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審議会等の議事の要旨（要点） 

（基本情報） 

会議名称 第 4 回立川市地域福祉計画策定検討委員会 

開催日時 令和元年 5 月 29 日（水曜日）午後 7 時 00 分～9 時 00 分 

開催場所 立川市役所 2 階 210 会議室 

次第 1. 委員長あいさつ 

2. 福祉保健部長あいさつ 

3. 新規委員（交代）の委嘱状伝達、自己紹介 

4. 現計画の平成 30 年度実績報告 

5. 第３回委員会までのふりかえり 

6. 重点課題、骨格について 

7. その他、次回日程等 

配布資料 1. 立川市地域福祉計画策定検討委員会 委員名簿 

（平成 31 年４月現在） 

2. 平成 30 年度実績 立川市第３次地域福祉計画取組進捗管理シート 

3. 立川市地域福祉計画策定検討委員会 第３回までのまとめ 

4. 立川市第４次地域福祉計画 体系 たたき台 

5. 立川市地域福祉計画策定検討委員会 スケジュール 

（令和元年５月修正版） 

出席者 

（敬称略） 

［委員］ 

熊田博喜（委員長）、中村喜美子（副委員長）、梅垣輝行、尾上哲、 

高田利花、伊藤良三、春日駿兵、倉品真隆、齋藤孚彦、齋藤實、 

野田美輝、平岡敏子、水城優子、柳澤実 

［事務局］ 

五十嵐智樹（福祉保健部長）、亀井寿美子（福祉総務課長）、 

杉浦丘美（地域福祉推進係長）、小安裕史（地域福祉推進係） 

[オブザーバー] 

＜立川市社会福祉協議会＞ 

山本繁樹、枝村珠衣、田中亮彦、桒野恵莉菜 

公開及び非公開 公開 

傍聴者数 1 人 

会議結果 今回の意見に基づき事務局にて骨子案を作成、次回その検討を行う。 

担当 福祉保健部 福祉総務課 地域福祉推進係 

電話 042-528-4799（直通） 
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議論の中で出たポイント（まとめ） 

○ひきこもりの支援について、40 歳以上対象の明確な相談窓口がないことや、

義務教育終了後の切れ目ない支援が課題となっている。 

○地域で「つながる」「活躍できる」「生きがいをもてる」という視点が大切で

あり、そこには、地域づくりを持続可能なビジネスとして行い仕事を創ると

いう方向性が必要ではないか。 

○生活で困ってからのことのみならず、困る前の段階で生活設計等を支援する

「予防的」な視点が必要ではないか。 

〇柱となる各目標がバラバラではなく、横につながっているという視点を盛り

込んでいくべきである。 

○計画は、市の考えの体系であり、目標には強いメッセージ性が必要である。 

 

意見内容 

※以下、立川市は「市」、立川市社会福祉協議会は「社協」と表記 

 

[次第 4.現計画の平成 30 年度実績報告について] 

＜委員＞「空き店舗対策」の取組について、行政内部（産業観光と地域福祉）

の連携はどうなっているのか。 

＜事務局＞具体的にはこれからという状況で、今後、行政内部の「地域福祉推

進連絡会」で検討、調整を進めていきたい。 

＜委員長＞地域福祉は、今後、福祉以外の分野との連携も求められている。市

がどういう対応をしていくのか、しっかりと確認をしてほしい。 

 

＜委員＞ひきこもりの支援について、特に成人のひきこもりの実態を把握する 

べきである。また、支援をする市の担当部署はどこになるのか。 

＜事務局＞子ども家庭部が対応している。ただし、39 歳以下が対象であり、そ 

の上の年齢に対するはっきりとした窓口がない。 

＜委員長＞国の調査で全国の人数は出ているかと思う（内閣府調査、40～64 歳

で 61 万人と推計）。当事者の「つらい」というメッセージを受け止める場が

なければならない。どこにもつながっていない人をどうしていくのか、今回

の地域福祉計画で対応の方向性を打ち出せるとよい。 

＜委員＞立川市外で関わっている相談事業で、ひきこもりの要因として、心の

病が多くを占めることを把握している。立川でも同様なのではないかと考え

ている。とはいえ、保健所の対応では人員が足りない。社協でもなにか対応

をしているのではないか。 

＜委員＞社協では、（中高年のひきこもりを）いわゆる「8050」問題として把握

することが多い。平成 29 年度から市の委託を受け設置している地域活動支援

センター「たぁふく」でできる範囲の対応をしている状況である。 

 

