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は じ め に 

 

本市では毎年、市政に関わる様々なテーマについて、市長ほか３名のパネリ

ストによる公開討論を通し、市民の皆さんとともに考える「げんきフォーラム」

を開催しています。 

今回は、「高齢社会」にむけた取り組みの重要性を広く市民にアピールし、町

会・自治会等、地域社会でこれからの高齢社会のあり方などをすすめるにあた

り、自助共助公助体制を強化させるためにどうしたらよいかを考えていただく

機会とするため、「高齢社会における自助・共助・公助～みんなで築くすこやか

らいふ～」をテーマにフォーラムを開催しました。 

この冊子は、平成 23 年 2 月に開催しましたフォーラムで討論された内容をま

とめたものです。今後の参考にしていただければ幸いです。また、情報量の増

加にともない、印刷物を中心とした公表方法では対応が困難となってきたこと

から、市ホームページでの公表による情報提供を中心に行っていくこととして

います。 

最後に、貴重な御意見を発表していただきましたパネリストの田中様、佐々

木様、梅沢様、また基調講演とフォーラムのコーディネーター役をお願いした

大山様、そして会場にお越しいただきました多くの市民の皆様に心から感謝申

しあげます。 

 

平成２３年７月 
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【【【【コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター】】】】    
    

  大山大山大山大山    博博博博    氏氏氏氏 おおやま ひろし（法政大学現代福祉学部教授） 

社会政策、社会行政、イギリスの福祉政策を主に研究。平成 12 年から平成 20 年まで

八王子市介護保険運営協議会の会長を務め、八王子市地域保健福祉計画策定委員会では、

委員長として高齢者計画の立案に関わる。その他、旧厚生省社会保障審議会福祉部会委員、

その他地方自治体の地域福祉計画の策定等にも参加している。 

 

 

【【【【パネリストパネリストパネリストパネリスト】】】】    
    
  田中田中田中田中    泰慶泰慶泰慶泰慶    氏氏氏氏 たなか ひろよし（片倉台自治会会長） 

片倉台自治会会長、八王子市町会自治会連合会監事、由井地区連合会長、南大沢交通安全

協会会長を務める。片倉台自治会では、区域内居住の方を対象に福祉サービスの情報提供や

地域の見守り活動などにボランティアが対応する活動「片倉台福祉ネットワーク」を、平成

12 年から実施している。 

    

    

  佐佐佐佐々々々々木木木木    武麿武麿武麿武麿    氏氏氏氏 ささき たけまろ（八王子市民生委員児童委員協議会会長） 

平成 10 年から裏高尾町等を担当する民生委員・児童委員として活動。平成 19 年には八

王子市民生委員・児童委員協議会の副会長に就任し、平成 22 年 12 月からは、同協議会の

会長を務めている。八王子市社会福祉協議会では、平成 20 年からは理事に就任しているほ

か、浅川地区社会福祉協議会の会長として、地域に密着した活動をしている。 

 
 

  梅沢梅沢梅沢梅沢    香代子香代子香代子香代子    氏氏氏氏    うめざわ かよこ（公募市民） 

市内を走るコミュニティバスにちなんだ「はちバスサブレ」の製造への参画や、ボラン

ティア組織である「きよぴー あんど とまと」を通じて、配食サービス・地域のこども

や障害者、高齢者向けのボランティア活動に精力的に取り組んでおられます。 

    
    

  黒須黒須黒須黒須    隆一隆一隆一隆一    くろす りゅういち （八王子市長） 

八王子市議会議員３期、東京都議会議員２期、2000 年（平成 12 年）より現職（３期

目）。市民の視点で夢のあるまちづくりを進め、都市経営の視点から「八王子元気計画」を

掲げ、あらゆる改革に取り組んでいる。現在、市民との協働によるまちづくりの推進など、

魅力あるまちづくりに向け邁進中である。 

    

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター及及及及びびびびパネリストパネリストパネリストパネリストのののの紹介紹介紹介紹介 
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げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会におけるにおけるにおけるにおける自助自助自助自助・・・・共助共助共助共助・・・・公助公助公助公助 ～みんなで築くすこやからいふ～ 

 

市 長 挨 拶       

   

市    長 皆さん、こんにちは。市長の黒須隆一でございます。立春というのはやっ

ぱり、ありますね。きのうから何か暖かくなったような気がしませんか？で

すから、暦っていうのは確かなのかなと。これから、いずれにしても寒くな

るというふうに思いますけれども。きょうは貴重な休息日にもかかわりませ

ず、大勢の皆様方に「げんきフォーラム」ご参加をいただきまして、誠にあ

りがとうございます。いま、立錐の余地もないほどというようなお話もござ

いましたけれども、後ろのほうじゃずいぶんお立ちの方もおられるわけでご

ざいまして、皆さんの高齢化社会への対応ということで、関心の高さという

ものを大変私どもも、心強く、実は感じておるわけでございます。だいたい、

高齢者の問題っていいますと、新聞報道等でもですね、暗いものが多いです

よね。これから先どうなるんだろうというような、不安を感じるようなもの

が圧倒的に多いわけでござい

ますけれども、ぜひ今日は、

会場の皆さんにも積極的に発

言をしていただいて、そして

何とか八王子だけでも明るい

元気な、夢のある高齢社会を、

まちをつくっていきたいなっ

て、そんな思いでございます

ので、冒頭でございますけれ

どもどうぞよろしくお願いを

申し上げたいと思います。 

まず、毎年「市政世論調査」

というのをやっているのはご

承知のとおりでございまし

て。その中でですね、１つ嬉

しいことは、毎年定住意向というのをやってますけれども、これは即ち、こ

のまちに、八王子のまちにこれからも住み続けたいですかという問いかけで

ございますけれども、89.1％、ほぼ 90％の方が、９割の方がこれからも八王

子に住み続けたいって言っていただいてる。これはこのところ毎年変わりま

せん。これ、非常に嬉しいことでございまして、周辺のまちには 80％を超え

るっていうようなまちはほとんどありませんから。そういう点では、八王子

市というのは、行政の長として大変嬉しいことだというふうに思っておりま
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す。その一方で、市政への要望といいますか、重点施策はという問いかけに

