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会  議  録 

会 議 の 名 称 平成２９年度第５回地域福祉計画策定委員会 

開 催 日 時 平成３０年２月２２日（木）午後７時００分～９時００分 

開 催 場 所 東村山市役所 いきいきプラザ２階 学習室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者：  

（委  員）河津英彦委員、橋本洋子委員、今井和之委員、高橋節夫委員、

長島浩二委員、千葉瑞枝委員、山路憲夫委員、鈴木博之委員 

 

（市事務局）野口子ども家庭部長・河村健康福祉部次長・新井地域福祉推

進課長・進藤高齢介護課長・小倉障害支援課長・花田健康増

進課長・土屋生活福祉課長補佐・金野高齢介護課長補佐・加

藤障害支援課長補佐・小澤健康増進課長補佐・谷自立相談係

長・空閑子ども総務課長・嶋田子育て支援課長・榎本子ども

家庭支援センター長・大塚地域福祉推進課計画担当主査 

 

●欠席者：大木幸子委員、近藤幹生委員 

傍 聴 の 可 否 
傍聴 

可能 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 
傍聴者

数 
１名 

 

会 議 次 第 

 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事                      

（１）パブリックコメントの結果について 

（２）地域福祉計画及び、個別計画（障害、高齢、健康）策定について   

    ①地域福祉計画   

②障害者福祉計画      

③障害福祉計画       

④地域包括ケア推進計画   

⑤地域保健計画      

（３）その他 

４ 閉会 

 

問い合わせ先 

 

 

健康福祉部地域福祉推進課計画担当  

担当者名 大塚 知昭 

電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３１８３） 

ファックス番号 ０４２－３９４－７３９９ 

 

 

 

 

会  議  経  過 

 

６ 議事 

（１）パブリックコメントの結果について 
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〇地域福祉推進課職員（資料１をもとに説明。以下要旨） 

