っていただければと思っております。 

 以上で29年度のコーディネーターの活動報告書に関しましては終わりたいと思います。 

 続いて，当日配付資料２，30年度地域福祉コーディネーター事業の概要等をごらんください。 
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 この29年度までの取り組みを踏まえて，30年度このようなことを取り組みますというのを挙げて

おります。こちらに関しましては，今年度，地域共生社会という国の補助金があるのですけれども，

そちらを申請するに当たって，具体的にこのような取り組みをしていきますというのでつくったも

のでございます。 

 国の補助金に関しましては，大きな２つの柱があります。１つは地域力強化ということで，地域

の課題発見や解決の力をもっと高めていきましょうという取り組み。もう１つが多機関連携による

課題解決です。いろいろな機関が連携して，複合的な課題を抱えた方の支援をしていきましょうと

いうものがあります。前者がアと書いてあるところで，イが後者になっております。 

 ほぼここに書いてあるのですが，地域福祉コーディネーターがこれまで取り組んできたことを明

文化したと思っていただければと思っております。いろいろな方々への働きかけですとか拠点の整

備，サロンの設立支援ですとか，また地域の方が地域生活課題を把握できるような場の設定といっ

たものはこれまで取り組んできたものでございますので，それをより具体的に数値化したのがこち

らになっております。 

 １点，ちょっと追加で入れているのが４ページになります。イ―(エ)地域住民の相談を包括的に

受けとめる場のバックアップ体制の構築とあります。この後，次第２のところで相談支援包括化推

進会議というのが議題に上がっておりますけれども，そちらと連動する形になっております。平成

30年度から新たに設定されました福祉圏域，小学校区ないし３校を１つにまとめたものが今８つ設

定されておりますけれども，その一つ一つにいろいろな専門機関，関係機関が連携するようなネッ

トワーク体制を構築しようというのを考えております。ですから，いきなり８圏域につくるのは難

しいところでありますので，今年度，まず１圏域モデルとして試しにやってみて，それを効果測定

しながら次につなげていけるようなものを考えております。 

 こちらは量的，質的目標ということでそれぞれ書いてあります。一つ一つお話しすることはあり

ませんので，ぜひごらんいただいて，このようなことをやるのだというのをご理解いただければと

思っております。 

○会長 ありがとうございました。それでは，30年度の事業評価についてです。 

○事務局 資料３です。地域福祉コーディネーター事業の評価についてと記載してございます。 

 今，地域福祉コーディネーターから説明ございましたけれども，地域福祉コーディネーターの事

業につきましては，国の補助金の交付を受ける条件といたしまして，評価とか，先ほどの資料２の

中に出てきておりますように量的目標や質的目標といった目標などを定めて，それに向かって事業

を進めていくという形で評価していく必要があります。それをまた年度末に取りまとめたものを皆

様におみせいたしまして，評価をお願いするものでございます。 
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 ２番目に行程・スケジュールと書いてございます。年明けの地域福祉推進会議で改めて評価につ

いて概要の説明をさせていただきます。また，評価用のシートについても当日配付をさせていただ

きます。 

 次に，３月初旬になるかと思いますが，コーディネーター事業の概要等をまとめたものを送らせ

ていただいて，評価シートも改めて送付させていただきます。 

 ３月８日が第５回地域福祉推進会議の予定となっておりまして，この日にコーディネーターの活

動報告，完成版はもうちょっと時間がかかるのですけれども，１月，２月ぐらいまでの部分で取り

まとめしたものの報告をさせていただいて，それに基づきまして皆様に評価をしていただくものと

なります。３月25日ぐらいを目標に皆様からご意見をいただきたいと考えております。 

 ３番目といたしまして，評価書の集約，公表等につきましては，皆様からいただいたものを集約

いたしまして，地域福祉コーディネーターに係る国の補助金の実績報告をする際に，国や東京都の

ほうに提出させていただくものとします。お忙しい中，大変恐縮でございますけれども，評価につ

きましてのご協力をぜひお願いしたいと思っております。 

 評価につきましては以上でございます。 

○会長 それでは，ご意見なり質問がありましたら，お願いします。 

○委員 今の地域福祉コーディネーター事業の評価についてですが，これは何か書類があって，

資料に基づいて数字とかでつけていくことになるのでしょうか。どのような評価の仕方になるので

しょうか。 

○事務局 細かい評価につきまして，また資料の書式をおみせしてという形になります。活動報

告の簡易版的なものを皆様にお渡ししまして，資料２に目標とかを書いてありますが，これがどの

程度進んでいるかとか，そういったことを踏まえまして皆様に評価していただく形になります。ご

意見をいただいたり，チェックをすることでご回答いただける欄を設けております。評価の記入例

などもつけさせていただきますので，よろしくお願いいたします。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 評価の資料２なのですけれども，ア―(ア)や，ア―(ウ)などで質的な目標に地域住民の

意識や行動の変化を促すとあるのですけれども，きちっとやろうとすると割と大変な評価で，質的

だから何か意見を聴取するような場を設ける，本当に質的でできるのかどうか少し検討なさったほ

うがいいかなと思いました。 

○事務局 ありがとうございます。検討します。 

○会長 確かに難しいですね。恐らく少し中期的に取り組んでいくことになるのだと思うのです

が。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 
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○委員 恐らくこういった活動概要があって，それに基づいてやると思うのですけれども，例え

ば，個別に困っている方にお会いするのは難しいまでも，何か現場に行ってみさせていただくみた

いな，そういうことはないのでしょうか。何か活動の一端に触れるような，あれはよかったなとか，

実感をもって評価できるような，そういうことはないのでしょうか。 

○委員 これまでやっていなかったのですけれども，せっかくの機会でございますので，そうい

う場をもし設定できれば，ご紹介できればと思います。 

○会長 個別支援のほうはちょっと難しいかもしれませんが，地域支援のほうは，今まではここ

に来て報告していただいたり，あるいは前田さんやほかの方からもご報告いただいたので，場合に

よっては，そこに委員の方に参加していただいてみていただくというのも可能性があれば考えてほ

しいということですね。ありがとうございました。 

○委員 よろしくお願いします。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 ご報告の５ページに相談経路の分析をされているのですけれども，本人からと地域で暮

らす人，それから関係機関からということで分析されているのですが，本人からは電話なりという

ことだと思うのですけれども，２と３については，多分，地域福祉コーディネーターのいわゆる人

脈とかチャンネルを通じて情報が入ってくるということだろうと思うのです。要するに，問題が物

すごく潜在的なものについて，必ずしも十分そういう課題を拾い上げているのかどうか，その辺，

実際の活動を通じてどう考えられているのか，ちょっとお話しいただければと思います。 

○委員 地域福祉コーディネーターがアウトリーチすることで，少なくとも何件かは拾うことが

できたのかなと思いますが，これだけ動いていて出てきたものがこういう件数だとして，もっとた

くさんのものが潜在化しているのだろうというのは容易に想像できるものかなと思っています。で

すから，これをどのようにみつけていくかというところは非常に難しい問題でもありますし，それ

こそいろいろな人たちが同じ方向を向いてやっていかないとできる話ではないと思っております。 

 地域支援という形でいろいろなサロンとかも一緒につくっていきますが，そういう場であの人が

みたいな発見できるような機能があったり，また自治会や地域の民生委員さんなどもいろいろな情

報をもっていらっしゃると思うので，それをどうしたのかなとみんなで考えられるような場も必要

かなと思っております。そういったものをつくりながら，課題を抱えた方が１人でも発見できるよ

うな体制をつくって，かつ同じような方を二度と出さないというか，予防的な観点も含めて地域と

一緒に考えていければいいかなと思っております。まだまだこれからだと思っています。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 潜在化しているケースはまだまだたくさんあるでしょうけれども，地域に入っていって，
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さっきの事例もありましたが，わざわざ相談には行かないけれども，地域の中に入っていると，ち

