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第３回葛飾区地域福祉計画策定委員会 会議録 

 

＜会議次第＞ 

１ 開会 

２ 議題 

（１）葛飾区地域福祉計画（素案）に対するパブリックコメントの 

実施結果について 

（２）葛飾区地域福祉計画（案）について 

３ その他 

４ 閉会 

 

 

委員長：それでは、定刻になりましたので、第３回の葛飾区地域福祉計画策定委

員会を開催したいと思います。 

    開催の前に、今非常に問題になっていますコロナウイルスの問題で、保

健所長がいらしておりますので、最初にちょっとご説明をお願いした

いと思います。 

 

委 員：よろしくお願いします。 

    ～新型コロナウイルスについての説明～ 

 

委員長：では、早速審議のほうに入りたいと思います。 

    まず出席状況、資料の確認を事務局からお願いします。 

 

事務局： 

～出席委員確認～ 

    ～配付資料確認～ 

    ～傍聴者入室～ 

    ～資料１説明～ 

    説明は以上です。 

 

委員長：これに関して、何か委員の皆さんの方で意見はありますでしょうか。 

 

委 員：この意見はとても、市民活動をしている私たちにとっては、心強いご意

見をお書きいただけたなと思っています。地域貢献活動センターが今
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ウェルピアのところに１か所だけあるという状況の中では、地域の中

でネットワークを作っていくとか拠点づくりをしていくというのはち

ょっと１か所ではない形の広がりというのが見えてこないので、地区

センターが拠点になるかどうかというのは、本当に今後の検討材料と

して考えていっていただきたいなと思います。 

    活動するときに拠点がないことのリスクはすごく高いものがあって、

活動したいなと思う人が区に相談しに行くのではなくて、そういう市

民活動をやっているような拠点に足を運ぶということができれば、そ

れも、１か所だけではないいろんな地域にあるということが地域の活

動をしたいという人たちの掘り起こしにもつながっていくのではない

かと思っておりますので、今後、このことについても検討していってい

ただきたいと思います。 

 

委員長：貴重なご意見をありがとうございます。 

    いかがでしょうか、いろいろな地域の団体の代表の方もおられますし、  

何かありますでしょうか。 

 

委 員：今、社協で、ボランティアセンターと地域貢献活動センターも担ってい

るわけなんですけれども、そういった団体間が交流を図れるようなプ

ラットホームづくりというようなことを、これからやはりしていかな

ければいけないだろうと思います。 

今、私どものほうでは、社会福祉法人のネットワーク化のほうをちょっ

と先行して進めておりまして、それについては、今年度中に２回ほど開

催して、来年の４月に立ち上げる予定なんですけど、それに引き続いて、

こういった地域活動団体、ボランティア団体、そういった活動のプラッ

トホームみたいなものを検討していくということが必要かと思ってい

ます。 

 

委員長：社協としては、１９地域に一応、地区社協じゃなくて、その地域に拠点

的には既に全部にいっていますよね。 

 

委 員：はい。 

 

委員長：そういう基盤もありながら、こういう地域をつなぐ相談、こういうもの

をどうするのかという、これは社協だけじゃなくて、いろいろな形で考

えなきゃいけないんだろうと思うんですが、貴重なご意見をパブリッ
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クコメントでいただいたと思いますが、ほかの委員はいかがでしょう

か。 

これは、地域福祉計画本体のところにも関係していくことですので、後

ほどまた、今日、案が一応示されますけれども、そこでつなげて、また

議論ができればというふうに思っていますので、もし、ご意見がほかに

なければ次に進みたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

    では、２番目の地域福祉計画（案）に関しまして、一応パブリックコメ

ントを踏まえて今日の委員会に案という形で提案されていますので、

それをまず説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局：それでは、地域福祉計画（案）について説明させていただきます。 

    ～資料２説明～ 

    素案に関しての修正点の説明は、以上でございます。 

 

委員長：ありがとうございました。 

    それでは、どこからでも結構ですが、ご質問、ご意見をいただきたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

