八王子市地域福祉計画策定検討委員会（第３回）
日時：平成 24 年 8 月 31 日（金）
13 時 30 分～16 時 00 分
場所：市役所第６委員会室
出席者：大山委員長、佐々木副委員長、小田島委員、矢代委員、北井委員、和田委員、中村委員
欠席者：平塚委員
事務局：坂本部長、立花次長、竹内主査、新藤
【基調講演】
「きよぴー＆とまと」梅沢香代子氏
事務局：時間になったため、第３回地域福祉計画策定検討委員会を開催する。本日は地域福祉活動事例講
演として、「きよぴー＆とまと」の梅沢氏に来ていただいている。一言ご挨拶をお願いする。
梅沢氏：清川町に住んでいる梅沢と申します。
「きよぴー＆とまと」の副代表をしているが、これを立ち上
げた人間ということでお招きいただいたと思う。とても素晴らしいというか、難しい会議への
講演依頼と書いてあり、これはとても無理だと思ったが、
「きよぴー＆とまと」の事務局の人に
お話をしたら、とてもわかりやすい資料を作っていただき、今日お持ちした。実際、はじめか
ら私がしていることであり、質問には全部答えられると思う。よろしくお願いする。
事務局：それでは議事に入る前に資料の確認を行う。
＜資料の確認＞
事務局：それでは進行を委員長にお願いする。
委員長：今日は骨子を固めてパブリックコメントに向けていこうという段階で、いよいよ大詰めに入って
くる。前回は、社会福祉協議会の方からうぃずサービスの説明をしていただいた。うぃずは、
在宅援助サービスを行っており、元は八王子市の福祉公社から社協に委託され、現在はうぃず
ということで協力会員を募って、利用会員、コーディネーターがいてサービスを提供している。
１時間あたり約 800 円ということである。しかし、利用者が高齢者、障害者と制約されている
という面がある。うぃずの方で調べていただいたら、八王子市内の町内会、自治会で実施して
いるのはどれくらいあるのかと、事前に配布されたと思うが、こういう小地域福祉活動団体一
覧という形になっていて、館町の団地と片倉台、みつい台、めじろ台、横川町で実施している
ということである。実施している内容はかなり違いがあるし、利用者のニーズも最低のところ
が横川町で年間 43 人、一番多いのはめじろ台で 1,420 人である。料金もばらばらだが、無料か
ら麻雀が一番高く 350 円で、200 円、100 円という利用料金になっている。このニーズは非常に
高くなってくると言われている。すでに民間企業の京王電鉄が「ほっとネットワーク」という
形で、京王線沿線でかなり広がってきている。こういう民間企業が参入してきている。さらに
今後、老人ホーム等で民間企業が入ってくるという状況である。そういう中で、
「きよぴー」さ
んもいろいろとボランティアで配食サービスから始められ、今は清川町でコミュニティの一つ
のセンターを作っている。後から説明していただきたいと思うが、今日、お手元に美味しそう
なかりんとうがある。このかりんとうにどのようないわれがあるのか、またご説明していただ
く。これから議事を進めていくが、議事に入る前に「きよぴー」の資料の確認を行う。
＜資料の確認＞
委員長：よろしいか。それでは、どうしてかりんとうを置くことになったのか、という繋がりも含め、梅
沢さんからお話をいただく。
1

地域福祉活動事例講演
梅沢氏講演
梅沢氏：実は私は、まちのお弁当屋さんだった。それこそ、まだコンビニも何もないときに八王子織物の
ところに嫁いできて、どうもここが危なくなりそうだということで、なんとか内職程度にお弁
当とお惣菜のお店をやろうと思って始めたが、需要があり、とても繁盛した。その繁盛のおか
げで今があり、ちょうど 60 歳で自分の還暦の日に、なんとか恩返し、感謝をどこかでお返しし
たいと思い、高齢者、障害者にお弁当をお届けするというボランティアをどうしても始めたい
と思った。そこで、この指止まれ形式のボランティアグループ、「オレンジの会」を立ち上げ、
もう 16 年になる。清川町の一軒家を無償で借りてやっていたが、それを大家さんが売るという
ことになり、場所がなくなったときに、ちょうど上手い具合に大横の福祉センターの厨房が空
いた。
「オレンジの会」だけでなく、八王子を網羅したオール八王子でやるのであれば無償で貸
すという市長からのお話があり、いろいろなボランティアグループに集まってもらい、あそこ
を無償で借りて６年やっていた。しかし、あそこも古くなり厨房が使えない状態で、場所がな
くとても困り、これから配食サービスをどうするか。それから自分たちの地域も空き店舗が増
え、お店がなくなり、これではとても大変だというところに、ちょうど上手い具合に清川町の
空き店舗をなんとか確保した。配食サービスをやりたいが、配食サービスだけではとても家賃
が払えないということで、清川町の有志の方たちに、運動会の後の懇親会のときに、清川町と
一緒になって、空き店舗を利用して皆の居場所、配食ができるお店を作りたいという思いを話
した。すると、それはよいことだからなんとか実現にこぎつけようということで、
「きよぴー＆
とまと」ができた。
「とまと」というのは配食サービスの名前である。
「きよぴー」というのは、
清川町のハッピーステーションということで、子どもたちにネーミングしていただき、
「清川ハ
ッピーステーション＝きよぴー」と「とまと」が一緒になったお店ということで、
「きよぴー＆
とまと」が誕生した。ランチが食べられたり、コーヒーが飲めたり、それでいて、そこでお惣
菜が買えたり、会食ができたりというお店が「きよぴー＆とまと」である。それをずっと続け、
６年が過ぎた。
今は、隣のお店も空いたので、なんとかここも私たちの第二の若い人たちが中心になってや
ってくれるお店、有償でもう少し若い人たちがやってくれるお店ができたらよいと思いやって
いる。声かけして男の人たちも町会の自治会長や老人会の会長、いろいろな方が集まったが、
男の人はとても慎重である。いろいろ計算し、これではとてもやっていけないという方向にば
かり行く。とうとう、初めは代表になるとがんばってくださった自治会の前会長も、もしも赤
字が出たら誰が借金を背負うのかということになり駄目になってしまいそうだった。そこで、
「きよぴー＆とまと」の人たちが少しがんばって、皆さんに声かけし、とりあえず一年間だけ
いろいろなスポンサーをお願いし、月 500 円出してくれないかとか、出資金１万円を出してく
れないかということでがんばり、お店を出すことになった。それから１年、無理をして毎月２
万円を出してくださる方、１万円の方、５千円の方と、毎月出してもらうから長く続くわけも
なく、１年だけという形でお願いしたが、それもちょうど６月に終わってしまい、いよいよス
ポンサーもいなくなり、どうしようかと思っている去年の暮れに、このかりんとうの話が嘘の
ように舞い込んできた。多摩信用金庫から「天狗の鼻」という三多摩の苺や醤油などで、いろ
いろなかりんとうを作り、高尾山で売るということに対し、私たちの場所をキーステーション
として活用する。知的障害者にその包装をお願いするらしい。かりんとう屋から直接「きよぴ
ー」に商品が届き、知的障害者の人たちの施設が「きよぴー」に取りにくる。これを全部持ち
帰り、そこの黒い袋に入れて帯をつけるという内職を５つのグループで行う。それがすべて八
王子にあるので、そういう場所を八王子で探していたということである。それでたましんから
「きよぴー」と「Ｙｏｕ＆Ｉ（ユウアンドアイ）
」ができたので、そこでやってくれると手数料
などが入るということで、ちょうど去年の暮れから始めた。今は月に４万円くらいを確保でき
ることになり、家賃が足りるようになり、とてもよいことに巡り合ったと思っている。
それはかりんとうの話だが、
「Ｙｏｕ＆Ｉ」では、それ以外に、壁にずっと絵を貼っていただ
いている。毎月変わるが、５枚あれば１枚が 300 円で、１か月５枚出してもらうと、その方は
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1,500 円を支払う。こつこつとなんとか２年目に入り、家賃が払える目処が立った。これを作
り上げるには、すべての人の出資金で賄っている。
「きよぴー＆とまと」は私がお弁当屋さんを
していたので、何となくこれぐらいの売り上げがあれば、絶対にこのお店は成り立つという思
いがあった。友達や地域の方などいろいろな方に声かけし、350 万円集めたが３年で全額お返
しでき、今、400～500 万くらい手元にあるというところまできた。「きよぴー＆とまと」は行
政などの補助を受けず、やれている。だから思いがあればできるかと思うが、一番大変なのは
家賃だと思う。いろいろなグループが、自分たちの地域に空き店舗がたくさんあるから、そう
いうものができたらよいと言っているが、家賃を毎月払っていくのが困難だ。この家賃さえ半
額ぐらいにできれば、いろいろな地域、少し辺ぴな地域でも、そういうものは可能だと思って
いる。それから若い方にはまったくの無償というのは、これからは続いていかないということ
をとても感じる。一応、
「きよぴー」の隣に「Ｙｏｕ＆Ｉ」を作ったときには 20 人の 40 代前後
の方たちが登録してやっていたが、１時間 200 円くらいにしかならない。そうすると最終的に
は 200 円で何となく縛られているよりは、ボランティアのほうがよい。自分たちがやっていく
のに、この 200 円が家賃の中でとても大変な思いをするのだったらボランティアに戻してほし
