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会議の名称
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録

平成２８年度第２回東村山市保健福祉協議会

開 催 日 時 平成２９年３月９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：
（委
員）久保秀樹委員・河津英彦委員・橋本洋子委員・石塚卓也
委員・銀川茂委員代理・中根康太郎委員代理・畠山香壽
惠委員・大原喜美子委員・飯塚岩雄委員・小泉ひとみ委
員・新義友委員・今井和之委員・小杉眞紗人委員・山路
憲夫委員・谷英也委員
出
席
者 （市事務局）山口健康福祉部長・河村健康福祉部次長・野口子ども家
庭部長・田中子ども家庭部次長・新井地域福祉推進課
及び欠席者
長・進藤高齢介護課長・花田障害支援課長・空閑健康増
進課長・黒井生活福祉課長・谷生活福祉課自立支援担当
主査・吉原子ども育成課長補佐・竹内児童課長補佐・榎
本子育て支援課長・大塚地域福祉推進課計画担当主査
●欠席者：渡邉儀一郎委員、大久保仁恵委員、高野和美委員・近藤幹
生委員
傍聴不
傍聴
可の場
傍聴者
傍聴の可否
０名
可能
合はそ
数
の理由
１ 開会
２ 委嘱状交付
３ 新任委員あいさつ
４ 部長あいさつ
５ 議事
（１）個別計画推進部会、関係会議報告
・障害福祉計画推進部会
・地域保健計画推進部会
・子ども・子育て会議
・地域包括ケア推進協議会
会 議 次 第
・医療・介護連携推進委員会
（２）実績報告、進捗状況について
・平成２８年度『ほっとシティ東村山』実績報告
・平成２８年度施設整備の進捗状況
・成年後見制度の進捗状況
・次期地域包括ケア推進計画（第 7 期高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画）基礎調査の進捗状況
（３）東村山市地域福祉計画基礎調査報告書（案）について
（４）次期地域福祉計画策定スケジュールについて
６ 閉会
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健康福祉部地域福祉推進課計画担当
担当者名 大塚 知昭
問い合わせ先
電話番号 ０４２－３９３－５１１１（内線３１８３）
ファックス番号 ０４２－３９４－７３９９
会

議

経

過

（１）個別計画推進部会、関係会議報告【資料１】
・障害福祉計画推進部会（障害支援課）
○障害支援課長（資料１-１をもとに推進部会議事について概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。

（一同なし）

・地域保健計画推進部会（健康増進課）
○健康増進課、子育て支援課長（資料１-２をもとに推進部会議事について概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。

（一同なし）

・子ども・子育て会議（子ども総務課）
○子ども家庭部次長（資料１-３をもとに子ども子育て会議議事について概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。

（一同なし）

・地域包括ケア推進協議会（高齢介護課）
○高齢介護課長（資料１-４をもとに関係会議議事について概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。

（一同なし）

・医療介護連携推進委員会（健康増進課）
○健康増進課長（関係会議議事について概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。

（一同なし）

（２）平成２８年度『ほっとシティ東村山』実績報告【資料２】
○生活福祉課長、生活福祉課職員（資料２をもとに概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。
○Ａ委員 非常に地域作りの取り組みとしては理想的にやっている印象がある。さま
ざまな団体のサービスと繋げながらうまくやっている。取り組みについて何らかの記
録に残し、他でも活用できるようまとめておいてほしい。
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○生活福祉課長

参考にしながら、記録に残していけるように努めていく。

・平成２８年度施設整備の進捗状況【資料３】
○高齢介護課長（資料３をもとに概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。

（一同なし）

・成年後見制度の進捗状況【資料４】
○地域福祉推進課職員（資料４をもとに概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。

（一同なし）

・次期地域包括ケア推進計画（第 7 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）基
礎調査の進捗状況【資料５】
○高齢介護課長（資料５をもとに概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。

