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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 5 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 7 月 17 日（水曜日）午後 7 時 00 分～9 時 00 分 

開催場所 立川市役所 3 階 302 会議室 

次第 1. 委員長あいさつ 

2. 地域福祉に関するアンケート調査報告書について 

3. 計画体系について 

4. 計画の評価方法について 

5. その他、スケジュール確認等 

配布資料 1. 地域福祉に関するアンケート調査報告書（案） 

2. 立川市第４次地域福祉計画 体系案① 

3.       〃      体系案② 

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＞ 

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 0 人 

会議結果 ・地域福祉に関するアンケート調査報告書については、案に微修正を

行った上、確定し公表する。 

・体系案について、今回の意見に基づき、委員長判断により事務局に

て修正を行い、次回検討を行う。 

・計画の評価については、今後、評価対象の重点項目を検討する。評

価は、計画の推進委員会を立ち上げ行う。 

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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意見内容 

 

[次第 2. 地域福祉に関するアンケート調査報告書について] 

 一般市民に公表するにあたり、報告書（案）の内容について検討を行った。 

＜委員長＞自由意見をテーマ別に分類しているが、テーマ別に件数を表示する

とどのテーマの意見が多いかなどという点でより見やすくなると思う。 

＜事務局＞対応する。 

 

＜委員長＞自由記述のなかで、市民のキャッチフレーズが大変多く寄せられて

いるが、これをどう生かすかを考えなければならないと思う。一つの案とし

ては、計画のサブタイトルとしての活用があるが、１つに絞るというのは困

難であるとの課題も残る。 

＜事務局＞参考として、立川市社会福祉協議会の現行計画書「第４次立川あい

あいプラン 21」内に「住みたいまち 100」と称するキャッチフレーズが散り

ばめられている。そのように計画書の余白部分に散りばめることも考えられ

る。 

＜委員長＞活用するにあたっては、すべてを載せることはできないと思うので

選定方法をどうするのか。本委員会の委員が 10 ずつ選ぶ等もよいのではない

か。 

＜委員＞各町共通部分と特徴部分がまとまっているとよいと思う。また、各町

の強み、弱みを整理するとより立川が見えてくるのではないかと感じる。 

＜委員長＞自由意見の取り扱いについては、今後、随時検討していく。報告書

としては、微修正を前提とした上、現内容で確定することとしたい。 

 

[次第 3.計画体系について] 

＜委員＞（目標案「市民が、暮らしているそれぞれの地域の中で、見守り支え

あいながら、ハンデがあっても、なくても、人とつながり、自分らしく活躍

できるようにします」に関し）「ハンデ」という言葉が引っかかる。よい代替

案は思いつかないのだが、例えば、アメリカだと「チャレンジ」という言葉

を使っている。 

＜委員長＞読んだ方が引っかかったり、気分を害したりする部分は見直したほ

うが良い。意味としては、「障害者に限らず、生活に困難を抱えているさまざ

まな人」という意味だと思うが、問題はどう表現するかである。 

＜委員＞「障害」や「ハンデ」というと「ある」「なし」となってしまうので、

「だれもが」または「すべての人が」はどうか。 

＜委員＞環境に対することであると思うので、「状況に応じて」というのはどう

か。 

＜委員＞「だれが」という部分も大切であるので、「だれもが、状況に応じて」

とつなげるのもよいのではないか。 

＜委員長＞つなげてみると、「～だれもが状況に応じて、人とつながり、自分ら
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しく活躍できるようにします」となる。確かに、こちらの方が目標の意図す

ることが伝わると感じる。 

 

＜委員＞共通の主語「市民が、暮らしているそれぞれの地域の中で」が、それ

ぞれの目標につながっていることが、説明がなければ分かりにくい。 

＜委員長＞見せ方の部分であり、分かりやすくなるよう検討していきたい。 

 