いということで、今、実際は全員がボランティアでやってくれているが、人数が減ってきてい
る。だから、もう少し高額なお金でなければ、200 円くらいで有償ボランティアというのは難
しいと今は思っている。
高齢者が居場所というか、自分たちが働く場所があるという生きがいのほうが一番大きい。
そこを利用している人もとても喜んでいるが、ここに関わっている人が元気をもらえていると
いうことを感じる。自分たちが出て行く場所があるということが、とても嬉しいというか、楽
しい。そこでお茶を飲んだり、食事をしたり、皆さんと関わっている。デイサービスに行かな
くても、
「きよぴー＆とまと」に行けば自分たちの場所があるということが、とてもよいのでは
ないかと今は思っている。
やっていると後からいろいろなことが舞い込んでくるような気がする。だから、とりあえず
は何か始めてみるのがよいが、始める前にいろいろ考えすぎて、なかなかできないのが現状か
と思う。ふれあいイベントも、いろいろなところでやっているが、元自治会の役員と毎月毎月
交代し、いろいろな人が出ていただくような形にすれば、いろいろな人が関わり、よいのでは
ないかと思う。いろいろな人がたくさん出てこないといけない。まちの中で、特定の人ばかり
が活動しているようなことでは困る。450 世帯くらいだから、必ず 125 人から 130 人の方がそ
こに関わっており、必ずどこかのブロックの人がいるので、ほとんどの情報が集まる。だから、
わざわざ民生委員が聞きに行かなくても、どこにどういう家族構成があり、あそこのご主人が
今病院に入っていて…、ということが「きよぴー」に来るとすべてがわかるというのはありが
たいと思っている。
難しく、苦労しているというよりは、あまり苦労だとは思わないのかもしれない。ただし、
75～80 歳くらいの人が一番主力でがんばっているから、あちらが痛い、こちらが痛いとがたが
たしているので、どんなにがんばってもボランティアは週に 1 回以上はやっていない。月に 1
回などで回していて、今のところ７年目になるが、あまり問題もなく回っていると思う。割と
楽にというか、苦労というのは、元々苦労だと思わないから、人が苦労だと思っても、苦労で
ない人は苦労でないのではないかと感じる。
委員長：そういうタイプの人がコアになって動くと、みな気楽に動けるという面もあるのではないか。
梅沢氏：とても楽しいことがあるような感じで、いつもお茶を飲んだり、イベントをやったり、楽しいこ
とが次々にあるようなことを常に考えていれる。そうすれば、何となく関わっていろいろやっ
ている人が、これは自分がいなければできないと思う。私も本当にちゃんとしたことを喋るの
も下手だし、パソコンもできない。携帯電話も聞くだけしかできないが、できないと思うと周
りの人が手伝ってくれる。こういうことが来たが、どうしようと人に相談すると、こうすれば
よい、ああすればよいと必ず力を貸してくれるので、自分で背負い込まないのがよいのかと思
う。いつの間にか、こうしてできていたというのが本音のところである。何かやりたいと思う
ことがあると、ずっと口に出していれば誰かが受け止め、やってくれる。みなが、自分がやっ
3

たかのように、自分がいなければできないのだと全部の人が思ってくれると一番よい。
委員長：せっかくお越しいただいたので、皆さんのほうから質問などして意見交換をやったほうがよい。
事前に事務局から質問項目もあったと思うが、先ほど話された中で、出資金について、125 名
から設立投資で一人 1 万円くらい集め、300 万ほど集められた。そのとき、どのような呼びか
けをしたのか。
梅沢氏：一人１万円以上の出資金で 300 万円をもらったのは、
「Ｙｏｕ＆Ｉ」を立ち上げるときである。
「き
よぴー＆とまと」のときは地域の人はまだ何もわからず、思いもあまりなかった。私の思いが
とても強かったので、とりあえず八王子に住んでいる私の友達や友達の友達など、要するにこ
こに関わっている人が、自分の九州の友達などからも来ている。こういうことを八王子の清川
町の中でやりたいと言ったら、人間関係がとてもよい人は、あなたがやるのだったら５万くら
い出すと言ってもらえた。私などは弟や妹、母から 10 万ずつ集めるなど、自分の身の回りの人
からまず集めた。一番初めに親友が、何も言わないのに 10 万円を袋に入れ、返してくれなくて
よいから使ってくれとくれた。驚いて、そんなのはいただけないので、これは出資金として貸
してほしいと、それが最初のきっかけになった。代表の名前と私の名前、
「とまと」の代表、
「き
よぴー」の代表の名前で、こういうことでお金を集めたいと皆さんにお出しし、遠い人から順
番に返していった。一年目には九州の方や 10 万円の方、というように清川の方を最後にした。
そこにいるので恩恵にこうむっているし、そこがどのようになっているのかわかる。遠い人、
本当のお付き合いだけで出してくださっている方から一番先に返したが、１年目にかなりの方
に返した。初めから、これは成り立つという目算が私の中にあった。男の人はシミュレーショ
ンをやり、これではとても家賃が出ないと言った。しかし、いよいよ駄目だったら私はお弁当
屋だったから、そこの近くの企業に、お昼の弁当を営業に行き、あそこでこれぐらいの収入に
なるから大丈夫だと言い切って進め、普通では考えられないくらいの売り上げはあった。だか
ら誰でも彼でもやれるというわけには行かなかったと思うが、初めの「きよぴー＆とまと」は
思いが強すぎて、主人の友達も片端から出していただいた。それが３年ですべて返し終えたと
いうことが信用に繋がった。今度は６年以上の活動を見ていた地域の方たちが、１万円以上出
してくださり、次を立ち上げるときに 300 万くらいになったというのは、
「きよぴー」の母体が
あったからだという思いはある。
委員長：「Ｙｏｕ＆Ｉ」の仕事は、この資料の家事援助サービスか。
梅沢氏：そこの太い矢印が今もしっかり行っているものである。矢印の細いものは、行ってはいるが、ま
だそれほどがんばって行っていないということである。
委員長：これはどれくらいの利用料金か。
梅沢氏：だいたいワンコインで 500 円である。だからレコード鑑賞というのは昔の懐かしいレコードを皆
さんで持ってきて、皆でそれを聴いている。500 円出してコーヒーとケーキが出てくる。ワン
コインで、皆でそこを使う。だからフラダンスのレッスンをするのも、500 円を出して音楽を
かけて練習をするとか、おりがみ教室などいろいろなことを行うのがワンコインでできる。水
やりも１回 500 円である。
委員長：この中でヒット商品は何かあるか。これが１番利用しているというものは。
梅沢氏：利用しているものは、いわゆる教室である。絵手紙教室やおりがみ教室など、そういうものは人
気がある。健康体操教室やフラダンスなど、そういうものはずっと続いている。
委員長：これは経営的には落ち着いてきているのか。
梅沢氏：これだけでは成り立たないが、それとかりんとうのお金と、そういうものが少しずつ積み重なっ
ている。それから「Ｙｏｕ＆Ｉ」の一周年などを行うと、いろいろなお祝いがきたり、1,000
円のイベントをやって、結局、それで８万円くらいの利益を上げたりなど、何かイベントをす
るたびに、普通は赤字になるが、何かをすることによって利益が出る。フリーマーケットをや
ることによって、地域の方がいろいろなものを出してくれるが、タダで出してくださる方が多
いので、結局そういうもので利益が上がる。何かをやると利益が出ているような気がする。だ
からイベントはなるべくたくさん行ったほうがよいと思っている。
それから朝はモーニングサービスで、今朝も行ってきたが、そこで奥さんを亡くされた方な
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ど 10 人くらいの方が、せめて週に１回でも皆さんと一緒に８時から朝食を摂り、いろいろなお
話をしている。だから、結構地域の人が集まる場所としては、かなりよいと思う。
また、家で晩酌するのであれば皆で一緒にやろうということで、楽しい会といって酒盛りと
いうか、必ず月に１回、最後の日曜日の夕方からは皆さんでやっている。男の人たちが自分た
ちで作り、男の人は 1,000 円、女の人は 500 円というふうにしている。それもまったく赤字に
なったことはない。なんとなく嬉しくなって、自分のところにあるお酒を持ってきてくださる
方がいたり、いただきものがあれば届けてくださったりということがあり、それも結構男の人
の楽しみではある。
朝市というのも、ご近所の農家の方がいろいろなものを持ってきたり、仕入れてきたものを
売ったりしているが、そこに関わってくださる男の人たちがまた料理をするとか、要するに関
わらないと出てこない。なんでもよいからお手伝いをすると必ず出てくるようになる。いろい
ろな人にお手伝いをお願いしている。今日も男性の方が二人、配食サービスを手伝ってくれた。
コーヒーを淹れたり、皆さんに出したりする男性の方もこのごろは増えている。
委員長：どうしてワンコインにしたのか。
梅沢氏：500 円だと出しやすいかと思った。難しい理由はない。ただ、朝食 500 円は少し高いかと思い、
最近 350 円にしたが、350 円では申しわけないと思うくらいのものが出てくる。やってくださ
っている方が２人とも 80 歳以上で、自分の料理で得意なものとか、そういうのは嬉しいので、
どこかからいただいたとか、自分で手作りしたお菓子など、今日のモーニングはハムエッグ、
