
1 

 

審議会等の議事の要旨（要点） 

（基本情報） 

会議名称 第 7 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 11 月 6 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 208、209 会議室 

次第 1. 委員長あいさつ 

2. 計画の体系について 

3. 立川市社会福祉協議会「第５次立川あいあいプラン 21」の策定状

況 

4. 各施策を実現する取組と重点取組について 

5. 計画の構成について 

6. その他 

配布資料 1. 計画体系（案） 

2. 立川市社会福祉協議会  第５次立川あいあいプラン 21 体系図

（案） 

3. 施策（案）・取組（事業等）対応検討用シート 

4. 計画の構成（案） 

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、 

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、柳澤実 

［事務局］ 

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 0 人 

会議結果 ・計画体系の図について、今回の意見を基に修正した上、素案検討時

に最終決定する。 

・計画書掲載の取組について、一度現計画の全取組リストを各委員へ

提供し、盛り込むべきものについて意見をいただく。 

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.計画の体系について] 

＜委員長＞今回、もともと一番下に配置のあった「基本方針」を一番上の理念

の次に配置する案が出ているがどういう意図か。 

＜事務局＞基本方針が一番下にあると、体系の流れの中で唐突に出てくる印象

があるとのご意見があったこと、基本方針の内容である「多様性を受け入れ

る地域づくり」はこの委員会の中で大切にする大きなキーワードとしてあが

っていたことから、理念の次に配置するのがよいという考えからである。 

＜委員長＞①基本方針を今までの案どおり、土台として一番下に置くのか、そ

れとも今回の提案のとおり理念の次に置くのか、②体系全体を通して文言等

を修正するところはないかの２点についてご意見を伺いたい。まず、①から

お願いしたい。 

＜委員＞確かに、一番下に基本方針があると急に出てきた感じはする。読む順

番としては、理念の次でよいと思う。但し、理念から基本方針へ、基本方針

から各目標へ矢印が下りているのに違和感がある。理念から目標が出てきて、

その下に８つの施策という構造はよいが、その間に基本方針が入るのには疑

問を感じている。 

＜委員＞基本方針は、目標が変わったとしても変わらないものではないか。そ

う考えると、矢印の中に基本方針を入れ込むのには違和感がある。 

＜委員長＞基本方針は、やはり理念、目標、施策をつなぐものとして土台とと

らえた方が読みやすいとのご意見かと思う。他の委員はいかがか。 

＜委員＞基本方針は、理念の次に置いた方がよいと思う。確かに、土台として

あるという考えはよいと思うが、上から読んでいくものと考えると、一番下

に置くよりインパクトや流れがあり読みやすい。 

＜委員＞基本方針が理念の次という順番はよいと思う。但し、目標・施策を提

示した前提でまとめとして、基本理念の「～すべての目標・施策に取り組み

ます」という文言があったと思う。施策・目標を提示する前に配置するので

あれば、文言がそのままでは違和感があるので、「～目指します」等に変更

してはどうか。 

＜委員＞見た感じは、理念の次というのがすっきりしていると思う。（上記意

見に対し）趣旨は分かるが、先に目標・施策に取り組むということを言って、

その後に目標・施策を提示するという解釈もできるので文言はそのままでも

よいと思う。 

＜委員長＞基本方針が、何にかかっているのかというのがポイントとなってく

る。土台という考えであれば、施策を実行する基本的な考え方という感じで

あり、理念を基本方針がささえるという方向ではない。そして、目標にかか

っているのかということが一つの論点になる。かかっていないのであれば、

目標の前に配置されるのはおかしいことになる。目標を立てる前提として、

基本方針があるのか。施策を考える背景に基本方針がベースにあると思うが。 
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  委員の意見にもあったとおり、理念と目標の間に入るのはちょっと気にな