＜委員長＞体系案①と②で決定的に違うところは、目標が３つか４つかという

ところである。「見守り支えあう」ということと「活躍できる」ことを一緒に

する（案①）か分ける（案②）かが論点となる。個人的には、分けたほうが

よいのではないかと考えている。 

＜委員＞案①がよいと思う。「見守り支えあう」に関し、「支える」ということ

は「活躍する」ということと考えるからである。 

＜委員長＞確かに、「見守り支えあう」ことの最終目標が「活躍する」ことであ

るならば、分けると弊害が生じる。 

＜委員＞案②がよいと思う。「人とつながり、見守り支えあう」ことと「活躍す

る」ことは別と考えられる。活躍することは、人とつながらなくてもできる。

また、人とつながることは一般的によいことであるとの風潮があるが、それ

は押し付けであってはならず、つながれる環境を整えることは大事だが、各

個人が決めることであると思う。 

 「人とつながる」こと自体は目標ではなく、「見守り支えあう」ことにつなが

ることに意義があるとも思っている。 

＜委員＞目標を書き込み過ぎると、そのあとに続く施策が苦しくなってくる印

象を受けるので、目標はある程度漠然としていたほうがよいと思う。 

 その他の点として、施策の活躍できる「ステージ」という言葉が引っかかる。

また、目標と施策のつながりを見直したほうがよい。例えば、目標「～人と

つながり～」と施策「地域の防犯力・防災力を高めます」はつながっている

べきである。 

＜委員＞目標は、あまり長文にならず端的に短いほうがよいと思う。案②をみ

る前に案①を見たときに分けたほうが良いと感じた。文章が長いと何を言っ

ているのか分かりづらくなってくる。 

＜委員＞案②の方がよいと思う。「○○しながら、○○します」というような長

いものではなく、「○○します」と端的に表現したほうが分かりやすい。 

＜委員＞同じく、分かれていたほうが分かりやすくよいと思う。また、前段の

主語中「～地域の中で～」について、アンケート結果において「地域」の範

囲のとらえ方は人によってばらつきがあることが分かっているので、例えば

「～街のなかで～」とすれば範囲が絞られ、端的により分かりやすくなると

思う。 

＜委員＞大事なテーマを盛り込んだ上で、目標を絞ったほうがよいと思うので、

目標が３つの案①がよいと考える。 
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＜委員＞長々と文章をつなげるより、端的に４つに分けたほうがよいと思う。

そうしたほうが、受け取る側からすれば分かりやすい。特に高齢者にとって

は、端的に表現したほうが受け取りやすいと思う。 

＜委員長＞完全に意見が分かれた。それぞれの案にメリットがあるということ

であると思う。案①は、内容がストーリーでつながっていることがよい点で

あると考える。一方、そうすると長くなってしまうので、分けたほうがよい

という案②のメリットがある。 

＜委員＞目標内容を分類すると、支えあう、活躍する等の「能動的」な面、支

援・サービスを受ける「受動的」な面、そして、トータルで「安心・安全」

を築くという面がある。そうすると、３本の目標にするのがすっきりすると

感じる。 

＜委員長＞確かに、「活動する側面」「サービスを受ける側面」「安心・安全とい

うベースになる側面」に分けられると思う。そこを重視するのであれば、３

本柱になる。但し、「活動する側面」には、「支えあう」ことと「活躍する」

ことの２面がありそこをどう見せるかがポイントであるといえる。 

 こうなってくると、どちらを取ってもいいともいえるが、後に施策を結びつ

ける際にどちらがやりやすいかというテクニカルな部分も判断材料になる。 

＜事務局＞どちらの案もメリットがあるので、現状では判断しづらい。 

＜委員長＞３目標のほうが施策の紐づけをやりやすく、体系を整理しやすいと

思うので、仮に案①で検討を進め、施策の紐づけの段階でバランスが悪くな

る等の齟齬が生じた場合に４目標を検討するということとしたい。 

 