ょっとこれが気になっているのだけれどもということからつながって，掘り起こされていくという

ことはいろいろあるのではないかということでした。あるいは地域の方が気がつくためには，少し

学習会を経験してみるとか，いろいろな経験をして気がつく力が強まってくれば，潜在化している

ものに気がつく方がふえる。そうすると，それがつながってくるという可能性もあって，これはさ

っき質的なことにも関連して，なかなか簡単ではないという話もありましたが，そういうことも少

しずつ進んでいくといいのではないかと思います。大事なご指摘だったと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。ちなみに，地域福祉コーディネーターになって，異動でほかの仕事に

移ったという人は今までいるのですか。 

○委員 今のところいません。 

○会長 では，一旦そうなると抜けられないですね（笑声）。どういう方針をもっているのですか。 

○委員 私の立場でどの程度話すのかというのもあるのですけれども，やはり地域の中で活動す

るということは，例えば３年に１回変わっていたら，関係づくりができたところで終わってしまう

ので，中長期的なスパンで考えていかないといけないというのは社会福祉協議会としても実感して

いるところであります。ですから，明確に何年というのは特にないですし，あとは配置されている

状況ですとか，いろいろな法人全体のバランスもあったりしますので，そういった点で考慮してい

くような形かなとは思っています。 

○会長 10年，20年と全然変わらないということはないでしょうから，変わったときも大きな課

題が生じないように協働して地域を担当するとか複数とか，いろいろなことを考えていく必要がだ

んだん出てくるかもしれないですね。 

 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員  コーディネーターさんが今６人になりまして，西部，北部地域と全部体制を知ってい

るのですけれども，その中で世帯連携などをみましたら，ここは世帯状況で単身者が多いとか，こ

の辺はかなり高齢者が多いとか，そういう特徴を皆さんつかんでいらっしゃると思うのです。それ

に関しまして，では未来を想定して，こういうところで勉強会をしましょうとか，こういうところ

がちょっとわからないから相談してほしいという感じで，みんな寄り添って何か会合とかはなさる

のでしょうか。変な質問かもしれませんが，お願いします。 

○委員  それはコーディネーター同士でということですか。 

○委員  はい。お互いの。 

○委員  地域福祉コーディネーターは，基本的に地域に１人で出ていますので，どうしても孤

立しがちで，本当に重たい相談もあったりしますので，ほかのコーディネーターと話をして，１人



- 12 - 

 

の問題にさせないというのは常々行っております。 

 具体的には，１つが，必ず社会福祉協議会の事務所に出勤するような形にして，そこで朝きちん

とミーティングをして，例えばこんな相談があった，このように動こうかと思っていますみたいな

話だとか，そういうのをちゃんと共有した上で地域に出ていったりだとか，また，週に１回また別

にミーティングを設けていて，より具体的なケースの掘り下げですとか，悩んでいることを出し合

ったりだとか，そういうことを行っています。 

 さらに，年６回なのですけれども，学識の大学の先生をお呼びして，スーパービジョンという形

で助言や指導をいただいております。ケースのことを考えたり，今後，例えば５年，10年を考えた

ときにどうするかとか，いろいろな客観的な視点をいただきながら取り組みを進めていますので，

職員が孤立しないような体制づくりは社会福祉協議会としても取り組んでいるつもりでございます。 

○委員  ありがとうございます。 

○会長  ほかにいかがですか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは，地域福祉コーディネーターの活動報告はここまでにしたいと思います。 

いずれにしても，活動状況についてはこの委員会で毎回何らかの形でご報告していただいて，委

員の方にも継続的に様子をみていただきながら，最後のほうの評価に移っていくようにしていきた

いと思います。お話を伺った上で何かいろいろ助言とか，こうしたらというようなことがあれば，

またそのたびにご発言いただければと思います。では，一応きょうの地域福祉コーディネーター活

動報告については以上にしたいと思います。 

 続きまして，２番目の議事です。調布市相談支援包括化推進会議について，事務局お願いいたし

ます。 

○事務局 では，相談支援包括化推進会議について，パワーポイントを使ってご説明いたします。

前のスクリーンをごらんください。お手元に印刷物もご用意しておりますので，あわせてご活用く

ださい。 

（パワーポイント） 

 調布市では，地域福祉計画の推進と多機関の協働による包括的な相談支援体制の構築を進めるた

め，新たに相談支援包括化推進会議を立ち上げましたので，そのご報告とご説明をさせていただき

ます。 

（パワーポイント） 

 ２ページをごらんください。地域における住民の国のイメージ図となります。前回の会議でもご

説明しておりますけれども，確認のために再度お話をさせていただきます。 
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 ポイントとしては，①地域力と公的な支援体制が協働した支援体制を構築していくことと，地域

づくりの取り組みと相談支援体制の整備と取り組みを一体的に行うということです。 

 イメージ図の上段をみていただきますと，住民に身近な圏域では，住民が主体的に地域課題を把

握して解決を試みる体制づくりが書いてございます。下段の楕円では，包括的な相談支援体制のイ

メージ図となっております。調布市では，このイメージ図に基づきまして，新たなトータルケアの

イメージ図を作成しております。市のイメージ図や取り組みは次のページ以降でご説明いたします。 

（パワーポイント） 

 地域におけるトータルケアの推進としております。これは地域福祉計画の重点施策１にあります

調布におけるトータルケアシステムのイメージ図となっております。 

 国のイメージ図と同じく，市のイメージ図の上部が地域力の強化をあらわしまして，下のほうが

多機関の協働の部分になっております。包括的な支援体制の構築というところをあらわしているも

のでございます。 

 市の福祉圏域は，福祉，教育，地域コミュニティ等の共通基盤である小学校区を基礎とし，それ

らを複数で構成される中学校区規模の８つの圏域と前回も説明をさせていただいているところです。 

 福祉３計画の圏域の統一化を図ることで，専門機関等の担当エリアの整合や地域での顔のみえる

関係づくりを進め，多問題を有する個人や家庭の福祉課題に対応していきます。特にこの取り組み

の中心となるのが，先ほどもお話がございました地域福祉コーディネーターとなります。 

 図の中段より少し下に８つのボックスが並んでいます。これは８つの福祉圏域をあらわしていま

す。地域福祉コーディネーターは，平成30年度に２人増員して，現在６人で活動しております。ま

た，これまでの地域福祉コーディネーターの役割に新たに地域共生社会の実現の取り組みといたし

まして，相談支援包括化推進員という役割を付加いたしました。 

 それでは，この後，包括化推進会議の概要と今後の取り組みについてご説明いたします。 

（パワーポイント） 

 ４ページです。初めに，この会議の設置目的です。 

 福祉を初めとして，生活上の課題を複合的に抱える方や家族，世帯などに対し，相談支援に係る

関係機関等の相互の連携をもとに必要な支援体制を提供し，支援が包括的に提供される体制等の整

備を図ることを目的としています。 

 なお，平成30年度はモデル的，試行的な実施といたしまして，福祉健康部を中心とする関係機関

や庁内部局で会議を構成しています。 

 今後，段階的に拡充し，本格実施の際には，さらに関係する多分野の相談機関や庁内部局の参加

を求めていくことを予定しています。また，本取り組みは，今年度から国の補助事業である地域共
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生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業の内定を受けておりますので，この事業に沿って実