対しましては、ここ５年間、連続５年間第１位が高齢者福祉でございます。

ですから、医療の問題とか、年金の問題とか、あるいはまた介護の問題等で

すね、これらについて皆さんが不安を感じておられる、心配をされておられ

る、この結果だろうというふうに思っております。 

本市の高齢化人口というものも、実はいま、八王子の高齢化というのは東

京都全体の平均よりもいま、高齢化のスピードがちょっと早いんです。現在、

20.81％、11万 5,000 人の方が 65歳以上です。ただ、この 65歳以上という

のもですね、これを高齢者って位置付けるのは統計的なことではありますけ

れども、あんまり面白くないですね、私自身も。私も 69 歳なものですから

ね。ですから、65歳以上高齢者と言われると、ちょっとやっぱり、引っかか

るものがありますね。私、ものの本を読みましたら、この 65 歳以上を高齢

者と位置付けたのは、ドイツの宰相ビスマルクが 100 年以上前に 65 歳以上

を高齢者と位置付けたというのが書いてありましてね、あの頃とはずいぶん

違いますものね、いまは。ですから、「高齢者」といっても、失礼じゃない

のかなと思うのは 75 歳以上が実感じゃないかな、こんな感じもいたすんで

すけれど、いかがでしょうか。高齢者の割合が 21％を超えますと、超高齢社

会と言うんだそうでございますけれども、いま 20.81％ですから、たぶん年

内には八王子も超高齢社会になっていくっていうふうに思います。私、市長

に就任しましたのは平成12年１月なんですけれども、そのときには 65歳以

上の方っていうのは13.3％でしたよ。ですから、いかに急速に高齢化が進ん

でいるということか、お分かりいただけるんじゃないかなというふうに思い

ます。 

当然八王子市内の中でも地域差っていうのはあります。一番高齢化率の高

い場所ってどこだと思いますか。言っちゃっていいんでしょうね、これね。

南浅川町なんですよ。南浅川町は、実は 45.88％、100人のうち 46人の方が

65歳以上ですものね。一方ですね、八王子ニュータウン、みなみ野、ここは

やっぱり若い方が移り住んでおられますから、特にあの中で七国３丁目って

いうのは 3.7％です。若い人ばっかりということですね。そのくらいに、や

っぱり地域差があります。そして、同時にですね、いま一人暮らしの高齢者

っていう方も増えておりまして、八王子市内でも現在一人暮らしの高齢者は

9,910 人いらっしゃいます。また、高齢者だけの所帯というのも現在ではで

すね、２万 1,000 所帯。ですから全所帯の約９％、まもなく１割になるでし

ょうね。高齢者だけの所帯ということになります。この一人暮らし、あるい

はまた高齢者のみの世帯っていうのも、この 10 年で２倍になりました。で

すから、そういう点でも急速な高齢化社会。 

そしていま大きな問題になっているのは孤独死の問題ですね。過日、新聞



  5 

報道ございましたけれども、全国で孤独死というのは３万人を超えているん

だそうです。先日、たぶんご覧になった方もおられると思いますけれども、

ニュースでやっておりましたけれども、東京都 23区の 21年度の数字が明ら

かになりましたね。23 区で 21 年度、3,700 人孤独死がおられたそうです。

ですから毎日、10人ずつ孤独死がいます。それで男性としてちょっと悲しい

ことは、男性は見つけていただくのに 12日間だそうです、平均。その 23区

の例ですね。女性は半分の６日間で見つかるんだそうです。ですから女性が

いかに、社会といいますか家族との距離があるかっていうことだと思うんで

すね。数も、男性が女性の 2.5倍って出ていました。ちょっと男性として悲

しいですね。いまはよく、ＮＨＫでも「無縁社会」って表現をしていますけ

れども、朝日新聞の連載では「孤族の国」っていう、家族じゃなくて孤族。

ええ、ちょっと悲しいなというふうに思いがいたしております。 

一方、そういう中でありますけれども、いま実績を上げておりますのが、

見守りのネットワークですね。これが本市においても着実に構築されつつあ

るということをご報告申し上げたいと思います。例えば、地域包括支援セン

ター、現在 12箇所市内にございますけれども、今年度は 15箇所にしたいと、

いま計画を立てております。また、この地域包括支援センターとの連携を取

っていただく民生委員の方々ですね、いま430人前後おられるわけです。あ

るいはまた、民生委員の皆さんとほかにも、地域の町会自治会の皆さんのご

協力をいただいたり。それからまた、先日新聞報道もございましたけれども、

新聞配達、新聞販売店ですね。新聞販売店との連携で、毎日新聞を配達して

いただいていますから、ここで見守りをしていただこうということで。先日

実際に、異変を察知して救助に一役かっていただいたっていう例がございま

した。新聞配達員の方が、いつも楽しみにしていただいてるのにちょっと変

だなって、溜まってるなって、変だなって思っていただいて感じて、そして

ご連絡をしていただいたんですけれども、80歳代の女性の方が倒れていた。

おかげさまで、発見が早かったから助かりました。 

それから市の職員も、いまごみの戸別収集をやっておりますけれども、「ふ

れあい収集」というのをやってるんですね。一人暮らしの高齢者とか、高齢

者だけの所帯の方の見守りをするっていうのですね。登録をしていただい

て、見ていただいておりますけれども。先日もおかしいな、ごみが出ていな

いということで、そしてすぐ連絡をしていただいて確認をしましたら、やは

り一人暮らしの 80 歳代の女性の方でしたけれども、ガスのヒーターが付け

っぱなしになって、そして倒れていた、こういう例もあったわけでございま

す。もちろん、まだまだこれから皆さんのお知恵もお借りしながら、どうい

った見守りが適切かっていうのを考え、更に構築をしていかなければいけな

いわけですけれども、少しずつこういった効果といったものが出つつあると



  6 

いうこと、これはご報告させていただきたいというふうに思っております。 

昨年の４月に、八王子の市役所の中にですね、都市政策研究所というもの

を立ち上げました。これは、いわゆる組織内のシンクタンクなんですけれど

も、新たな時代に対応できるような、的確なテーマを見出して、そして私ど

もに行政に提言をしてもらおうと、こういうことなんですけれども。この最

初の研究テーマが２年間かけて「より豊かな高齢社会を目指して」。このテ

ーマで、いま研究をいたしております。その中でですね、新聞にも大きく報

道されましたけれども、八王子市における中高年世代の生活実態と生活意識

に関する調査という、これは詳しくはですね、後ほどパネルディスカッショ

ンの中でもご報告申し上げますけれども、この中で、ちょっと嬉しいのは、

65 歳以上の方で自分が健康だというふうに思っておられる方っていうのが

72.5％いるっていうことですね。また、介護保険の要介護・要支援ですね、

この認定者数で見ますとパーセントで言うと 65 歳以上の方の 16.3％なんで

すね。ですから、84％の方が要支援・要介護の認定を受けてない、即ち元気

だということです。両方合わせましても、65歳以上の方で８割の方が健康だ、

元気だということですね。このことは大変、私は心強く思っているわけでご

ざいます。 

ただ、一方ですね、先日新聞報道がございましたけれども、世田谷区で 65

歳以上の方 10 万人を調査したところ、家から一歩も出ないという方が７割

だそうですよ。信じられませんね。それは敷地から一歩も出ないということ。

家の中から一歩も出ないという人も 43％いたそうです。世田谷です。10 万

人の調査。それが、八王子での調査では、嬉しいことに 45.5％の方がほぼ毎

日家から出る。外出をする。全然違いますね、世田谷と。これは、非常に私、

嬉しかったです。75歳以上でも出かけないという人は 9％しかいないそうで

すから。ですから、そういう点では、なんか高齢者っていうと冒頭申し上げ

ましたように暗いニュース、話題が多過ぎるような感じがしますけれども、

やっぱりこうした明るい話題を取り上げて、こういった例も多くあるんです

よということを広げていくということも、元気な高齢社会つくっていくうえ

で大事なんじゃないかなというふうに思っております。 

そして同時にですね、私は、支えられる高齢者、高齢者を支えるっていう

ことをよく話題になりますけれども、支えられる高齢者から支える高齢者で

すね、こういった地域社会で一定の役割を担っていただく、このことは大事

なことなんじゃないかな。どうすればそういうことができるだろうかという

ことを、実はきょう皆さんと考えていきたいなというふうに思っておりま

す。いま都市政策研究所で聞き取り調査も実施をいたしておるわけで、高齢

化率の高い大規模団地とかですね、それから高齢化対策の活動をどんな活動

をされておられるかということをいま調査をいたしておるわけでございま
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して、この調査結果を踏まえて来年度、より豊かな高齢社会に向けて政策提

言をしていただく、こういうことになってるわけでございます。きょうの「げ

んきフォーラム」でもこの提言にですね、反映できるような、ぜひ明るい積

極的な話題というようなものをいただけることを期待をしてごあいさつに

させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 (拍手) 

 

 司    会 ありがとうございました。それではここで、コーディネーター及びパネリ

ストの皆様がご入場

されますので、大きな

拍手でお願いいたし

ます。お迎えくださ

い。（拍手） 

では、まずはじめ

に、本日のコーディネ

ーターをお願いいた

しました大山博様を

ご紹介させていただきます。大山先生は、法政大学現代福祉学部教授であり、

八王子市介護保険運営協議会会長、八王子市地域保健福祉計画策定委員委員

長として牽引役をお引き受けいただいておりました。また、国、多くの自治

体の地域福祉計画の策定等にも参加し、精力的にご活躍をされていらっしゃ

います。（拍手） 

続きまして、パネリストの皆様をご紹介させていただきます。舞台中央よ

り田中泰慶様でございます。（拍手）田中様は、八王子市町会自治会連合会

監事、片倉台自治会会長、南大沢交通安全協会会長などを務められ、片倉台

自治会では先頭に立って先進的な活動、片倉台福祉ネットワークを平成 12

年から実施していらっしゃいます。（拍手） 

続きまして、佐々木武麿様でございます。（拍手）佐々木様は、平成 10年

から民生委員・児童委員として活動をなされ、昨年 12 月からは同協議会会

長、八王子市社会福祉協議会理事、浅川地区社会福祉協議会会長として地域

に密着した活動をしていらっしゃいます。（拍手） 

続きまして、梅沢香代子様でございます。（拍手）梅沢様は、今回パネリ

ストの市民公募にご応募をいただいた方でございます。現在、市内を走るコ

ミュニティバスにちなんだ「はちバスサブレ」製造の企画やボランティア組

織であります「きよぴー＆とまと」を通じて地域の子どもたちや障害者向け

のボランティア活動に精力的に取り組んでいらっしゃいます。（拍手） 

最後に、八王子市長、黒須隆一でございます。（拍手） 

それから、本日の手話通訳の４名の皆様でございます。よろしくお願いい
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たします。（拍手） 

なお、本日の模様はケーブルテレビ、市のホームページ等で多くの市民の

皆様方にお知らせする予定でございますので、あらかじめご承知おきをお願

いいたします。 

それではこれからパネルディスカッションに入らせていただきます。コー

ディネーターの大山先生、よろしくお願いいたします。 

 

大 山   博 それではこれからフォーラムのコーディネーター役を務めさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

これからの全体の流れといたしまして、お手元に配布されていますです

ね、資料集がありますけれども、こ

れの冒頭に私の、一応今日のテーマ

の趣旨についてですね、説明を、資

料を添付してありますけれども、こ

れについて多少ですね、きょうのフ

ォーラムのポイントはどこにあるか

ということを説明させていただきま

すけれども。冒頭ですね、冒頭は、

社会的背景というところが、先ほど

市長さんが触れられて、ＮＨＫのス

ペシャルの無縁社会、３万 2,000 人

の衝撃と、これは無縁仏といいます

かね、孤独死という人たちが把握さ

れているだけで３万 2,000 人もいる

ということで、昨年の１月ですかね、衝撃があったということなんですが。

それに加えて、ＮＨＫがずっと取材をしている中で、夏ごろですね、夏ごろ、

所在不明の高齢者と、これも数字がちゃんと把握されていませんけれども、

どんどんどんどん膨れ上がってきているということですね。そして、それか

らもう一つですね、これも、ちょっと私もデータを調べてみたところ、中高

年のですね、男性の未婚率が非常に増えてきているというわけなんですね。

ここに数字が載っていますが、85 年に１から３％台が、これが 2005 年で

16％、2030 年には 29％予測されていると。これからは、高齢者といっても

ですね、一人暮らしの男性の問題が大きくなるんじゃないかなと。後ほどま

た出てくると思いますが、これを反映して八王子市のですね、先ほど市長が

おっしゃった都市政策研究所が調査したところによると、一人暮らしの、特

に中高年ですね、男性が、２番目の３のところに書いてありますが、中高年

男性の 44.6％が親しい近所の人がいないというふうに答えておられますね。
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４割強が中高年の男性は近所にはですね、親しい人がいないと、こういうつ

ながりが切れているという数字が出ているようですね。同様に、朝日新聞も

「孤族の国」ということで連載が続いていると。特徴的なのは、ここに単身

世帯が増えると。これからは特に男性のですね、単身世帯が増えてくると。

そして親しい人がいないと、つながりが消えると。家族そのものも家族の中

ですら孤立していくと。こういうふうなですね、状況が浮かび上がってきて

いると。これは、何も日本全体の社会だけじゃなくて、先ほど申し上げまし

たように、八王子市も例外ではないんですということですね。そして、その

下にはいろいろなデータが載っていますけれども、世界各国ですね、最近は

私の大学にも中国や韓国からも留学生がたくさん来ますけれども、ほとんど

の留学生の緊急テーマはですね、高齢社会ということです。中国の場合には

一人っ子政策というのがあって、日本よりも急速にですね、高齢化が進んで

いくと。だいたいが介護保険制度か年金制度ですね、こういうことを研究テ

ーマとして留学生は今やって来ていると。ほとんど、ヨーロッパも同じよう

な問題書いていると。何が問題かというと、やはり超高齢社会と、４人に１

人がですね、高齢者とか、こういうことになってきますと、やはりいままで

の長い歴史の中でも初めてですね、こういう体験をしていくと。世界各国と

もに超高齢社会は政策の重要課題に位置付けられてきているということな

んですね。それで、こういう、未曾有の経験はですね、していくという中で、

いろんな政策を考えられておりますけれども。結局はやはりきょうのテーマ

でありますね、自助とか共助とか公助と、こういうことで最近は福祉ガバナ

ンスとかですね、いう言葉が使われて、共・自共に収めていくと、民とです

ね、民間と公、行政がですね、ともに携えて対等な関係で対応していかなけ

ればならないと、こういうふうに言われていくわけですね。そこできょうの

テーマが、ここにいま、自助とか共助とか、公助と書いてありますが、この

言葉がですね、いろんな意味で使われておりますけれども、特にこれは福祉

関係の辞典でですね、調べたり、それから政府刊行物で調べたりすると、自

助という言葉とかですね、共助とか互助とか、こういう言葉はですね、本来

は元々、人間が生きていく上においてですね、道徳的な営みとして自然発生

的な自助と、自然発生的な秩序がある、自生的秩序とも言いますけれども、

人間が生きていく上において自助はですね、自分はここに説明があります

が、自分のことは自分でやりなさいということが、単刀直入に言えばそうな

んですね。それは、いま福祉の世界でも制度の理念として自立と、自分で立

つという字を使いますけれどね、自立というのは福祉の目的ということに置

かれていると。それ、自立の意味は２つあって、１つはここに、自助とは自

らの努力や家族の助けを得てと、こう書いていますね。１つは、独立という

意味と人に頼らないで独立していくという意味と、それから自律の律がです
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ね、法律の律というふうに書いてですね、自分のことを、ここに自己実現と