＜委員＞（前述した施策中の「ステージ」という言葉について）前回出た意見

で活躍に関し、コミュニティビジネス、仕事以外での活躍などさまざまなも

のがあった。それを総合して表現するものとして「ステージ」との言葉を使

ったと推察するが、なんとなく違和感があり、また、「ステージ」で通すので

あれば、それに続く「実現します」というところが引っかかる。 

＜委員＞一般市民が「ステージ」と聞いてもなんのことだか分からないと思う。

「舞台」をイメージするものなのか、「段階」をイメージするものなのかで大

きく異なる。 

＜事務局＞イメージは、それぞれが活躍できる「場」である。その「場」は一

様ではなく、それぞれの状況に応じたもので、「場」では言い表しきれないと

思った。また、「段階」という考えはなかった。 

＜委員長＞おそらくここで「場」が使いづらいのは、他の施策で「まちづくり

の場」があるからではないか。この場との区別が困難になる。 

 ただ、「ステージ」という言葉はもともと日本語ではないので、見る人によっ

ていかようにも捉えられてしまう。それをよしとするのか、明確に意味を打

ち出すのかが一つの論点となるが、もう少し具体性を持たせたほうがよいと

いう感じはする。 

＜委員＞「場」と区別し、「居場所」はどうか。それが自分にとって居心地がよ
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いので、自分らしくなれるし、活躍もできるという趣旨である。 

＜委員＞主語「市（行政）は、市民、関係団体・事業者等と協働し」からつな

がると考えると要は、「場づくり」を想定しているのではないか。 

＜委員長＞この施策に紐づく具体的取組はなにか事務局に伺いたい。 

＜事務局＞前回の意見であった障害当事者の方が情報を発信する活動を支援す

ることや、商店街と協働して地域に仕事を生むような取り組みなどをイメー

ジしているが、現状、市の事業で当てはまるものはない。 

＜委員＞紐づく目標は、「～します」となっているので、施策としては「活躍で

きるよう準備します」というニュアンスが妥当なのではないか。実現するの

は「自分」であり、市はそのため多様な支援をするということだと思う。「多

様な支援を準備します」はどうか。 

＜委員長＞施策であるので、より具体性を持たせ、「場をつくる」ではなく「場

づくりを支援する」というニュアンスがよいのではというご意見だと思う。 

＜委員＞「ポジション」、「居場所」がよいのではないか。 

＜事務局＞補足説明をする。行政の役割としては、さまざまな支援ということ

は確かであるが、そうすると主体性が弱くなると感じた。また、すべて市民、

事業者等と協働して実施する内容である。よって、行政が責任をもって、協

働で実施するということを強調する意味で、支援ではなく「～します」とい

う表現とした。 

＜委員長＞「支援」は裏キーワードとして含まれており、表ではすべて「～し

ます」となっているのがこの案の構造であると思う。 

 「居場所」という案が複数出ているので「～居場所を実現します」が一つの

代替案となるかと思う。 

＜委員＞「居場所」を使うことに賛成である。（前述の）障害当事者が情報を発

信する方法は YouTube であったかと思う。その人にとっては、発信する自分

の部屋が「居場所」であり、「まちづくりの場」とは異なることだと思う。「ま

ちづくりの場」は、どちらかというと物理的な面であり、「居場所」は、その

人が活躍しているその場所であると思う。 

＜委員長＞「居場所」を使うのであれば、今後、「場」とのすみ分けをしっかり

意識しなくてはならない。 

＜委員＞「居場所」だとして、市は、居場所をつくるのか、それとも居場所づ

くりを支援するのか。 

＜事務局＞前提は、行政が協働で行うことであり、「つくる」とも「支援する」

ともいえる。すべての施策に関わる根本の部分であると考えている。 

＜委員長＞いずれかでニュアンスが変わる。どちらを生かすのかということに

なってくると思う。腑に落ちる感じがするのは「～居場所づくりを支援しま

す」だと思うが。 

 実現するという「状態」を重視するのか、支援するという「プロセス」を重

視するのかという論点でもある。 

＜委員＞他の施策は、すべて「整備します」「進めます」等、目標のような表現
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になっているので一つだけ「実現します」というのはおかしいと思う。 