施していくものでございます。 

（パワーポイント） 

 次のページは，会議の検討内容についてです。 

 複合的な課題を抱える相談者等に対し，必要な相談支援が円滑に提供できるよう，次に掲げる内

容について検討，意見交換等を行います。 

 １つ目，各相談支援機関の業務内容の理解。２つ目，相談支援の包括化を図るための各相談支援

機関の具体的な連携方法。３つ目，地域住民が抱える福祉ニーズの把握。４つ目，地域に不足する

社会資源創出の手法。５つ目，支援実績の検証。 

 なお，この会議の取り組みについては，本会議である調布市地域福祉推進会議において適宜報告

し，検証していく予定でいます。 

（パワーポイント） 

 ６ページです。これは会議全体のイメージをあらわしたものです。 

 中心部の水色の円が相談支援包括化推進会議の全体となります。上段に管理職を中心とした包括

化推進会議が書いてございます。その下に係長職を中心とした部会を置き，必要に応じてさらに専

門部会を置きます。 

 また，この包括化推進会議とは別の会議体として，地域福祉コーディネーターが兼務する相談支

援包括化推進員を中心に，福祉圏域ごとに個別ケースの検討会を構築していきたいと考えておりま

す。今年度，モデルで１地域やっていく予定となっております。 

（パワーポイント） 

 ７ページです。会議・部会の構成・役割でございます。 

 まず，包括化推進会議は，管理職を中心とした本会議です。主な役割として，市全体に係る施策，

制度面からの包括的な支援体制の整備を検討してまいります。 

 次に，部会は，主に係長職を中心に相談支援機関を加えた実務者会議と位置づけております。部

会は，包括化推進会議の唯一の下部組織であり，専門的な事項につきましては，専門部会を設けて

行う予定でおります。 

 部会では，包括化推進会議の検討事項のうち，実務的な事項を実務者の視点から具体的な支援方

法や各相談支援機関の連携方法等を検討します。この部会の設置は，30年度中を予定しています。 

 次に，専門部会です。専門部会は常設の会議ではなく，包括化推進会議や部会の検討により，必

要に応じて相談，ケース類型に合わせて専門的な特定の事項を検討するものと位置づけております。

これらについては，今後の議論等を踏まえ，設置を検討したいと考えております。 
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（パワーポイント） 

 ８ページです。会議の対象課題については，表のとおり国が実施要領で例示しております。 

 最上段の要介護高齢者の親と無職でひきこもり状態にある子どもが同居している世帯，いわゆる

8050問題や，その２つ下の項目の親の介護と子育てを同時に抱えているダブルケアの問題など，複

合的な課題や制度のはざまの課題が対象となっています。 

 国の例示では，複数の支援機関が記載されていますが，調布市においても地域の実情を踏まえて，

各部局や関係機関の連携をもとに包括的な相談支援体制の構築を図っていきたいと考えております。 

（パワーポイント） 

 ９ページです。相談支援包括化推進員です。 

 包括化推進員は，国庫補助金事業上でも設置が必要となっていますが，調布市でも新たな地域福

祉計画で地域福祉コーディネーターと兼務する形で設置することとしております。 

 主といたしまして，地域の相談支援機関のコーディネート業務を担う者で，具体的には相談者の

抱える課題の把握，相談支援機関等との連絡調整などを行います。これらの役割は，地域福祉コー

ディネーターの既存の役割と重なるところが多いため，実際はコーディネーターに相談支援包括化

推進員の機能を付加する形で事業を展開してまいります。 

 活動内容としては，相談当事者のみならず，世帯全体の複雑化，複合化したニーズを把握し，課

題を見きわめ，さまざまな相談機関等と連携をし，支援をコーディネートしてまいります。活動は

８つの福祉圏域の各圏域を基本といたします。 

（パワーポイント） 

 10ページです。あわせて，先ほど前田コーディネーターから活動報告をしていただきましたが，

いま一度，地域福祉コーディネーターについて簡単に説明させていただきます。図のほうが先ほど

の活動報告と違っていまして，ちょっと前の図となっております。ご了承ください。 

 地域福祉コーディネーターは，制度のはざまで苦しんでいる方などに対し,地域の生活課題の解

決に向けた取り組みを行います。 

 主な役割といたしましては，右側の図に示しているとおり，まず，地域にアウトリーチをして，

地域の生活課題を発見し，受けとめます。課題解決に当たっては，関係機関や地域住民などとの支

援のネットワークを構築し，フォーマル，インフォーマルの両面からの解決が進むようコーディネ

ートを行います。現在，６人で活動を行っております。 

（パワーポイント） 

 次のページです。各福祉圏域における相談支援の包括化についてです。 

 包括化推進会議での検討と並行して，将来的に各福祉圏域においても地域福祉コーディネーター
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を核とし，複合的な課題に対するネットワークを構築し，この包括化推進会議とは別の会議体とし

て，各福祉圏域での包括的な相談支援体制の構築を図りたいと考えております。 

 30年度の取り組みといたしましては，社会福祉協議会と協議してモデル地域を１ヵ所選定し，試

行実施することを検討しているところでございます。 

（パワーポイント） 

 最後に，30年度以降の取り組み予定についてご説明いたします。 

 １番目，この包括化推進会議の開催は，年２回程度を考えています。第１回を10月16日に行いま

した。次回は年を明けて１月から２月ごろを予定しております。 

 次に，部会の設置・開催についてです。包括化推進会議を構成する各部局の係長職と市内の各分

野の支援機関の実務上の責任者で30年度中に設置をしていきたいと考えております。ただいま進め

ている最中でございます。 

 また，本日出席の各関係機関，各課において，部会員の参加につきましては，今後ご協力をお願

いするようなこともございますので，よろしくお願いいたします。 

 最後に３番目，今後の会議内容・検討事項です。特に②相談支援の包括化を図るための各相談支

援機関の具体的な連携方法について，実務的，具体的な見地からの部会で深めた議論を踏まえ，方

向性を検討していきたいと考えております。 

 また，④のとおり，地域福祉推進会議でこの会議についてご報告すると申し上げましたが，ご意

見をいただいたりしましたら，またこの包括化推進会議のほうにそれを戻してまいりたいと考えて

おりますので，よろしくお願いいたします。 

 これまで説明をしてまいりましたけれども，30年度はモデル的な実施としておりますので，さま

ざまな議論を踏まえながら，緩やかに柔軟に対応を検討する中で，本格実施に向けて検討を進めて

まいりたいと考えております。 私からの説明は以上となります。 

○会長 ありがとうございました。それでは，相談支援包括化推進会議について，今もっていら

っしゃる構想というか，実際にもう進み始めているのですけれども，ことしは１ヵ所，実際の地域

でのモデル実施もやろうというお話なのですが，何かご質問，確認したいこと，ご意見などがあり

ましたら，あるいは今後，その取り組みを具体化する上で検討すべき課題などについてもありまし

たら，ご意見いただければと思います。どうぞ。 

○委員 現在のところ，モデル地域の候補はどこが挙がっているのですか。 

○事務局 緑ヶ丘，滝坂の圏域のところで今考えております。 

○委員 いいですね。私，緑ヶ丘に住んでいますから。 

○事務局 ご協力，よろしくお願いいたします。 
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○委員 要請があれば，できることであれば幾らでもしますよ。 