（一同なし）

（３）東村山市地域福祉計画基礎調査報告書（案）について【資料６】
○地域福祉推進課職員、障害支援課長、子育て支援課長（資料６をもとに概要説明）
・報告書（案）を委員に事前送付をしており。資料郵送後も修正作業等を引き続き行
っている。
・事務局からの説明の後、ご不明な点やご意見等を頂きたい。
・報告書の体裁は前回（平成２３年３月）に作成をしている「東村山市地域福祉計画
基礎調査報告書」と同様にと考えている。
・設問と回答の集計結果を表にしたものやグラフ化にしたもの、またクロスの集計、
前回調査との比較表、調査結果のポイントなどを掲載している。
・回答率について、昨年１２月１日に５，５２７通の意向調査票を一斉送付し、１２
月１５日に意向調査票送付者へ「お礼状兼催促状」を送付している。
・回収率は一般市民向け調査票が約 41％、地域福祉関係者向けが約 76％、障害者向
けが約 54％、母子保健関係者が約 53％となっている。
・前回は一般向けが約 39％、地域福祉関係者向けが約 64％、障害者向けが約 48％と
なっており、平成２２年度に実施した調査票回収率をいずれも上回っている。
・意向調査票とは別に対象者をグループに分け、いくつかのテーマに沿って自由に話
してもらい、様々な意見を述べてもらい、その結果から当事者の抱える生活や業務
遂行上の様々な課題、ニーズや要望等を抽出・把握することを目的としたグループ
インタビュ－を実施している。
・実施日は障害関係者 11/7、地域保健関係者 2/1、母子保健関係者 2/18 に実施をし
ている。
・報告書分野別に１１ページ 問１～問５は基本情報の設問を聞いているところにな
っている。
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・１４ページ 問６以降に健康に関することの設問となっている。
・３９ページ 問１４以降は「地域との関わり」についての設問になっている。
・クロス集計や前回調査との比較の見方について説明します。
・４３ページ 問 17「地域の住民同士の助け合い（共助）が以前にも増して大切な時
代となってきていますが、地域における福祉について、あなたはどのように考えま
すか」の設問に対し、それぞれの回答割合は自助 29.8％、共助 37.5％、公助
25.1％となっております。この結果についてクロス集計を見てみますと、４３ペー
ジ下の【年齢別、家族構成別】の表をみていただくと男性と女性の自助、共助、公
助の割合がそれぞれ異なることや「一人暮らしの世帯」と「３世代世帯」の自助、
共助、公助の割合もそれぞれ異なることが分かります。
・６９ページ 問 33「あなたは福祉サービスに関して必要な情報をどの程度入手でき
ていると思いますか。」という設問に対し「どちらとも言えない（またはわからな
い）」という回答が最も多く、“入手できている”とする「充分入手できている・充
分ではないがある程度入手できている」が前回調査と比較して２．８ポイント増加
し、“入手できていない”とする「あまり入手できていない・ほとんど入手できて
いない」が 4.1 ポイント減少しており、このような前回調査との比較により６年前
と比べ、情報が入手しやすいと感じる方が多くなったことが分かります。
・２２４ページ 地域福祉関係者へ「ことばの認知度」に対する設問をしたものです
が、問９「あなたは下表①～⑮に示した言葉をご存知ですか」という設問に対して「成
年後見制度」や「地域包括支援センター」は知っていたという回答が多く、認知度が
高くなっていることが分かります。一方で「ゆりかご・ひがしむらやま事業」や「子
育てパートナーころころたまご」は知らなかったという回答が多く比較的認知度が低
いことがわかります。
続いて障害者向けのアンケートについて説明します。
・障害のある人・難病患者調査の結果について１４３ページから２１０ページまで。
・１４５ページ 今回は新たに難病患者の方も調査対象としたので、含めて前回調査
より全体で５００名分増加した。
・１４６ページから１５６ページ 障害種別や等級ごとの回答者の内訳結果が記載さ
れているが、所管で把握している市内の障害構成比や等級割合に近いので、回答は
偏っていないと考えている。
・１５７ページ以降 各調査項目について障害・難病ごとに大きく４種別での回答結
果を出しているが、特徴が随所にあらわれており、所管として改めて障害種別ごとに
よって、施策を進めていかねばならないものと考えている。
なかでも、１７７ページ（２）福祉サービスの今後の利用意向に関する設問では、