計画（案）について、平成３０年１月４日から１月２３日の間に市民意見募集を行いまし

た。 

市のＨＰや１月１日号の市報において周知し、ＨＰを初め、いきいきプラザ総合相談窓口、

各公民館等含め約２０か所に意見箱の設置をして募集したところ、全体では８件のご意見を

いただきました。 

寄せられたご意見に対する市の考えとして右の欄に記載している内容をＨＰ上で回答した

いと考えています。 

８件のご意見のうち、ＮＯ．５～８については個別計画に関連するものとして回答案につ

いては２月に行われた個別部会等で検討済みのため、本日はＮＯ．１～４について説明しま

す。 

８件のご意見のうち、ＮＯ．５～８については個別計画に関連するものとして回答案につ

いては２月に行われた個別部会等で検討済みとし、高齢者分野については３月の協議会で検

討予定のため、本日はＮＯ．１～４について説明します。 

まずＮＯ．１「住民活動計画である地域福祉活動計画も今年度作成していますので、連携

できるようにしてほしい。」については、地域福祉計画の策定と同時期に社会福祉協議会にて

住民活動計画である地域福祉活動計画の策定も進めております。この２つの計画は車の両輪

のような関係であり、また２つの計画策定に関わっている委員や事務局にて東村山市の福祉

の目指す方向性に、大きなずれが生じないように参加をし、策定をすすめていますので、こ

の後、議事２でも説明いたしますが、重点施策にて第５次地域福祉活動計画（住民活動計画）

との連携を追加しました。 

次にＮＯ．２「民生委員やボランティアが地域で安心して活動できるようにしてほしい」

については、これまでも、社会福祉協議会が運営するボランティアセンターへの活動支援や

東村山市民生委員・児童委員協議会への事務局支援など様々な支援を実施しています。 

今後も地域活動が円滑に推進されるよう、「地域づくりの推進・地域活動との連携」に民生

委員・児童委員協議会などの活動団体の表記を追加しました。 

ＮＯ．３「絵に書いた餅にならないような実態を把握した施策にしてほしい。」については、

市民意向調査において把握した東村山市の実態等を鑑みた計画の策定をすすめてきたので、

この計画が推進できるよう各部会への報告や意見をいただきながら適切な計画の進捗管理が

行えるよう、「第４章 計画の推進と進行管理」の項目を追加しました。 

ＮＯ．４「明確な具体的好老社会の福祉安心街づくりを発信してほしい」については、第

５次地域福祉計画の基本理念に「認めあい 支えあいながら 健やかに暮らしていくまち 

東村山」とし、４つの基本目標を明示し、高齢分野についても今後の３か年に行う取組みを

掲載しています。これらの実現に向け第５次地域福祉計画の推進を図っていきたいと思いま

す。 

こういったところから「回答（案）」を、ご意見に対する回答として答えたいと思います。 

 

〇会長 ご意見ご質問ありますか。 

 

○A 委員 好老社会とありますが、高齢社会の間違いではないかと思います。 

 

○地域福祉推進課長 事務局では判断できず、原文を参考にしています。 

 

○高齢介護課長 一般的には使わない言葉だとは思いますが、ご本人が考えた当て字という

ことかもしれません。 

 

○地域福祉推進課長 事務局にて確認し必要に応じて修正したいと思います。 

 

○B 委員 ＮＯ．１の地域福祉計画との連携は必要と感じています。計画への記載を検討し

ますとありますが、計画を作った後も関わっていきます、という表現があった方がよいと思
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います。 

ＮＯ．２の民生委員については、欠員の問題をサポートするという表現がほしいと感じま

した。 

 

○地域福祉推進課長 ＮＯ．１については、実施における推進部分の修正を検討します。 

ＮＯ．２については、民生委員欠員地区へのサポート及び欠員補充への取組みの両面の支

援が必要であり、当市でも推進しているところであります。計画書への記載等については庁

内で検討します。 

 

○Ａ委員 地域の住民が安心して活動するために民生委員やボランティアに活動してほしい

と思っています。民生委員は特別職の公務員であり、国から与えられた役割があり、ボラン

ティアは地域のニーズに応える役割があります。民生委員やボランティアのために地域社会

があるわけではなく、地域のニーズに応えられるようなあり方を考えなければならないと思

います。 

 

○Ｃ委員 市民の為にやる気を持って活動していく方を育てていくことの必要性を感じてい

ます。 

 

○会長 民生委員は、以前から厚生労働大臣が任命することになっています。体を張って頑

張っている方もいます。質問をしている市民からすると民生委員もボランティアも同じボラ

ンティアと思っているのかもしれません。ボランティアは楽しんで活動しているという認識

があるから、安心してという表現をされているのかもしれません。 

ＮＯ．１については、計画だけではなく今後、具体的な活動事例を示す努力をします、と

いった形が良いと思います。 

 

○地域福祉推進課長 ＮＯ．1については、活動計画を現在、策定中ですが、密接な動きがで

きるよう努めていきます。 

ＮＯ．2について 民生委員とボランティアに違いはあるので、状況を踏まえた回答となる

よう精査します。 

 

○会長 ＮＯ．5～8についてご意見ありますか。 

 

○Ａ委員 「介護難民ゼロを目指して」とありますが、大切なのは地域包括ケアだと思いま

す。地域の中で安心して住めるような体制づくりに全力を挙げていきます、と書くべきであ

り、施設のことは書く必要ないと思います。 

 

○会長 先日参加した琵琶湖で行われたアメニティフォーラムでも高齢分野では、いかに地

域で、また在宅で生活をするということに主眼を置いており、看取りケアについて病院や施

設ではなく、在宅でいかに看取れるかに重点が置かれているので、施設だけが答えに浮き出

ているのは、遅れている気がします。 

 

○Ｄ委員 現実問題として在宅だけで看護をするというのは厳しいと思いますので、選択肢

として用意しておいたほうが良いのではないかなと思います。 

 