○会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 国の施策で補助金が出るということで，こういう役割を新たに地域福祉コーディネータ

ーに付加するということなのですが，自分の地域にいるコーディネーターさんも日ごろみていて，

機能は付加されて人はふえないのかなというのは，ちょっと思うところではあると思うのです。も

ちろん，今年２人ふえたということで，また来年とかあるのだとは思うのですけれども，そういう

バランスも考えていく必要があるのではないかと感じたのが１点。 

 もう一点，これはもうちょっと深い話なのですけれども，今，資料等もみさせていただいた中で，

情報共有をして各機能を理解するということだったのですが，市がコントロールしている範囲内だ

けということですかね。というのは，私，現役の中学生の子どもがいて，ＰＴＡの会長とかをやっ

ているのですけれども，学校はいないんだとか，例えば学校関係でよく困ることといえば道路事情

とかで，そうすると警察とかという絡みもあったりするのです。なので，調布市という枠の中のこ

としかできないのか，せっかくなので，それを超えた多機関，例えば都とか国とかというレベルの

行政とも連携できるのかできないのかというところをちょっと教えてもらいたいのですけれども，

そのあたりいかがでしょうか。 

○事務局 先ほど，第１回包括化推進会議を開催させていただきましたとご報告したのですが，

実はそこには多摩児童相談所の所長様，それから今会議の委員であります，多摩府中保健所の方に

入っていただいています。現段階では市の福祉関係部署のメンバーで進めているところでございま

すけれども，先ほど最後のほうで申し上げたように，今後必要に応じて広げていくことは想定して

おりますので，進めながら必要なところをふやしていきたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

○委員 ぜひよろしくお願いします。 

○事務局 教育の話も出たので補足で。一応，教育部局として，教育委員会のほうの教育相談所，

もしくは指導室，いわゆる学校に対して影響のある部局も入れておりまして，そのほか社会福祉協

議会のこころの支援センターとか，もしくは事業団のすこやか，いわゆる児童福祉の虐待とか，そ

ういった部分を支援するような外部機関も入れております。 

 ご質問がありましたとおり，多機関連携はもっと広い概念でありますので，こうした周辺の機関

をまず固めていった中で，着実に実績とか，またこういったところはよくないねというところは改

めていく中で，さらに就労とか，そのほかいろいろな他分野についても広げていきたいというのが

構想としてございます。一応，補足させていただきます。 

○会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょう。どうぞ。 
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○委員 何点かお聞きしたいのですが，まず，相談支援包括化推進会議というのが管理職を中心

として組織されたということなのですけれども，市の行政のどういう部門の人たちが入っているの

かということをできたらちょっと教えていただきたいのが１点。 

 福祉圏域がまとめられたわけですけれども，この福祉コーディネーター，あるいは相談支援包括

化推進員の拠点を今後８ヵ所に配置していく上で，どういう拠点をつくっていくのか。地域包括支

援センターみたいにどこか委託するような形でやるのか，それとも，私個人的には，地域包括支援

センターとも合体したような，地域に１ヵ所トータルでやるようなところを担っていくのが本当は

一番望ましい姿だと思うのですけれども，そこら辺について，ちょっと今後の考え方をお聞かせい

ただきたいのですけれども。 

○会長 どなたがお答えになりますか。どうぞ。 

○事務局 メンバーにつきましては，今，補佐からもお話がございましたけれども，福祉健康部

の関連各課，それから教育のほうの相談所ですとか指導室，住宅課，その他，社会福祉協議会です

とかこころの健康支援センター，子ども家庭支援センターすこやか，ゆうあい福祉公社の事業課の

方，それから多摩南部成年後見センターの所長など，23人で今年度スタートしております。会長は

福祉健康部長を位置づけております。これが最終的なメンバーではなく，先ほど申し上げましたよ

うに，今後それを拡大していく予定でおります。 

 あと，地域の拠点の場所というのは，きちんとこうしていくというのは，実際はまだみえてきて

おりませんので，今後検討していく中でみつけていきたいと思っております。 

○委員 では，モデル事業のときは，とりあえず今までどおり社協にということになるのですか。 

○事務局 モデル事業で地域の中でという場合は，地域の中にある場所を使ってやるであろうと

思っております。 

○委員 わかりました。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 今回の市の相談支援包括化推進会議というのは，今頑張っておられる前田さんなどのコ

ミュニティソーシャルワーカーの仕事をバックアップするという意味で非常に有意義なものなのだ

と思っております。その上でお聞きしたいのは，この会議には地域福祉コーディネーターの方が参

加するのかどうかということが１点。 

 それから，先ほどの委員からのご指摘にもありましたように，複合的な福祉課題をメーンにやる

ということなのですけれども，それがメーンであることは間違いないのですが，例えば子どもの話

などは，要するに家族と子どもの関係ということでみると，別に複合的ではなくて，家族にいろい

ろな障害とか，あるいは育児放棄のような問題があって，子どもが被害に遭っているようなケース



- 19 - 

 

もあると思われます。それも複合的な課題だと思うのですけれども，そういったものもすくい上げ

られるような仕組みをぜひ何かご検討いただきたいと思います。 

○会長 これはご意見でよろしいでしょうか。 

○委員 地域福祉コーディネーターが参加されるかどうかだけ。 

○事務局 今ご説明が漏れておりました。コーディネーターは，まず前田さんが委員として入っ

ております。事務局側でその他のコーディネーターは全員入っております。 

○事務局 補足です。複合的なというところで，家族の話をしていただきましたとおり，よく個

別支援に関しても，今まで個に対して支援したところが，地域共生社会の実現が世帯単位丸ごとと

か，家族丸ごとというのがテーマになっておりますので，先ほどありましたとおり，例えば育児放

棄や障害，もしくは困窮とかが絡んだ部分についても，当然ケースによっては対応の対象になって

くると思いますので，そういった部分を踏まえながら今後やっていくことになると思います。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 ７ページで，この会議自体についてなのですけれども，いろいろな機関の人が参加して，

調整がなかなか大変かなと思うのです。あるいは，やることの優先度とかをつけるのが大変かなと

思うのですけれども，そういうところで調整するのはどういう人かと，あと座長みたいな決定する

人は誰かというのを教えていただきたいのですけれども。 

○会長 今考えていらっしゃることを説明していただけますか。 

○事務局 会議体のメンバーは先ほど申し上げましたように23人委員がいらっしゃいまして，福

祉健康部長を長にしておりまして，福祉健康部参事と次長が副という形で位置づけている会議体と

なっております。 

○会長 市の段階は今のような行政としての仕組みでつくられて，会長は部長ということなので，

そこの事務局を担当するのは…… 

○事務局 福祉総務課とコーディネーターが担当しております。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 この取り組みは，これから本格化していくといろいろな課題も出てくると思うのですが，