＜委員＞避難行動要支援者名簿の自治会への提供が 44.05％となっているが、提
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供が進まない理由は何か。 

＜事務局＞個人情報を管理するということで、自治会側が提供を受けない判断

をすることが一つの理由としてある。 

＜委員＞まず自治会加入率が低いこともあげられる。また、名簿の情報を他の

自治会員と共有できないため、自治会長に責任が集中する結果となっている。 

＜事務局＞名簿登載者は、自治会員以外でも支援しなければならないという抵

抗感もあろうかと思う。ただ、他の会員と情報共有することは、しっかりと

共有先を管理しているという前提で差し支えない（名簿複写は不可）。 

＜委員＞市や民生委員のみ把握していることなど、支援が必要な人の情報があ

るのに住民間で共有できないのでは互助につながらない。個人情報取り扱い

のルールの明確化や見直しが必要ではないか。情報共有できれば、平常時の

見守りにも活用できる。 

＜委員長＞民生委員や自治会長等が支援を必要としている住民の情報を把握し

ていても、地域で情報共有できないのであれば抱え込んでしまうだけである。

横の連携をつくっていくという視点で、個人情報取り扱いのルール化が必要

である。 

 

[次第 6.重点課題、骨格について] 

＜委員＞具体的課題として、富士見町の共同住宅に７～８年空き店舗となって

いる物件がある。地域コミュニティの活性化につながる取組に活用できない

かと思っている。 

 地域活動の場として、公共施設だけでは賄えない中、民間活力と行政の施策

を掛け合わせ、空き店舗や空き家の活用を進めていく必要がある。 

＜委員＞（地域の力を含む広い意味で）もっと民間の力を活用し、ボランティ

アや地域貢献としてではなく、ビジネスとして地域づくりを行っていくべき

であると思う。ビジネスとして行わないと、持続可能なものとならない。ビ

ジネスというと利益を上げるという考えが表立ち、行政と相容れないように

思われがちだが、そうではなく、人が活躍できるという視点が大事である。「福

祉とはなにか」という視点の講演で聴いた四国での事例であるが、特になに

も資源がないと思われていた地域で、自然の中で取れるさまざまな種類の葉

っぱに価値を見出し、料理の飾り用として売るビジネスを成功させている。

そこでは、地域の高齢者が仕事として葉っぱを採取し、収入を得ることがで

きる体制や、困ったときに相談できる体制もできている。人が活躍し、輝く

ことができる。行政は、そのような取り組みに住民等と協働で力をいれてい

けば、協働のパートナーは多いのではないか。 

＜委員長＞大事な視点を提示してもらった。１つが、「働く」という視点をこの

計画に入れていくのかどうかという点である。そのような視点を踏まえると

資料「計画体系たたき台」（以下、たたき台）の目標の一つに、「支えあう地

域」という言葉があるが、「助けあう」という部分が強調されてしまう。例え

ば、「支えあい活躍できる地域」とし、積極的な方向性や、地域で仕事ができ
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るイメージを持てる文言となるとよいのではないか。 