委 員：それでは、まず３１ページのところですが、絵がありますけど、一番上

の表題の「コミュティソーシャルワーカー」、「ニ」が抜けて「コミュテ

ィ」になっているので、「コミュニティ」です。 

    それとあと、６４ページの難病ですけどね、アスタリスクの注意書きの

ところの網がけしている３行目に「難病に対する医療等に関する法律」

と書いていますが、これが施行されたのが２０１５年１月１日ですの

で、当然それまでは古い制度で、指定されている難病５６疾患が今３３

１疾患になっているので、制度が違うわけですね。だから、増えるのは

当然で、それと「平成２６（２０１４）年度以降増加傾向にありますが」

となっていますが、このグラフを見たら平成２６年は減っているんで

すね。だから、この文言でいくにしても、平成２７年以降ですよね、増

えているのは。それより、むしろ制度が違うから、平成２５年と２６年

とそれ以降の制度は違うわけですから単純には比較できないので、例

えば「難病認定患者数は」という文言がありますけど、「難病患者数は

難病の患者に対する医療等に関する法律の施行（２０１５年１月１日）

以降増加傾向にあります」とか、そういう表現のほうがよいのではない

でしょうか。 
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事務局：ありがとうございます。 

 

委 員：それから、隣のページの６５ページ、グラフが平成２７年からとってい

るんですが、文言のほうが平成２８年からになっているので、これも

「平成２７年から平成３０年」と直したほうがいいと思います。 

 

事務局：ありがとうございます。 

 

委 員：それからあと、７０ページのところですが、「若者のひきこもり」のと

ころで、内閣府が平成２７年に実施した調査が下の円グラフになって

いると思いますが、その引用が「（平成２８（２０１６）年９月）」とな

っていますが、これは報告書が公表されたのが９月ということでいい

んですよね。 

 

事務局：はい。 

 

委 員：わかりました。以上です。 

 

委員長：今の範囲で、どうぞ。 

 

事務局：今の制度のところなどは、そこがわかるように注釈を入れて、修正させ

ていただきます。 

 

委員長：ほかにいかがでしょうか。 

これは計画ですので、この計画を具体的にどうしていくかというところ

は先のことですけど、今回のこの地域福祉計画の中で一つの目玉で、新

たにコミュニティーソーシャルワーカーというのを考えているという

ことですけど、ちょっとまだ具体、庁内とか関係機関との関係もあるで

しょうから、言える範囲で結構ですけど、これはどんな形で進め、今の

時点での議論とか何かありましたら。 

 

事務局：こちらのコミュニティーソーシャルワーカーに関しましては、この福祉

計画と合わせまして、社会福祉協議会なども含めた庁内でも議論を進

めてきたところでございます。「広く」と言いましてもどこまでかとか、

権限はどうしたらいいのか、資格はどうしたらいいのかという議論も

行う一方で、国のほうの動きといたしまして、皆様も既にご承知おきか
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と思いますけれども、地域共生社会推進検討会というところが、昨年の

１２月１０日に最終取りまとめ案を出したところでございます。こち

らの中では、葛飾区でも地域福祉計画の中にも書いてはあるんですが、

包括的な支援体制の構築に向けた方向性を示されております。その中

に、３つの柱として、断らない相談支援、それから社会参加に向けて参

加の支援を包括的にしなさいよということ、それから、それらを含めて

地域づくりに関してどういう仕組みでやるのか、各自治体でそれぞれ

工夫してやっていくというような方向性が出てきております。これら

に関しては、まさに葛飾区としても課題となるところで、ちょっとこの

整理の仕方が地域福祉計画の目標とは必ずしも全く一緒ではないんで

すけれども、書かれている内容としては同じ方向を向いているかなと

思います。 

    この国の動きも受けながら、コミュニティーソーシャルワーカーにつ

いて、断らない相談支援と、それから社会参加に向けた地域の社会参加

の支援の部分、両方あると思いますけれども、コミュニティーソーシャ

ルワーカーの仕組みと、それ以外にこれだけに頼るのではなくて、庁内

の連携というか、包括的な、狭間の方も相談を受けられたりするような

仕組みをどうしたらいいのかというのを課題出ししながら、具体化を

これからしていこうと考えているところでございます、ちょっと抽象

的になってはしまったんですが。 

 

委員長：ということなんですが、何か委員の皆さんはいかがでしょうか。 

 