＜委員長＞「実現します」が目立って強い表現であるとのご意見かと思う。ま

ず、「ステージ」は「居場所」としたいと思うが。 

＜委員＞主語に、（協働の相手として）市民が入っているので、支援等ではなく、

「（居場所を）つくります」がよいのではないか。 

＜委員長＞この部分は、委員長預かりとして、事務局と協議させていただき、

各委員にメール等で意見照会の上、決定したいと思う。 

＜委員長＞それでは、他の施策案を一つずつ確認していきたいと思う。 

 施策「市（行政）は、市民、関係団体・事業者等と協働し（全施策共通の主

語・前提）、地域活動・ボランティア活動を活性化します」について、地域活

動とボランティア活動を分けているのがポイントであり、この分け方でよい

かが一つの論点となるがいかがか。 

 →異議なく、決定となった。 

＜委員長＞施策「生活に身近な圏域で丸ごと相談できる体制を整備します」は

どうか。 

＜委員＞丸ごと相談できる体制とあるが、本当にそう動いていくのか。 

＜事務局＞体制を築くことがすぐにできるかどうかは別として、少なくとも計

画期間中にそれを目指していく方向性を持っている。 

＜委員長＞今回の計画では、「丸ごと相談」は外せない部分であると考える。実

際にはすぐに実現することができないかもしれないが、計画で目指すという

ことを表現することは大事である。 

 他にご意見はないか。 

 →異議なく、決定となった。 

＜委員長＞施策「地域の防犯力・防災力を高めます」はどうか。 

＜委員＞「防災力」という概念は幅広い。どこに焦点を当てるのか。また、目

標とのつながりについて、「安心・安全」としか結びついていないが、災害時

要援護者の支援等を考慮すると、「相談・支援体制」と「支えあい・活躍」に

関する目標とも結びつくのではないか。 

＜委員長＞目標とのつながりについては、おっしゃるとおりだと思う。目標と

施策のつながりについては、今後議論していきたい。 

 「防災力」については、具体的災害の種類を入れるべきであるということか。 

＜委員＞地震に限らず、水害、土砂災害等含む、すべての災害に対し、地域、

住民にどのような力をつけていくのかということが問われていると思う。そ

れを「防災力」との言葉のみでかたづけてよいのかが引っかかる。 

＜委員＞（地域福祉に関する）アンケート結果からも読み取れるが、「防犯・防

災」に関しては、地域によって意識の温度差があると思う。なにか取り組み

がなければ、防犯力、防災力は高まらないと思うので、「地域の防犯・防災へ

の取り組みを高めます」はどうか。防犯力等の「力」が何を指すのかわから

ないこともある。 

＜委員長＞そうすると具体的に何をするのかイメージが沸くと感じる。よいと
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思うがどうか。 

