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開会 

（事務局より資料の確認） 

 

1． 部会長挨拶 

（部会長より挨拶） 

 

2． 福祉サービス部長挨拶 

（福祉サービス部長より挨拶） 

 

3． 議題 

1 第 2次四街道市地域福祉計画骨子案について 

【部会長】 

 議題に入りたいと思います。議題①について、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】 

（第 2次四街道市地域福祉計画骨子案について説明） 

 

【部会長】 

ありがとうございました。ただ今、第２次四街道市地域福祉計画骨子案についてご説明いただ

きました。これに対して、ご質問、ご意見がございましたらお願いします。 

【柴委員】 

第１次計画と第２次計画の間に高齢者の定義が変わりましたか。たびたび高齢者という言葉が

出てくるのですが、私達が高齢者と呼ぶ時に何をイメージすればよいのでしょう。単に年を取っ

た人というイメージですか。 

【事務局】 

第１次計画、第２次計画とも同じ定義になります。年齢が 65歳以上の方です。 

【柴委員】 

この５年間で社会情勢は大きく変わって、例えば就業年齢の延長、再雇用の問題等が出てきて

います。依然として日本全国 65歳という定義のままであるのはいかがなものでしょうか。 

【事務局】 

おっしゃる通りです。ただ、現時点では 65歳という定義で進んでおりますことから急激な変更

はできませんが、いずれは変わっていくのではないかと思っています。 

【柴委員】 

従って、今回は 65歳以上の方を単に年を取った人と見て、他のことを考える必要はないという

わけですよね。例えば、地域とつながる社会参加と出ていますが、再就職をした方、あるいは別

の形で経済活動に参加されている方が増えると、地域に参加する方が減るのは当然のことですよ

ね。この案を作っている現時点でそういうものの見方は入っていませんが、これから先は必要だ

と思います。 
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【事務局】 

全くおっしゃる通りだと思います。実は、就業年齢が 65歳までに引き上げられたことでシニア

クラブやシルバー人材センターの会員数が微減しています。現状では変更はございませんが、65

～75歳というのは健康で自由に活動ができる方が多く、そういったことから言えば、委員がおっ

しゃるように変わっていくべきだと思います。 

【柴委員】 

現状の定義は 65歳以上ということですね。分かりました。 

【秋山委員】 

36 ページの生活困窮者について、「貧困問題が顕在化し」と書いてありますが、身体的な問題

を抱えている方は生活困窮者に入らないのでしょうか。生活困窮者の定義というのは、金銭的な

問題を抱えている人だけですか。 

【事務局】 

生活困窮者の定義としては、金銭的な問題から生活が不便だと感じている人を意味します。 

【秋山委員】 

支援員とありますが、これは市役所の方ですか。 

【事務局】 

生活困窮者自立支援事業については、今年度から社会福祉協議会に委託しております。ですの

で、自立及び就労に関する支援員については、どちらも社協もしくはそれに準じる団体から来て

いただいているということでございます。 

【部会長】 

生活困窮者を支援する場として「くらしサポートセンター『みらい』」をこの４月から設置し、

社協が運営しております。支援員については、外部の方も含めると５人体制で動いているところ

です。生活困窮者自立支援事業とは生活保護を受ける前の段階の支援で、就労支援や生活改善の

アドバイスをしているわけでございます。 

他にございますか。 

【岡田委員】 