委 員：ちょっと図表のところで、これから子ども家庭の問題で必要になるので

はないだろうかと思いますのは、ひとり親世帯が増えてきている可能

性があると。家族の多様化の中で。この葛飾区の場合、ひとり親という

のは数字的にそんなに変化があったのかどうかというところがちょっ

と見えないんですけれども、もしそういうふうに、子ども家庭支援セン

ターとかそういうところでひとり親というような変化があるようでし

たら、それを挙げられると、子供家庭の相談がどうかというのが大変重

要なことで、それはそれでいいと思うんですけど、実質的にひとり親世

帯が、父子家庭でも、母子家庭でもいいのでどうなのかというところが

あると、要するに潜在的なニーズという問題あるいは声なき声の部分

にどうアプローチするかという一つの根拠になるんじゃないだろうか

と思いますので、ちょっとご検討いただければと思います。 

    やはり私は、今回トータルとして、前回もいろいろご指摘させていただ
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いた点が改善されたという点で非常によかったと思うんですけれども、

全体を見ますと、やっぱり基本目標３の「包括的な支援体制の整備」と

いうところが、今ご説明になっておられるところで、これからなんだろ

うなと思っておりましたので、これ以上のところはなかなか示しよう

がないのかなと思いますけれども、１つ言えることは、地区ボランティ

アがあって、それが１９地域の活動団体ということとか、あるいはウェ

ルピアにしてもセンターが２か所あるとかということなんですけれど

も、できましたら、今後検討される中で、校区に１つぐらいセンター、

ミニセンターというようなものがある、そういうような形でのネット

ワーク化というのがあるとよりいいのではないだろうかという感じが

いたします。 

    つまり、アウトリーチも大変重要なことなんですけど、アウトリーチす

るには余りにも遠過ぎるというところがあって、区民がアクセスしや

すい、そういう基地、「地域の基地」みたいなものがあった上で、その

アウトリーチが考えられていくというところがとっても大事なんじゃ

ないかなという気がいたします。これは、意見というか、感想でござい

ますけど。 

    それで、この包括的な支援体制のところで、要するに全体をまとめると

いうことじゃなくてというお話をさっきされましたけれども、やはり

重層的な関係図というのがやっぱり大事になってくるんじゃないかな

と。そういう意味では、ここに挙げられた、区が主体となって、あるい

は社協が主体となってとか、それぞれもう４つぐらいございますけれ

ども、そういうところでの重層的な関係図でもいいと思いますけれど

も、いずれにしても、非常に日常的な支援のレベルから、もう少し高度

な連携をしないといけないような支援まで、そういう重層化するよう

な、そういう図柄というものが検討されていくと、まさに包括的な支援

ということになるんじゃないかなという気がいたしますので、この計

画書の中でそれがどこまで触れられるかどうかはちょっとわかりませ

んが、何かそういうところでのご検討をいただければいいかなと思っ

ています。 

    いずれにしても、顕在化しやすいニーズと潜在しているニーズ、それを

どんなふうに支えていけるかというところのイメージかなと思ってお

ります。これは意見でございます。 

 

委員長：ありがとうございます。 

    非常に貴重なご意見だと思いますが、ちょっと私も感じていたところ
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ですが、「校区」というのは、関西は社会福祉協議会を小学校区単位に

地区社協として組織的に作ってやっているんですが、関東、東のほうは

なかなかそういう細かいところは難しいんですけれども、でも葛飾区

も１９地区、町内会単位に分けて、そこで社協をベースに町会、自治会、

区民の方を中心にした活動を、という方向性を出しているわけですけ

ど、今ご指摘があったような、もう少し行政的にアプローチするアウト

リーチのシステムと同時に、それだけでは担い切れないところで、「包

括的な」というのは住民活動もそこに入っているわけですけど、先ほど

からのご意見にあるように、もう少し小地域、地区ごとに住民活動を、

委員の言い方でいうと地域の基地といいますか、地域のセンターとい

うか、そういう発想というのは非常に大切なことではないかなという

ふうに思いますが。これは私の意見です。 

    「重層的な」と言っているのは、これは行政と両方ですか？ 

 