か自分の生命の切り開くという言葉が書いてありますけれども、そういうふ

うなことで使われているということですね。それから、もう一つここで言葉

としてですね、注意しておきたいのが、自助の周辺にですね、家族というこ

とがあって、２ページのほうに飛びますけれども、互酬という言葉がありま

すね。この互酬というのが身近な人ということですね。家族だとか親しい友

人とかですね。この関係は、やはりお互いに愛着があってですね、お互いに

助け合いましょうと、こういうところがあると。これは自助なんですね、自

助の保護膜と言われて家族とか親しい友人ですね、保護膜というのがもう一

つあると。この保護膜もいま、切れてきているということがあるんですが、

そうするとどうするかというと、互助というのが総合扶助ということです

ね。やはり困ったときはお互いに助け合いましょうと、困ったときはお互い

さまと、こういうかたちで行われていると。これが歴史的には結の制度か法

の制度ですね。いまで言えばこれはＮＰＯとかですね、非営利組織というも

のがあるんだと。ここに共助という言葉がありますが、共助はですね、これ

は自助、それから互助ですね、総合扶助、それから公助と、これを重層的に

やっていきましょうということで共助が使われていると。ここではですね、

ここでは共助という言葉を使っていますが、総合扶助と、互助とですね、同

じ意味で使わせていただくということですね。公助は税金や保険料とかです

ね、こういうようなもので行っていくと。この３つが共助というのは重層的

に結びつくということで、重層的に結びつくというのは、これは層を補完的

にですね、層を補完的に行っていく、大きな組織、大きな力あるものが小さ

なものをですね、助けていくと、これは補完性の原理とも言われていますね。

そこで、こういう自助とか共助とかですね、公助というものを、これから進

めていくときにですね、どういうふうに具体的に行っていったらいいかとい

うことで、２ページの下にですね、八王子市の、先ほど市長さんもおっしゃ

いましたが、いろいろな強みがあると、これを生かしながらですね、地域を

元気にしていこうと。そのためには１つは無縁社会というものをですね、こ

れを人と人とのつながりをつけながら有縁の社会にしていきましょうと。そ

れから２番目にですね、やはり地域の活性化とか地域力を向上させていきま

しょうと。こういう中で特に居場所づくりをですね、いろんな居場所づくり

を、ここに書いてあるようなＮＰＯだとかコミュニティビジネスだとかです

ね、いろんな場所を用いて元気にしていきましょうと。きょうはですね、こ

ういうことを具体的にどう進めていくかということで、パネリストの方々は

いろいろ日常的にですね、活動を続けておりますので、そういう活動を通じ

てと、また皆さん方のほうからもですね、いろんなご意見をお伺いしたいと

いうことで、このフォーラムを進めていきたいのでよろしくお願いいたしま
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す。 

それでは、これからですね、次第に沿って進めていきますけれども。これ

から、パネラーの方ですね、パネラーの方に各 10 分ぐらいずつですね、お

話を、具体的な実践活動ですね、お話をいただくということにしたいと思い

ますが。それでは最初にですね、田中さんのほうからお願いいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

 

田 中  泰 慶  私の片倉台自治会の現状といいますかね、それからその現状を踏まえた課

題、そしてその課題に対して今どういうことを模索しながら行っているか、

その辺をまずご紹介申し上げまして、皆さん方の議論の対象にしていただけ

ればと思います。 

まず私がです

ね、高齢化対策

を、これは喫緊の

課題として認識

したのはですね、

2008 年、約３年

近く前ですけれ

ども、人口調査を

行いました。市の窓口である協働推進課のお手を煩わせましてですね、その

調査を行いましたところ、出てきた高齢化率はですね、32.7％でした。実は

この 32.7％という高齢化率もさることながらですね、実はその前、５年前に

ですね、2003 年に、人口調査をしたときの高齢化率がですね、実は 21.7％

でございました。10ポイント９、10.9％、上昇していたんですね。この 10.9％

という上昇率に愕然といたしました。ということはですね、もう５年経った

ときにはどうなるんだろうと。たぶん、もうそれから２年半から３年近く経

過していますから、その 32.7％という高齢化率はおそらく 30 数パーセント

にまで上昇しているんじゃないかなというふうに危惧をしております。その

上昇しているんじゃないかなという危惧の一つがですね、私どもの自治会の

中のですね、日常的な現象、これを見てみますと、まず一人暮らしが増加し

てるなという印象がまずあるわけです。それから救急車両がですね、頻繁に

出入りをするようになったと。それから介護施設ですね、介護施設の車両が

目立つようになってきていると。それから、これは奥さんが具合が悪いんだ

と思うんですけれども、スーパーなどに行きますとご主人の買い物姿がかな

り目立ってきました。そんなことがありましてですね、これは地域として何

らかの手を打っていかないと、このままですと地域が崩壊をするんじゃない

かなという、過剰とも思えるような、実は私は感じを持ちました。そこでで
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すね、実はその一例を挙げますと、昨年の８月 21 日、これは後ほどまたご

紹介しますけれども、私どもの自治会の組織の中で、片倉台福祉ネットワー

クという組織を持っておりました。これは 10 年ぐらい前から、先ほども紹

介がありましたけれども、活動しているんですが、そこが毎年企画してる施

設見学会というのがございまして、８月の 21 日のまったく暑い日でござい

ましたけれども、その施設見学会にですね、実は 120名の方が集まりました。

この 120名という人員もですね、私びっくりしたんですけれども、それだけ

皆さんが高齢化してるということが裏付けられた数字じゃないかな、参加者

じゃなかったかなというふうに感じております。それで、そういった状況を

踏まえてですね、じゃあ課題としてはどういうことが考えられるのか。実は

これは個人情報の保護法の壁が厚いんですけれども、一人暮らしの高齢者を

いかに把握するか。それから特にですね、一人暮らしの中でも、見守りが必

要な高齢者、これがどのくらいの方がいらっしゃるのかな、これはまったく

実は把握、公式にはできません。そこで、そういった課題に対応する対応の

仕方としてですね、幸いにしてというか、我々のところは片倉台福祉ネット

ワークという非常に活発に活動してもらってる組織がございますので、その

活動の中で、少しでも把握できた人たちをきちんと認識をしながらやってい

こうということを考えました。 

それからもう一つはですね、高齢者、先ほど市長の話にもございましたと

おり、引きこもりっていうか家から出ない人が多いんですね。その人たちを

いかに自治会館の施設を使ってもらって、足を運んでもらうか、そういうこ

とを考えました。 

それからもう一つはですね、当然引きこもりになりますと、特に一人暮ら

しの方たちは、無会話なんですね。会話をしないということはまさしくです

ね、どんどん年をとってですね、老化現象が進むと、こういう危険性がある

わけですから。とにかく引きこもりを防止して、無会話を避けて少しでも自

治会館に来ていただいて、何らかのかたちでですね、皆さんと無駄話でも世

間話でもいいからできるような場をつくりたいということですね。 

それから、もう一つはですね、日常生活をすることなんですけれども、高

齢者が多くなったということがですね、自治会の輪番制における班長さんの

ですね、なかなか高齢化で体の具合が悪いから班長さんを辞退したいとか、

こういう話がかなり頻繁に出てくるようになりました。そんなことがありま

して、そういう課題についてですね、少しどういうふうに対応しているかを

ご紹介していきたいというふうに思いますけれども。一人暮らしとか見守り

が必要な方たちは、いま申し上げたような活動の中で拾っていこう、こうい

うことになるわけですが。自治会館の施設を利用してもらうためにですね、

やはり何らかのかたちでそういう場をつくらなきゃいかんなと。まずは玄関
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のところにですね、段差があるものですから、段差をまず解消しようと。車

いすも用意してですね、携帯で軽量なスロープを買いました。そういうこと

で段差を解消しようと。それからもう一つはですね、１階のロビーがあるん

ですけれどもたいして広くはないんですけれども、そこのロビーをですね、

少し利用しやすいようにテーブルとか椅子を改めて購入をしまして、その場

を使ってですね、気軽に来ていただいていろんな話をしていただこうと。実

はお茶も用意しなきゃいかんなということで、関係者にいろいろご苦労願い

まして、90 円の自販機を用意しました、100 円で 10 円お釣りが来るわけで

すけれども。そんなことで、できるだけ会館のロビーでも来ていただいて無

会話を避けたいと、そんな思いで設置をいたしました。高齢化には直接的に

はあまり関係ないとは思うんですけれども、ことし、今年度ですね、今年度

は自治会館の中にもＡＥＤも設置をいたしました。何かあったときにはＡＥ

Ｄで対応できると。それからもう一つ、これはなかなか賛否両論があってで

すね、大変なんですけれども、２階建ての自治会館にですね、なかなか階段

を上がるのも大変な方がいらっしゃるので、エレベーターを付けたいという

ことで、エレベーターを付けることをいま計画をしております。それから自

治会の班長さんが少なくなってくるということもありまして、いままで私ど

も自治会の組織は 19 ブロック 116 班あるんですけれども、それを１世帯当

たりの世帯数の構成を増やしまして、14ブロックの 91班ということで25人

の班長さんを減らしました。これは、今年度からそういうことで活動してま

いりたいと思っているんですけれども。したがって当然班長さんが減ります

ので、自治会の活動もですね、少し見直さなきゃいけないということで、そ

れぞれ活動もいま見直すべくですね、それぞれの組織ごとにですね、いま検

討してるところでございます。そんなことでですね、当面できることから少

しずつやっていこうということで対応しておりまして、これからどうなりま

すか、皆さん方から意見を伺いながらいろいろ模索していきたいというふう

に思います。よろしくお願いします。（拍手） 

 