知的障害がある方とそのご家族にとって、グループホームの利用意向が非常に高いこ
とが顕著にあらわれており、今後の施設整備についてはしっかりとニーズ把握をした
うえで、整備する必要があることを改めて認識させられた。
３月２９日に障害者福祉計画推進部会を開催する予定なので、本調査結果を基に計
画策定を進めていきたい。
母子保健向けについて資料６ ８３ページ、８５ページ今回の調査については、乳
幼児保護者１７６名、小学３年生の保護者２２８名、中学２年生生徒本人２３６名の
調査結果を頂いた。特に特筆すべき点を説明する。
８９ページ（１）まず妊娠中に不安や心配が特にない方２２．７％４０名。それ以
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外の１３５名の方が何らかのイライラや心配をかかえていた。
９０ページの（２）おなかの中の赤ちゃんのこと、産後の育児のことを選択する方
が非常に多い。安心して日常生活を過ごせるように専門職等に関わることの重要性が
うかがえる。
９１ページ（３）悩みや不安についての相談先としましては、夫やパートナー７９・
５％と多く、様々相談できる状況にある。しかしながら、相談先として保健師３．
４％・助産師８％でこの率については、増やしていきたい。次に９４ページ（４）産
後１か月までの協力者はどなたかについては、夫、パートナーが多い。その一方で協
力者がいない３名、産後１か月までの協力者は当然いたほうが良いと考えている。今
後協力者がいなかった方に関しては行政の支援がどこまでできるのかについてが課
題。
１０２ページ（２）子供たち生活の習慣について。朝食を毎日食べている小学生
96.1％、中学生 88.6％と非常に高く、思っている以上に毎日食べている。１１１ペー
ジ（１）小学３年生の保護者向け病気や怪我の時心配なこと。特に心配な項目が病院
を受診すべきか否かの判断がつきにくい４６．１％ また休日や夜間に病気になった
ときどこに行ったらわからない 20.8％。現在小児初期救急診療電話相談♯８０００
番。あと１１９番をする前に♯７ １１９番を押すと東京消防庁の救急相談センター
につながるシステムができているが、そういったところの周知を図っていく。
１１２ページ（２）かかりつけ医がいる割合が市内市外含めて 90.4％。
１１５ページ（５）かかりつけ歯科医市内市外 91.7％。かかりつけ医については９
０％以上の高い数字が出ている。
次に１１６ページ（１）中学生本人の調査になる。自分の体形について、少し太っ
ている、または太っているを合わせて 31.8％ 過度にやせたい傾向があるので、注視
していきたい。
１１７ページ（３）身体への影響 たばこが害 97％ 一方で１１８ページ（４）飲
酒については 59.3％とタバコに比べて低い数字が出ている。
１２０ページ（５）危険ドラッグ 言葉を知っている 98.3％と高いが、（６）では
９４．９％の方が使用についてもどのような理由であれ絶対に使うべきでない。一方、
使うかどうかは個人の自由は７人。こちらについても課題である。
１２３ページ（９）妊娠出産について経過を含めて知っているの割合が 56.8％。言
葉は知っているが漠然としたイメージとしかわかない 33.5％。避妊については
21.2％。正しい性教育の必要。
１２６ページ 子育て中の悩み（２）育児の事 56.2％ 子供の発育、発達 52.6％
日々の保護者からの育児の相談を非常にたくさん受けている。子供の発達、発育等に
ついて今後も取り組んでいく。
１２８ページ（３）中学生の悩みの種類について、勉強 56.8％。
１３７ページ（８）小学３年生の保護者中学２年生共に料理教室に参加したい。
１３９ページ（９）市の事業で今後、充実させてほしいこと、あったら良いと考え
るものは、予防接種 26.7％、妊産婦の支援 22.2％となっている。
このアンケート結果をさらに分析し、母子保健計画に反映していく。今回小学３年
生の保護者と中学２年生本人からのアンケート貴重なご意見なので市で情報共有を
図り、有効的に活用して参ります。
○会長 質問、ご意見等ありますか。
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○Ｂ委員 アンケートに選ばれた一人で、はがきがもう一度来た。記名なしで出した
ので、依頼した皆にはがきを出しましたと、書いてあった。そういう手紙の丁寧な手
間をかけて、この回答率なのか。ださなかった場合はどうなったのか。２度来てこの
回答率になったのか。やはり出したほうがよかったのか。