委 員：ちょっとややこしい表現で申しわけないんですけど、要するに問題の日

常的なレベルから困難なレベルまでということで、地域ぐるみ、あるい

は専門家の連携、そういうようないろんな複雑な問題性、問題背景が、

非常に日常的なレベルで解決できるものや、あるいはもう少し連携し

ていく場面で解決できるもの、さらに大きな組織間の連携が必要とす

るようなものというふうに、要は、専門職が必要なんだということをよ

く言うんですけれども、真に専門職を必要とするような支援の層と、も

っともっとユニバーサルな日常の区民間でやれるような、あるいは区

民の持っているマンパワーでもってつながって解決できるようなもの

というふうに、問題の性質によって階層があるのではないかというふ

うに私は思っております。 

    これはなぜ今言うかといいますと、私の研究している領域ですと、児

童・生徒の包括的な支援システムというのが外国にあるんですけれど

も、それはやはり、本当に基本はユニバーサルな、誰でもそのままの生

活している近隣同士で支え合えるようなところで解決できる部分がか

なりの部分あって、本当に専門職が介入していったほうがいいという

部分は本当に少なくなっていくと。でも、逆に言うと、極めて難しいベ

ースの問題は、高度な組織間の連携が必要なんだというような、そうい

うことがあります。そういった包括的な支援システムというふうなも

のがあるんですけれども、私としては、同じように地域のコミュニティ

の問題もあるかと。 

    ただ、一番大事なことは、例えば、私が葛飾区民として住んだとしたと
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きには、一体どこに相談に行ったらいいのか、一体どこに行ったらいい

のかというのは、やっぱり住んでいる少なくとも５００メーターエリ

アとか３００メーターエリアの中にそういう相談できる人がいる、場

所がある、そこにいつもいわば公民館のような、青年館のようなそうい

うコミュニティのところの場所があって、そこに相談できる人がいて

とか来るとかという話で、そこからだんだん高度な問題になっていく

ような気もいたしまして、そういう意味で重層的なということを申し

上げています。 

 

委員長：ありがとうございました。 

    いかがでしょうか、ほか。 

 

委 員：今お話ししていただいた委員のご意見はすごくわかりやすかったなと

思ったんですが、専門職が必ずしも地域の中にいるという必要がある

わけではなくて、地域の中に相談できる一般区民がいるということだ

けで、専門職につなげていくネットワークがあればいいんだというふ

うにすごくよく思いました。それが葛飾区の中に何ケ所かあるという

こと、そのことがすごく大切なことなんだなというふうに思いました。

そういう意味で、「一般区民がどういうふうに地域の核になれるか」と

いうところがポイントなのかなというふうには、今聞いていて思いま

した。 

    それと、１つ質問なんですが、２２ページに書かれています、２のとこ

ろの「関係分野と連携し、包括的な視点をもって支援を行える人材の育

成」というのは、これは職員の育成ということですよね。それとコミュ

ニティーソーシャルワーカーというのは、このことがコミュニティー

ソーシャルワーカーのことなんでしょうか。それとは違うんですかね、

ちょっと初歩的なことなんですが。 

 

事務局：２２ページの関係分野と包括的な視点を持って支援を行える人材とい

うところ、このコミュニティーソーシャルワーカーにはこういう視点

が求められるところなんですけれども、それ以外の区の、例えば職員で

あっても、今、世帯でいろんな複合的な課題を相談されるような事例が

増えております。 

    なので、こういう部分で相談を受ける職員が「高齢のことだけですよ」

とかではなくて、包括的にその人の相談の対応の裏から困っているこ

とをきちんと受けとめられるような能力を育てていかなければいけな
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いという部分で書いています。コミュニティーソーシャルワーカーを

作ればいいということではなくて、それらも含めて、区の職員であると

か社会福祉協議会の職員であるとか、そういう関係する職員が１つの

分野だけではなく対応できるような能力を専門職として育てなければ

いけないと目標で掲げております。 

 

委 員：続けていいでしょうか。 

 

委員長：はい。 

 

委 員：今、子育ての中で、児童館７館とか健康プラザなどで母子手帳が配付さ

れて、そこで子育て相談ができるという状況が作られていて、身近なと

ころで子育て相談ができるというシステムが出来てきたのはとてもい

いことだなというふうに思っているんですが、そのことと、子供だけで

はなくていろんな課題について相談できるというのが、やっぱりあち

こちにあるというのがすごく大切だなという、その子育ての分野での

事例としては、すごく評価されている部分があるなというふうに思い

ましたので、ぜひ地域の中にたくさんそういう拠点ができることを願

います。 

 

委員長：ありがとうございました。 

    ほかにいかがでしょうか。 

 