ポテトサラダ、トマトとレタスがワンプレートに入り、４枚切りのパンとコーンスープ、バナ
ナのヨーグルトとコーヒーが出る。それで 350 円だが、まだ梨とお菓子が出てきて、とても驚
くようなものだ。きっかけは、一人の身内の看護をしている方が、自分で健康を考えて食事を
作るのは大変なことだから、週に２度くらい、こういうものがあったらよいと思うと言われた。
すると、そこにいらしたご主人を早くに亡くして、今はお嫁さんが全部やっていて家事をする
ことがないという方が手を上げ、３人の方がやっている。とてもセンスもよいし、料理も美味
しい。すごいことだと思うことは、いただく方も嬉しいし、作る側はもっと嬉しいという感じ
である。そういう場所があると、皆が生き生きできるということをとても思う。それには絶対
に場所が必要だと思う。
委員長：これは地域包括支援センターなどと結びつけ、一人暮らしでなんらかの援助が必要だという人の
情報を得て、家事援助などのサービスを行うとか、そういうネットワークはまだないのか。
梅沢氏：地域包括支援センターが川口から中野に替わったばかりである。やっと顔つなぎができたところ
で、
「Ｙｏｕ＆Ｉ」が一周年のときに初めて皆さんで来てくださり、１か月に１回の包括支援セ
ンターの相談会を「Ｙｏｕ＆Ｉ」でやるような方向へというところまで来ている。ところが清
川町も高齢化が進んでいて、してほしい人が多くても、サービスできる人のほうが人数が少な
くなっている。これは自治会の中の、今はボランティア部というものがないが、できてから 47
年同じ形態の自治会活動をしているから、何かを変えてどこかの部分とこういうものを一緒に
していかなければ、ずっと続けていくのは厳しくなっていくだろう。自治会だったら、清川町
で一軒家を売ったところが２軒になり若い人も増えているから、自治会は毎年変わるので、そ
の中には若い人が必ず入ってくる。そういう世代交代を上手にしていけばよいと思っている。
委員長：ここにもボランティアから有償家事援助サービスと書いてあり、次はコミュニティビジネスとい
う言葉が出てきたりしていて、それは前に私が「きよぴー」の男性の方と話していたときに、
ボランティアもよいが本音を言えば５万円くらいはほしいとか、年金にプラスアルファがほし
いという声もあったと思う。
「Ｙｏｕ＆Ｉ」も自給 200 円という、かなり中途半端なところであ
る。若い人の場合はコミュニティビジネスになれば、安定してそこで仕事ができるとか、子育
てしながらそこで仕事ができるということがあれば継続できる。だんだん輪が小さくなってい
くと、ボランティアや有償家事援助サービスもワンコインではビジネスにならない。有償家事
援助サービスのうぃずでも 800 円だが、これでも無理だと思う。そういう低額、無料でやる領
域と、かたや京王電鉄のように２時間 7,000～8,000 円というものもある。その中間領域があっ
てもよい。コミュニティビジネスにしていこうという考え方は、今はどうか。
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梅沢氏：大山先生にお願いしたいと思うが、かりんとうやずっと前から言っているが、はちバスサブレが
知的障害者のところでは商売となっている。ガレットというお菓子も知的障害者のところに私
たちのメンバーが行って教えて、よいものができている。そういうものや、ずっと前から思っ
ているが、八王子市の花がヤマユリである。ヤマユリがあり、はちバスがあり、私たちではち
バスのＴシャツも作って、それを着て民謡流しに出たりしているが、そういう八王子の中のも
のを作って売って、商売になるようなことはないか、反対にお聞きしたい。私たちは 75 歳にも
なっている人はよいが、64・5～70 歳までの人が、なんとか３万から５万くらい、飲みに行っ
たり何かをやったりするのに奥さんの年金からもらうのではなく、自分でできるようなことが
ないかと思っている。一生懸命やっているかりんとうは、高尾山への配達もまったくのボラン
ティアでやっている。果たしてこれでよいのかととても思っている。その人たちは皆 75 歳くら
いになるからもうよいかとも思うが、これから続けてくださるような 64～65 歳くらいの方が少
しは稼ぐことができないだろうか。それを一番思っている。なんとか少し稼げるような地域の
仕事はできないものか。
委員長：
「きよぴー」などでやっている方は、ちゃんと年金があり、ボランティアでできる。しかし年金だ
けで食べられないという方もいる。特に国民年金などはそうだ。そういう人たちにもビジネス
になるようなことがあるとよい。
梅沢氏：ビジネスになれるようなことは、なんとか稼げるように、お金が入るようにと強く思う人が中に
入ってこないと難しい。元々、自分自身が商売をやりながら子育てもやり、いろいろなことが
できたということがあり、それに対する感謝をお返ししたいという発想であるから、私の代で
はボランティア以上のことはできないと自分で思っている。どうしてもこれぐらいはお金がい
るという人ががんばらないと、なかなかビジネスには繋がっていかない。元々「きよぴー」で
もこれだけの家賃は稼ぎ出すという強いものがあった。結局、皆にお願いしていると１万 8,000
円しか売り上げがないとなると、無理をしてでも自分がそこに入り、いろいろやりくりして絶
対に２万 5,000 円から３万円いくという執念みたいなものがなければ、お金はなかなか稼ぎ出
せないと思う。だから、
「きよぴー」はおかげさまで、皆がそういう域までいった。はじめはぐ
ずぐず言っていた人も、今ではそれが普通になって回っていき、なんでもなくできるようにな
っている。自分の中で年もとったし、股関節も悪くなって、車も乗れなくなってくると、コミ
ュニティの仲間に４～５万生み出すエネルギーはもう私にはない。悔しいけれど年はあると思
う。もう少し年齢の若い人が本気で地域のコミュニティビジネスということを考えていかなけ
れば難しいと思う。
矢代委員：今日は八王子の元気な女性にお会いできた。私も 40 年くらい前に越してきたが、やはり見てい
ると、八王子がだんだん元気がなくなってきている。もっと皆が元気になれるように、八王子
の町おこしということで、今日いろいろとお話を聞いたが、今は梅沢さんがとてもがんばって
いるものを、世代交代で後に繋げていけるとよいと思う。後に繋げる人がいるのか。それから、
朝食を 80 代の方たちが作っているとおっしゃったが、そういう方たちをどういう形で集めたの
か。
梅沢氏：地域に初めから、清川町ができたころからいるため、子育てを一緒にしている。３人娘がいると、
３人の娘のお母さんたちがいる。ＰＴＡのお母さんたちから盛り上がったのが、最初だと思う。
それから、お弁当屋さんをやっているので、お客さんがいたり、お店に働きに来てくれる人が
いたということと、私自身がわりと気にしないで、昔に知り合った人にでも電話ができるとい
う特性がある。普通は長くご無沙汰していると、なかなか電話ができないとおっしゃるが、あ
のとき、あの人に会ったなと思うと、わりとすぐに電話ができるという自分の性格的なものも
あると思う。それから人から頼まれて、チケットなど絶対に売れないと思うが、チケットを預
かると元気が出てきて、あの人に、この人にとチケットを買ってもらうというよりも、知らな
いことを知らせてあげるのは、とてもよいことだという面があり、友達がとても多い。ボラン
ティアで最初に「オレンジの会」を立ち上げたときは、それこそ神戸から八王子に引っ越して
きて、出会った人 380 人に手紙を出した。小学校のときにＰＴＡで一緒になった人、近所の人、
昔、うちのお店に来た人、そういう人にすべてボランティアの会を作ったことをお知らせした。
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そのときはまだ配食サービスをすることは決まっていなかった。なにがなんでもボランティア
グループを作るというだけで、集まっていただいてはじめてそこでどうするかと考えた。誰に
でも言えば力を貸してくれると思っている。今日、部長にお会いしたので、何かのときにはお
願いにいこうと、そういうことがなんでもなくできるという部分がある。あまり気にしないで
誰にでも声をかければ、みな力を貸してくれると思う。それから得手不得手があるので、仲間
内でそういうことに得手の人にお願いするとよい。こういうものを書く、パソコンなどもすべ
て不得手である。そうすると名刺にしても、名刺がほしいと言うと、かわいい名刺を作ってく
ださるとか、皆さんにお願いするということである。だから、人集めも得手の人にお願いすれ
ばよい。地域には必ずおせっかいな人がいると思う。
矢代委員：何かチラシとかを配るのか。
梅沢氏：もちろん配る。朝市のときは毎回配る。それから「きよぴー＆とまと」も全戸配布する。それか
ら、何でもこういうことがあるということは、チラシでも全戸配る。ちらしだけでは人は集ま
らないので、ちらしを配った後に、例えば 100 人集めたいと思うと、それだけの確実な数のと
ころに手分けして皆で直接電話をする。これだけでは絶対に人は来ない。例えばこの会にはど
うしても最低限 20 人来てもらわないと困ると思うと、その会を５人くらいでやっているのだっ
たら、全部の人が自分で責任を持ち、それだけの人にはやる。ただこういうものを配るだけで
は、なかなか難しい。私たちの仲間で、はちバスサブレの名前をつけた方も、はちバスの名付