大 山   博  はい、どうもありがとうございました。これは片倉台のですね、自治会、

町内会というものを基本としながら、お互いにまだ顔は見える範囲ですけれ

ども、最近個人情報等の保護ですね、それの壁があってなかなか厳しい、困

難な活動をやっておられると。これをどういうふうにですね、これから打開

していったらいいかと。見守りということを活動続けていくためにも個人情

報との関係があると、これもまたきょうですね、ひとつ議論していきたいと

ころですね。 

 それでは続きまして、民生委員・児童委員協議会の会長で、また浅川です

ね、これは八王子市内で１つだけ社会福祉協議会の地区社協というのがあり
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ますけれども、そこの活動も含めてですね、民生委員活動と地区社協の活動

も含めて佐々木さんのほうからご発言お願いします。よろしくお願いいたし

ます。 

 

佐 々 木 武 麿  皆さんこんにちは。佐々木でございます。いまご紹介いただきましたよう

に、民生・児童委員の活動の立場と、浅川地区の社会福祉協議会の活動の中

からこの２点についてですね、お話をさせていただきたいと思います。 

はじめに、民生・児童委員の立場と

いうことでですね、皆さん民生・児童

委員っていうのはどういうふうにお考

えでしょうか。まず、はじめにですね、

地域でのいろんな活動をですね、一番

最初に見えるかたちが、民生・児童委

員と町会の皆さん方じゃないかなとい

うふうに思うんですね。そしてそこの

中で、地域活動ということを見てみた

ときに、非常に急速なかたちでですね、

社会構造が変わってきてるなというこ

とを目の当たりにしております。それ

も短くて 10年刻みです、ほとんどが。

そのようなかたちでどんどんどんどんいまの日本の社会が変わってきてい

るなと。そしてそれがいい方向じゃなくて、市長さんもお話がありましたよ

うに、だんだんだんだん少子高齢化ということで、暗い方向に進んでいると

いうのが、実際の足で歩いてみたかたちの考え方でございます。そしてそれ

を振り返ってみますとですね、ちょうど私たちが 40 代ぐらいのころでしょ

うか、1980年代ごろのことを思い起こしますとですね、いま皆さん方のお手

元に、５ページでこのような人のですね、人口のバランスをつくったの、モ

デルがございますけれども、このようにだいたい三角形のかたちのですね、

非常に安定した社会が築かれていたわけですよね。それがですね、いま真ん

中にありますように、現在ではですね、ちょうど縦型の中膨れの状態になっ

てると。そしてあと 20 年後になっちゃうとですね、ほんとに立つのも不自

由なかたちの逆の形になっていると。そのような状況に急速に進んでいって

いるのが目の当たりな考え方でございます。そしてその 1980 年代ごろの状

況ですね、いまから 30 年ほど前の状況見ますとですね、そのころはほんと

に地域活動が盛んに行われていた時代かなというふうなかたちで考えてお

ります。そうであればあるほどですね、いま懐かしい言葉になりましたです

けれども、「向こう３軒両隣」とかですね、「おすそわけの隣組」だとかです
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ね、ちょっと顔が合えば、おいちょっと寄ってお茶でも飲んでいきなよとか、

そのような地域の中での温かい交流があった時代だったのかなというふう

に思っています。そして、そこには多くの子どもたちの笑い声とかですね、

お年寄りたちの子どもを慈しんだ目でですね、育て上げていく、そのような

人の関わり合いが見られ、そしてそこの中には家族という大きな絆が感じら

れた時代だったなというふうにいま思い出します。そこの中にはですね、三

世代同居の家庭もあれば、一人暮らしの家っていうのはほとんどなかったよ

うな気がいたします。もしあったとしても、隣の人たちが支えあってですね、

鍵を閉めなくても買い物に行ってきなよとか病院に行ってきなよとか、そう

いう関わりを持てた時代だったのかなという感じがいたします。それがあっ

という間に、いま 30年経ってみまして、その時代の 40だった人たち、ちょ

うど我々、市長さんもそうなんでしょうけれども、70をそろそろ迎えようと

している、それがいまの現状なんですね。そして身の周りを見回すとですね、

非常に、先ほどのご報告がありましたように、やっぱり暗くて寒々しい人の

関わりがですね、非常に希薄になってるなということを委員活動を通してで

すね、感じるこのごろになってるなというふうに思ってます。 

それでですね、私自身が民生・児童委員協議会という中で約 13 年前から

ですね、関わっておりますけれども、ほとんどの民生・児童委員の活動はほ

んとに献身的にですね、地域のこと、そしてそういう福祉を求めている人た

ちに献身的に関わってきた、そしてそれも先代から続いてきた諸先輩方の中

でのですね、教えを受けて、そしてつながってきた非常に地域温まる活動だ

ったのかなというふうに思っております。そしていまも、それは脈々とこの

八王子で続いていることと信じております。私たちがそういう委員の中の一

員として、私が体験している地区はですね、ほんとに先ほどお話がありまし

たように、老齢化率がですね、38％ぐらいになりますでしょうか、南浅川に

次いで一番多い裏高尾町の状況のところを担当しております。前はですね、

やはりお店なんかもありました。でもいまはほとんどありません。そして、

いまのこの２月の時点でも、まだその当時ですね、日が当たっていたところ

が 30 年も経ってみますと、ほとんど日が当たらない、道が凍った状態のま

までですね、いま濡れた状態でちょっと走るのにも困るというような、そう

いう谷戸でございます。地域差がありますけれども、そのような中で私たち

が一応活動していますけれども、やっぱり高齢化率がですね、非常に進んで

いて、そして限界集落かなと思えるような状態になってきてます。そして、

じゃあ限界集落そしたらどうなるのかなと、孤立社会になるんじゃないかな

ということを危惧してます、それで、そのようなかたちでですね、地域がだ

んだんだんだんとすさんでいくということを考えたときに、それではこれか

ら私たちの住む地域をどのようにしたらよろしいのかなということを考え
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たときにですね、やはり先ほどお話がありましたように、家族の輪が切れて

いけばですね、やっぱりそこのところを修復しなきゃいけないだろうなと思

います。そしてそこの中から、先ほど話が出ていましたように、子どもたち

が分かれていく、家族、弧族になる、弧の族ですね、なっていって、そして

それがまたある程度の時間が経つと、弧の族ですよね、先ほどの新聞の弧の

族になる、それがなくなってくると今度は廃屋というかたちになって、地域

を支える状態にはならないんだろうなというふうに思います。そんなことを

通して、私たちは日頃の見守りとしてですね、それぞれの皆さん方のところ

に家庭訪問しながら守秘義務を守りつつですね、支援を基本にですね、でき

るだけ地域の中で活躍できていけるような地域になっていければなという

ふうに思います。そして、私が皆さん方に２つの点をですね、ご提案申し上

げたいと思います。 

１つはですね、やはり先ほどお話がありましたように、閉じこもりの人た

ちをなくすためには、やはり町会という小さな、一番小さな単位の中でです

ね、サロン活動をぜひ広げていってほしいということです。そしてできるだ

け、家庭からですね、町会会館に引き出していただいて、そこで楽しみなり

自分の趣味なりですね、自分の得意なことをですね、発揮していただいて、

そしてボランティアとして自分たちが先生としていく、与えられることだけ

じゃなくてですね、自分たちが支えていく、そういうかたちになっていって

いただければありがたいなというふうに思います。もう１つは、社会福祉協

議会でやっておりますかたちの中から申し上げますとですね、ぜひ浅川地区

が社会福祉協議会がやっているようなかたちのですね、地域福祉協議会をで

すね、ぜひ立ち上げていただいて、そこには町会の中で出られるボランティ

アの人たちをですね、できるだけたくさん集めていただいて、それも先ほど

のグラフじゃないですけれども、高齢社会が続いていきますので、できるだ

け多くの人たちがですね、多くの高齢者の人たちがボランティア活動ができ

る、そういうかたちの中の地域福祉協議会をつくっていただいて、地域のこ

とは自分たち地域の人たちでつくっていく、そういうような社会を築いてい

けるために地域福祉協議会っていうものを発展させていってほしいなとい

うふうに思います。これは、八王子市の社会福祉協議会がいきいきプランの

中で６圏域というかたちの中で捉えておりますので、ぜひこの２つの点をで

すね、私の元気のかたちのあり方かなということで、共助というかたちの立

場の中で提案させていただきました。時間でございますので、またあとでご

質問いただければというふうに思います。よろしくお願いします。ありがと

うございました。(拍手) 

 

大 山   博  はい、どうもありがとうございました。いまのお話の中でですね、かつて
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はおすそ分けができる地域があったと。それがいまは崩れてきていると。更

にはですね、閉じこもりをされている一人暮らしの方もいらっしゃると。こ

ういう方々にぜひですね、地域の中に一歩外に出てきていただいて、そのた

まり場としてサロン活動等ですね、通じてと。それから地区の社会福祉協議

会ですね、地域のことを地域の住民が支えていこうと、こういう社協づくり

ということを提案されましたけれどね。これまたあとのほうで、議論をして

いきたいと思いますけれども。 

それでは続きまして、これは「きよぴー＆とまと」ですかね、ボランティ

アで配食サービスをやっておられるということで、梅沢さんのほうからお話

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

梅 沢 香 代 子  ご紹介いただきました梅沢です。実はこのような場所はほんとに苦手で、

でも一生に一回ぐらいはここにいるのもいいかなと思いまして、きょうは

「げんきフォーラム」ということで、真っ赤な洋服でまいりました。実は 74

歳になりまして、大好きな清川町の

地域で、住み慣れた清川町で「きよ

ぴー＆とまと」という、自分たちの

居場所はつくりました。そのことの

ご報告と、それから 15 年、ボラン

ティアで続けております配食サー

ビスのことも皆さんにお伝えした

ほうがいいかなと思いまして、一市

民として今回はこの「げんきフォー

ラム」に応募させていただいたよう

なわけです。何からしゃべっていい

かよく分かりませんし、いよいよお

話が前後したり無茶苦茶になった

らあとはコーディネーターの大山

先生、市長にもよろしく、この会場の方も縁あっていまここに一緒におりま

すので、どうぞ助けていただいて、この時間、やっていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 まず自己紹介から始めさせていただきますと、私は常日頃、人のご縁とか

それから人の出会いとか、好きということがとっても生きていく上で大事か

なって常日頃思っております。私は縁あって、スポーツマンの両親の５人兄

弟の長女として神戸に生まれました。そして、一番初めの出会いが、大好き

な両親、その愛情深い中で育ったことが私の幸せの第一歩だと思っておりま

す。ほんとに感謝しております。それから、21歳のときに、八王子生まれ、
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八王子育ちの一人の男性と出会うことになりました。それが、いま私がここ