もう１点は、「（施策を実行する）主体は誰か」という視点である。行政計画で

あるので、もちろん市が主体なのは間違いないが、市が協働で誰かとやるのか、

支援をするのかといった視点である。あとで実効性が覆されないように、今の

段階から主体を意識していくことが大切である。 

＜委員＞働くことと関連し、地域づくりは、ボランティアでは限界があると感

じている。どのような形態でもよいが、人が価値を見出しいきいきと輝ける

場を地域につくっていく視点が大事だと思う。その一つに、働き収入を得る

ことがあり、それだけで人は輝ける。そのような場が増えれば、障害があっ

ても活躍できることは多くあると思う。そのような視点で成功している IT ビ

ジネスの事例もある。 

＜委員長＞たたき台に３つの目標があり、それぞれ１つの柱としてはよいが、

つながりが感じられないと思う。例えば、障害者でいえば、地域で活躍する

こともあれば、支援をうけることもあるが、目標では別々の柱となっている。

各目標はつながっており、それらに横串をいれるしくみや見せ方を計画に盛

り込んでいくべきである。 

＜委員＞「～します」というような目標の能動的な表現は、活力が出てよいと

思う。しかし、内容としては、人が「その人らしさ」を生かし、「生きがい」

をもって暮らせることを大切にした視点を盛り込めたらよいのではないか。

先日起こった事件の加害者（報道によると）50 代のひきこもり状態だった男

性にそのような場があれば、なにか違っていたのではないかと感じている。 

＜委員長＞検討が進んだ段階で理念の微修正も必要かもしれない。 

＜委員＞「孤立のないみんなで支えあう地域」等、各目標の内容はよいと思う

が、それらは（立川以外の）どの地域でも同じことが言えると思うので具体

化が必要ではないか。「立川で暮らしていく」という視点を大事にし、立川と

いう地域の実態をしっかりと見たうえで目標に取り組まないと変わらないと

思う。特に注目すべきは、自治会加入者と未加入者の温度差である。自治会

の活動が活発であっても、未加入者には全く地域の情報が入ってこない。自

治会の加入について、マンション居住者の場合、大家や他の居住者の同意が

求められる現状がある。地域から現状の課題の声をもっとあげていくべきで

あると考える。 

＜委員長＞行政計画は、必要な内容が漏れないように不変的な言い方をするこ

とがやむを得ない場合もあるが、「現実にこういった課題があるのでこう解決

します」というように具体的なことも見せられるとよいのではないか。 

＜委員＞各目標がそれぞれつながっているという考えは、全くそうであると思

う。先日ある視覚障害者の方の講演を聴く機会があったが、その方は、支援

を受けることもあり、困りごと等を社会へ発信する活動をすることもあり、

また、それを通じて困難を抱える方が生きやすい環境を整えることに貢献も

している。計画の目標がそれぞれつながっているということを体現している

と思う。このような方、同じような気持ちを持った方々がもっと前に出てい
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けるようにサポートする環境づくり、あるいは土台づくりの視点が盛り込め