○地域福祉推進課長 今回アンケート調査を行って、締め切りの１週間前に、礼状兼
督促はがきを出した。６年前は行わなかった。その結果 6 年前は、一般市民向けアン
ケートの回収率は 36％ぐらい。今回は 41％まで上がって、約 5％程度上がっている。
障害も地域福祉関係者も全てにおいて、前回一般の民間企業のアンケートだと回答率
３割程度か３割以下とコンサルトより聞いている。督促状を送ったことが、回答率に
影響したかと思っている。
○Ｃ委員 ２点ある。１点目、地域福祉計画のひとつのメインである地域の支え合い
についてなかなか進展しているとは思えない、むしろ後退している。大事なこと、い
まやらないといけないことは今まで地域福祉計画の住民のインフォーマルサポート
の部分。社協が中心となってやってきたこともあるが。地域包括ケアが従来の介護保
険利用計画に基づく介護保険の制度の枠内だけでなく、住民の支えあいを作り上げて
いかなければ人材的にも財源的にも力のない地域包括ケアとなってしまう。いままで
のアンケートに出ている互助の部分を困ったと終わらせるのではなく、地域のニーズ
に即して、それをどう組織化していくのかをやらなければならない。今地域包括ケア
の一つの柱であるものを作ろうとしている。制度とインフォーマルサポートと住民の
支え合いを合わせなくてはならない。アンケートで終わらせずにどう具体化するかを
切実なニーズが出ているので考えてもらいたい。
２点目、それぞれの部分は縦割りのセクションがあってそれぞれの部分が高齢者支
援、子育て支援これを受けて落とし込んでいく。高齢、子育て、障害、生活困窮と縦
割りではなく対応が求められている。昨年厚生労働省が検討会の中でまとめた共生社
会が一つの方向性として出されている。さしあたっては要介護の高齢者だけでなく子
育て支援、障害者も生活困窮者も含めて一体的に支援していく社会。例えば、川崎市
や埼玉の和光市はサポートセンターを作り一体的にソーシャルワーカーの人達が対
処しているという動きが出てきている。そろそろ東村山も共生社会、行政の組織、仕
組みとして一体的に高齢者支援だけではなく、子育て支援や障害者や生活困窮者を含
めた支援体制を縦割りを介して作る時期にきている。こういう流れがでてきているこ
とをそろそろ考えてもらいたい。
○地域福祉推進課長 地域づくり、地域の情勢の大切さのご意見を頂いた。今回、地
域包括ケアとの連携は非常に大切なこと。一つにこれまでも協議会で話してきた、社
会福祉協議会が事務局で作っている住民活動計画、地域福祉活動という計画がある。
住民の組織が地域課題を住民がどういう風に解決して行こうという会議体。その作成
にあたって 今回は子供分野の職員、地域福祉推進課職員だけでなく高齢介護課の職
員も策定に参加しあたって、スクラムを組んでしっかり考えていく連携していく。社
協の住民活動計画では１３町で地域懇談会という会議体を設置し この６年間で地
盤を作り各町で地域の困りごと課題を話合いが進んでいる。各町の状況や市の考えを
すり合わせながら来年度の計画策定もやっていきたい。
○健康福祉部長 これからに向けて分野別縦割りよりも、端的にどうやって地域を作
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るかが最大の課題。従来の施策が縦割りで端的にお金が落ちてくるので、非常に難し
い問題。その中でも、ほっとシティなどは、相談がなんでも飛び込んでくる意味にお
いては、生活困窮の中での課題。高齢者、子供、メンタル、健康の部分の相談が飛び
込んでくるそれを専門機関とつなげながらそれぞれ困っている方の支援に努めてい
る。この先共生社会ということで、広い意味での包括地域ケアを考えていく必要性が
すでに認識されている中で、施策がわりと単独の所管でないものが、今内閣府、単独
の省庁の形ではなく落ちてきている。それについては、部間連携をしながら対応を検
討している。今後に向けてはトータルな意味での地域作りを進めていく必要性が認識
して、進めはじめている。センターという形でつくるのは、人的な部分もあり簡単で
はない、ただ従来の健康福祉部で何か考えるのか、子ども家庭部はまたそこで何か考
えるのかではなく健康福祉部も子ども家庭部もそれぞれ地域の抱えている課題が重
複している部分もあり、各課の連携の中で今後の地域作りを進めていきたいと思って
いる。今回の地域福祉計画そのまま載せられるものではないが、まさに地域福祉計画
を作ることが今後に向けて広い意味での地域作りを進めていくことに繋がると認識
している。
○Ｃ委員