にいる由縁です。29歳のときに住み慣れた神戸から主人の実家の家業、織物

業を手伝うべく八王子の清川町というところに引っ越してきました。清川町

というところはいまの市役所のすぐそば、浅川の堤防沿いにあります八王子

の住宅公社が募集しました、10倍から 15倍の競争で入った 30代前後の若い

人ばっかりの、ほんとに活気溢れる町でした。子どもたちが本当に多くて町

の中央のお菓子屋さんは子どもで溢れ、それからいつもいつも子どもの声が

絶え間なくあるような町でした。その中で、10年ぐらいでしょうか、12、13

年ぐらいは、ご近所の人たちとお昼ご飯を食べたり、それから子ども会活動、

ＰＴＡなど、３人の子育てをしながら幸せに過ごしていたんですが、40歳そ

ろそろなる頃になりますと、八王子織物が傾き始めまして、ああ、こんなん

では大好きな神戸の里帰り、それから同窓会にもなかなか行けなくなるんじ

ゃないかな、何とか収入の道をと思いまして。ただ、お料理を作ることが大

好きっていうだけのことで、大胆にも秋川街道沿いにお弁当とお惣菜のお店

を開店いたしました。当時コンビニは１軒もありません。それからスーパー、

デパートにもお弁当は売っていませんでしたので、ほんとに売れること売れ

ること、大繁盛で、あっという間に八王子市内に５軒のお店を出すことにな

りました。その間、ほんとに清川町のお仲間とか、知り合った人みんな、ど

んなに大勢の方に関わってお店をやってきたか分かりません。お店もすごく

順調に伸びて、それから３人の娘たちも結婚し、孫もできて、ああ、こんな

に幸せだったら何かやっぱり地域っていいますか、何かお返ししないと罰が

当たるんじゃないかなって、何かあの世に行ったときに両親にどういうふう

にあれするかなとか、何かそんなこと考えまして、ボランティアで、食事に

関するボランティアをどうしても始めたいと思いまして、60歳、自分の還暦

の日にボランティアグループ「オレンジの会」というのを立ち上げました。

「オレンジの会」を、食事サービスを始めてから 15 年、ずっといまも続け

ておりますけれど、その間にはほんとにピンチって必ずありますねと思うぐ

らい、辛い、場所をなくしたりとか、それから人間関係でちょっとぎくしゃ

くしたりってことがありましたけれど、ピンチはチャンスです、必ずいい出

会いがあります。ほんとにいい方といっぱい出会いまして、そのときまだ市

長にもいろいろお願いしましたが、大横の福祉会館の厨房をオール八王子だ

ったらあの場所を無償で市は貸すよっていうお話もいただきまして、オール

八王子で食事サービス、オレンジはもう無理なので、「食事サービスとまと」

ということで配食サービスを始めることになりました。配食サービスを始め

ているときも、いわゆる「オレンジの会」ではだめで、オール八王子なので

八王子ボランティアネットワークという、この名前がとっても大事だってい

うわけで、「八王子ボランティアネットワーク食事サービス部とまと」とい
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うことで活動しました。その活動が、市のほうにとても何か認められたとい

いますか、今度は高齢者活動コーディネーターセンター、いわゆる通称セン

ターげんきって、あとにも「地域の扉」っていうところに「八王子センター

元気」っていうのが出ていますけれど、これを八王子ボランティアネットワ

ークは、私たちの仲間が面白そうだからやってみようって、気楽に受けて始

めた会です。それから私たちのお仲間に、はちバスの名付け親がおりまして、

どうしてもはちバスにちなんだお菓子づくりがしたい、八王子のまち興し

と、それからお土産をつくりたいというような夢の話を持ってきまして、そ

れもみんなで大勢の仲間がいろいろ知恵を絞って「はちバスサブレ」ができ

上がりました。いまは道の駅、それから市役所の地下の売店にも売っており

ますけれど、楽しくボランティア活動続けていたんですけれど、４年前、代

表でありました大岡さんとおっしゃる方が急に病で倒れまして、この「食事

サービスとまと」、「センター元気」、「はちバスサブレ」をとてもとても、一

人でしょって代表になる方が見つかりませんでしたので、皆さんにこれを独

立させて、「センター元気」は市から直接委託を受けて、それから「食事サ

ービスとまと」は私たちがつくりました「きよぴー＆とまと」の配食部につ

なぎまして、「はちバスサブレ」は知的障害者の工房、緑の風さんにつなぐ

ことができて、とってもいいかたちになっているかなと思っております。 

最後になりましたが、ほんとにこのボランティアネットワーク立ち上げて

くれました大岡平八郎さん、そして八王子「オレンジの会」を一緒に立ち上

げました石渡ヨシコさん、それから「食事サービスとまと」の中心人物、フ

ラダンスも一緒にしておりました萩生田コウイチさんのお母さん、それと、

私たちいまフラダンスのボランティアもいっぱいしているんですけれど、そ

のフラダンスを私たちに教えてくれた私の妹でありますイクコに、ありがと

うと言いたいなと思います。 

それから、またまた最後になりますけれど、ほんとに市長にはいろいろお

世話になりました。そして、市の職員の方、特に高齢者支援課の方、市民活

動推進部の方にはほんとにお世話になって、いまがあると感謝しておりま

す。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

大 山   博  どうもありがとうございました。先ほど市長さんは 65 歳、高齢者という

けれども、これは統計上とかですね、行政用語上使っている言葉で、いまの

皆さんのご発言を見ていますと、とても高齢者とは言えないといいますか

ね、まさに元気高齢者と、統計上は高齢者を付けさせていただく、元気高齢

者、これからいよいよですね、元気高齢者がどうやって八王子を元気にする

かと、こういうテーマに入っていくわけですが。これから、ちょっと、いま

のパネリストの方のご発言を受けて、ここで市長さんにもですね、ちょっと
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ご発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 市    長 それぞれの立場でご活躍をいただいている方々のお話を伺って、すごく、

心強く感じましたね。地域でご活躍をされておられます田中さん、そしてま

た民生委員としてご尽力をいただいている佐々木さん、佐々木さんももう13

年前からですかね、そうおっしゃっていましたね。梅沢さんはね、先ほど控

え室で、私はこういうことを経験がないからもう心臓がドキドキドキドキで

ってそんなことばっかり言ってたんですよ。全然そんなふうに見えませんよ

ね、堂々としているじゃないですか。いまお聞きをしていましたが、言いた

いと思っていることは全部言ったんだろうな。それで、お年のこと言っちゃ

失礼なんですけれども、ご自身で言ってましたからね、74歳でしょう。来年

後期高齢者って言われるんですものね。いや、でもね、これほんとすごいな

と思いましたね。いずれにしても、非常に参考になりました。パネリストの

方が、平素からご活躍をされておられることは承知をしておりましたけれど

も、改めて、今日具体的なお話をお聞かせいただいて、参考になるなって、

そんな思いでございます。 

八王子のまちって、ベッドタウンの一面があるわけですよね。ですから、

東京都のベッドタウンっていうようなことで。昭和 30年代から 40年代に、

大規模団地がたくさんできました。それらはだいたい同じぐらいの年齢、年

代層の人が入居されましたから。ですから、高齢化するときには、みんな一

緒に高齢化しちゃうんですね。先ほど私、八王子の高齢化率が 20.8％という

お話をしましたけれども、最も高齢化率の高いのは南浅川町だって言いまし

たけれども、南浅川町だけじゃ大変失礼ですから、いまお話しした団地につ

いてもですね、統計がありますからちょっとご報告したいんすけれども。例

えば、団地で言いますと松子舞団地は 40％ですね、40.7％。あるいは、西八

王子ハイツというマンションがありますけれども、あれは八王子で最初の分

譲マンションですね。その西八王子ハイツが38.9％、みつい台団地で37.9％、

続いて館ヶ丘とか南陽台、北野台ですね。それから田中さんの片倉台とか旭

が丘、めじろ台、宝生寺団地、すべて 33％を超えてるんですね。ですから、

団地によっては非常に高齢化が進んでいる団地が多くなっているというこ

とだと思います。町会としてもですね、南浅川町に次いで高いのは南陽台の

１丁目というところで、42.9％。住民 100人のうち43人が 65歳以上という

ことですものね。ですから、町会の役員の方々もなかなか大変で、なり手が

ないっていうのも実態なんですね。ですからそういう点で、大きな課題も抱

えております。 

そこで、行政でできることっていうのは、これ「自助、共助、公助」のう

ちの「公助」ということになるわけですが、行政でできることっていうのは
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何があるかということで、様々な角度から議会でもご提案をいただいたり、

ご質問をいただいたりしてまいりました。必要と思えるものは的確に取り組

んできたっていうことなんですけれども。例えば予算的に見ますとですね、

高齢者福祉とかあるいはまた生活保護なんかも入るんですけれども、これら

の分が民生費ですね、民生費っていうのがほぼ23年度の予算では、ほぼ 50％

近くなりました。全体の予算が 1,855億円なんですけれども、その半分近く

が民生費。ですから、これはもう限界がありますね。これだけやっていると、

ほかのこと何もできなくなっちゃいますから。ですから、「自助」「共助」の

部分ですね、ご自分でできることは何があるだろうか。急に高齢者になるわ

けじゃないわけですから、一定の備えっていうようなものをされておられる

方もたくさんおられると思います。 

ただ、一番のネックになっているのは、いま家族構成といいますか、核家

族化が進んでいますから、そういう点でですね、なかなか「自助」っていう

のが思うように機能しない。これ大きな課題だろうというふうに思うんです

ね。「共助」、これも、じゃあ何ができるかっていうことなんですけれども。

例えば、先ほど私冒頭お話しましたけれども、新聞販売店との協力っていう

ようなことで見守りとか、これも共助の一種ではあろうかというふうに思う

んですね。そういう中で、「自助」と「共助」を支える制度の一つになるん

じゃないかというふうに思っております「ボランティアポイント制度」、こ

れをちょっと、皆さんにご報告申し上げたいと思います。この「ボランティ

アポイント制度」ってご存知の方いらっしゃいますか。３割ぐらいかな、４

割ぐらい。３、４割っていう程度かな。これ、もっと本当は知っていただき

たいんですよ。６割、７割、少なくとも６割、７割の方に知っていただきた

いなっていうふうに思うんですけれども。まだやっぱりＰＲが足りないなっ

ていうふうに私感じました。このボランティアポイント制度って、こんなス

タンプ帳があるんです。ここにボランティアしていただくとスタンプを押し

ていただく。登録していただいた方はこういう、首にこういった下げるもの

がありましてですね、指定された施設とか、それから個人のお宅でもいいん

です。だいたい１時間、１ポイントになるんですけれども、１日最高２ポイ

ントまで、もちろんそれ以上ボランティアやっていただいていいんですけれ

ども、ポイントは２ポイントまでということですね。50ポイントを限度とし

て、現金に換えたりとか、あるいは道の駅の品物と取り替えていただけると

か、そんなことをやってるんですけれども。これは私、ぜひ多くの人に参加

していただけたらなというふうに思うんです。 

都市政策研究所のお話、さっきしましたけれども、その統計の中にですね、

地域や社会のために尽くしたいっていう、そうおっしゃる方は 67％おられる

んです。ですから３分の２ですよね。３分の２の方は機会があれば地域や社
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会のために尽くしたいっていう肯定的な発言をされてる。この「高齢者ボラ