け親ですとどこへ行っても彼女も言うし、何とかお菓子を作りたいと毎日のようにＦＡＸが流
れてきて、主人に叱られて、まだ何もできてないうちから紙代がかかると言われているが、は
ちバスの名付け親が、はちバスに関してとても熱意がある。かわいい蜂のマークを作ってくれ
た 40 代の女性がいるが、彼女もとてもよい人で、仲間に入って次はこういうものを作りたいと
言っている。私たちは、はちバスもそうだが、はちバス応援団と名前をつけ、知的障害者の方
たちの応援になることをしようと、祭りでは、はちバスサブレを売ったりしている。
委員長：町内会や自治会との関係はどうか。
梅沢氏：とてもよい関係で、自治会が何かをするときは「きよぴー」が応援する。自治会や子ども会でで
きないようなことは「きよぴー」がやるが、自治会の名前でやっている。凧揚げなどもダメに
なりそうなときや子ども会でやっていけそうにないときは｢きよぴー｣で行い、自治会の名前を
借りて、｢きよぴー｣がお手伝いする｡防災のカレーを作ったり、いろいろなときのおしるこを｢き
よぴー｣で作ったりというふうにして、とてもよい関係を築いている。ただ、よい関係ではなく、
自治会が｢きよぴー｣と合体すれば、家事援助など、いろいろなことがもう少しよくなるのかと
思うこともある。それでもコミュニティビジネスのようにはできないとは思っている。
和田委員：
「Ｙｏｕ＆Ｉ」のお助け隊は、いずれもワンコインか。複数を組み合わせると 1,000 円になった
りするのか。
梅沢氏：それはその人たちの考えで、１回 500 円と言っても、１か月水やりを頼まれた人などは、あまり
高くなると申し訳ないので、もう少し安くしておこうということはある。
和田委員：組織のことだが、これはボランティアグループで、ＮＰＯの認証は受けていないのか。
梅沢氏：していない。
和田委員：こういう時代だから、コミュニティビジネスというとＮＰＯが出てくるが、そういう道はとら
ないのか。
梅沢氏：面倒だからとらない。基本的に面倒なことをやるのは止めようということにしている。そういう
ことは苦手なこともあり、いずれまた、男の人で若い人たちがやるようになったら、やるので
はないかと思う。
和田委員：今のところは何も不自由はないのか。
梅沢氏：まったく不自由はない。最初にやったボランティアネットワークがあるが、それも市の高齢者支
援課から委託を受け、
「センターげんき」というものをやっているが、それもＮＰＯは取ってい
ない。はじめからボランティアで、ややこしいことはなるべくしないということ。ボランティ
アネットワークの中から、当時私が副代表をしていたので、清川町に戻り、
「きよぴー＆とまと」
の中で配食サービス、それから高齢者コーディネートセンターを「センターげんき」がやり、
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はちバスサブレは、はちバスサブレグループを作る。ボランティアネットワークは、あくまで
もボランティアをやっている人たちが入り、月 1,000 円の会費で情報交換だけをしている。今
回、駅前に八王子の観光案内所ができる。それも私たちのボランティアネットワークにお話が
あった。それというのも、いつもＮＰＯを取っていないが、わりとそこにいるメンバーが国際
友好クラブの代表や、いろいろな会の代表で、より多くの地域でボランティアを行っている代
表が集まっている会なので、あそこの会であればやってくれるのではないかということで、観
光課のほうからお話があり、どうしようかと思っているところである。要するに、まったくの
ボランティアである。ＮＰＯは書類がとても難しいと聞く。
和田委員：手間と言えば確かに手間である。
委員長：そろそろ時間になるが、よろしいか。どうしても聞いておきたいことはあるか。
北井委員：私も今、月に一度サロンをやっているが、始めるときは場が、新しい町内会館ができてやるよ
うになったが、なかなかそういう場ができないと難しいと思う。お話を聞いていて、梅沢さん
は地域の繋がりをとても強くされたと思う。地域力もとても高められたと思う。この後も次世
代の方たちで、このまま継続できるように、私もサロンをやっているが、その次の問題がある。
月に１度しかできないから、本当はもう少し仲間を増やし、週に１度くらいはやりたいと思う
が、なかなか地域の人が入ってくれない。この間、夏祭りがあり、サロンをやっていると、町
会の農園で採れたジャガイモを持ってきて良いかと。そういう人たちをほんの少しサロンに引
き込めるかと思った。私も微力ながら地域力を高めていきたい。今日聞いたお話で、地域の仲
間を増やしていきたいという時、出前講座ではないが、梅沢さんのように力のある方を招き、
ぜひ、地域の興味がある方々が参加できる勉強会などを開きたい。
梅沢氏：ぜひ、
「きよぴー」に来てほしい。なんでも安いし、お惣菜もとても安い。水曜日以外はずっと開
いている。土日もやっているので一度来てほしいと思う。それから今の話を聞いていて、続け
ていれば必ず、町会の役員になった人たちに１年に１回でいいからと繋いでいっている。そう
するといろいろな方が入ってくる。はじめはずっと長く私たちがやっていたことを、今度はい
つの間にかそういう形で繋いでいけるので、とりあえず継続していれば、なんとかなるかと思
う。場所はどちらか。
北井委員：中野上町である。サロンがまったくなかったので、サロンを立ち上げたいということで、地域
包括の方と協力しあい３年目である。私も自分の休みの日を使っている。実は福祉の仕事をし
ており、施設でやっているから、仕事の関係がある。地域のことに関わるのだという責任が強
かった。生まれ育った地域に少しずつ恩返しをしていかなければならないという気持ちがある。
梅沢氏：とても嬉しい。中野上町であれば清川から近いし。
北井委員：できる範囲で無理をしない。地域の方々が全員そういう気持ちで、仕事を持っている方はたく
さんいると思うが、そういう方々にもできる範囲で無理をしないということである。
梅沢氏：中野上町の辺りの人で、高齢者で暇そうな人がいれば見つける。けっこういると思う。
委員長：そろそろ時間もあるため、梅沢さんのお話はここまでとする。
＜拍手＞
委員長：配布していただいた資料は、また後で見ていただければと思う。ざっくばらんにいろいろと話を
いただいたので、だいたいの「きよぴー＆とまと」も知っていただき、前回配っていただいた
町内会が行っているものと少し違いがあると思う。コミュニティビジネスで何かよいアイデア
はないかと言われても、やはりそう簡単には出ないものだ。それでは議題に進めさせていただ
く。次に事務局から地域福祉計画の目次構成について、説明をしていただく。
事務局：目次の前に、今の「きよぴー」さんのお話の中で出てきた小地域福祉活動団体という一覧という
ことで、資料２をお配りした。先ほど少し触れられていたが、ここに載っている団体が５団体
ある。この５団体の他に、それ以降設立された団体として、館ヶ丘自治会と中野町甲和会さく
らんぼの会の２つの団体が、新たに小地域活動を行う団体となっている。昨年、23 年の 11 月
から、その団体同士の意見交換会を社会福祉協議会がコーディネートして行っている。これは
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社協の活動、小地域福祉活動団体情報交換会ということで、昨年 11 月、今年２月と 23 年度に
は２回行われている。先ほど北井委員からもお話があったが、そういった先進団体からこれか
らこういうことをやってみたいというところへ出前講座ではないが講師として出かけるという
ことも今後の取り組みとしては考えられる。参考ということで紹介した。
副委員長：ちなみにどのようなことをやるのか。
事務局：ここの活動内容と同じように家庭内で簡単なお手伝いを行っているということである。
委員長：社協がコーディネートして各団体に呼びかけ、情報交換会を行っているのか。
小田島委員：元々『いきいきプラン』の中でサロン活動の支援ということがある。地域のサロングループ
に先進団体の情報公開をしながら、よいところをどんどん出して、これから立ち上げる、ある
いは充実を推していくというグループの参考になっていただければという思いで行っている。
それぞれの団体が、それぞれ違い、先ほど「きよぴー」と自治会が合体すればという話があっ
たが、みつい台などは自治会の中の一部として動いている。組織としての中身が違うところも
あり、行っている内容・形態もいろいろあり、規模も違う。そういう面で他の話を聞いて運営
に寄与し、よいところを参考にし、いろいろなところへ展開するという趣旨である。
中村委員：ここに書いてある団体は、ボランティアセンターに登録しているのか。
小田島委員：自治会独自である。
事務局：特に登録しなければならないということではなく、顕著な活動をされているため、社協のほうで
もよく承知していて、声掛けをしてということである。
中村委員：社協とボランティアセンターはどういう関係なのか。
小田島委員：組織の中の一つである。地域推進課という正式な課だが、ボランティアセンターとしている。
場所が本庁舎内になく、ボランティアセンターという言い方をしているが、社協の組織の中の
一つである。
矢代委員：小地域福祉活動団体は、例えば本町の町会でこのような活動をしたら、社協のほうに何か登録
すると、補助金などはまったく出ていないのか。