 →異議なく、委員修正案で決定となった。 

＜委員長＞施策「ユニバーサルデザインのまちづくりを進めます」はどうか。 

＜委員＞立川市は、多文化共生都市宣言をしていることを踏まえ、「多文化共生

のまちづくり」等の表現に変更すべきと考える。 

＜委員長＞ユニバーサルデザインは、単なるバリアフリーではない広い概念で

あることを考えると「多文化共生」も一つのキーワードになると思う。 

＜委員＞ユニバーサルデザインは、外国人に限らず、さまざまな生きづらさを

抱える人の暮らしやすさを考える、多文化共生を内包する広い考え方である

と思う。 

＜委員＞「ユニバーサルデザイン」という言葉は、一般市民には分かりにくい

と思う。 

＜委員長＞「多様性」というのが、大事なキーワードではないか。 

＜委員＞「多文化共生」は、ほかの自治体ではあまりきかない、立川市独自の

言葉であると捉えているので、「多文化共生」という表現を使うことに賛成で

ある。 

＜委員＞「多文化共生」はとても大事である。しかし、同じく立川市では、「立

川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」を策定・

施行した。その理念は、だれもが暮らしやすいという「ユニバーサルデザイ

ン」の考え方とも通じるので、「ユニバーサルデザイン」という言葉は残して

ほしい。 

＜委員長＞それぞれの立場によって大事なキーワードは異なるが、どれも大切

にしなければならないものである。よって、それらをうまく盛り込めるよう

に考えていきたい。この施策についても、委員長預かりとさせてもらいたい。 

＜委員長＞施策「福祉以外の分野を含む、様々な主体との連携体制を築きます」

はどうか。「福祉以外の分野を含む」という点が肝であると思う。 

 →異議なく、決定となった。 

＜委員長＞施策「必要な情報が分かりやすく、必要な人に届くようにします」

はどうか。 

＜委員＞後半の、「届くようにします」が引っかかる。市が各人へ届けるという

印象を受けるが、市が人それぞれに合わせ的確なタイミングで必要な情報を

届けるのは現実味がない。情報が必要な人が取りに来た時に、ハードルなく

しっかり取得できるというニュアンスがよいのではないかと思う。 

＜委員長＞確かに手を伸ばしたときに、取得できるということは大事であると

思う。そういったニュアンスを含めることとし、委員長預かりとさせていた

だきたい。 

＜委員長＞施策「大小さまざまな形態の福祉のまちづくりの場（地域の拠点）

を醸成します」はどうか。先に検討した「居場所」とは違い、人々が集まる

場ということであるかと思う。 

 「場」や「居場所」という言葉の説明がないと分かりにくくなるので、ここ
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はカッコ書きにあるように「拠点」としてはどうか。 

＜事務局＞「福祉のまちづくりの場」という表現は、第１次計画から引き継い

でいるものである。但し、意味合いは同じであれば「拠点」としても問題は

ない。 

＜委員長＞それでは、カッコ内を入れ替え、「福祉のまちづくりの拠点（場）」

とし、「居場所」との差別化を図る形で決定したいと思う。 

 

＜委員長＞今回、各施策を検討し固めてきたが、具体的取り組みが決まると整

合性の問題も出てくる可能性がある。よって、今回の決定は今後変更できな

いということではないことはご留意いただきたい。 

 もう一点、目標と施策を結んでいる矢印等の見せ方でご意見があれば伺いた

い。 

＜委員＞目標の部分でも意見があったが、施策の共通主語・前提が全施策にか

かっているということが案の図では分かりにくいので改善が必要だと思う。

また、共通施策が目標と円状に循環しているイメージの案①の方が案②に比

べよいと思う。 

＜委員＞現状、横につながっているが、縦につなげれば共通主語・前提がすべ

てにかかっていることが分かりやすいのではないか。 

＜委員＞すべての施策は、比重は違うにせよすべての目標に関わっていると思

う。一つのアイディアではあるが、循環する円の線上に目標を置き、その円

の中に施策を置くというのはどうか。 

＜委員長＞いずれにせよ複数の図ではなく、１つで全体像が分かるような方向

で考えたいと思う。いろいろ試してみて、一番分かりやすいものを採用した

い。 

 

 [次第 4.計画の評価方法について] 

＜委員長＞「立川市地域福祉推進委員会」（平成 27～29 年度）から次期計画に

向けて提案された「地域福祉推進のための指標づくり報告書」の考え方は生か

すべきであると考えるが、全施策に適用するのは現実的ではないと思う。重点

的取り組みに絞って適用するのがよいかと思う。 

評価体制について、事務局の提案はあるのか。 

＜事務局＞継続して、今回のような（市民、学識経験者、関係機関・団体で構

成する）委員会を立ち上げ、検討していただきたいと考えている。 

＜委員＞他の計画の推進に関わった経験があり、そこではほぼ全項目について

評価を行っていたが、結局は「引き続き推進します」等の結論で終わっていた。

重点部分に絞って評価するという方向性に賛成である。 

＜委員長＞評価項目が多すぎると情報が膨大すぎて一体何を評価したかわから

なくなってくるということが経験上ある。評価すべき肝になるところを決定す

るのが大事であると感じる。今回は、前述報告書を試行的に適用するという事

情もある。                         以上 