委 員：４９ページ、細かいところなんですが、コラムのところの死後事務委任

契約ですが、これ、委任契約だから法律的な内容になっていると思うん

ですけど、文言が、例えば真ん中から下のところに「亡くなった後の事

務手続」、これは普通の漢字だけの「手続」ですね。で、次に①で「医

療費の支払い」には「い」がついていると。それからあとは、⑥の「申

立」、これも「て」がないですね。法律用語に統一するか、日常的な用

語あるいは行政用語、どれかに統一しておいたほうがいいと思います。 

    それから、⑧が「諸届け」、「届出」じゃないんですか、これ。「届出事

務」だったら「諸」は要らないと思うんですね、「行政官庁などへの届

出事務」だけでいいと思うんですけど。 

    それから、もう一つ気になったのは、④で「通夜、告別式、火葬、納骨、

埋葬に関する事務」というふうに限定していますけど、例えば散骨とか

海にまくとかそういうのがありますが、新たな対応にこれを限定して
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しまうと対応できなくなる気がするんですけど。 

    以上です。 

 

事務局：ありがとうございます。 

    振り仮名の「い」だとか、あと「申立」に「て」がついたりというとこ

ろは、行政の通則みたいなところで確認しているんですが、いま一度確

認させていただきます。 

    また、④番に関しましては、「主に以下のものが挙げられます」と例示

で書いているので、特に「等」とは付けなかったんですが、表現が断定

ということであれば、④番のところは「埋葬など」という言葉を入れさ

せていただきたいと思います。 

 

委員長：ありがとうございます。 

 

委 員：それから、⑧は、やっぱり「届け」か、「届出」か。「届出」ですか、こ

れ。 

 

事務局：⑧のところはちょっと確認します。 

 

委員長：前にもちょっと確認したかと思うんですが、今の成年後見関係ですが、

４５ページの「受任者調整」のところで、これは、検討支援会議を新た

に設置するということですね。現在、社協に成年後見センターの運営委

員会でしたっけ、名前がちょっと正確ではないんですけど、それとは別

にこれを設置すると。で、開催頻度とかメンバーとかきちんと書いてあ

りますが、どんなイメージですか、もし何かありましたら。 

 

事務局：今後の事業になりますので、予算がちゃんとついたりとかその辺の不確

定要素もございますけれども、現在、実現に向けて調整しているイメー

ジですが、運営支援会議のほうは、成年後見センターの全体でこういう

方針でいくとかというところを担っていだいていると思います。 

    この検討支援会議については、主に個別の事例について、弁護士の方で

すとか社会福祉士の方などに意見をいただきながら、果たして、この方

が申立てをするに当たって保佐なのか、後見なのか、類型はどうしたら

いいかであるとか、あとはちょっと複雑な事情があって、親族の方で反

対している方もいれば、やったほうがいいというところで、客観的に専

門家の意見をいただきながら、相談にもフィードバックしていくとい
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うような形を考えております。ですので、よりケースを検討するような

イメージで考えております。 

    頻度としては、今後需要が増えれば、当然多くなってくるとは思うんで

すが、予算にもよりますけれども、当面、月１回程度とかそういうよう

な形で、その会を利用しながら相談につなげていくというところから

のスタートかなとは考えております。 

 

委員長：委員は、現在の成年後見センターの運営委員でもありますが、何かあり

ますか。実際に、成年後見センターの面でも具体的なケースの検討とか

はやっているようですけど。 

 

委 員：成年後見センターは、多分、事前の相談のほうがすごく多いのかなとい

うふうに思っております。後見を受けたいとか後見というのはどうい

うものかとか、そういう後見制度そのものに対しての説明と、あと、自

分が果たしてそれに該当するのかというのを、皆さんは知りたいのか

なと。そこのところが、一番の入り口のところの、相談の窓口のところ

でものすごく多いのかなということで、そちらのほうの相談体制をも

っとよくしていただければなというふうに思っております。 

 

委員長：ありがとうございました。 

    確かに、今ご指摘の件はそのとおりですね。そこのところをかなり考え

なきゃいけない。今の体制でいいのかということもあるかと思うんで

すが、実際に数が増えてくると、確かに成年後見センターの運営委員会

だけでは個別ケースの検討は難しくなってくるというのは、確かにそ

のとおりなので、体制を考えるというのは確かにあるかなとは思いま

す。ほかにいかがでしょうか。 

 