るという感じもするので、土台として配置する考えに戻すのもよいと思う。    

それぞれの意見が納得できるものなので、決め手になるような意見があれば

ありがたいがどうか。 

＜委員＞理念－基本方針－目標という順でよいと思う。理念、基本方針等の用

語の一般的な価値概念から考えて、理念という大きな命題があり、それを受

け基本方針で基本的な考え方を示し、そのもとに目標、具体的な施策がある

という関連づけができている。 

＜委員長＞理念が当然上位概念で、それを体現するための基本方針と考えると

矢印でつながっていても問題ないとも感じる。仮につなぎ方の話にすると、

矢印ではなく太い線にすることも考えられる。それ以降基本方針がすべてを

規定するという構造にするやり方もあるかと思うがどうか。 

＜委員＞つなぎ方には考えが及んでいないが、理念の実現に向けてこれを取り

組みますという構成になればすんなり入ってくると考える。 

＜委員長＞では、「～目標・施策に取り組みます」という部分を理念と目標の

間に入りやすい文言に変更するというがよいのではないかと思う。 

＜委員＞流れを考えると理念－基本方針というのが見やすいと感じる。他の委

員の意見のとおり、基本方針の文言を修正すればよいと思う。 

＜委員＞一般的には、理念、基本方針等をあまり矢印で結ばないと思う。矢印

があるから順番がどうこうという問題になるので、矢印で結ぶ必要性はない。

あとは、基本方針が長いのでもう少し簡潔にした方が見やすいと思う。 

＜委員＞どちらの順番もよいところがあると思うが、理念－基本方針という順

番は、スタンダードな感じがするので、一番下に土台として基本方針があっ

た方が面白いとは思う。その場合資料では、施策にかかっているのが視覚的

に分かるのがよいと思っている。 

＜委員＞理念の次に来るのがすっきりしていてよいと思う。 

＜委員長＞総じていうと、理念－基本方針という順番の方が支持を得ているの

で、これをベースに考えていきたい。理念、基本方針、目標は矢印でつなが

ず、目標と施策の関係性を矢印や線でつなぐという考えで修正したいと思う

がどうか。 

 ⇒異議なく了承された。 

＜委員長＞あとは文言の微修正等で意見を伺いたい。 

＜委員＞基本方針に「～横のつながりを意識し～」とあるが、縦を含めた両方

の要素を含めた方がよいと思う。 

＜委員長＞では、「横」をとり「～つながりを意識し～」と修正し、「つなが

り」を強調する形としたい。 

 

＜委員＞体系図の施策の配置の位置が気になる。各施策は円状に配置されてお

り、（右側にある）施策⑤に続く施策⑥が左に飛んでいるが、時計回りで右

側、施策⑤の下に配置したほうが流れるようになる。 
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＜事務局＞施策を計画書に掲載する順番は、体系図の番号とおりで問題がない

かを確認しておきたい。但し、１番目に来たからといって重要性が高いとい

う意味ではない。 

＜委員長＞８つの施策のうち、①②が地域活動、③が相談体制、④⑤が安心・

環境に関するものという感じで流れは一般的であり特に違和感はないと思う。

⑥が情報、⑦が拠点、⑧が連携に関するもので、①～⑤のベースとなってい

る。⑥～⑧はそれぞれ独立したものとみると順番によってストーリー性が変

わるものではないので、このままで問題ないかと思う。 

  体系図について、一般的な日本語表記で考えると（横書きの場合）左から

右というのが一般的ではあるが、円の配置を大事にするのであれば時計周り

の配置にした方がよいと感じる。 

 

＜委員＞体系図の中で、「地域」という言葉が多く出てくるが、施策③のみ「生

活に身近な圏域」という言葉を使っていることが気になる。「地域」との使

い分けに意味があるのか。 

＜事務局＞（施策の文面のみで考えると）地域としてもよいのだが、相談支援

体制の話であり、計画の中で地域福祉の圏域を定め、地域包括支援センター

の圏域等という説明が出てくる。そのこととの整合性を考えると「圏域」と

しておく方がよいと思う。 

＜委員長＞今後策定を進める中で、計画書全体を通してここで「圏域」として

おかないと困るのであればそのようにして、そうでなければ「地域」と統一

した方がよいと思う。 

＜委員＞施策③で「体制を整備します」という言葉があるが、今ある体制を整

備するのか、それとも新たな体制を構築するというような意味か。 

＜事務局＞さまざまな分野別の相談をつないで、なんでも一時的には相談でき

るという社会福祉法改正を受けた内容である。既存のものを生かしながら新

たな体制をつくるということで、再構築というイメージ。現状、できていな

いわけではないが、不十分な点を整備する意味でもある。 

＜委員＞ 

要は相談体制を強化するという意味なのではないか。 

＜事務局＞ 

 そうである。また、偶然ではあるが、各施策の結びの言葉が「高めます」「進

めます」「築きます」などと異なっており、重複する部分がないことがよいと

考えている。 

＜委員長＞「整備します」という言葉ではひっかかりがあるか。 

＜委員＞他の施策に比べ、言い切る感じが弱いと感じたが、今あるものを備え

整えるという意味であればそこまでひっかかるものでもない。 

 