小田島委員：ここは出ていないが、サロン活動で月に何回、年に何回という二段階があり、支援として助
成金を出している。ＮＰＯは駄目だとかいろいろな条件があるが支援している。ここは社協と
は別に、先進的に独自で行っているところを、例えば八王子市民全員は知らないので、そうい
うものを広めていきたいという意味合いで集まっている。これは社協が独自ではなく、すでに
皆さんが地域でがんばっている情報をいただき、それを広めていくという話である。もう一つ
については、助成をしている団体もかなりある。
中村委員：個人には助成金は出ないのか。
小田島委員：出していない。何人以上のグループで、年に何回活動しているなど二段階にわけて支援して
いる。
委員長：よろしいか。それでは事務局から説明をお願いする。
議題
（１）地域福祉計画書の目次構成（案）について
事務局：資料４について説明
委員長：一つは地域の考え方と圏域である。それと全体の目次構成と項目である。これについて審議をし
ていきたいがいかがか。地域の考え方と圏域は、資料の１ページ目である。『ゆめおりプラン』
の６圏域や町会・自治会のレベルまで、八王子市は複雑な圏域がいろいろあるということで、
福祉圏域としてどう整理するかは難しい部分である。全体的には３館構想で、３つの保健福祉
センターがあるが、その下に地域包括支援センターや子ども家庭支援センターなどがある。そ
の３つのセンターを拠点にしながら下に下ろしていき、末端は町内会、自治会がある。階段状
で見れば、そういう仕組みである。
事務局：委員長からお話があったものだが、イメージとして作成したものをＡ４一枚で本日机上に配布さ
せていただいた。相談支援体制のイメージ（※以下、相談体制図と記す。）というものがある。
これは委員長がおっしゃられたものを相談支援体制という切り口でまとめたものである。一番
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上に拠点として保健福祉センターがあり、それについては保健所ないし本庁舎も含め、拠点か
ら地域でこのような相談体制があるということで、上から２段目には地域包括支援センターが
15 か所、障害者の相談支援事業所が５か所、ボランティアセンターについてはいろいろなとこ
ろと結ばれている。それから社協は権利擁護センターということで看板を掲げている。子ども
家庭センターについては５か所である。その下のさらに細かい小地域といわれている地域の中
では、このような場、このような人々が活動されているというものをイメージしたものを用意
させていただいた。先ほどの話のとおり、本計画においてはこれをそれぞれ新たな地域福祉圏
域として何かを作るということは考えていないという提案をさせていただいている。今あるも
のをいかに連関させるかということをテーマにイメージ図を作成している。これについてもご
意見いただければと思う。
委員長：八王子はエリアが広く、非常にそれぞれのエリアの特徴を掴みづらいところもある。地域の特色
がありすぎるというか、圏域を定めていくというのもまた難しい。機能的にこういうものをど
う出していくかということである。
中村委員：事実確認だが、民生委員の活動エリアは町会をさらに上回るのか。町会とイコールなのか、そ
れとも民生委員の担当エリアのほうが大きいのか。
事務局：大きい。民生委員は 404 人で、町会、自治会は 570 近くある。一人の民生委員がいくつかの町会
を担当することもあるし、一つの町会に民生委員が一人という場合もある。
副会長：民生児童委員の配置基準が、東京の場合はだいたい町会に１人である。そして平均的に 500 所帯
となっている。それが民生児童委員一人あたりの活動の定義である。それが民生児童委員協議
会になってくると、全体的な形の中で位置されており、八王子全域というわけにもいかないた
め、20 地区にわけている。20 組織にわけ、１組織が 20～30 人くらいの間で収まるという形に
なる。相対的には町会、自治会と民生委員は同じ枠の中にある。しかし、そのわけ方や役割分
担が、どちらかというと町会よりも厚く民生児童委員の配置がされている。それというのも、
町会・自治会を形成していないところがある。住民の立場に立つから、その町会のエリアには
必ずだいたい１人の民生児童委員が配置されている。ですから、そういう意味では同じ筒の中
にありつつ、中身のところは町会よりも厚くなっている。世帯が大きく 400～500 以上のところ
で、例えば２人ほしいということになると、そこを分割するという形になる。世帯が大きくな
ればそうなる。ですから、その辺りの捉え方としては、厚くなっているのは民生委員の協議会
の扱いである。
矢代委員：民生児童委員とは、民生委員と児童委員は常に一緒なのか。
副会長：すべてが民生児童委員である。特化して児童に関係している主任児童委員が一地区協議会の中に
２人ずつ配置される形になる。１つの民生児童委員協議会に対し、20～30 人の間で委員が配置
される。その中に２人を配置するということである。それが主任児童委員という児童に特化し
て活動する方たちである。それが主任児童委員である。民生委員というのは、児童委員も兼ね
るということになっているため、民生委員の解釈はほとんど高齢者や障害のある方たちと捉え
られているが、児童委員も兼ねている。網羅しているのが民生児童委員であり、児童に関して
特化している部分が主任児童委員である。
委員長：相談支援体制のイメージだが、１階から２階、３階となっているが、これが機能的にエリアとい
ういう意味でどのように動いていくかという、縦横の関係づけを議論したほうがよい。
副会長：基本的な形は圏域を外して地域福祉計画を考えるということであると思う。小地域福祉、要する
に住民と生活している地域、自助、共助、公助を主体とした形の計画が中心点にある気がする。
そうすると、この下の色分けを地域と共助、共助と自助の部分をもう少し濃淡をつけ、自助、
共助のほうに中心をおいた見方をしたほうがよいのではないか。縦系列に見るのではなく、円
の中で自助と共助が、これからの社会では一番必要だという中で、公助がいかにして支援して
いくかというところの部分を上手く表現できればと思う。
委員長：今の提案はよいのではないか。図は一目瞭然でわかるほうがよい。
副会長：資料５・めざすべき姿のイメージ図（※以下、めざす姿図と記す。）の方がわかりやすい。家族、
市民という自助が真ん中にあり、それで周りを支えていくという形が、全体的に見通せるよう
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な形になり、とてもよいと思う。相談体制図よりは、こちらのほうがよい。
中村委員：相談体制図の地域がよくわからない。自助、共助、公助というのはわかるが、地域という部分
が、共助とどう違うのか。なんなのかがよくわからない。地域というのは別概念だ。
委員長：めざす姿図の方は、確かにわかりやすいが、住民から見れば利用できる地域包括支援センターや
子ども家庭支援センターなど、全部名前が外に並んでしまっている。実際の地域には地域包括
支援センターは、八王子は広いが 15 か所、子ども家庭支援センターは５か所しかない。そうい
うふうに、資源が町内会、自治会のレベルで全部あるわけではなく、町内会、自治会のいくつ
かを束ねて地域包括支援センターがある。そうすると、このように１階、２階、３階と、２階
部分には地域包括支援センターが 15 か所置かれている。めざす姿図は、同列に並んでいる。そ
れにメリハリをつけ、わかりやすくすると１階、２階、３階という形になる。１番上に保健福
祉センターがあるとか、それを専門性というか、保健福祉センター等が専門職の保健師などが
配置されてくる。その下は、やや専門性があるとか、多少社会資源によってランクがある。数
は限られているからである。その辺りをわかりやすくして、住民と間を取り持つコーディネー
ターや民生委員などが、どのように住民のニーズと例えば地域包括と繋げていき、問題を解決
するというネットワークのシステムをどう構築していくのか、ということである。その間を取
り持ち動かしていくため、民生委員や保健福祉センター等のコーディネーター、地域包括支援
センターのケアマネジャーなどの人が配置されている。
小田島委員：今のお話でいくと、公的な施設があるが全地域に広がっているわけではない。そうすると、
地域という書き方だと全体を通して地域であるので、施設を公助と共助の間に持ってくるとい
うのであれば、地域という名称でない方がわかりやすいのではないか。
委員長：地域は、下の住民から上までかかってくる。
小田島委員：めざす姿図の地域とは、言い方がよいかわからないが、底辺ですべてを網羅するものが地域
となる。相談体制図でいう地域は、公助と共助の間の地域が何かを考えたとき、委員長がおっ
しゃったようなイメージのお話をさせていただくと、そこにある社会資源、全部がないという
ことであれば、地域ではなく他の言葉を当てはめたい。公助ではないが共助をさらに助けても
らえるようないろいろな施設があるというイメージがわかりやすいという気がする。
委員長：地域という言葉は不要か。外してしまった方がよいか。
中村委員：社会福祉協議会があるが、これは公助もやる。全部やるということか。共助も自助もやるとい
うことか。社会福祉協議会は全部に関わるということか。
事務局：今のお話は二点あり、一点は、第３章の３が「地域の考え方および圏域について」となっている