委 員：私は、啓発活動ということで、認知症についてもいろいろな研修とか講

演会とかやってきた経緯があるんですが、平成１９年度当時は「認知症

って何だろう」というような状況だったんです。やっと今、認知症につ

いていろんな形で参画したり、認知症になったときでも皆さんが同じ

ように関わっていくというようなこと、講演会の中でも、やっとそうい

うような方たちが大勢参画していると。そのぐらいの、やはりいろんな

形で知っていただくというような状況なわけです。 

    成年後見制度自体は、始まってやってきているわけですが、まさに１つ

には、中枢のネットワークづくりがままならないと。と申しますのは、
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実際にやってきているんですけど、途中で頓挫しちゃうんですね。途中

で止まっちゃうと。その先ができないというようなことで、どうしたら

そういった潜在的な人たちが、大勢と申しましょうか、いろんな形で相

談できるような体制づくりができるかというようなこと自体が、なか

なか難しいんじゃないかと。現にやっているけれども、事業自体はどう

かというと、そんなに芳しくないような状況で、いかに皆さんがいろん

な形で啓発活動を掘り下げてやっていくというようなことが必要にな

ってくるんじゃないかと。 

    そういったことは、今、委員長が言われたように、非常に多くの人たち

が来た場合は今度どうなるかというようなことなんですけど、そうい

うようなこと自体が、年数を重ねる中でどのぐらいの速さでいろんな

形でもってこれが成就できるかというと、非常に専門性がある中でや

っていくということになると、慎重に対応していかないと難しさが出

てくるのではないかと。そういった点で、非常に地域の協力者が必要に

なってくるというふうに、私は思うんです。 

    ですから、いろんな町会の方でも、いろんな形でもって参画をしていた

だいて、「情報を共有する」というようなことで、地域でそういったこ

とを掘り下げていかないと、潜在的なものが参画していくかというと

難しさが非常にあって、我々の仕事の中でも、ケアマネジャーがやって

いる場合でも非常に難しさがあるわけです。そういう中で、いかにこの

中でいうネットワークづくりが重点的な要素を含めてくるんじゃない

かなというふうに、私は思うんです。 

    そういった点で、何とかここで、１つには社会福祉協議会が一つの中枢

を担っていただいて、やっていただくという、やはり中心的なものがな

いと、いろいろ「どこへ」というようなことになってしまうんですよね。

ですから、そういうような中で、やはり社会福祉協議会が中心的な役割

を担ってやっていただくということを、私は熱望していると申しまし

ょうか。そうじゃないと、先ほどのいろんな形で「どこへ」というのは、

最終的には「誰が」ということになると思うんです。そういったものは

早く決めないと、なかなか前へ進まない状況になってくるのではない

かと。私の意見ですけど、以上です。 

 

委員長：今、委員がおっしゃった、いろいろな要素がありますが、成年後見制度

のところ、これは基本目標５「権利擁護の推進」の中で、確かに認知症

の問題も重要ですけど、それ以前のところで、地域での気づきとか地域

での支援体制というのは、認知症の問題は非常に重要だと思うんです
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が、この基本目標５以前のところで、今、委員がおっしゃったようなと

ころをもうちょっと強化するとどうなるかというのを、ご意見を聞き

ながら思ったんですが、いかがでしょうか。 

認知症の問題は、ほかの計画では重要な、高齢者類型では重要なものと

して、今、基本計画も検討中ですけど、入っているわけですけど、この

地域福祉計画のところで、そういう認知症の問題あたりをもうちょっ

と区民と一緒にとか、あるいは認知症の計画が一本あるわけですけれ

ども、それとの整合性といいますか、権利擁護のところだけじゃなくて、

もうちょっと位置付けるということが必要かなというふうに委員のお

話を聞きながら思ったところですが、いかがですか、何かありましたら。 

 

事務局：基本目標１のところの１６ページのところでございます。 

    まず、気づきといいますか、認知症の方、認知症だけではないんですが、

障害を含めての周りの理解という部分と、それらの方々が暮らしてい

ける社会にするというところで目標を書いたところでございます。１

つは障害の理解と、それから活動の場として認知症のカフェですとか

そのような例を挙げさせていただきました。こちらは、ともに暮らすと

いう部分で入れている部分でございます。 

    その後、気づいたときに何かという部分では、認知症に特化した記述は

書いてはいないんですが、区民の方に対しては、困っている方を見かけ

たら積極的につなぎましょうという形で、基本目標の３の一番頭のと

ころ、２５ページに書いてございます。 

    これは、きちんと区民の方がつなげられるためには、先ほどから話にも

出ていますけれども、身近なところで包括的に受けとめられる体制と

いうのも１つ重要かなと思っておりまして、そういうところの具体化

をこれから考えてまいりたいと思います。 

 