副会長に今までの話を聞いたうえで気がついたことをお願いしたいと思います。 

○副会長 会議が幾つかあるのですけれども，１つは，会議が多くなるということで，屋上屋で

はないですけれども，また会議ですかというのがちょっと気になります。潰れる会社は会議が多い。

しかし，意思決定が結局できない。それは同じことをいってはいけないのだけれども，やはり会議

をどうするのかというのはあるのかなと。次々と厚生労働省からそういう会議がおりてきて，調整

とかコーディネートとかという話なのだけれども，本当に実質的に何か決まって，次々と前へ前進
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しているのかどうかというのが気になることです。 

 それから，例えば生活支援コーディネーターとか，いろいろ同じような感じの職種の人が次々と

出てきているので，これもどうやって調整するのだろうかというのがあります。 

 その上でいえば，ちょっと気になるのが，個人が地域に張りついているので，結局，問題解決力

のクオリティーがその人個人の能力にかなりかかってしまうということになると，やはり研修等々

を通して，ＯＪＴなのかもしれませんけれども，この方々のクオリティーをどうやって上げていく

のだろうかというのはかなり気になるところです。そういう意味でいうと，コミュニティソーシャ

ルワーカーの方々には今までの経験があるのですけれども，こういう新しいことに対してどのよう

に研修体制を組んでいくのかというのがちょっと気になるところではあります。 

 これは，実はずっと昔なのですが，1960年代，70年代に福祉事務所の実験事務所というのがあっ

て，福祉センター構想というのがあるのですけれども，そこでジェネリックかスペシフィックかと

いう議論が起こったことがあるのです。ジェネリックとは何かというと，今でいうケースワーカー

の人たちが地域に張りついて，それでいろいろな問題をそこで受けて解決するというジェネラリス

トソーシャルワークみたいなモデルをつくってやったというのと，もう１つはスペシフィックで，

高齢なら高齢，障害なら障害，児童なら児童で，その問題だけを担当するというやり方をやったの

ですが，結局，ジェネラリストソーシャルワークで実験事務所でやったときの難しさというのは，

福祉の六法で次々と上がってくる多様な問題に結局ワーカーの人が耐えられなくなった。きょうは

障害，あしたは高齢，次の日は児童，関連法令も全部覚えていかなければいけないということがあ

ったので，そのことを思い出したりすると大変かなと。少し様子をみながらサポートする体制をつ

くらないといけないのかなと思っています。質問よりもコメントになりました。 

○会長 ありがとうございました。これは壮大な実験のような気がするのです。そう簡単ではな

い。今おっしゃったように，１つのモデル地区をつくってやるということなので，そこでかなりし

っかりやってみる必要があると思うのですが，地域で個別の複合的ないろいろ難しい問題をそこで

扱うというようにして，そこの地域福祉コーディネーターが包括化推進員だから，そこを調整しな

がら進めることになると思うのですが，ソーシャルワーク的な役割と，いわばそれが日常化すると

きの具体的なケアのレベルになったときと，どのように考えていくのかというのを考えておかない

と，ケースがふえていくと，どんどんパンクするということが起こるので，やはりそれは地域福祉

コーディネーターとしてどこまでやって，その経常的なケアの段階に入った場合はどのようにして

いくのか，これは実験，まさにモデルとしてかなりいろいろ考えてみる必要があると思います。 

 それから，本当にその地域で個別のものに対応できることを仕事としてある程度やれる包括の方

とか何人かが核になってやっていく，そこの核のコーディネート役を地域福祉コーディネーターが
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やるというならできていくと思うのだけれども，１人で立ち向かうのはとても大変なことになって

いくので，そんなことも含めて，いろいろな意味でのモデル的な，地域福祉コーディネーターの役

割から，もう１つ新しい段階のところというのは，相当大変な課題になってくる。そこにずっと突

っ込んでいってしまうと，地域福祉コーディネーターの役割が深まる側面があると同時に，何か今

まで発揮していたことがちょっとできなくなる，エネルギーがそこにとられてしまう可能性もなき

にしもあらずで，さっき毛利さんがいっていたみたいに，場合によっては複数配置だって考えてみ

ることは必要ぐらいの問題意識ももっていたほうがいいかもしれない。 

 今はまだそれがなければできないということはないですけれども，そういうことも含めて，かな

り大きな実験的な取り組みになっていくのではないかと思います。それに調布市として取り組むと

いうことですから，これは非常に意味のあることで，これからも報告いただきながら，少し皆さん

からもいろいろなご意見をいただいて，いい取り組みになっていくようにみんなで力を合わせたい

と思います。 

 ほかにもしなければ次に行きますが，どうでしょうか。とりあえずよろしいですか。どうぞ。 

○委員 私も地域コーディネーターという方の役割とか使命とか責任というのは，ますます重く

なると思う。今意見がありましたけれども，やはり人間ですから，頭がパンクしておかしくなって

しまったら，実際にはそのコーディネートが必要ですよ。地域でたった１人ですから。私はそのよ

うな存在になれればいいなと思っています。やはり２人か３人ぐらいは，自分の愚痴をいったりす

る相手が必要なのです。完璧な人間なんていないのですから。そういった意味では，地域コーディ

ネーターの人たちを支援する体制も必要ですよ。生身の人間ですから。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 その辺のかかわりは国の補助事業となっているのですけれども，国のほうの人的配置の

規定は何か具体的に提示されているのですか。 

○事務局 国のほうは，配置の規定は特にございません。補助額が決まっているだけで，その中

でやるべき事業が位置づけられております。 

○委員 では，包括事業だから包括予算だということですね。 

○事務局 今の話は，国のほうは全国を相手にしておりますので，住民に身近な圏域とかという

表現を使っていて，それは地域の実情に応じて決めていきなさいということになっております。地

域の実情ということなので，大体，小・中学区とか中学校区程度というのが出てくるかと思うので

すけれども，調布においては，前回の委員さんたちと協議して決めさせていただいた地域福祉計画

において８圏域を福祉圏域として標準とすると決めておりますので，そういった圏域，区割りが１

つの基準になるかと思います。 
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 先ほどの説明は，何万人当たりに何人置きなさいとか，そういった部分について厳格な規定はな