が、それを明確に「地域の考え方」、それから「地域の資源について」ということで二つにわけ、
「地域の考え方」は、中身を修正するにしろ、このめざす姿図を使う。もう一つ、地域の資源
という言葉を使うなりして、圏域ということではなくグルーピングされた資源がこのように網
羅されているということが二番目の方にくるということで、二つの図を並べ、それについて文
章展開するというやり方が一つあるということが一点。それから中身の話でいうと、地域と書
いてあるが、そこに地域と書いてあるからわかりにくいから、この地域をどうするか。とって
しまうか。全部が地域ではないのかという話でいうと、これはとってもよいのではないかとい
うことと、相談体制図については、上に本庁舎とか保健所と載せるのではなく、例えば右側に
社協があるから左側に本庁舎、保健所とし、一番上は地域資源で保健福祉センターが３センタ
ーということをイメージするのであれば、それは上に残すにしても、そうしたように少しばら
し、左側にある拠点や窓口という言葉をとってしまうというのも一つのやり方としてあるのか
と思う。決めていただくのは、二つ載せるかどうかということが、まず一点。あとは相談体制
図の中身の構成でということで論点はよいか。
委員長：地域という言葉はとり、自助を支えていくのが共助である。共助というのは相互扶助で、今の「き
よぴー」やＮＰＯが共助である。それが自助を支えていく。そして共助を支えるのが公助であ
る。いろいろ大きな組織、財源豊かなものが支えていく。そういう関係になっていると思う。
社会福祉協議会の位置づけだが、こちらのめざす姿図に社会福祉協議会というのは公助と共助
の中間点である。かなり公助のほうに近い。ちょうど中間的な位置にあると思う。この図の書
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き方も、市役所や行政の下に共助と公助の中間ぐらいに位置づけた方がよい。相談体制図の方
が、社会福祉協議会は行政の下で、共助の上あたりに位置づけたほうがよい。
小田島委員：自助までは難しい。下まであるが。
中村委員：自助を支援するという部分があるのではないか。
小田島委員：一番下のところは自助だから、あくまでも支援はする。しかし、そうすると介護や地域包括
支援センターなどは一番下にきて、支援するのと同じになってしまう。まずは自分たちがやり、
それで共助にいたるところがある。支援はどの段階でも行うが、そういう分け方で、自助や共
助は出てくる。そうしないと全部自助になってしまう気がする。
副会長：これは表現として白黒になるのか。それともカラーか。
事務局：一部、カラーである。
副会長：こういう図は平面的に見るとわからない。どちらかというと、今流行の３Ｄのような形で、普通
でいうと鳥瞰図という形で表現できるのであれば、非常に一般市民も見やすい。そういうこと
も山にするか谷にするかによって違うと思う。その辺りのことも少し工夫していただけるとよ
い。
北井委員：めざす姿図は、真中に自助があり、周りで支える共助がある。相談体制図は上から下というイ
メージがとても強い。逆にこのほうが自助、共助、公助が横並びになっていてよい。相談体制
だからよいのかもしれないが、逆に上から下にくるのか、自助が上で自助、共助、公助が同等、
別のほうがよい。これだと上からきているような違和感がある。
和田委員：公助、共助、自助の概念が、浸透しているがゆえに、かなり多様になってきている。そういう
状況が広がっていると思うが、これなどは共助というと公的なものと、それからさらに自らで
きるものの中間領域である。そうすると相互扶助のような地域の中での共助という捉え方と、
今は、協働というような概念が出てきて、それは多様な主体が各地域の中で協働していくとい
うこと。もし、本来的な上から下という相談体制の仕組みのようなものを軸にすると、こうな
るのかもしれないが、自助のところに町会・自治会というのは、むしろ共助の中に入ってくる
のではないかと思う。それから地域包括を共助にするのは、どちからというか公的な一面があ
ると思う。だから、あまり公助、共助、自助のような形にしてしまうと、相談支援体制を説明
するというには無理が生じているのではないか。それだったら、むしろめざす姿図の方がわか
りやすい。地域によって、あるいは家族や個人、親族がそれぞれのサービスを選び取る。その
中に例えば近所やボランティアというものが地域の中に組み込まれてやっていくということで
ある。相談もおそらく個人レベルでいくと一足飛びに保健所や保健福祉センターに行くという
こともあると思う。いろいろな組み合わせがあると思う。行政的にはわかるが、市民の側に立
ってみると、使えるものは使うということはあると思う。それを図で示したほうが、より市民
にとってはわかりやすいし、リアリティがあるのではないか。そこでいわゆる概念を使ってし
まうと、その規定をしなくてはいけない。共助と言っても人によって違ってきている。八王子
市のさまざまな計画で、共助に対する捉え方が違うのではないかという感想を持つこともある
ので、それに引っ張られてしまうと本来的な意味が損なわれる。相談支援体制であれば、市民
の立場に立った仕組みをわかりやすく提示していくというほうがよいのではないか。そうする
と少しわかりにくい。
中村委員：確かに相談を公助や自助にわけるのは難しい。
委員長：行政用語で使われているが、確かに市民の目線から見ると共助とは何かということはある。
中村委員：元々自助そのものは社会福祉ではない。いろいろ公助・共助で支援するのが社会福祉である。
自分の家族を助けるというのは、それは福祉でもなんでもない。相談にこれを示して当てはめ
るのは難しいかもしれない。
委員長：確かにエリアでわけられるとすれば、めざす姿図でいった方がわかりやすい。市民が利用できる
ものは一体何かと、行政であろうと、社協であろうと、地域包括であろうと、利用できるもの
は上手く利用できればよい。
和田委員：最も身近なということで、こういう図示は可能だと思う。最も身近なものはどこかというとき、
それは地域包括にまず行こうとか、地域の支援センターに行こうということはあると思う。こ
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れを少し変えてほしい。
委員長：この中の地域、公助、共助、自助を削除するか。
矢代委員：私は和田委員の考え方に賛成である。自助、共助、公助は厚生労働省がここ数年で言っている
のではないかと思う。なるべく自助の部分を多くし、社会保障の根本の公の部分の使うお金を
少なくするという政策で、社会保障の一番大事な点は自立。最後まで人間は自立していけるこ
とがよいと思う。まず一人暮らしでも在宅でいられること。先日、オランダの事例をテレビで
見たが、そういうところが手厚い。一人で暮らしている終末期の方も、自宅で暮らすことがで
きるということ。やはり自助、共助、公助と細かくわけてしまうと、困っている人がどこに行
ったらよいかわからなくなってしまうので、あまり捉われないで、困ったらここに行けるよう
にするとよい。この間も他市で二人暮らしの親子が亡くなったということがあったが、自助は
限界にきているような気がする。公のものも民間のものもお互いに支えあい、孤立して亡くな
るということが八王子でないような状態にできるとよいと思っている。一市民が見たときに、
これだったら私はなんとか助かるという図式になるとよい。
委員長：これでよろしいか。自助、共助、公助をとる。八王子はエリアで、福祉圏域などで分けられない。
市民の目から見て、どういうサービスがあり、どういう施設が利用できるかわかるようにすれ
ばよいということである。多少、カラーでやってみるとか、そういうことがあってもよい。そ
れではよろしいか。
和田委員：社協はどうするのか。地区社協のようにするか。
小田島委員：構想はあるが、まだできていない。
委員長：相談体制図は使わないか。
事務局：一つの案として、もし生かすのであれば、左側をとった中で、施策の展開の２に「暮らしの相談
支援体制の充実」という取組みがあるため、そこにイメージ図として少し簡略化して載せてお
くということは、やり方としてあろうかと思う。
小田島委員：このイメージ図をお使いになるのであれば、委員長が社協の位置づけは公助の少し下という
お話もされていたので、それも少し考慮していただきたい。
事務局：公助というか、役所が左側にくればよいのではないか。先ほど自助までかかるというのは少し違
うというお話もあったが、自助への役所のアプローチとすると、例えば災害の例で言うと、家
具転倒防止器具を買って渡してあげるのは公助だろうが、こういう器具がどこの店で売ってい
るといるから買って備えようという情報を出してあげるのは自助を助ける手立てである。行政
の役割としては、こういう器具がいろいろな種類があり、こういう店で売っているから皆さん
自ら備えてくださいと、それを買ってくるのは自助の域だと思う。共助はそれを買いに行けな
いから、代わりに隣の家の人が買ってきて備え付けてあげるということ。そんなイメージでい
うと、まったくもってこの下まで行政なり社協が行っていけなくはないと思う。そういう情報
を、自らが自立して、自助という部分でやることについての情報提供はできる。そういう意味
でいうと、これが上下にならないで、どうなるかということはあるが、このようにかかってく
るのはよいのではないか。先ほどご意見があったように、当然、町会・自治会はもっと上であ