委員長：ほかの委員、いかがでしょうか、ほかの点でも結構ですので。 

 

委 員：この間の委員会でも申し上げたんですけれども、ちょっと５１ページを

開いていただきたいんですけれども、「障害者の権利擁護」ということ

で、障害者虐待防止法の説明の中では、２行目に「障害者の虐待の予防

と」となっております。その下は、障害者差別解消法のご説明なんです

が、ここでは「障害のある方への差別の解消」と、「障害者」と漢字と

いわゆる平仮名にするのに使い方の決まりとかそういうものはあるの

でしょうか、そこのご説明を願いたいと思います。 
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事務局：こちらなんですけれども、この計画では、なるべく言葉をそろえようと

したんですが、障害者虐待防止法に基づく区の計画の言い方が虐待防

止のところは「障害者」の虐待の防止ということで、差別解消法につい

ては「ある方」への推進するためという説明をしていたので、こちらの

取組による言葉を引いているところでございます。 

    もう一度、「ある方」と「障害者」のところは障害の担当にも確認いた

しますけれども、そのような使い分けにしているところでございます。 

    また、「障害」の「害」につきましては、いろんなご議論があるところ

ですが、現在葛飾区では、漢字を使っているところですので、こちらも

合わせたところでございます。 

 

委 員：私は今、５１ページというふうに言ったんですが、障害に関する記述が

出てくるときには平仮名の「がい」を使っているところと漢字の「害」

を使っていることがばらばらと散見されますので、そこのなるべく統

一をお願いしたいということと、これは要するに、福祉計画の中で障害

に関する計画というのはそんなに重要ではないのかなというふうな捉

え方もされると思いますので、ここのところをしっかりとよろしくお

願いしたいと思います。 

 

事務局：ここについては、もう一度見直したいと思います。 

 

委員長：よろしいでしょうか。 

 

委 員：ご検討していただければ結構でございます。 

 

委員長：委員としては、言葉の問題がいろいろあると思いますが、団体としては

どういうふうに使っているんでしたっけ。 

 

委 員：私らの団体といたしましては、要するに福祉といいますと、今は高齢者

の問題が一番、人口からいって高齢者のほうがものすごく多いもんで

すから、障害者のほうはずっと数が少ないという形で、同一には捉えて

はいただけないんでしょうけれども、障害者のほうに、やっていただい

ているのはよくわかっていますけれども、もう少し力を入れていただ

きたいなというふうに思っているところです。 
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委員長：用語としては、団体としては平仮名なの？どういうふうに使っているん

ですか、「ショウガイ」って。 

 

委 員：これは本当に、区の方も言っておりましたように非常に難しいと思いま

すが、法律や何かで全部変えたりというものもあると思うんですけれ

ども、「障害」の「害」を使わないようにということも区のご配慮だと

いうふうに思っておりますけれども、これをどちらに統一しろという

のは、なかなかちょっと難しい問題があるというふうに私は思ってお

ります。 

 

委員長：ありがとうございます。ほかの委員はいかがでしょうか。 

    今日出た意見に関して、修正して最終という形になるんでしょうか。 

 

事務局：手続に関しましては、今日出たご意見を含めて語句などを修正させてい

ただきまして、この後、区議会の委員会にも報告させていただきまして、

３月中に案ではなくて策定という形のスケジュールでございます。 

 

委員長：ということは、区議会での意見も反映して最終的なものが確定すると。 

 

事務局：そのとおりでございます。 

 