大変だと思うが、議論をふかめていくしかないと考える。

○Ｄ委員 福祉サービスのニーズが向上している話があった。たしかにアンケート
等、実施をしている。施策等検討し評価している。すばらしい小冊子であるが一番大
事なのは、皆に周知徹底すること。どこに行けば入手できるか。初めて見て認識不足
であったが、身近なところで周知をしてもらう方法を考えてもらいたいと思う。
○地域福祉推進課長 情報の提供、周知については現在の地域福祉計画の中でも大き
な目的にあがっている。今回の調査でもわかるように地域活動や行政サービスのアン
ケート５３ページで市民の方がどういう方法で情報を普段しいれているかアンケー
トでとった。やはり、市報が多いという現状がある。
一方、若い世代は年配の方に比べてＳＮＳの割合が多かったり、ツイッター、フェ
イスブック、ラインなどを使っている割合が多い。今後の周知の仕方、こういうもの
をみながら適切な方法を年代別に考えてやっていきたい。
○Ａ委員 これまでの説明では、省かれていたが、４４ページの所で前回調査との比
較があって、自助共助公助の部分で 前回と比べると１０ポイント減っている。自助
が増え行政がやるべきであると増えているが、共助が減っているのがかなり大きな変
化。全体に個人と家族が孤立しているのが国としても意識を持っている。連帯、絆、
共生が今、合言葉になっている。
４３ページの共助は女性が多く、自助は男性が多い。共生の空間だけではなく時間
的な共生がある。３世代の世帯は共助が多い。空間だけで考えないで世代間で考えた
い。
５５ページの所、地域活動を活発にしていくために必要なこと。調査票を設定する
ときに意見を伝え場所、情報を入れてもらったが、改めて見ると自分の空いている時
間をいやなことに使う人はいない。ボランティア自体やることに、やりがいがあり楽
しいと感じる。空いている時間に何をするかということ、積極的に主体的な質問項目
を入れておかなかったのが失敗だったと、改めて思う。人、場所、お金、情報、リー
ダーは入っているが、回答する人によってクロスすると相当違うだろう。現に活動し
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ている方は場所が欲しいはず。現に活動している方か、これから活動したいと思って
いる方か、あるいは客観的に眺めて、地域活動が、これが大事だろうと単に丸を付け
て、自分は参加する意思がないけれど、たぶんこうであろうという方は違ってくる。
現に活動している方はなにが必要と思うのか、これから参加したい方は、情報や研修
といろいろ出てくる。もう一点、生計困難者のところのほっとシティは大変良い試み
なのでできれば研究発表なりとまとめても良いので。ただ、生活困窮者自身がどれく
らい参加して生活困窮者自身がどう変化したか。たぶん生活保護が増えなかったとい
うことだと思う。保護者、相手方が見えるようなまとめかたをしてもらうと地域全体
の活動につながってくるし、なにが関連をあたえてやる気になったか、させたか、と
いった内面的なものが調査で出てくると良いかなという意見。
○地域福祉推進課長 調査の中でも統計が難しいものもあるのだが。ただ、内容によ
っては、問と問とのクロス集計もできるので、工夫して必要な設問間の集計をしてい
きたい。そういう統計も今後出していきたい。
○生活福祉課長 活動についてこれから丸２年経とうとしているが、委託業者ととも
に、さまざまな取り組みを困窮者の方々に寄り添った支援ができるように努めている
が、今方向性は、はっきりとお答えはできないが、実践の経過を残せていければよい
と思っている。また今現在も取り組みの内容を皆さんに返すということでホットレタ
ーを行っている。そういったこともつなげながら進めていきたい。
（４）次期地域福祉計画策定スケジュールについて【資料７】
○地域福祉推進課職員（資料７をもとに概要説明）
○会長 質問、ご意見等ありますか。（一同なし）
そのほか事務局よりどうぞ
○事務局より報告
諏訪町にある、東村山市社会福祉センターについてご報告いたします
当該センターは昭和５１年に建築した施設であり、今約築４０年たっている。平成２
８年度に耐震診断を実施いたしました。その結果、「診断の結果、公共施設として必
要とされる耐震性能を有する一方で、内壁等の補強が望ましい」という最終報告が出
されたところです。
今後の方針につきましては、耐震診断の結果と併せ、当該施設が「東村山市立社会
福祉センター条例」に基づく「高齢者並びに心身障害者等の福祉を増進させ、生活の
向上を図る」ための施設であること、福祉作業所や集会施設といった既存サービスへ
の影響、施設の老朽化に伴う設備修繕の必要性等を総合的に勘案しながら、施設の目
的にあった事業実施がなされるよう、有識者や福祉関係者で構成される「事業内容検
討会」にてご意見をいただきながら、そのあり方を検討していきたいと考えておりま
す。本件につきましては、改めて来年度の保健福祉協議会等でご説明していきたいと
思いますが、ぜひともよろしくおねがい致します。
○会長
ほかに質問、意見はございますか。無いようですので、第２回東村山市保
健福祉協議会を終了いたします。
８ 閉会
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