＜委員長＞この会議の後、何か追加で意見があった場合は、どういう対応にな

るのか。 
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＜事務局＞今後、計画素案を作成し、２回この委員会で検討する機会がある。

次回の委員会（令和元年１月８日開催予定）までに連絡いただければ、大幅

なものを除き修正できる。 

 

[次第 3. 立川市社会福祉協議会「第５次立川あいあいプラン 21」の策定状況] 

 〇立川市社会福祉協議会の担当者より、策定の状況、地域福祉計画との連動

等について説明があった。 

 

[次第 4. 各施策を実現する取組と重点取組について] 

 

＜委員＞「地域の安全・安心推進事業」の所管が生活安全課となっているが、

商店街も商売をしながら地域の安全・安心に寄与していることを踏まえ、産

業観光課も追加してはどうか。また、自治会の活動も踏まえた記載になると

よいと思う。 

＜事務局＞ 

所管としては、事業の主な担当を記載している。所管部分以外も含め、掲載

の仕方を再検討し、意見の趣旨を踏まえた内容としていきたい。 

＜委員長＞災害や防犯の問題は、基本的には地域の総合力で対応していくもの

であると思うので、できるだけどの部署が関わっているのかが見える方が確

かによいと思う。できるだけ関係する部署を掲載する方向で検討してもらい

たい。 

＜委員＞多機能拠点「（仮）アンテナショップ」の設置（以下、アンテナショ

ップ）という取組もあるが、これも商店街との連携という意味で産業観光課

などを所管に載せる方がよいのではないかと思う。 

＜委員長＞いろんな主体、関係者が集える場所ということ、特に今回は商業等

との取組といかに連携できるかというのが１つの肝になっていると思うので、

載せる方向で考えられればと思う。 

  前提として、「所管」の意味がポイントとなる。主管（主となり担当する）

なのか、関連する部署という意味なのか。主官として、責任をもって関係部

署に連携する所管なのか、取組に関わっている所管なのかということである。 

＜事務局＞取組が事業名のところは、予算を管轄し、責任をもって事業を進め

るというところで、その他については、主な主体としてリーダーシップをと

ってやっていくところという意味である。取組がすべての部署に関わるよう

な場合、主なところだけ表記し、あとは「各課」としてまとめた表記とした。 

  まとめると「所管」とは、主に責任をもって取組を進めるところという意

味で記載している。 

＜委員長＞そういうことであると、関連するところをすべて載せてしまうと責

任の所在があいまいになるという危険性がある。 

  今後、このシート（施策－取組名－内容－所管課を表にした資料）をどう

計画書に落としてこんでいくかであるが、次回の委員会で出てくるというス
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ケジュールか。 

＜事務局＞ 

そうである（次回計画素案を資料として出し検討する。）。 

＜委員長＞では、今回の意見を踏まえ次回資料の作成を行ってもらいたい。 

 