13 ページ、「災害時の地域における支援の仕組みがあり安心して暮らせる」が前回調査より増

えており、「地域の見守りや助け合いがあり、安心して暮らせる」が激減しています。どういうこ

とでこのような数字になったのですか。直接的なきっかけがあるのか、もしくは地域のかかわり

が薄くなってきたのでしょうか。 

【事務局】 

前回と同じ質問をしたのですが、その時と比べて地域の見守りや助け合い自体を求める人が少

なくなっている傾向が強いと、この結果からは見て取れます。 

【岡田委員】 

 地域とのつながりをあまり求めないという傾向ですよね。 

【部会長】 

よろしいですか。 

他にございますか。 
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【江口委員】 

16ページに「各活動団体が各センター（ボランティアセンターやみんなで地域づくりセンター）

ごとの縦割りとなっており、情報共有がなされていないという声もありました。」とあります。 

こういう傾向は避けられないような気はするのですが、１つ例を挙げますとみんなで地域づくり

センターはシティセールス推進課の担当ですよね。地域づくりとは包括的な関係づくりであると

思うのですが、みんなで地域づくりセンターは縦割りを乗り越え、課を超えて情報を共有する方

向でこれから進めていかれるのでしょうか。 

【事務局】 

情報の共有が必要であると課題として出させていただいておりますし、その対応策としては今

おっしゃったようなことになるかと思います。 

【江口委員】 

地域づくりにはいろいろな要素が含まれていますが、みんなで地域づくりセンターの活動を見

ていると、どちらかと言えばプロデュース的な傾向が強く、コーディネート業務をあまりされて

いないような気がします。高齢の方の地域への参加の問題も含めて考えると、もう少しコーディ

ネート業務にスタンスを移したほうがよいという印象を私は受けています。それと、市民大学に

参加する学ぶ欲求が強い人も毎年結構いらっしゃるということですが、その参加者が勉強するだ

けではなく地域づくりにかかわっていく方向を目指していく必要があるのではないかと思います。

その辺り、社会教育課との連携をどう深めていくのかが鍵になるような気もしているのですが、

いかがでしょう。アンケートを見ても、地域活動やボランティア活動に「機会があれば取り組ん

でもよい」「積極的に取り組んでいきたい」「できるだけ取り組んでいきたい」を合わせると 70%

以上いるので、それを考えても講義を聴くだけではなく一歩前へ踏み出せるような形を推し進め

ていく、そういう情報を提供していく積極性があってもよいのではないかと思います。 

【部会長】 

今のはご意見ですね。 

他にございますか。 

【秋山委員】 

以前、100 歳以上の不明者が全国に結構いると話題になったのですが、四街道では 100 歳を迎

えた人に市長がお祝いを持っていくのでそういう人はいないとおっしゃっていました。先日、宮

城県で 100 歳未満の方の２遺体が見つかった事件がありましたが、市役所の職員が何回行っても

会えなかったという話を聞きました。四街道で、そういった職員が会えないような方はいらっし

ゃるのでしょうか。もし、そういう方がいる場合、どのような対応をなさっていますか。 

【事務局】 

おっしゃったように、長寿者への褒賞と見守りも兼ねて、100 歳の方については市長より記念

品を贈呈しております。 

【岡田委員】 

90歳以上の親御さんが亡くなっているのを隠して年金だけもらい続け、社会問題になったこと

がありました。90 歳と 95 歳の方には市からお祝いが出るので、民生委員がそれを持って伺いま

す。施設に入ったと聞けば、どちらの施設ですかと確認もします。91歳から 94歳、96歳から 99



4 

 