ンティアポイント制度」というのは、高齢者が高齢者を支えるわけですよね。

参加できるのが 65歳以上の方、八王子にお住まいの方ということなんです。

もちろん当然のことながら、元気な方で、例えば施設へ行って施設のお手伝

いをしたりとか、それから話し相手になってあげたりとか、それからご家庭

に訪問して囲碁とか将棋の相手をされたり、話し相手になっていただいた

り、こういうようなことでだいたい１時間で１ポイント。これはですね、大

変私、始めて嬉しく思っておりますのは、皆さんがポイントを現金に換えた

りとか、品物をもらいたくてってという、そういう方ばっかりじゃまったく

ないんですね。これがもう、１冊全部押したけれども、また新しいのもらい

たい、そういう、参加をされることに、何て言うのかな、生きがいを感じて

いただける、そういう方がたくさんいらっしゃるんですね。これは私は本当

にありがたいなというふうに思っております。 

特に、八王子は地域力、市民力が高いということ、私はこれを誇りにして

いるんですけれども、町会自治会の組織率というのも、いろいろ町会自治会

の皆さんにお話を伺うと、加入率がまだまだ少ないであるとか、あるいはな

かなか最近の若い人たちっていうのは町会自治会に入っていただけないと

か、そんなの必要ないっていうふうにはっきり言う方もおられてたり、いろ

いろ課題がありますけれども、よその市に比べると、八王子の町会自治会の

組織率、あるいは自主防災組織の組織率っていうのはダントツに高いです。

このことを私は誇りにしていいっていうふうに思っているんです。そういう

意味では、何かきっかけをつくるっていうこと大事なんじゃないかと思うん

ですね。ただ、男の人っていうのは、私も含めてですけれど、やっぱりシャ

イじゃないですか。ですからなかなか、こういうボランティア活動に参加す

るきっかけも。この「ボランティアポイント制度」にいま参加されている方

っていうのは、もう少しで 1,000 人になります。989 人だったかな。もう少

しで 1,000人になりますけれど、75％女性ですよ。ですから、男性がやっぱ

り、そういうところに参加をしない、するきっかけをつくるっていうこと、

大事なんじゃないかなって。どうそのきっかけをつくれば、言うならば、自

助、共助、両面でプラスになるような、そういう仕組みづくりができるのか

なって、ここら辺のところもですね、きょう皆さんにお力添えをいただいて

知恵をいただいて、そしてお話しいただければありがたいなっていうふうに

思っております。 

この「高齢者ボランティア制度」って、これ、実は全国的にも注目をされ

ておりまして、よその町なんかからも視察に来られるんです、議員さんとか

職員の方々が。「これはいいね」っておっしゃるんですけれども、なかなか

この制度をその町へ持っていって実施することは難しいんだそうです。です
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から、これはやっぱり、八王子ならでは。私はよくオンリーワンの施策、オ

ンリーワンのまちづくりをっていうことで言ってるんですけれども、こうい

ったこともやはり八王子ならではじゃないのかなっていうふうに思ってお

ります。こんなことをですね、いろいろお知恵をいただきながら広げていく

っていうこと、このことがこれからの高齢化社会にとって一つの大きな解決

のポイントになるのかな、こんな思いでございますのでよろしくお願いした

いと思います。（拍手） 

 

 大 山   博 はい、どうもありがとうございました。いまですね、市長さんのほうから、

八王子市はですね、地域力それから市民力とかですね、八王子の非常に強み

というものもあるんだと。こういう強みを生かしながらですね、どういうふ

うにこれから元気な高齢者の方々が、地域で活動していただけるかと。先ほ

どパネリストの方がですね、３人とも、やはりちょっと引きこもりがち、閉

じこもりがちとかですね、こういう方もいらっしゃると。どんどんサロンと

かですね、自治会館とか、こういうところにも出ていただきたいんだと。そ

ういう、出ていただいてですね、無縁社会を、有縁社会どう築いていったら

いいかと、こういうことになってくるわけですけれども。元気高齢者が八王

子をどう支えていくかですね、いかに地域も活性化していくかと、こういう

ところで議論に移していきたいと思いますけれども。 

ここでですね、せっかくいま市長さんからも皆さん方のいろいろご意見な

りアイデアとかですね、こういうのもいただいたらどうかという提案もあり

ましたので、ここでちょっと、会場の皆さん方からですね、少しご発言をい

ただきたいと思いますけれども。ご発言していただきたいということで、ぜ

ひ発言したいという方は、どれぐらいいらっしゃいますかね、ちょっと時間

の関係もありますのでね。ちょっと手を挙げていただけますかね。お２人、

３人ですかね。じゃあちょっとここで、マイク、いらっしゃいますか。じゃ

あマイクを回していただけますかね。マイクは、ありませんか。どうぞ。も

し差し支えなければですね、お名前と、いまどんな活動をしておられるか、

ちょっと、お話いただけますかね。 

 

 鈴 木 様  せっかくの機会ですから、手短に発言させていただきます。千人町３丁目

に住んでおります鈴木フミヨシと申します。現在、民生委員の地区会長をや

っております。 

私のお願いしたいことは、民生委員の会長会でも発言したことがあるんで

すが、実は民生委員も災害時一人も見逃さない運動っていうのを、もう３年

ぐらい前からやってきておりまして、資料のですね、資料の１ページの２の

１のところにですね、一人暮らし高齢者 9,910人、こういう数字が上がって
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ます。これ、どういう数字を、市の数字なのか。実は民生委員にはですね、

毎年４月に、社会福祉協議会の依頼で高齢者一人暮らしの寝たきり高齢者、

調べております。その数字だと、たぶん思うんですが。先ほど田中さんから

も発言がありましたけれど、地域で高齢者を見守るのに、自分の地域でも誰

がそこにいるのか分からない、その情報がない。私もたまたま町自連のほう

ちょっと絡んでおりまして、そういう発言もっともだと思っています。それ

で、民生委員全員、八王子に約 430人おりますけれど、この 9,000 人の情報

は全部把握しているはずです。ただ、民生委員は守秘義務がかかっているの

で、仮に地元の町会長さんから依頼があっても開示できないと。また、しな

いようにしようというようなことで、会長会でも申し合わせしております。

私の持論としては、これは宝の持ち腐れだと。これをですね、守秘義務を、

特に個人の了解を得るのはこれ大前提ですけれど、何とか市長を中心にです

ね、何とか情報開示して、地域の人にこういう方が、一人暮らしの人、ある

いは要援護者、耳がちょっと不自由とか歩けないとかですね、災害のときに

どうしてもその人は優先的に面倒見ないと生命にも危険があるというよう

なことが、これも把握しているはずです。ちなみに私の一区ですと、約 50

人おります。そういう 50 人に対しては、各担当民生委員が月に１回は必ず

訪問しているはずです。これだけの資料があるのにですね、守秘義務という

ことで伏せておくのは非常にもったいないと。これについて３年前の７月４

日だと思います、市役所ですね、要援護者の高齢者の支援課の人が来まして、

これからどういうふうに情報開示をするかというようなことでですね、会議

やったんですがまだ１年半以上経っても何の動きもないんですね。たまた

ま、八王子は地震とか水害とかないからいいんですが、あった場合、これは

おそらく後悔すると思います、このままでは。私が言いたいのは、ぜひ民生

委員が持っている一人暮らしの名簿、あるいは寝たきり名簿、これをどうや

って地域に開示するかですね、ぜひご検討いただきたいと思います。時間が

かかると思いますけれど、半年、１年でもやむを得ないと思います。ですけ

れどこれは、早急に実施をしていただきたい。民生委員やっていて、調査す

るたびに何か、じくじくしながら調査をしているのが私の気持ちです。ぜひ

市長、よろしくご検討お願いします。（拍手） 

 

 大 山   博  はい、どうもありがとうございました。大変重要な問題提起ですね。これ

また、あとの、このあとですね、ちょうど民教の会長も、佐々木会長もおら

れるし、市長もいらっしゃいますので、このあとですね、またご発言をいた

だきたいと思います。そのほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

 大 内 様  私は先ほど黒須市長さんがおっしゃった南陽台の、１丁目ではなく２丁目
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なんですが、そこに住んでる大内ヨウコと言います。 

私の質問したいことは、片倉台の自治会長さんにちょっとお伺いしたい。

先ほどちょっと私、お話聞いていたときに、間違って聞いたかは分かりませ

んが、福祉ネットワークというボランティアのグループがあって、それを自

治会として利用していると。一人住まいの人とか、引きこもりの人、それか

らまたね、そういった方をケアするためにという、ちょっとそういう説明が

あったかと思うんです。ということは、福祉ネットワークと手を結んで、ま

たは連携、どういうかたちですか、手を組んで、地域のために活動してらっ

しゃると理解いたしましたので、どのようなかたちで、より具体的に、自治

会の中で福祉ネットワークの位置を、どのようになさってらっしゃるかとい

うことを聞きたいんです。それを聞きたいというのは、実は私も、去年の４

月に、残念でしたけれど安心ネットワークというのを解散してしまいまし

た。先人の方が、南陽台も高齢化率が高いからぜひ、こういう介護福祉の会

というものがいるんだということで立ち上げて、平成９年に立ち上げてくだ

さったんです。皆さん高齢化で 90 とか何とか、なられましたので、私たち

もその当時はまだ 60 ちょっとの年でしたのでね、何とかそれを、みんなで

守らなきゃということで、13年間続けてまいりました。でも私も、いま 70、

もうじき 77歳になるんですね。一緒にやったお友達も 80歳過ぎたりという

ことで、とまとのほうでも高齢化して跡取りが、後を継ぐ人がいないのが問

題だというふうに書いてありましたように、私たちの理事の仲間も８人ぐら

いいましたけれど高齢化、それと病気とかそういったのが出てきましてね、

断腸の思いで去年の４月、一応活動を休みましょうと。でも次にはぜひつな

げたいということで、先人から基金としていただいたわずかなお金はそのま

ま自治会に委託したんですね。ですから、自治会のほうで片倉のほうはどの

ようにこういうボランティアのグループをね、サポートしてらっしゃるか、

ぜひそれをお聞きしたいということです。以上です。よろしくお願いします。 

 