○高齢介護課長 回答案の後段で施設整備を記載しておりますが、健康寿命の延伸に向けて

の、介護予防があり、次に在宅生活を支援する地域密着型サービスの整備、そして施設サー

ビスの整備も重度の方に対して必要であると考えております。介護予防の取組み、在宅生活

の支援と施設サービスとを両輪として考えています。市としても地域包括ケアシステムの構

築に向けてさらなる充実と加速が必要と考えています。 
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○Ｂ委員 介護難民ゼロとは、経済的要因で受けられない方と本人の状態に合う介護サービ

スが受けられない場合もあると思いますので、量を確保すれば、介護難民が減るわけではな

いと考えられます。 

 

○Ｄ委員 ＮＯ．６の回答だけ親切ですが、具体的過ぎているのではないか、と思います。 

 

○会長 子育て世帯や若者が集まれる場所が必要なので、都営住宅の活用ができないか、と

いうことだとは思います。 

 

○高齢介護課職員 ＵＲの住宅を活用した事例があったため、このような回答をしています。 

 

○会長 各世代が関わる問題で福祉全体に関わるパブリックコメントとして捉えたほうが良

いのではないかと思います。 

 

○健康福祉部次長 できるだけ具体的に事例を挙げて回答をするというスタンスで作成をし

ていますが、再度意見を読み取り概念的な部分と個別で答える部分と明確に分け再度、検討

します。 

 

○会長 ＮＯ．７については障害者施設だけを取り上げているが、バランスよく回答ができ

ないものかと感じます。 

また、学校では子どもの貧困について把握されているのでしょうか。 

 

○Ｅ委員 子どものプライバシーに関わることなので、学校は入り込めません。所得層に分

かれて支援を受けている家庭については学校で把握しています。 

 

○Ｆ委員 「ころころたまご」というお母さんの相談事業をしていますが、貧困につながり

そうな家庭を見つけ、次の支援につなげることが必要だと感じています。 

 

○会長 地域福祉計画として注意深く対応していかなければいけないと思います。 

 

○Ｇ委員 子どもの貧困や虐待など異変を感じた場合、東村山歯科医師会でも連絡体制など

統一した対応をしています。 

 

○会長 出されたパブリックコメントは８つですが、いろいろな問題を含んでいると理解す

れば良いのだと思います。 

 

（２）地域福祉計画及び、個別計画（障害、高齢、健康）策定について   

 ①地域福祉計画     

〇地域福祉推進課長（資料２をもとに説明。以下要旨） 

第５次地域福祉計画について、前回の策定委員会でのご意見やパブリックコメント、平成

２９年１２月に厚生労働省から発出されました文書「地域共生社会の実現に向けた地域福祉

の推進について」等を踏まえて、一部修正を行ったところを中心に、ご説明します。 

２９ページページ下段、（３）市民意見聴取の概要に、１月に実施しましたパブリックコメ

ントの情報を追加いたしました。 

３４ページ「住民が参画する地域福祉体制の推進」の項目に、現在も地域において様々な

基幹的事業や住民活動を推進している東村山市社会福祉協議会との連携について追記いたし

ました。 

３７ページ「安全・安心なまちづくりの推進」の項目に、社会福祉法人連絡会との連携に
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ついて追記いたしました。東村山市では、平成２７年度に、都内で初めて市内の社会福祉法