委員長：ありがとうございます。 

    ほかに何かありますでしょうか、委員の皆さん方から。 

    なければ、この計画の案ですが、まだまだ不十分なところもありますし、

それから未確定のところがかなり、今後、事務局、区当局として詰めて

いかなければ確定できないものを含んでいるかと思いますが、しかし、

一応「方向性」ということでは、新たな提案もこの中に含まれているか

と思います。 

    今後に期待したいところですが、もしご意見がなければ、十分な時間が

ありません。委員会としての回数が限られていたので限界はあります

が、葛飾区地域福祉計画、当委員会として一応これを確定したいと思い

ますが、いかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

    それでは、本当に限られた回数で、時間もありませんでしたけれども、

一応本日をもって、葛飾区地域福祉計画、当委員会としてこれを区のほ

うに提案させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

    それでは、以上でこちらから用意した議題は以上ですが、事務連絡があ
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りますので、ここで傍聴の方々は退席をお願いしたいと思います。 

    ありがとうございました。 

    では、事務局から今後の進め方について連絡事項をお願いします。 

 

事務局：本日は、長時間、ありがとうございました。また、３回にわたり貴重な

ご意見をいただきまして、ありがとうございます。事務局一同、心から

お礼を申し上げます。 

    先ほど議論にもありましたけれども、これを作ってからがこれらの課

題に対するスタートだと思っております。計画期間は４年間ですけれ

ども、それらの間に、包括的な相談体制をどうするのかとか地域支援を

どうするのかというのを形に作っていく、具体化していく４年間であ

ると思っております。なかなか皆様のご協力がないと難しいところも

ありますけれども、形にしながら、次の４年後にはさらに進んだ、具体

化した計画になるように区としても取り組んでまいりたいと思います。 

    また、ちょっとまだ形は考えているところなんですが、何らか年ごとの

進捗を報告するような会を考えておりまして、その際は、もしかしたら

皆様に再度委員をお願いするかもしれませんので、よろしくお願いい

たします。 

    さて、今日のご意見で、また読んでいてここの項目がとか気になる点が

ございましたら、お手元にあるご意見提出用紙に記載の上、持参、郵送、

ファクスのいずれかにより、２月５日までに事務局までご提出くださ

い。また、メールでも構いません。その場合は様式を問いませんので、

メールの本文にご意見を記載して送付してください。 

    それから、今後の事務手続ですが、先ほども説明させていただきました

けれども、２月に予定しております区議会の保健福祉委員会に報告し

た上で、今年度末までに策定するということになっております。委員の

皆様には、これの印刷が仕上がりましたら郵送させていただきます。ま

た、本日の会議の会議録につきましては事務局で作成し、来月の下旬ぐ

らいまでには郵送させていただきますので、内容のご確認をお願いい

たします。 

    最後に、今日お車でいらっしゃった方、区役所にお停めの方は押印いた

しますので、事務局にお申しつけください。また、ウィメンズパルの駐

車場をご利用の方には駐車券がございますので、これも事務局までお

申しつけください。 

    事務局からは以上でございます。 
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委員長：ありがとうございました。 

    この委員会として、非常に細かく文言をチェックしてくださり、まだま

だ全体的に文言を見直していただいて、きちっとしていただきたいと

思います。 

    それから、確かに「重層的な」という意味で問題の性格によって対応が

違ってくるということは確かにそのとおりで、重要な指摘だと思いま

したので、その点もまた今後考えていっていただきたいと思います。 

    コミュニティーソーシャルワーカーは、社協ベースから始まって、行政

内に置いたり、いろいろなパターンが全国では展開されていますので、

やはり葛飾らしい、無理のないものをぜひ今後詰めていっていただき

たいなというふうに思います。 

    総合相談に関しましては、かなりいろんな動きが今出てきていまして、

千葉県のある市は、相談に来たら、市民は２階以降に上げないで、１階

で全て対応できるようなというようなことを言って、どういうふうに

するのかよくわかりませんけど、まさに総合相談というようなことを

やろうということで宣言している自治体もありますし、それから２３

区のある区は、今、区を５つの行政区に分けて行政を展開しているんで

すが、その行政単位ごとに、支所ごとに組織改正をして福祉の総合相談

体制を作ろうというようなことを宣言し始めて、まだこれは検討段階

ですけど、そういうこともあり、ほかの自治体もかなりいろんな意味で

一歩を踏み出す、そういう試みを始めておりますので、ぜひ葛飾らしい

新たな挑戦を、ぜひしていただければというふうに思います。 

    長い時間活発なご意見をいただきまして、ありがとうございました。ま

た、何か進行管理もあるみたいな話もありますが、そういうときにはぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

    それでは、３回目にわたる策定委員会、以上で終わりたいと思います。 

    ご協力、ありがとうございました。 

 

以上 