 大 山   博 はい、どうもありがとうございました。これは福祉ネットワークはもう、

八王子市内ですね、あちこち張り巡らされるといいんですけれどね。なかな

か地域の事情があって、進んでいるところ進んでないところがあるんですけ

れどね、この辺はまた具体的には田中さんのほうから話をお伺いしたいと思

いますけれどね。このあとでお願いしますね。そのほかに、また住民の方か

ら、ご発言もう一方いらっしゃいましたね。はい、どうぞ。 

 

 日 野 様 散田町に住んでおります日野と申します。きょう、こういう市の催し物っ

ていうか、特に福祉事業と申しますか、高齢化社会に対するこういう催し物

に、初めて八王子に 40 年住んでいましたけれども、きょう初めて参加しま
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した。まさに、先ほど市長が言った、男としてどこかシャイであって、引き

こもっていて、それでいて非常に元気であると。まさに民生費も相当高くな

って市もこれ以上高齢化社会に対して対応が難しくなっていると思うんで

すけれども。この場合はむしろ、我々、特に私どもみたいな、私ちょうどこ

としの１月で 70 歳になったんですけれども、こういう、元気なアクティブ

なシニアをですね、引っ張り出すといいますか、もっとインパクトあるかた

ちで、ボランティアに参加させるというシステムと申しますか、これは佐々

木さんがさっきおっしゃったように引きこもった人を引っ張り出す、と同時

に、地域でやっぱり活動することが一番大事ですから、地域で福祉協議会っ

ていうのを立ち上げたほうがというようなお話もありましたけれども、そう

いうものが立ち上がってないということも知りませんでしたし、また市長が

おっしゃった、ボランティアのポイント制度と申しますか、これもまったく

無知でした。これは非常に面白いと思いますし。ですけれども、ＮＰＯから

行政側から社会福祉協議会から包括支援センターから、各地区でご活躍いた

だいている高齢者の支援活動日々動いてらっしゃる方々、こういう組織がい

っぱいあると思うんですね、ボランティアを窓口にしてほしいと思ってる

方々が。それをどこに行けば一番、一発でいろんな組織がどういうところに

あって、どういう職種があってっていうことが、ハローワークの職業検索み

たいにですね、分かれば非常にいいんですね。さっき市長もおっしゃいまし

たように、67％の高齢者の元気な人たちが外へ出たいと思っているんですか

ら、何かそれにボランティアの活動結び付けるようなですね、そういう窓口

っていうのを一本化できないのかなと、縦割りがあるかとは思うんですけれ

ども。そこへ行けばすぐわかると、どういうところに行けばどういうボラン

ティアをいま欲しがっているかというのが分かると。これがもっと非常に簡

便にですね、分かるような窓口と申しますか、そういうのが構築されれば、

もっといろんな面でのネットワークが広がっていくのかなと。やっぱりアク

ティブな年寄りは、自分たちが元気なんですから、まさに高齢化社会を支え

るですね、大きな担い手になっていくべきじゃないかなというふうに思いま

した。ありがとうございます。（拍手） 

 

大 山   博  はい、どうもありがとうございました。まさにいま、アクティブな高齢者

という言葉もありましたけれども。きょうのこのフォーラムのですね、趣旨

は、元気高齢者が、この元気高齢者という言葉、ここでは使っていますけれ

ども、外に出て行って、そしてどういう地域を活性化していくかということ

ですね。それのところを議論していきたいところなんですけれども。いまお

っしゃった点についてはまだこれは市長さんのほうからですね、お答えいた

だければと思いますけれどね。 
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それでは、これからですね、いまの住民の方々のご発言を受けながらです

ね、パネリストの方から少し、織り交ぜながらですね、またお互いにパネリ

スト同士が意見交換もできるようにですね、ご発言をお願いしたいと思いま

すけれども。 

最初に田中さんのほうからですね、先ほど福祉ネットワークの問題も出て

いますからね、ちょっとそれも含めながらご発言をお願いしたいと思いま

す。よろしいでしょうかね。 

 

田 中  泰 慶  それでは先ほどの、大内さんのご質問について少し詳しくお話したいと思

います。 

 実は片倉台福祉ネットワークっていうのは、自治会の組織の一つとして持

っています。ですから、連携と言えることじゃなくて自治会活動そのものと

言ってもいいかもしれません。片倉台福祉ネットワークというのはですね、

平成12年、本格的に立ち上げて活動始めて約10年経っておりますけれども。

一応いまですね、コーディネーターっておっしゃる方がだいたい 10 名前後

おられまして、ボランティアで福祉ネットワークのボランティアとして活動

してもらえる人が約 60 名いるんですけれども、そのうちですね、実際に稼

働してるボランティアといいますかね、はだいたい 30 名ぐらいでですね、

が常時といいますかね、活動してもらってます。先ほどのお話のように、ま

ず、いわゆる自治会の組織ですから、自治会の運営の中でそういう組織を運

営されているんで。ただし、自治会の役員さんは事務局長を１人やっている

んですけれども、そのほかの人は全部普通の一般の自治会の方が担当してや

っていただいておりますね。非常にやっている方たちっていうのはですね、

そういう活動に対する意識というのが高くてですね、どんな嫌なことでもで

きることはやると。活動している内容はですね、薬を取りに行くとかですね、

あるいは何か旅行行くからちょっと庭に水をやってくれとか、そんなことま

で含めてですね。あるいは高齢者の方だと電球を取り換えなきゃいけないか

ら取り換えてくれとかですね、そんな日常のことも含めて活動しています。

そういう中で、当然そういう要望がありますと、そのうちへ出かけていくわ

けですから、そこのうちが一人住まいなのかどうかというのは必然的に分か

りますよね。そういう活動を通じて一人暮らしを少しずつピックアップし

て、それをプールしてですね、分かる範囲内であそこのうちは一人暮らしだ

から何かあったときには気を付けようということで、そういう感覚でいま進

めておりますね。実は、以前はですね、２年ぐらい前までは、１時間 50 円

ぐらいでね、実はいただいていたんです。そうするとですね、ボランティア

活動の方は 50 円をもらわなきゃいけないという話になるので、請求するの

もなかなか大変だと、請求しづらいということもあったので、全部無料にし
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ました。全部無料でボランティアを続けると。実は自治会の中に１つの小さ

な部屋を設けておりまして、火、木、土、この３日間をですね、だいたい10

時から１時まで、コーディネーターの方が詰めてます。電話も専用の電話を

引いておりまして、そこに電話がかかってきたらその内容と、それからお宅

の近所の人、見ながらですね、じゃあどのボランティアの人にそこへ行って

もらおうとかですね。それからいろいろスキルを持っている方もいらっしゃ

るので、例えば庭木の手入れとかですね、いうことになりますと、そういう

スキルを持った人にコーディネーターが都合を聞いて、じゃあいつか行きま

しょうと、こんなこともやっていますね。実は私どもの地域をご存知の方も

いらっしゃるかもしれませんけれど、北斜面に建っている団地でございます

ので、必ずですね、東西は比較的フラットなんですけれども、南北はですね、

必ずどっちかが上りになる訳ですね。先ほどちょっと紹介しました自治会館

を利用してもらおうというのもですね、上りは大変なんですね。私もですね、

実は、もうあと２、３日すると、まさしく後期高齢者になりまして、75。私

は実は、後期高齢者っていうのはもっともでしょうがないなと思う反面です

ね、反発する気持ちも強くてですね、実は自分なりに光輝くと書いてコウキ

というふうに呼んで光輝高齢者だ光輝高齢者だと、専らそういうことを言っ

てるんですけれども。それは別としましてね。そういう、65歳以上の高齢化

の人たちが元気な人もいらっしゃるので、いまもこのネットワークにぜひ参

加をしてほしいという、いつもですね、そういうＰＲもしていますし、これ

からもそういうことでやっていきたいと思います。いま一番私が自治会の活

動の中で重点に置いているのは、この片倉台福祉ネットワークを中心にした

福祉活動ですね。先ほど申し上げたように、自治会の運営の中で見直しをや

ろうというのはそこら辺を中心にしながら見直しをしていこうというふう

に考えています。また、皆さん方にもご協力をいただければというふうに思

っておりますけれども。以上です。（拍手） 

 

 大 山   博  はい、どうもありがとうございました。よろしいでしょうかね。この福祉

ネットワークは非常にこれは、地域福祉保健計画の中でも重視してまして、

地域包括支援センター等ですね、隔離しながら拠点にしながらですね、八王

子市全域的にこれを張り巡らしていこうということは考えているんですけ

れどね。なかなか、ボランティアだけではこれが、ネットワークができない

とかですね、いろいろな悩みがあるんですけれども。またその辺も、またき

ょうのお話も受けながらですね、地域保健福祉計画の委員会の中でも検討さ

せていただきたいと思いますけれどね。それでは続きまして、佐々木さんの

ほうからですね、先ほど、個人情報の保護の問題とかですね、災害時のとき

の問題とか、宝の持ち腐れじゃないかとかですね、こういう発言もありまし
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たけれども、佐々木さんのほうからちょっとお願いいたします。 

 

佐 々 木 武 麿  非常に重い課題なんですけれども。私たち民生/児童委員の立場というの

は東京都の準公務員という立場でですね、守秘義務が課せられてるのでそこ

がですね、大きな課題になっておりましてですね、私たちのほうで確かに４

月になりますと高齢者調査を行いましてですね、そしてそれの中で見守りを

続けなきゃいけない方たちのですね、ランクを町会、自分の持ち分の町会の

中で付けてですね、そしてそこに何かがあった場合にですね、いつも駆け込

んでですね、お助けするということで、その委員の感覚にもよるんですけれ

ども。例えばどうしてもうちから出られない、立ち上がれない方。そしてそ

の次には、この災害の起きているときには、そのときは過ごしてそのあとに

見守りに行く。そして元気な人たちについてはですね、何日か後に確認に行

くという、そういう段階の中で、ＡランクというかたちのＡ，Ｂ，Ｃを付け

たＡランクの方については、一応名簿付けをしておりましてですね、各民

生・児童委員がですね、それぞれの自分の持ち分のところで全部その辺のと

ころを把握して持ってるはずです。そしてそれをですね、Ａランクの人たち

だけをですね、まとめて、それを会長の、地区会長のほうがですね、持って

いってですね、何かがあったときに、じゃあ持ち腐れになるということで、

ほとんどが包括があるところは包括の支援センターのほうにですね、厳重保

管していただくというかたちで行っていると。そして包括がないところでは

ですね、住民協議会さんの金庫に入れてもらうとかですね、そういうかたち

で一応保管しながら、いざというときにはそれを使っていただくということ

で会長の指示を得るというかたちになっておるんですけれども。それはあく

までも、個人の了解を得た方たちのみでございましてですね、そのような体

制は整ってるはずなんですね。でも、私たちのところではそれ以外のところ

で、災害のときはそういうかたちで出せたとしても、そうじゃないときに必

要な部分っていうのもやっぱりあるんだろうと思うんですね。そこのところ

にどうしても、開示の問題っていうのがあるものですから、そこのところを

民生・児童委員協議会としてもやはり守秘義務という大きな課題を課せられ

ているかたちで、一応それなりの了解を取ってからじゃないとできない、表

せないよというかたちでいまやっている段階なんですね。質問の続きなんで

すけれども、十分ご承知の上でですね、町会の運営の中の立場としてこうい

うかたちをおそらくご提案なされたと思うんですけれども。市長さんのほう

でもその辺のところは非常に難しい課題かなというふうに思いますが。あと

でコメントいただければなというふうに思います。よろしいでしょうか。 

 