ればよい。 

＜委員長＞目標がつながっているという見せ方が大事であると思う。そうしな

いと、例えば、「地域とつながる住民」「困っている住民」「活躍する住民」な

どそれぞれ別々の住民がいるように感じてしまう。そうではなく、同じ住民

が地域とつながりもするし、困ることもあれば活躍もする。住民という核の

中に、いろいろな側面があるというような視点をもつことが大切である。 

 目標を機械的に並べるのではなく、計画の推進がストーリーとしてみえるよ

うなつくり方をすべきであると思う。 

＜委員＞地域でつながりもなく、相談先も分からず困っていても、どこに相談

したらよいかが分かれば安心するということを経験上感じている。また、学

校と地域が連携したコミュニティスクールの取組が各地域で進められている

と思うが、不登校やひきこもりなどの支援が義務教育終了と同時にパタリと

終了してしまうことが気になっている。切れ目のない支援と困っている人に

しっかりと情報が届くしくみづくりを計画に盛り込んでいければよいと思う。 

＜委員長＞１つのアイディアであるが、「ライフサイクル」（生まれた時～高齢

期など）という視点でうまく計画の内容を並べることができたら目標が分か

りやすくなるのではないかと思う。 

＜委員＞活躍できる機会をつくるという点に非常に共感しており、大事なこと

と思っている。特に生活困窮では、病気、失業等から負の連鎖にはまり、そ

こから抜け出すことが困難なことが多い。そこを救うことで大事なのは、や

はり役割や生きがいを持てるかどうかであると思う。また、相談支援体制に

ついて、さまざまな家族の事情等から、既存の支援制度が当てはまらない「制

度の狭間」の課題が多くある。そこで支援機関同士の横の連携が重要になっ

てくると思う。 

＜委員長＞たたき台の目標の１つ「生活で困ったときに安心して相談・支援を

受けられるようにします」は、確かにそうなのだが、いまいち腑に落ちない。

他の委員の意見を聴きたい。 

＜委員＞「困ったときに」がひっかかるのではないか。「困る前に」生活課題等

を整理し、防ぐという「予防」的視点が不足していると思う。 

 もちろん、本当に困った場合は全力で支援することに変わりはないが。 

＜委員長＞確かに、予防的視点を計画の柱の中に盛り込んでいければよいと思

う。 

＜委員＞各目標の文言で気になる点が複数ある。「支えあう」というが「誰が」、

「困ったときに」というが困らなければ支援が受けられないのか、「快適な環

境」というがさまざまな人がいるなかで「快適」とはなにか、「環境」とはど

のレベルかなどである。 

 「支えあう」というより「つながり」に重点を置くべきではないか。そのつ

ながりは、さまざまな形態があってよく、ネット上でもよいと思う。 

 予防的視点もぜひ盛り込むべきで、厚生労働省でも「アドバンス・ケア・プ



6 

 

ランニング」といって、予防的視点で生活設計をすることを進める方向性を

出している。生活で困ってしまってから考えたのでは遅い。 

 民間の力を活用する視点も大切で、行政に、企業等の社会貢献活動とウィン-

ウィンの関係をつくれるような積極的な「攻め」の姿勢が求められていると

思う。関連して、各目標がおとなしく、地味な印象を受ける。あまり、いま

までの計画と変わらないと感じる。未来に向けてもっと、アクティブな方向

性を出せたらよいのではないか。 

 もう１点、支援を受けていながら、できることを生かして仕事をしている方々

に対し、「支援を受けているのにもかかわらず、仕事をしていいのか」という

ような社会の目が向けられることがまだある。要するに「障害者は障害者ら

しく」「高齢者は高齢者らしく」していればよいということである。しかし、

そうではなく、ハンデがあっても自分でできることはどんどんやっていくと

いうことが大事だと思う。 

 みんながつながって、生きがいを持ってアクティブになれるような計画にな

るとよい。 

＜委員長＞（上記意見の）最後の部分は、計画のメッセージ性の話であるかと

思う。つまり、計画は、「市はこう考えています」ということの体系であり、

そう考えるとたたき台の目標は、メッセージ性が弱くおとなしいと感じる。

もっと攻める姿勢を見せるべきであるということに同感であり、今後、柱ご

とに検討を進めていくなかでさらに意見をいただければよいと思う。 

 ポイントとしては、「支えあい」は「つながり」の１つの形態であるので、「つ

ながる」という視点、および生活で困る前になにかできる体制を築く視点を

盛り込んでいくべきであることが今回見えてきた。また、施策で「丸ごと相

談できる体制の整備」があげられているので、具体的にどうするのかという

ことも次回以降議論しなければならない。 

 もう１つの目標「安心・快適な生活環境を整えます」について、意見があれ

ば伺いたい。 

＜委員＞施策に「防犯・防災」が含まれるので、「安全」という言葉をいれては

どうか。 

＜委員＞「安心・安全」というのはよいと思う。シンプルであるが、最近悲惨

な事件が多く感じ、みな「安全」ということが気になっていると思う。防犯

のほか、地域の見守りにもつながることであると思う。 

＜委員長＞「安全」というキーワードを念頭に置いて、事務局で案を練っても

らいたいと思う。 

＜委員＞行政の縦割りの解消の方向性を施策に落とし込めればよいと思う。防

犯ということでは、地域では様々な主体が見守りを行っている。自治会や商

店街であったり、コンビニは子どもが逃げ込める場所となったりもしている。 

 以前も意見したが、いわゆる「買い物難民」に対し商店街がなにか関われる

ことがあると思うし、商店街が衰退傾向にあるなか、地域の見守り等の大事

な役割を担っているという視点を念頭に置いて考えていかなければならない
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と思う。 

＜委員長＞計画の目標は縦も横もあるということ、主体として福祉以外のさま

ざまな関係者が動いて地域をつくっているということが今回キーワードとし

てあがっていると思う。そういった内容を明確に打ち出せるような計画にし

ていけるとよい。 

＜委員＞（その他の意見として）「立川市自治会等を応援する条例」が平成 31

年 3 月に施行された。住宅事業者とも協働していく内容となっており、今後、

さらに自治会の活動を広げていけると思っている。       

 

   以上 