歳までの方についても、お誕生日に民生委員が社会福祉協議会からのお祝いを持って伺い、安否

の確認をするように努めております。 

【秋山委員】 

 宮城県の 50代の方が不明になりましたよね。 

【岡田委員】 

そうですね。今は個人情報の問題がありますから、地域のことが分かりませんね。それに、先

ほどもありましたが、地域のつながりが薄くなってきていますので。 

【部会長】 

 民生委員が高齢者のお宅にお祝いを持って訪ねるのは、安否確認の意味が非常に大きいわけで

す。ただ、正直言って１回伺っただけで会えることはほとんどありません。何度も通ってやっと

会えるような状況なので、民生委員の苦労も結構多いと思います。 

 他にございますか。 

【有川委員】 

 先ほども出ていました 36ページの「生活困窮者自立支援」の取り組みについて、今年の４月か

ら新たにスタートした事業と思いますが、四街道市民からの相談は多いのでしょうか。 

【事務局】 

 延べ 100 件を超える相談があります。生活困窮者に関する会議を毎月開いておりまして、そこ

で解決方法等を話し合っているのですが、障害のある方で精神的なものから閉じこもりがちだっ

た方がサポートセンターに来て結果的に就労できたという例や、仕事がなくて困っている方と一

緒に企業を回って就労に結びついたこともあります。お子さんがたくさんいて高校に入れるお金

がないなど、様々な相談が寄せられます。生活保護には至らないのですが、その手前の段階で困

っている方が多い状況です。先日、佐倉市の方とともに研修を受けたのですが、大阪市西成区の

方も視察に来られていて、その時に伺ったところ西成区と本市では相談件数の桁が違いました。

佐倉市と比べても本市の相談件数は少ないほうだとは思います。しかし、その中で就労に結びつ

いた方もいらっしゃるので、事業としては順調に行っていると捉えております。 

【岡田委員】 

 くらしサポートセンター「みらい」の存在は、私たち民生委員にとってとても助かっています。

ひきこもりなどで職に就いていない人たちの問題にも取り組んでいますし、民生委員の研修会に

講師として「みらい」の方に来ていただいているのですが、他の講師より好評です。先日はＮＨ

Ｋの番組にも出演されていましたし、とても頑張っておられると思います。 

【部会長】 

 ありがとうございます。「みらい」が動き出して半年を過ぎたところで、先ほども言われていた

通り、100件を超える相談が寄せられています。多い月は 30件くらいあります。 

他に、ございますか。 

【柴委員】 

 介護のために離職して、生活困窮に陥ったような方々は四街道にいらっしゃいますか。 

【事務局】 

 これまでの会議の中では、そのような事例は聞いておりません。 
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【部会長】 

 その話は、テレビ等でよく報道されていますよね。四街道では、今はないようです。 

 他にございますか。 

 私も以前民生委員をしておりましたが、就業年齢の引き上げ等世の中の状況や事情が影響して、

民生委員を引き受けてくれる方が非常に減っています。また、民生委員も高齢化していますよね。 

【岡田委員】 

 以前は 60歳が定年でしたから、その後ボランティアをしてくださる男性の方も多かったのです

が、今は 65歳あるいはそれよりもっと上の年齢の方でもお仕事をしていらっしゃいます。例えば

70歳前にお仕事をお辞めになって時間ができても、ボランティアや社会的な活動よりご自分の趣

味に打ち込んだり夢を叶えたいという方が多く、欠員が出てお願いに上がっても引き受けてくだ

さる男性は少ない状況です。女性の民生委員だけが多くなるのも問題だと思いますし、高齢の男

性ばかり集まるようでも困ります。来年の 12月に改選がありますので、皆さんの周りでこの方な

らという情報がありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。 

【部会長】 

 12月１日から、いきなり民生委員になってくれますかというわけにもいきません。民生委員と

しての資質があるかどうかの審査が何段階もあり、それに半年以上かかるからです。だから、来

年の 12月とは言っても、年が明けてから準備しないと間に合いません。よろしくお願いいたしま

す。 

【岡田委員】 

 17 ページに社会福祉協議会と民生委員のことが書いてありますが、民生委員を知らない方が

66%近くいます。実は、この数字を見て最初は驚きました。広報などで民生委員の存在をできるだ

けお知らせしているのに、これだけの方がご存知ないのかと。でも、よく考えてみると、自分の

地区を担当している民生委員を知らなくても、皆さん直接市役所あるいは地域包括支援センター

に行かれるわけですよね。そして、反対に市から担当の民生委員を紹介してもらうような状態だ

と思います。いくら広報等を出しても、実際の活動が自分の近くで見えなければ何の興味も持て

ないので、この数字は仕方ありません。まして、民生委員は基本的に個人対個人のことですから、

名前と顔を知られて民生委員がしょっちゅう来ていると噂されるのが嫌だという方も多いです。

この数字だけを見て嘆く必要はないかと思いますが、皆さんがご覧になった時にこの数字はなぜ

だろうと思われたのではないでしょうか。 

【荒井委員】 

 34ページにある新しい取り組みの１つに「避難行動要支援者支援体制整備」がありますが、こ

の中で「自助・共助・公助」という表現がなされています。共助とは、一般的には自治会と解釈

されると思います。今年めいわ地区の自治会長を仰せつかって自分なりに考えたのですが、要は

自治会役員とは１年ごとの輪番制ですよね。毎年違うメンバーでの活動になりますので、落ち着

いて共助の部分を考えるのが難しいのが現実です。ですから、公助の部分で少し共助をサポート

するような体制がないと言葉だけになってしまい、具体的な活動は難しい気がしております。 

【部会長】 

 確かにその通りだと思います。自治会役員は１年交代で、社協としても自治会にいろいろとお

願いしたいのですが、その辺がネックになっています。特に災害時は隣組の助け合いが基本です
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が、委員がおっしゃるように公助の割合を多少増やしてもらえれば、少しは今の状況も変わって