いところですが，今いったような考え方は示されているというところでございます。補足です。 

○委員 いい考え方だと思うけれども，具体的な金額としてはどのくらい出ているのですか。調

布市が考えるに担うような補助金額なのですか。 

○事務局 補助金の金額でございますが，地域力強化と多機関協働と２種類ございまして，一方

が2,000万，もう一方が2,400万の４分の３ということになっております。 

○副会長 一言だけ。これは行政にいいたいことなのですけれども，大体，厚生労働省がこうい

う実験的なプロジェクトをやると，３年なら３年とか時限を決めると，３年たつとやめることを前

提にしているということを覚悟しておかなければいけないということなのです。なので，その後は

続けようと思ったら自治体が自分たちでお金をひねり出さないと続けられないということが多々あ

るので，今からそういうことを頭の隅に置いて，どうするかということを考えておかないといけな

い。これはこのプロジェクトだけではなくて，今までのいろいろなプロジェクトは大体そういう形

になっているので，行政のほうもちょっと考えておいたほうがいいかなと。未来永劫ずっと補助金

が出続けるということではないのではないかと私は思っています。 

○委員 今，地域福祉コーディネーターの方たちはお２人ふえて６人で，それでとても一生懸命

やっていらっしゃるのをみていて，もっとお仕事がふえていくのは，物理的時間は間に合ってい

る？ 本当にアウトリーチしていらして，すごく忙しそうにしていらっしゃるのをみているので，

先ほどから負担のことをおっしゃっていて，その辺は一番心配になるところです。 

○委員 それにちょっと補足でかぶせてしまうのですけれども，ＣＳＷの方に結構新たな負荷が

かかるということと，あとこちらの30年度の事業概要のところで，量的目標というのが結構掲げら

れていますが，これは通常業務をしていればクリアできる量的目標なのか，それともさらにもっと

頑張らなければいけないというか，ちょっとその辺が心配になってしまったのです。 

○会長 では，お願いします。 

○委員 先ほどから本当に皆様の温かい励まし等をいただきまして，非常に感銘を受けておりま

す。地域福祉コーディネーターの業務は多岐にわたっていますし，ある意味，制限がないのです。

例えば，ある部署だったら，ここからここまでとある程度明確なわけです。でも，ないのです。は

ざまの問題といったら，みんなはざまになるわけです。かつ，プラス地域の人と一緒に推進してい

こうと地域も全て対象にしなければいけないということで，そう考えると，やはり一人一人にかか

る負担は非常に大きいというのは，自分もやりながら感じております。 

 さらに事務的なところで，先ほどの六千何件と全部記録をとっているのですけれども，ああいう

のもやっていくというようになりますので，そう考えると，そこをサポートする体制は必要だなと
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感じてはいます。 

 地域福祉コーディネーターのちょっと矛盾するところというか，やっていけばやっていくほど，

また新たな相談が入ったりして，どんどん業務が膨大になっていくのです。もちろん，地域の中で

できることがあって，そこが中心になっていけばいいのですけれども，では，ゼロになるかといっ

たらならないわけです。どんどんふえていくわけです。かつ個別の相談で，複合的な課題とか多問

題というのは，すぐには解決しないので，それがまた蓄積されていくという状況がある中で，多機

関連携というのはまさしくその部分で，やはり地域福祉コーディネーターが１人で全てやる話では

絶対ないですよねという話もあります。例えば高齢者の問題だったら，主たる支援者は誰かといっ

たら包括支援センターになったり，障害だったら障害福祉課であったり，いるはずのところもあり

ますので，そこがきちんと情報共有しながら俯瞰的にみて支援できるような体制をつくりましょう

というのが今回の目的かなと思いますので，こういった場をつくることで地域福祉コーディネータ

ーの取り組みがより充実して，地域の中の取り組みに集中できるような体制がつくれればいいかな

と思っております。 

 先ほど，現実的な目標なのかということなのですけれども，ある程度，現実的にしていて，達成

できそうなところを数値として上げております。ですが，そのときの状況に応じてどこまでできる

かという部分もあったりしますので，実現できるような目標を立ててやっております。 

○事務局課長 複合的な課題として，先ほど地域福祉コーディネーターからも報告がありました

けれども，46.3％は複合的な課題ということで，福祉課題でこれからどんどんふえていくのかなと

考えております。やはり行政としましては，こういった複合的な課題を何とか解決していかなくて

はいけないのかなと考えていく中で，調布市としましては，今，本当に地域福祉コーディネーター

に結構頼っているところもあるのですけれども，そういった中で今回，相談支援包括化推進会議を

立ち上げさせていただいて，いかに多機関がうまく連携していけるかは本当に難しい問題だと考え

ております。 

 そのために，まずはモデル的と先ほどから申していますけれども，福祉関係である程度構築を固

めさせていただいて，その後に別の部門とも連携して，連携することによって，地域福祉コーディ

ネーターの，ある意味，負担のほうに傾いてしまう可能性もありますけれども，なるべく地域福祉

コーディネーターに負担にならないような形で構築していければと考えております。 

 これを考えていくに当たりまして，やはり行政のみでは限界があると感じておりまして，こうい

った地域福祉推進会議の学識の先生や市民の方や福祉団体の方からいろいろなお知恵をいただきな

がら構築していきたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。 
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 いずれにしても，これからの福祉の新しいあり方をつくるぐらいの非常に大きな取り組みになっ

ていくだろうと思いますので，地域福祉コーディネーターの取り組みを都内でも非常に先駆的にや

ってきているわけだから，いろいろなことがあることははっきりしているのですが，新しい課題に

も取り組んでいって，すぐ簡単に成功というようにはいかないと思うのですが，みんなで知恵を出

しながら，あるいは新しい取り組みの中で，こんな方法でそれができるのではないかというような

見通しも生まれてくるのではないかと期待しております。 

 それでは，またこれは引き続き議論が必要だと思いますが，きょうはとりあえず推進会議の大き

な概要と，どんな取り組みをするかということについては，私どもは理解したということにしたい

と思います。 

 次に，市民福祉ニーズ調査について説明をお願いいたします。 

○事務局 では，市民福祉ニーズ調査についてお話しさせていただきます。資料５でございます。 

（パワーポイント） 

 まず，調査の目的ですが，国や調布市の動向を踏まえまして，アンケート調査，それから住民懇

談会等によりまして，市民の生活実態や地域の福祉に対する意識や意見，ニーズを把握し，福祉施

策を検討する際の基礎資料とすることを目的としております。 

 前回，平成28年度に調査を実施いたしました。郵送による調査でございまして，督促礼状を１回

送付するという形で調査を行っております。 

 調査の時期といたしましては秋でございまして，前回は10月11日から10月27日という期間で行っ

ております。 

（パワーポイント） 

 次の画面では，調査の一覧ということで表を載せさせていただいております。 

 調査は，18歳以上64歳以下の市民を対象としました調布市民の福祉意識と地域生活に関する調査

がまず１つ。それから，65歳以上の市民の方を対象とした高齢者の生きがいと地域生活に関する調

査。 

 それから，今度は障害のある市民の方を対象としたものでございまして，まず18歳以上の方を対

象としまして，身体障害者手帳を所持されている方を65歳以上とそれ以下ということで分けており

ます。また，愛の手帳の所持者，それから精神障害者保健福祉手帳を所持されている方。前回，初

めて難病患者の方にも調査をかけております。 

 もう１つが，障害のある市民の方で18歳未満の方ということでの調査をさせていただいておりま

す。手帳所持者，あるいはそれをサポートされている方を対象に回答いただいております。 

 調査人数と回答率については，表に記載のとおりなのですけれども，１番目の18歳以上64歳以下
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の市民の方，2,000人を調査対象といたしましたが，大変残念ながら36.6％という低い数字となっ