るから、ここが詰まって、両方に行政と社協が同じような立ち位置でどうか。
和田委員：それぞれに町会、自治会があるのか。それも一つのイメージではないか。
事務局：そういうイメージである。点線のエリアが町会、自治会というイメージであり、それを総括する
ように二つのエリアを跨ぐように民生委員が上にあるというイメージである。
委員長：図のほうはもう少し検討していただき、時間の関係もあるため先に進めさせていただく。重点課
題ということで、事務局から説明をお願いする。
（２）重点課題について
事務局：説明
委員長：むしろ重点課題の意味は対象者別計画の共通課題である。いかがか。
中村委員：２番目の権利擁護だが、具体的な施策は、資料７の計画概要シートでいくとユニバーサルデザ
インの次に出てくる「権利擁護事業の充実」とは違うのか。
「権利擁護事業の充実」だけではな
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いということか。
事務局：そうである。それだけではない。
中村委員：具体的にはどの部分に出てくるのか。みんな権利擁護だという話だというと、そうではない。
要援護者の支援と同じなのかという印象がある。
事務局：広くいうと人権擁護なども含めている。
委員長：表現として重点課題としてしまうと、先ほどおっしゃったように計画の中からピックアップして、
これを特に力を入れていくというような受け止め方、これが最優先の計画の一番の目玉だとい
うような受け止め方をする。むしろこれは計画全体に関わる共通課題というふうに、共通課題
にしてしまうと少しレベルが違うという感もある。
事務局：地域福祉計画の中での書き込みとすると、先ほどお話があった権利擁護事業をどのようによりよ
くということになるが、関連する計画の中で言えば、高齢、障害、子どもも含め、対象者の権
利を守っていく仕組み、あるいは広げていえば虐待の防止といったことについての取組みも含
め、地域でどのような仕組みを作っていくかということである。この計画だけに書き込まれる
ものではないトータルの課題として、これを置いておくというのは、意味があると考える。こ
の５か年できちんと目に見える形で仕組みができていく、という必要あるテーマかと思ってい
る。
事務局：表現が適切ではないか。
中村委員：全体にかかわるというよりも、とにかくこれを目玉として絶対に行っていくのだということは、
それはそれでよいのだろうと思う。
事務局：この５か年でというところは、この計画の範囲内だけでないという部分は膨らませる必要がある。
委員長：市民の見た瞬間の受け止め方が、この計画全体の中の目玉のような捉え方をされる。共通重点課
題か何かにしたらどうか。
小田島委員：共通ということでいうと、例えば孤立化の防止では抽象的だから、どのようなことをするか
というと、こういう防止の仕方があるということになる。要援護者もそうである。支援の仕方
は、このようにたくさんある。しかし、権利擁護というと後見人が浮かぶ。これだけが狭義の
部分で、限定してしまう気がする。社協で行っている成年後見人や市民後見人とか、そういう
ものをある程度、ここに書いてある人たちを対象として行っていく。孤立化の防止や要援護者
の支援とは別に、そこだけのメニューを強化するとなると、社協の体制強化を検討しなくては
ならない。そういう意味では、とても限定されている表現のような気がする。
事務局：先ほど話したような趣旨で、市民の理解が得られるような表現の仕方を工夫していきたいと思う。
委員長：表現の仕方だと思う。それではよろしいか。
和田委員：資料５について、左側に社会的動向、状況があり、重点課題が出てくる。重点課題について説
明をするとなると、もっと重点課題がメインになるように、今、左下にあるものが真ん中にく
るような、強調できるようなものにすると、もっとこの部分が浮き出てくるのではないか。計
画の目標が、真中にいっているのはよいと思うが、目指すべき姿の目標があり、それを達成す
るための重点課題が真中にくるような工夫はできるか。
事務局：素案の構成の中で、見てわかりやすいような工夫をする。それを見て皆さんからご意見をいただ
きたいと思う。重点課題は他に何か追加したほうがよいものなどがあれば、ご意見をいただき
たい。
委員長：「きよぴー」の話を聞いて、就労支援というか、前回配られた厚労省の 24 年７月５日付けの生活
支援戦略のまとめだが、これは生活保護との関係で、全体的に最近の新聞なども雇用の問題が
非常に深刻になってきている。それから年金で生活できない人が、これから多く出てくる。雇
用創出ということが生活保護との関係で言われているが、それだけではなく、要するに年金で
生活できない人が増えてくる。国民年金などはとても生活できない。そうすると、今までは社
会的に排除された人々への就労支援ということで、ヨーロッパからも言われてきているが、日
本でもいよいよ 2010 年問題と団塊の世代やら、地域へ帰ってくる。その人たちは、生活できる
人と生活できない人が出てくる。福祉と就労を重ねていこうという、ミックスしていこうとい
う政策が世界的にも、日本でも出されてきている。これは少し生活保護に偏っているが、厚労
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省の政策に入ってきている。就労支援も今までハローワークと福祉で非常に縦割りが強いが、
それをどのようにミックスするかということで、パーソナルアドバイザーがハローワークと福
祉との間で、人の手当や予算がつけられている。今、実験的にやられているが、いよいよ本格
的にやっていこうということである。八王子には、コミュニティビジネスがほとんどない。多
摩エリアでも立川とか、新宿寄りにはわりとあるが、八王子には１か所もない。
「きよぴー」も
悩んでいるという話だが、福祉と就労、雇用を結びつけた政策を一つ、現在の計画ではコミュ
ニティビジネスという表現を使っていると思うが、それを具体的にどのように展開していくか。
社協の計画もコミュニティビジネスを使っているが、ほとんど具体化されていない。これは健
康福祉部だけでなく、産業振興部など、そういうところと組合せをして行わなければならない。
縦割りではなく、最近はコラボレーションや協働でやっていくという発想になってきている。
これは行政の中で、他の産業振興部など、そういうところとも議論してもらってはどうか。も
し、地域保健福祉計画の中に盛り込むとすればどのようにするか。社協の方もまた見直しに入
る。計画書の中への書き込みを少し工夫してもらった方がよい。それが重点課題に置くことで
はないかもしれないが、むしろ他の項目の中に入れたほうがよいかもしれない。それを検討し
てもらいたい。
事務局：先ほどの共通課題ということでいうと、障害者の就労、あるいは高齢者の就労で、子どもの計画
の中でも就労に関する取組みの記述がある。そういった意味でいうと、ここの課題で入れるの
であれば、例えば地域における就労支援など、そういったことになるのか、あるいは就労支援
という意味では個別の取組みになってしまう。ただ、雇用創出というところまでいくと、そこ
までのものが果たして福祉の計画の中で、あるいは福祉の重点課題として上げるかどうかとい
うことになると思う。
和田委員：資料５の右下の上から２番目は、若年労働者へのサポートということを意味にしていると思う。
若年層に限らないが、ここに含まれているのではないかという気がする。そうすると重点課題
の地域における権利の中に入れ込むことはできるのではないか。
事務局：２番目の重点課題の中に入れ込むということか。
委員長：生活支援戦略の文章の中でも、６ページにハローワークと一体になった就労支援の抜本強化等と
ある。それから社会的な自立に向けたサポートする仕組みを組込んだ中間的就労をはじめとす
る多様な就労機会の確保を図るとある。
事務局：今のご意見を反映し、案を事前にご提示させていただく。２番目の権利擁護のタイトル、あるい
は中身を工夫し、そこに盛り込んで着眼点とする案を作る。
委員長：かなり政策的にも重要になってきていることである。行政の中で、部長、課長クラスの庁内会議
で検討してもらったほうがよいかもしれない。縦割りだけではできない。コラボレーションで
やっていく時代になってきた。それでは次にいく。地域福祉計画の体系について、事務局から
説明をお願いする。
事務局：議題が二つにわかれており、３で地域福祉計画の体系について、４で施策の展開についてだが、
これは両方あわせて説明をさせていただき、ご議論も一緒にお願いする。
（３）地域福祉計画の体系について
（４）施策の展開
事務局：説明
委員長：資料は事前配布だった。皆さん、これを見られてお気づきになった点、こういうふうにした方が
よいというものがあれば、ご自由に発言いただきたい。
中村委員：４ページの一番下の子育て支援コーディネーターのスキルを持つ職員とは、どのようなものか。
事務局：職員の中で保育士、子ども家庭支援センターの職員や、資格を元々持っている職員など専門職が
おり、そういったものが研修を受けた市の中の認定制度である。子育て支援ワーカーというも
のを全職員の中で 11 名程度育成、認定している。このワーカーを増やすという部分と、ワーカ
ーを軸にさまざまな取組みとして子育て相談や講演などを行う体制を築いてきている。我々一
般職員向けにもワーカーの研修をして、知識を深めていくという取組みである。