＜委員＞例えば、「地域福祉コーディネーター配置事業」は、地域づくりに関

する施策①に紐づいているが、すべての施策に関わる事業でもある。ただ、

そうするとすべての施策に再掲するのも大変であると思うので、取組の数が

少ないところに再掲してもよいのではないか。 

  「市民活動センター事業」について、内容に「機能の見直し」と書かれて

いるが、表現が強すぎると感じるので「機能の強化」等にしてはどうか。 

  「空き家」や「空き店舗」の活用について、「所管課」の欄とどう連動す

るかという意味でいくと積極的に連携する部署を記載してみたいと思う。た

だ、市がそれについてどういう方針なのかということも関係すると思う。そ

のあたりが気になっている。 

＜委員長＞確かに施策にバランスよく事業等を紐づけできるよう検討する必要

がある。 

「機能の見直し」は、確かにもう少し柔らかい表現にしてはどうかと思う。 

 空き家、空き店舗対策というのは非常に大事な柱であると思うが、単独で取

組として載せるのか、アンテナショップの内容に組み込んで載せるのか、多

肢な形があると思うがどうか。 

＜事務局＞行政内部の連絡会では、費用や安全性・衛生面等の課題があり、空

き家・空き店舗の活用をすぐに形にするのはハードルが高いという意見が出

ている。積極的に書き込んでいきたい気持ちはあるが、内部での調整を十分

したうえでないと書き込めない部分もあるため、今後検討課題とさせてもら

いたい。 

＜委員長＞１つの取組として掲載するのは難しいと思うが、アンテナショップ

というのは新しい建物を建てるということではなく、空いているところを活

用するという考えだと思う。今後、立川市がどう空き家・空き店舗を活用し

ていくのかという１つのモデルをつくっていくものと考えられるので、でき

るだけ具体的に書き込んでいく方向で検討してもらいたい。 

＜委員＞現計画の「第３次地域福祉計画」では、15 施策のあったものを今回８

施策にまとめるということだが、現計画の方がより具体的、詳細な記載とな

っていると思う（例えば、「空き店舗対策モデル事業」「シルバー大学」）。

それを今回出ている資料（取組のリスト）にまとめ、内容の記載でカバーす

るということか。 

＜委員長＞なにか引っかかる部分があるか。 

＜委員＞現計画で細かい記載をしてあったものを、大きな項目に吸収してしま

ってよいものかという疑問が残る。 

＜委員長＞１つの論点になってくると思う。委員の例示した「空き店舗対策モ
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デル事業」は、産業観光課が実施しているものか。 

＜事務局＞産業観光課所管で、東京都の補助事業としてある。空き店舗を地域

のコミュニティの拠点にする取組に費用補助するというもの。但し、活用さ

れていないのが実情である。市の独自の取組としては、商店街の新たな出店

へのチャレンジを支援するものと空き店舗紹介の情報サイトの運営がある。 

＜委員長＞取組が記載されていてもあまり活用されていないものあり、詳細に

多くの取組が記載されている計画だと結局なにを行っているのかという全体

像がつかみにくくなるデメリットがある。 

  多くの取組を網羅しても計画期間の５年後あまり実行できていなかったと

いうことになるより、柱をあえて少なくして確実に進めていく方が私の経験

上よいと考えている。 

  但し、まとめると大事な事項が埋もれてしまうおそれがあるので、それを

どう防ぐかということであると思う。そこで、現計画のなかでこれは埋もれ

てしまっては困るという部分を各委員に提示してもらい事務局へ伝え、事務

局で新規内容に反映するという方法はどうか。 

＜事務局＞次回 12 月４日に作業部会を予定しており、それまでにご意見をご連

絡いただきたい。現計画の全取組リストは、用意し送付する。 

＜委員＞各委員にどの取組を残してほしいかを依頼してもなかなか出てこず、

結局埋もれてしまう事業がないか心配である。 

＜委員長＞地域福祉計画に記載がなくなっても、その事業自体がなくなるわけ

ではない。行政としては、事業は継続してやっていくものである。この委員

会は、事業の廃止等を決めるのではなく、計画書でどう整理して見せるかと

いうのが役割であると思う。そのことを共通理解としたい。 

  現計画のリストを事務局から提供してもらい、各委員で特に次期計画でも

掲載が必要なものにチェックをしてもらう。それをもとに、事務局で埋もれ

ないよう取組内容に反映することとしたい。 

 

[次第 5.計画の構成について] 

＜委員長＞これは中身が記載されないとなかなか検討できないとは思う。 

第３章「計画を実行する体制」が肝になるところであると思うが、第２章「施

策」との関係で構成を入れ替えた方がよいというような意見が出る可能性もあ

り、今後内容が詰まった時点でご意見をいただけるとよいかと思う。 

 現段階でなにかご意見あれば伺いたい。 

＜委員＞少し話はずれるが、地域での空き家対策について意見がある。 

 難しいのは、空き家ということが分かっていてもどういう事情で空き家にな

っているかという肝心の「理由」がわからない。活用ができれば一番いいのだ

が、まず実態がつかめていない。例として、アパート１棟空き家になっている

が、所有者が外国に行ったきり音沙汰なしというものがある。中がどうなって

いるかも分からないし、取り壊すこともできない。地域で実態把握しようと地

域福祉コーディネーターなどと取り組んではいるが、実態がなかなかつかめず
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そのような空き家が増えていると思う。 

 空き家の実態把握、活用が進むのか疑問が残る。 

＜委員長＞そのようなことに対応できないという抜けがない計画内容にしなけ

ればならないと思う。この計画で対応できますという説明ができるかという

ことが重要になってくる。そういった意味でいうと詳細を記載した方がどこ

かにひっかかるともいえるので、抜けがない記載を慎重に検討していかなけ

ればならないと思う。 

 

 

                             以上 