ております。高齢者の方で67％，障害者の中では65歳以上の身体障害者手帳をおもちの方が高い率

で回答いただいているような形で，平均しまして54.7％の回答でございました。 

（パワーポイント） 

 次のページです。調査表を郵送させていただく調査のほかに，住民懇談会というのを行っており

ます。住民の意見を直接お聞きする機会を得てやっていこうと捉えたものでございまして，住民み

ずから住んでいる地域について主体的に話し合う場を提供させていただいて，住民の皆さんが地域

福祉の課題を認識し，どう取り組むとよいか考えるきっかけとなるような場となってほしいという

願いのもとにやっております。 

 人口推計の資料などを提示しまして，調布市の将来像などを検討する機会としております。また，

将来像を見据えた上で，地域に必要な拠点や住民同士でできる支え合いといったことを検討する場

とさせていただいております。 

（パワーポイント） 

 次のページでは，前回の開催日時と参加者数を表としております。 

 今の地域福祉計画は，先ほど来ご説明しておりますように30年度からの計画で，計画策定の段階

で身近な圏域を８圏域と設定しておりました。それ以前の地域福祉計画は10圏域となっておりまし

た。10圏域で地域福祉コーディネーターの配置が始まったのですが，コーディネーターが４人にな

った段階で，地域を東西南北で受け持つという形で切らせていただいた関係もありまして，このと

きの住民懇談会は，地域を東西南北という形で分けさせていただいて，平日の夜と土曜または日曜

日の日中開催としてやりました。ただ，お手紙を送ったり，地域でチラシをまいたり頑張ってはみ

たものの，皆さんがみても数字的には参加者が少ないと感じられるのではないかと思いますが，前

回はこのような数字でございました。 

（パワーポイント） 

 そういったこともありましたが，私ども市といたしましては，もう少し皆さんの声を何とか拾い

たいということがございまして，ミニアンケートを実施いたしました。 

 調査の項目は少なくさせていただいて，Ａ４，１枚程度で簡単に答えていただけるようなものを

つくりまして，社会福祉協議会さんのほうで主にやっております小地域交流事業という事業があり

まして，主に秋口に開催が多いのですけれども，年間を通して春先から寒い２月，３月ぐらいまで

ちょっと散らばって，交流会が実施されております。そのうちの10月，11月に行われた交流会に伺

いまして，ミニアンケート調査をとらせていただきました。ちょっと総数は載っていないのですけ

れども，たしか1,000を切るぐらいの人数の方に回答のご協力をいただいたものでございます。 
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（パワーポイント） 

 また，市民福祉ニーズ調査につきましては，庁内関係機関による検討会を実施しております。先

ほど調査の内容を申し上げましたけれども，高齢に関することと障害者に関することとございまし

たので，この関係課で連絡会をもちまして，調査項目や対象の確認，それから目的の確認，実施方

法や報告書の策定に関すること，福祉課題の検討に関すること，住民懇談会に関すること，こうい

ったことを検討会でも検討しながら事業を進めたものでございます。 

（パワーポイント） 

 最後のページになります。地域福祉推進会議による検討ということで，来年度が調査を実施する

年となっております。いつもですと，その年になってから皆様にお話しするのですが，なかなか急

にいわれても，ちょっとぴんと来づらいよねという感想がいつもありつつ，なかなかそこが埋めら

れなかった時分がございまして，今回は早目に皆様に投げかけをしたいということで，きょう，こ

のお時間をつくらせていただいております。 

 一応，来年は会議を６回ぐらい見込んでおりまして，今の予定で開催月は６月，７月，８月，12

月，１月，３月，こんなイメージをもっております。ただ，これもまだ確定ではございません。イ

メージとして捉えておいていただければと思っております。 

 まず住民懇談会について，それから調査するほうの調査表の内容について，両方を皆様とともに

検討させていただきたいと思っております。民懇談会につきましては，委員の皆様にもぜひご出席

いただいてやっていきたいと考えているところでございます。 

 あと，お手元に薄緑色の表紙の分厚いものをお配りさせていただきました。厚いので重いと思い

ますが，もしちょっとみてみようかなと思う方がいらっしゃいましたら，どうぞお持ち帰りいただ

いて結構です。重いから嫌だという方は，ホームページからごらんいただくこともできますので，

それでちょっと内容をご検討いただければと思います。 

 調査項目につきましては，経年でその様子をみるということもありますので，この項目は要らな

いのではないかというご意見が出てくるものもあるかもしれませんが，経年でみる必要があるとい

う判断があれば，それは引き続いて調査項目といたします。こういった地域福祉のさまざまな課題

がある中で，こういうことを聞いてみたらどうかとかというようなご意見がいただけたらうれしい

と思っております。きょうの書類の一番最後にご意見シートもつけさせていただいております。今

思い浮かばなくても大丈夫です。来年の調査でございますので，来年度までじっくりお時間をかけ

て研究していただいて，来年始まってからでも大丈夫なので，ご意見を出していただければと今考

えているところでございます。 

 それと，私，会議の冒頭にお伝えしなければいけなかったのですけれども，会議の様子の記録の
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お写真を撮らせていただければと思っております。顔が写ったら絶対嫌だとかという方がいらっし

ゃったら挙手をしていただいて，そこを避けてカメラマンの武井が今写真を撮ります。お顔写って

も大丈夫でしょうか。――ありがとうございます。では，後で何枚か撮らせていただきますので，

どうぞよろしくお願いいたします。ニーズ調査につきましては以上でございます。 

○会長 すぐに始めるわけではないけれども，今まで行った調査，それから来年度どのように進

めるかということについて早目に説明をいただきましたので，あらかじめ時間があるときにみてお

いていただいて，こういう内容の質問項目をぜひ設けてほしいみたいなことを少しこれから検討し

ておいていただければということでございました。何か質問とか確認したいこととかはありますで

しょうか。どうぞ。 

○委員 すごく丁寧なニーズ調査で，報告書もこんな分厚いのでびっくりしているのですけれど

も，ちょっと疑問というか，みた範囲なのですが，目次をみても高齢者と障害にかかわる調査項目

が多いと思うのです。ただ，地域福祉計画の中で図の１ページ目でも，地域福祉計画は高齢者と障

害者と児童の福祉，あとその他のつくりで４つの分野にしているのですけれども，できれば児童と

かその辺も含めて入ったほうがいいかなと。そうなるともっと分厚くなってしまうので大変なので

すけれども，そういう点で，経年ではこの２つに絞っていったということはあるのですが，もっと

広げるとか，そういうことの必要性について，現時点で何か考えていることがあったら教えていた

だければと思います。 

○事務局 この福祉ニーズ調査なのですけれども，以前は子どもも一緒に調査していた時代がご

ざいました。子どもは子どもの施策のための調査をしていただいているのではないかと思うのです。

ちょっと確認しておきますけれども，たしか別にやっていらっしゃったかと思います。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 考えですけれども，私が青年時代，福祉の問題を取り扱うのは素人のやることだとすご

くばかにされていたのです。今こうして会議も非常にきめ細かく，ここまで来たかという。当時の

各界のリーダーといわれている方は，みんな偉そうでしたよ。今はそんな人は嫌われます。だから，

随分と社会通念も変わるものだなと。私の青年時代と今は全然違います。今は福祉をいわないとこ

ろがないですから。どこでも福祉，福祉と。私も54歳で身体障害者になったわけですけれども，そ

れまでは杖をつく人とか車椅子とか，目には入っているのですよ。だけれども，当時は全然。自分

も同じ身になって初めて，こういう方はこういうことで困っているのではないかとか，当事者とし

てみられるようになった。だから，これは病気のおかげです。ここにも気づきと書いてありますけ

れども，健康なときは気がつかなかった。 

 話の角度を変えますけれども，私は緑ヶ丘団地に住んでいるのです。今，古い住宅が高層化され
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ています。その新しいところに今住んでいるのですが，つい最近，新しく越したのはいいけれども，