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事務局：職員の中でモチベーションを高めるために、子育てワーカー１級、２級ということで、まず２級
の活動を行い、いろいろ制度について勉強し窓口に繋げるなど、そういった世帯を支援してい
くための制度としての知識を持つ。１級になるには、それを実践し、実際に活動していく。活
動事例を上げていくというものが１級である。何かの法に基づいたわけではないが、市役所の
中の制度として、そのようなものを行っている。
事務局：ここでのポイントは、今後民生委員、ＮＰＯなど地域人材の参加も視野に入れていきたいという
ことが、左側でいっているコーディネーターの育成というテーマと、子ども家庭部で取組んで
いる話が重なる要素がある。職員だけで育成しているというところから、もっと地域の人材も
含め、子どもについての深い視点を持った人を育成したいというところかと思う。
委員長：社協のボランティアセンターが３名のコーディネーターを配置している。この３人のコーディネ
ーターとは何か。今の１級、２級と関係あるのか。
小田島委員：そうではない。社会福祉士と保健師がいて、実際にうぃずでコーディネートしている。先程
の話とは違う。
委員長：２ページにある「相談支援体制の充実」の２番目に、各関係機関とのネットワークの構築、さら
に下のほうの保健医療福祉に関わる職員の資質向上というところにもあるように、連携、ネッ
トワークづくりが全体的に強調されている。先ほどの議論だが、全体的にいろいろな社会資源
が、市民から見て利用可能な資源がある。これを縦横に結んでいく。縦割り型でサービスを提
供するのではなく、横に繋ぎ、ニーズを充足するには、一人の人が一つのニーズだけでなく重
なっているというのが一般的だと思う。上手くコーディネーターが一人ひとりから全体のニー
ズを把握した上で、どのようにサービスを提供していったらよいかということを、これは、北
井委員などは地域包括などで日常的な業務として行っていると思うが、その専門性がだんだん
とスキルアップしていくということ。今はどこでもコーディネーター、コーディネーターとい
うが、言っているわりにちゃんと育成する機関、団体があまりない。我々の大学も頭を痛めて
いるが、そういうコーディネーターが一体どのようなイメージを抱いているかというと、皆ば
らばらである。子ども家庭支援センターや保健福祉センター、大学のボランティアセンターな
ど、皆ばらばらである。要するに何をやるかということがはっきりしていなければ、スキルを
上げるとは何かということがわかっていないということになる。八王子でも１級、２級とレベ
ルアップをして人材育成を図るのはよいことだと思う。これをもう少し、外の団体にもコーデ
ィネーターを養成するところもあると聞く。そういう人材育成を今後の計画の中でもやっても
らいたいし、人材を適正に配置できる仕組みにしていただきたい。計画をせっかく作っても、
それを担って実行する人がきちんとできなければ、絵に書いた餅になりかねない。人材育成を
しっかりやってもらいたい。システム全体を縦横に繋いでいくこと。縦割り型ではいけない。
その他にいかがか。
和田委員：５ページのところでボランティア活動支援となっているが、ボランティアだけでよいのか。福
祉の領域だからボランティアという言葉が馴染みやすいのかもしれないが、ＮＰＯを入れるこ
とに何か抵抗があるのか。
事務局：その１つ上に地域活動の支援の２つ目の三角のところに、ＮＰＯなどと入れていたので、それで
ＮＰＯを切り分けた。地域活動の中にボランティアもあるが、これは抜き出した形になってい
て、本来は地域活動の支援があり、その中の主体としてＮＰＯやボランティアがあるというこ
とだが、地域の中の主体の一つボランティアだけを抜き出していて、全体とすると１つ上にな
る。
和田委員：ＮＰＯ自体は上の地域活動に入っていて、ボランティアだけ特記したということか。
事務局：そうだ。２番目の三角のところに、先ほどの先生のご指摘にもあったが、ＮＰＯになっていくこ
とでコミュニティビジネス発展への萌芽を育むということで、ボランティアだけでコミュニテ
ィビジネス、地域での経済的自立というのは困難であろうということである。ただ、ステップ
とするとＮＰＯがあるだろう。
和田委員：それでは、そこは振り分けたということでよい。４ページの「福祉人材育成」で「ボランティ
アリーダーの育成」と「コーディネーターの育成」とある。そこにＮＰＯを入れておいた方が
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よいのでは。社協のご意見をいただくとよいのではないかと思うが、実際に社協がやっている
だろうが、切り分けなくてもいいのではないだろうか。
事務局：人材育成のところは少し偏りすぎである。先ほどの梅沢さんの話でも、ＮＰＯ団体にするのは大
変だということだが、そうである。しかし、手段としてそこを通らなければ次のステップにい
けないのであればハードルを下げるというか、そういう人材育成も一つある。
和田委員：変な見方をすると、ＮＰＯの法人化を目指さない人たちを対象とした人材育成という読み方が
できなくもない。実際はたくさんのＮＰＯが担っているわけだから。
事務局：先ほどお話があったＮＰＯの福祉団体はこれだけある。たくさんありすぎてコピーしなかったが、
これだけの量の福祉関係のＮＰＯ団体がある。
和田委員：いずれも次代の若い後継者問題はとても大きい。今、ＮＰＯの調査をしているが、かなり活動
停止というところも出ている。むしろそういう意味での人材育成は課題ではないかと思う。
委員長：福祉関連のＮＰＯを機能的に活用できる仕組みを作っていく必要がある。そういうものを実際に
動かし、有効に社会資源を活用していくのがコーディネーターである。他にはよろしいか。
中村委員：今の１番右側のほうにある全庁照会で得られた回答は、結局どうなのか。入れるようになるの
か、それとも入れないことにしてしまうのか。
委員長：皆さんが読んでこられ、これは必要ないということであれば外してもよい。
中村委員：外すものはないと思う。
事務局：それでは入れられるものは入れて素案の文章を作っていく。
矢代委員：５ページのシルバーふらっと相談室は都の事業を調べたら、シルバー交番設置事業という高齢
者の見守り事業の一つで、八王子で１つあると思う。この間、ある方にお聞きしたら、館ヶ丘
に相談室を利用していると言っていた。今年の夏に法政大の学生と館の中学生がここのシルバ
ーふらっと相談室館ヶ丘を拠点に団地の中の一人暮らしの高齢者に麦茶を配る活動を行ったと
聞き、素晴らしいと思った。学生や地域の中学生が一人暮らしの高齢者に、こういう形で貢献
できるのだと感じ、これをぜひ増やす計画を立ててもらいたいと思った。
事務局：実はまだ難しい。作ったばかりの高齢者計画の中で、シルバーふらっと相談室は現状 1 か所設置
している。この計画の３か年の中の取組みとしては、モデル事業で行うため、その効果をきち
んと検証するということになっている。先にこちらの計画で入れてしまうのは、かなり難しい。
こういう取組みで今のところこういった成果が上がってきているという書き込みはしていける。
モデルで検証しているため、館は団地であるが、今度は戸建の団地でもどうやって展開してい
けばよいかは今後研究されていく部分である。
委員長：時間がなくなってきたが、またお気づきの点があれば意見書に書いていただき、事務局へお寄せ
いただければと思う。やや少し具体的に事業としては不明なところがあるとか、これは一体何
をやるかというところもあろうかと思う。その辺りを皆様から建設的な方向で意見をいただけ
ればありがたいと思う。よろしいか。今日、だいたいこれで骨組み的なところがまとまり、次
回の委員会の後、パブリックコメントにかける段階である。次回は大詰めになる。それでは事
務局から連絡事項があればお願いする。
事務局：次回の策定委員会だが、10 月 10 日水曜日、９時 30 分からお願いしたい。場所を確保し、ご連絡
させていただく。
委員長：それでは次回は 10 月 10 日、９時 30 分から行う。資料等はまた連絡するということである。今日
の議題はすべて終了した。最後に副委員長からご挨拶をいただく。
副委員長：長い間、真剣なご議論をありがとうございました。市の方でまとめていただいた方向性は、皆
さんのご意見をだいたい集約している。今日は傍聴の方も来られ、どういう感想を持って帰ら
れたのかと思うが、パブリックコメントでしっかりとした形で反映され、意見をいただければ
と思う。皆様方の中でいろいろな方向性があると思うが、細かいところまでは難しいと思う。
大きな形の中で事務局に集約していただけるということで、パブリックコメントまでにたどり
着ければと思う。それと今日は梅沢さんに来ていただき、地域の中で自分たちの力でやってい
く、そして地域を巻き込んでやっていくという素晴らしいお話を聞き、非常に勉強になった。
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こういう企画は会議の中でも必要かと思う。本当に今日は長い時間、ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いする。
委員長：お疲れ様でした。
（閉会）
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