人による連絡会が立ち上がり、地域における公益的な取り組みの推進に取組んいます。当市

としても、今後も当該連絡会と連携を図ってく為、追記したところです。 

４０ページ重点施策の「地域づくりの推進・地域活動との連携」において、厚生労働省か

らの通知も踏まえ、「地域共生社会」の実現に向けた文言について整理を行いました。また、

これを推進するために、住民に近しい活動団体として、そして適切に連携していくために、

民生委員等を追記しました。 

４６ページに、住民活動計画である「地域福祉活動計画」との連携について記載していま

す。本計画ですが、平成３０年度からを計画期間として、社会福祉協議会を事務局として「地

域住民、活動団体、行政職員等を委員とした策定委員」にて策定していますが、現時点で策

定中となっています。そのため、記載されている内容、レイアウト等は変更がありうるもの

になります。 

前段で、住民活動計画であるという計画の位置づけについて説明を行い、中段で、基本理

念から、重点４事業の説明を行い、両計画の連携という構成になっています。 

今後 6 年間で 4 つの重点事業の取組みに力を入れます。①挨拶プラスひとこと運動（地域

とのつながりのきっかけ作り）、②ゴミプロジェクト（地域へのつながり）、③子供たちの主

役になる町づくり（ボランティア参加へのしくみ）、④誰もが行きたくなる町づくり（つなが

りの場作り）としており、活動計画の連携、社会福祉協議会、職員等連携をとっていきます。 

 

〇会長 ご意見ご質問ありますか。 

 

○会長 ３６ページのかかりつけ医・歯科医・薬局等については、市民の自己決定になって

いるようですが、具体策はありますか。 

 

○健康増進課長 三師会に協力いただいたり、高齢者の方へは地域包括センターにより、在

宅で医療の必要な方へ案内をしていただいております。計画書には、日々の取組みと在宅療

養支援窓口における在宅患者への支援を記載しています。 

 

○会長 市民の方にかかりつけ医がいるのか、というアンケートはとっていますか。 

 

○地域福祉推進課長 昨年実施した市民意向調査にて64歳までのアンケート回答になります

が 6年前より、かかりつけ医は 41％から 49％と増え、かかりつけ歯科医は 50.2％から 61.8％

と増え、かかりつけ薬局（薬剤師）は 28.5から 34.1％へ増えています。 

 

○会長 促進するための具体的な方法は何かありますか。 

 

○健康福祉部次長 かかりつけ薬局に関してですが、国民健康保険では対象者に残薬バッグ

を郵送して、薬局で見てもらう取組みを今年度から開始しています。 

 

○Ａ委員 制度としてかかりつけ医等はありません。生活全体を見て、気軽に相談できる医

者を作ろうということになっているのだと思います。 

 

○Ｇ委員 かかりつけ医を持っている人は少ないが、浸透はしていると感じています。かか

りつけ歯科はシニア、妊婦、子供の順でかかっているが、働き盛りの男性は、地元の歯医者

にかかりにくいのが現実と感じています。 

 

○会長 37ページの社会福祉法人連絡会議が発足して 2年経ちましたが、どんなことをして

きましたか。 
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○地域福祉推進課長 社会福祉法人連絡会の中で、平成２９年度社会福祉法改定に伴い、職

員向け等、様々な立場向けの研修会を開催したほか、地域公益事業の一つとして暮らしの相

談ステーションを各社会福祉法人で開設いただきました。 

 

○会長 全ての社会福祉法人で開設していますか。また実績はどうですか。 

 

○地域福祉推進課長 全ての社会福祉法人で開設していますが、平成２９年１０月開始のた

め実績としてはまだ出てきていません。 

 

○Ｇ委員 住民活動計画の重点事業２のプロジェクト名に違和感があります。 

 

○Ｂ委員 意図としては町の美しさを守るというもので、このような表現になっています。 

 

○Ｈ委員 ごみを捨てないという意識が高められる表現でも良いと思いました。 

 

○Ａ委員 住民活動計画の重点事業４の誰もが行きたくなる場所とは、相談する場所なのか、

居場所なのかを書けると良いと思います。また「すすめる必要がある」という表現は改めた

方が良いと思います。  

 

○Ｂ委員 直近の会議では表現を変更しており、実際の地域福祉活動計画では見開きで２ペ

ージを使い中身について十分説明しているものになります。 

 

○会長 住民活動計画の重点事業１のあいさつプラス一言はハードルが高いのではないかと

思います。 

 

○Ｂ委員 あいさつを継続することにより、関係をつくるきっかけにする、といった事業に

なります。  

 

○Ｉ委員 ４５ページの福祉避難所が、どこかにあるのかがわかるように記載したほうが良

いと思います。 

 