なかなか連絡がとれないので，警察が足をかけて２階の窓ガラスの鍵があるところへ。そうしたら

亡くなっていたと。もう臭かったという。こんなの当たり前になっていきますよ。ひとり暮らしが

だんだんふえていくというのもデータに出ているわけです。 

 だから，今いったように，福祉関係者とか子どもとか何とかというのもありますけれども，健常

者であってもひとり暮らしは考えていくべき社会問題だと思います。もう普通になっていますから。

連絡がとれないから行ってみたら，もう臭くて，１人で死んでいたなどというのは，あちこち聞く

話です。団地というのは特に居住期間が長いですから，高齢者が多い。これから12年後には３人に

１人が高齢者だというデータがはっきり出ているわけですから，将来的には日本の人口も5,000万

人台になる。社会はがらっと変わるでしょうね。 

 ですから，そういうことも踏まえて，コーディネーターの人も民生委員も大変だとは思いますけ

れども，その辺も考えていくべきなのではないかと私は思っております。 

○会長 ありがとうございました。確かに年齢にかかわらず，東京も既に１人で暮らしている人

が47％ぐらいになっていますから，おっしゃるとおりですね。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 住民懇談会，28年度のときにパンフレットをもらって，こういうのをやるのだというの

をみたのです。でも，私，参加しなかったです。具体的に自分がかかわる感というのが，あのパン

フレットからでは伝わってこなかったと思うのです。確認させていただきたいのは，いま一度，ど

ういう人に懇談会に出てもらいたいと考えられているのかと，もし来てもらいたい人像がはっきり

しているのであれば，それがちゃんとパンフレットに出ているかどうかというところがポイントか

なと思うのですが，どういう人に来てもらいたいですかね。 

○事務局 私としては，あらゆる人に来ていただきたいです。なので，あれを企画しているとき

は，中学生にも来てもらいたいという話もあったのですけれども，なかなかそういうのも難しく，

この地域福祉計画を推進していく中では，そういったことに地域の中で力を発揮していただけるよ

うな方に来ていただきたい，一番はそこなのかなと思います。こういった会議に興味を示してご参

加いただいた市民委員の皆さんや，地域の中でさまざま活動されている方，ひだまりサロンなどで

活動されている方，あるいはそこに行っている方でもいいと思うのです。何か地域福祉にかかわり

をもって動いている方，それがもっと広く拡大していけばいいなというところもございますので，

そういった方々にぜひ来ていただきたいと思っているのですが，ぜひ何かこういうのがいいではな

いかとかありましたら，パンフレットにつきましてもご意見を頂戴できればと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 
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○委員 ありがとうございます。 

○会長 新しく懇談会をやる場合には，少し皆さんから知恵を出していただいて，どんな方法を

とればもっと来てもらえるだろうかということを考えて進めたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 福祉ニーズ調査の149ページで，これは障害がある方，下の表で，あなたや家族が必要と

する食べ物が買えないことがあった，6.8％，こういう調査項目があるのですけれども，フードバ

ンクとかチラシとかを渡すと，調布にはそんな人いないでしょうとか，あと調布こども食堂をやっ

ても，そんなの意味ないでしょうとかといわれるのですが，こういうデータがあるとすごく説得力

があるので，これはインターネットに上がっていますとおっしゃっていたのですけれども，ＰＤＦ

で上がっているのですよね。データの形で数字で拾い出せるようになっていると，今はやりの地図

化とか位置項目，地図の中に食べ物が買えなくて困ったことがあったみたいな項目があると，こう

いうニーズがあるのだということがすごく浮かび上がっていいと思うので，そういうオープンデー

タみたいなことに福祉ニーズの結果も出るといいと思いました。 

○会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○副会長 18歳から64歳のところの回答率が30％ぐらいで，３人に１人ぐらいしか返ってこない

というのが，せっかくきちっとしたやり方でサンプルをとっても，結局３分の１ぐらいしか返って

こないと，それがかなりずれてしまうのです。したがって，もともとの母集団といいますけれども，

その層をきちっと代表しているかどうかというのがわからなくなってしまう。 

 どうすればいいかというと，１つは，インターネット世代になってきているので，場合によった

ら，インターネットでの回答ができるようなものにするとかという形にしてもいいのかなと。若い

層の人たちは，やはりそういうのに非常になじみがあるので，最近インターネット調査も多くなっ

てきましたから，そういう方法で何か考えないと，若い層，それから仕事で忙しい層は，やはりな

かなか回答が戻ってこないということがあるので，もう少し工夫したほうがいいかなと思いました。 

○会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 アンケートが2,000人という人数は，規定があるのですか。アンケートを誰に送るかは誰

が決めるというか，どういうチョイスでこの人にアンケート調査を送ろうというのと，2,000人と

いうのと，うち障害児の息子がいて来たときに，余りの質問の多さではないですけれども，私がか

わってつけるのですが，またこれよという感じで，そういう意味では，そんなにいっぱい質問しな

くてもいいんじゃないのではないですけれども，細か過ぎてしまって，何の調査をしたいのかとい

うのが，このようにみたらわかるのですが，来るときは個人的に来るので，そういうところが。同

じ世帯なのに主人にも来たのです。うちターゲットなのかというぐらいだったのですけれども，だ
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から2,000人の人数のくくりと，質問の多さは決まりがあるのかどうかを聞きたいです。 

○会長 お願いします。 

○事務局 2,000人という数字に決まりがあるのかといわれますと，決まりでつくっている数字で

はないです。サンプリングの量として2,000ぐらいでどうかなというところなのですけれども，人

口がふえてきている中で，そこはどうなのだといわれると，ちょっとまだ検討が不十分なところが

あるかなと思うところもございます。 

 あと，対象者の抽出は，市の情報管理課で無作為抽出という形でやっていただいていまして，対

象ごとにやっているために，同じ世帯に例えば一般市民の方と障害の方がいらっしゃると，たまた

ま同じ場所に入ってしまったということがあるかもしれません。ちょっとそこまでの調整ができて

いなかったのかもしれないので，申しわけございません。気をつけたいと思います。 

○会長 気をつけなくていいのでは。それは，そのように選んだら，たまたまそうなってしまっ

たと。 

○委員 全然大丈夫です。 

○会長 ほかにいかがですか。 

 本当に必要な項目に少し絞ってほしいという意見はあるかもしれないとか，来年に向けて，きょ

ういろいろなご意見をいただきましたので，ほかにあればいただきますが，第１回目としては大体

よろしいでしょうか。――ありがとうございました。 

 それでは，その他ということで，事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 その他で，最後にもう一度，ご意見シート。きょう思う存分ご発言いただけなかった

方は，ぜひそれに書いてファクスなりメールなりで送っていただければと思います。市のほうに直

接ご提出いただいても結構です。前回，２人の委員さんからご意見をいただいたりしております。

ちょっとご紹介できていなくて申しわけありません。 

 では，次の会議の予定です。来年１月21日月曜日となっております。少し間があきますけれども，

この間，地域福祉やニーズ調査について興味をもっていただければと思っております。時間は午後

６時半から，会場はこの場所となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 それでは，これで第３回調布市地域福祉推進会議を終了いたします。非常に活発にご意

見をいただきまして，ありがとうございました。 

 