くるのではないかと思っています。 

 他にございますか。 

【積田委員】 

 今のお話と関連しますが、私の自治会では個人情報保護法がネックになって全く個人個人を把

握できていません。私は消防団に入っていまして、隣近所は分かってもその先となると分からな

いのでそこの自治会さんに避難行動のお手伝いを要請するのですが、その自治会さん自体が個人

情報保護法に縛られて個人個人を把握していない現状があります。実際に災害が起きた場合、市

から情報を得てからの避難支援では遅い気がするので、法の壁を乗り越えて支援の仕組みをどう

構築していくかを考える必要があると思います。 

【部会長】 

 行政側の意見はどうでしょう。 

【事務局】 

 全くおっしゃる通りです。共助の重要性はおそらく誰もが感じていることと思いますが、現実

にはなかなか難しい状況です。その難しいところを公助でどうにかしたいという気持ちもありま

すが、公助で共助をどう助ければよいかと悩みます。共助とは、分かりやすく言えば隣近所、も

しくは困っている人に手を差し伸べるものですから、市でそうするように指示してもその通りに

なるとは限りません。共助をどのように皆さんにしていただくかが非常に難しく、確かに委員が

言われる通りで個人情報保護法が壁のように立ちはだかり、何かしようとすると必ずそれにぶつ

かります。一方、個人情報保護法があるために助かる方も大勢いらっしゃるわけですから、その

兼ね合いをどの程度に保つのかが難しいと感じております。それを踏まえて避難行動要支援者支

援体制整備を福祉サービス部で始めるということで、今週、区・自治会長さんを集めて説明会を

開く予定です。どのような制度かと申しますと、災害時、自力で避難するのが困難な方を区・自

治会で手助けしていただく制度です。一定の条件に基づき自力で避難するのが困難と思われる方

の名簿を作成したので、この名簿に載っている方に調査票を送り、個人情報を区・自治会等に提

供してもよいかと照会し、同意していただいた方に対する支援を区・自治会にお願いするもので

す。説明会を終えてみないとどれだけの協力をしていただけるか分かりませんが、市としてはこ

のような方向性で取り組んでいきたいということで、今回の新しい取り組みの最初に挙げている

次第でございます。 

【有川委員】 

私は和良比小学校区に住んでいるのですが、月１～２回の割合で話し合いの場を持っています。

そういう場を定期的に持つことで、自分の地域が今どのようになっているかを含めて、学校に避

難するのがよいのか家にいるほうがよいかまで分かります。和良比小学校区では、自治会長さん

が交代したとしても引き継ぎなどもしっかりされており、いざという時も大丈夫なようになって

いるので、どの学区よりも進んでいると思っています。定期的に会うことで、自分たちが何をす

るべきかをイメージできるのがすごく大事ではないかと感じているところです。 

 

 

 



7 

 

【部会長】 

ありがとうございました。 

他にございますか。 

いろいろな意見が出ましたけれど、事務局案をご承認いただけるでしょうか。挙手をお願いし

ます。 

（全員挙手） 

 はい。ありがとうございます。 

 それでは、第２次四街道市地域福祉計画骨子案については、事務局案の通りといたします。 

 続いて、議題②について事務局よりお願いします。 

 

2 その他 

【事務局】 

（次回の部会について事務連絡） 

 

【部会長】 

本日の議事は以上で全て終了しましたので、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

【事務局】 

 委員の皆様には、長時間にわたりましてありがとうございました。以上で、本日の地域福祉部

会を終了させていただきます。 

 

 