○地域福祉推進課長 資料編にもう少し説明を加えた状態で施設の一覧を載せることを検討

したいと思います。 

 

○Ａ委員 在宅で生活している重度の障害者を直接、福祉避難所に行けるような選択があっ

ても良いと思います。またそういう方に知ってもらうという意味でも事前に周知、公表した

ほうが良いと思います。そのため計画書に記載したほうが良いと思います。 

 

②障害者福祉計画・③障害福祉計画 

〇障害支援課長（資料３・４をもとに説明。以下要旨） 

障害者福祉計画については、パブリックコメントの意見を部会で協議をし、資料３の１４

ページ（１）安心・安全なまちづくりの推進の③サービスの質の向上の促進に、障害のある

人が安心してサービスを利用するために、信頼と実績のある良質な事業者によって各種の事

業が地域に展開されるよう、東京都との情報共有や連携に努めます、という文言を追加して

います。 

 資料４の障害福祉計画については、変更ありません。 

 

④地域包括ケア推進計画 

〇高齢介護課長（資料５をもとに説明。以下要旨） 
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 第５章のサービス利用量見込みと介護保険料の設定については、３０～３２，３７年度の

推計を記載し、５７ページ以降に居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの３０

年度から３２年度の推計等を記載しています。これらを踏まえ介護保険料の設定を第６期と

同額の保険料としており、最終的に３月に行う第７回目の協議会で計画策定とする予定とし

ております。 

 

⑤地域保健計画 

〇健康増進課長・子育て支援課長（資料６をもとに説明。以下要旨） 

地域保健計画の策定については、これまで「地域保健計画推進部会」において、計５回に

わたって議論をしており、前回１２月１４日に説明した以降、修正した部分のみ報告します。 

パブリックコメントでは、直接、地域保健計画の修正に繋がる意見はなかったので、基本

的には前回１２月１４日にご説明した内容と変わっていませんが、この間、部会各委員から

の意見をもとに、全体的により見やすいよう、デザインや注釈等の改善をしました。 

１５７ページ下部に、コラムとしてＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）についての説明文を加

えました。 

１６０ページの栄養・食生活に関する部分ですが、市民が具体的に取組みやすいよう記載

を充実しました。 

このほかにも、計画全体についてデザインや表記の改善を行い、空白部分は３月８日開催

の保健福祉協議会で了承を得たのち、挿絵や画像などを用いて、より見やすい計画書にして

いきます。 

母子保健計画は大きな変更はありませんが、部会委員からの意見をもとに表現を変更して

います。 

前回の地域福祉計画策定委員会において、委員からご意見をいただいたところであります。

１７９ページの課題１「子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり」の基本施策１の①

の展開方向に、「身近に相談できる人がいないなど、不安を抱える子育て家庭に対して専門職

による戸別訪問を行うとともに、地域で支えるしくみを検討し、孤立感の解消を図ります」

という一文を追加しました。 

また、１８０ページの基本施策２の②の展開方向に、「利用者支援事業（基本型）」を追加

し、コラムに説明文を追加しました。 

１８１ページの計画指標については、コラムとして計画指標の考え方を追加しています。 

 

○Ｄ委員 地域保健計画では、コラムと※が混在しているので、表現を整理したほうが良い

と思います。 

 

○地域福祉推進課長 複数計画に記載のある用語については、用語解説として資料編を作成

しているため、整理します。 

 

○Ｂ委員 計画の中で市民と住民という表現がありますが、どう使い分けていますか。また、

４０ページの「地域づくりの推進・地域活動との連携」に、市民や地域団体、行政がお互い

の責任と役割を認識し合いながら、と記載がありますが、わかりにくいのではないでしょう

か。 

 

○地域福祉推進課長 精査します。 

 

○会長 意見をもとにどう修正していくか事務局と会長・副会長とで相談していきます。 

ほかに質問、意見はございますか。無いようですので、第５回東村山市地域福祉計画策

定委員会を終了いたします。 

 

閉会 
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