 大 山   博  はい、どうもありがとうございました。この問題は、また市のほうでもで



  30

すね、きちんと整理して、個人情報の保護の問題と、それから福祉サービス

をですね、提供していく場合の、まさにこれは危機介入っていいますかね、

人権を侵害するためのものじゃなくて、福祉サービスを的確にですね、提供

しようというときにこれを利用したいというものですから、そこのルールで

すね、きちんと整理していきたいというようなことですけれどね。ちょっと

最近、過度にですね、過敏になり過ぎてて、適切なサービスが行き届かない

というデメリットもあるんじゃないかと思いますね。あちこちでもそういう

声が上がってきていますけれどね。それはまた整理させていただきたいと思

います。 

それでは続きまして、梅沢さんのほうからお話を伺いたいと思いますけれ

ども。梅沢さんのほうから、ちょっとですね、先ほど「はちバスサブレ」と、

ボランティアだけでなくですね、ボランティアと、それから多少の謝礼とい

いますかね、そういうものを踏まえて、知的障害者ですかね、この方の給料

をアップしてるという実績もあるようですね。ちょっとその辺も含めてお願

いいたします。 

 

 梅 沢 香 代 子  まず、「はちバスサブレ」に関しましては、ボランティアから知的障害者

の作業所につなぐことができて、知的障害者の方たちのお給料が上がって、

それからボーナスがいただけてとっても喜んでいただいているので、ほんと

にこれはよかったなと思っております。それで、私たちがやっております「き

よぴー＆とまと」っていうのは、皆さんのお手元に広報紙が届いているかと

思いますけれど、１人１万円以上の出資金を出して 400万円集めまして、地

域の中の、昔栄えていた、いまは空き店舗になっております空き店舗利用で、

要するにボランティアではやっているんですけれど、実際５年経ってみます

と平均年齢が 72 歳以上になって、なかなかボランティアばっかりで続けて

いくのはかなりきついかな。ランチを出したりお惣菜を結構売ってますの

で、何かこれでもって少し収入が得られるようなことを考えて、若い世代、

要するに 65 歳ぐらい、75、80 になってちょっとお金いただくのは申し訳な

いなと思いますけれど、何とかそういうふうな地域のコミュニティを商売っ

ていうか、商売まではいきませんけれど、コミュニティビジネスというふう

なところへつなげるようなことができたら、本当にいいなと思っておりま

す。それで、ボランティアをしたいっていう方がいらしたら、清川町にはぜ

ひぜひ来ていただきたいなと思います。清川の「きよぴー＆とまと」はいま、

100 人以上の方で関わっておりますので、各ブロックに２人から３人ぐらい

は必ずボランティアの人がいますので、どこでどういう人が一人暮らしでい

て、どういう方がちょっと認知症で危ないとか、そういう情報は「きよぴー

＆とまと」でみんな把握ができているような状態で、ほんとに立ち上げてよ
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かったなと思っております、そして、配食サービスに関しましては、やっぱ

り近くの人が顔の見えるところにお届けするのが一番いいなと思いますの

で、ふれあいサロンとか自治会の会館の中でね、19食までは保健所の許可も、

それからちゃんとした資格も何にもいらないんですよね。近所のおばさんた

ちがお互いに助け合って、困っている人にお食事を届ける、こういうのを八

王子中に広めていったら食事サービスは解消されるかなと、これはもう昔か

ら思っていたことで、ぜひふれあいサロン、中から配食サービスもできたら

いいな、配食サービスもできたらいいなってずっと思っているところです。

よろしいでしょうか。 

 

 大 山   博  はい、どうもありがとうございました。 

それでは続きまして、会場からですね、ご発言も含めて、またパネリスト

の方のいままでのご発言も含めてですね、市長さんのほうからちょっとご意

見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 市    長  先ほど、千人町の鈴木さんからお話ありましたけれども、これは佐々木会

長のほうからもお話があったとおりなんです。基本的にはそのとおりだと思

うんですよね。ただ、最近守秘義務っていうのが、個人情報保護っていうの

が行き過ぎていると、私そう思います。例えばね、その典型的なものは、役

所の中でもあるんですよ。役所の中で、情報が欲しい場合に、いや、これは

個人情報だから、だからほかの部へは話せないっていうのをよく言われるん

ですよ。だから、情報が掴めないという、そういうことをよく職員から聞く

んですけどね、これなんかおかしな話ですよね。だって、公務員はどの部署

にあったって守秘義務っていうのはあるんですからね。ですから、それを必

要な情報でありながら、これは個人情報だから。ちょっと私ね、行き過ぎて

いるっていうふうに思います。そういうことが多過ぎますね、最近。先日、

総務省でもそういう発言がなされていたのを私もよく覚えているんですけ

れど、最近行き過ぎてる。ですから、災害時など、やはりこれだけ一人暮ら

しの方が多くなったり、あるいはまた高齢者だけのお住いが多くなると、こ

の情報っていうのはやっぱりご近所できちっと掴んでるっていうこと大事

なことですよ、これ。ですから、もしそれができないと、何のために調査を

しているのかということも言えるわけですよね。佐々木さんの立場は分かる

けれども、よく分かるんですけれども、しかし現実に何か災害が起きたとき

に、それから民生委員の方が必要だということで、町会に一部分を開示した

ところで間に合わないということも、現実には出ますよね、これね。ですか

ら、一定の、枠といいますかですね、ルールを決めた中で、情報の共有って

いうのは、私は必要なことだと、大事なことだというふうに思っています。
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そのことがやはり、共助の原則になるんじゃないかなというふうに思ってお

りますから。これは、ちょっと研究します。はい、私もそれ必要性をうんと

感じていますから。 

それからですね、散田の日野さんからね、お話ありました。きょう初めて

出てきたっておっしゃっていただきましたけれど。たぶんこれ、広報を見て

いただいたんですか。違いますか。（「チラシです。」と日野さんの声あり）

あ、チラシね、はい。特に広報はですね、担当者は、本当に知恵を絞ってい

ろんなことを的確にお伝えをさせていただいているんです。ただ、お伝えし

たいことが、広報したいことがあまりにも多くてですね、スペースとかそう

いった問題もあるんですけれども。しかし先日、八王子の広報っていうのは、

東京都の広報の、協議会っていうことじゃないんですけれども、コンテスト

というのかな、これで常に上位に入ってるんですよ。八王子は。ですから、

担当者たちよく頑張ってくれているなっていうふうに思っているんですけ

れども。あまり見ていただけない方が多いんですよ。ですからぜひですね、

市の情報を的確に、掲載してございますので、見ていただければありがたい

なというふうなこと、これはまずお願いをさせていただきたいと思います。 

それでですね、皆さんのお手元に、この『地域の扉』って『シニア世代の

耳寄り情報・地域の扉』って、これございますか。あります？あるのかな、

ありますね。これね、ないんですって。もしお使いになる方は、ちょっとお

申し出ください。これに、だいたい趣味で参加したいとか、あるいは少しで

もアルバイト程度にでもなればっていうことでもですね、単なるボランティ

アのことでも、これにだいたい載ってますから。ですから、これ、じゃあお

帰りにもし必要な方があればぜひお申し出いただければなと思います。特

に、市役所の担当課の窓口は、すべてを一つにっていまお話ありましたけれ

ども、内容によってちょっと、いろいろございましてですね、高齢者の場合

には高齢者支援課が基本的には窓口になりますから、そこでいろんな情報を

得られるというふうに思いますので、お使いをいただければと思います。高

齢者支援課の所管でない場合でも、親切に情報提供させていただくことにな

っておりますので、ご利用いただければというふうに思いますので、よろし

くお願いします。 

 

 大 山   博  はい、どうもありがとうございました。いま、市長さんがおっしゃったで

すね、この冊子だとかですね、それから更にですね、これは「お父さんお帰

りなさいパーティー」実行委員会というのがですね、八王子市の市民活動協

議会というところが、こういうふうな冊子も出しています。市民活動支援セ

ンターとかですね、こういうところに行きますと、八王子市内のいろいろＮ

ＰＯとかですね、それからそのほかのサークル的な任意団体の活動状況が出
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ているんですけれどね。八王子は元気なところで、ＮＰＯ法人もですね、だ

いたい 220ぐらいあるというんですね。そのほか、サークル活動ですね、趣

味や娯楽なんかでやっている任意団体というのがだいたい、市民活動協議会

に登録されている団体だけで 400団体あるというふうに聞いていますから、

いろいろと皆さん方関心をお持ちですね、どんなところでどんな活動やって

いるかと、その情報得たいという方はこういうものがあります。これ毎年、

発行されていますので、更新されますので。これは第９回の「お父さんお帰

りなさいパーティー」で、外に出ましょう地域を元気にと、またことしです

ね、また新しく発行されますので、こういう情報を仕入れていただきたいと

いうことですね。 

それでは、これからですね、私のほうできょうのフォーラムで、まとめを

ですね、させていただきたいと思いますけれどね。お手元の、ちょっと資料

のですね、少し皆さん方に情報をですね、確認していただきたいと思います。

一つは、６ページ見ていただきたいですね。６ページを見ていただきますか。

この６ページの資料ですね、先ほどのパネラーの方々からの議論で、ボラン

ティアで地域に参加していただきたいというようなこととかですね、それか

ら、梅沢さんのほうからは、コミュニティビジネスに近いといいますかね、

こういうようなかたちで地域に参加するとかですね、こういうようなことは

言われておりましたけれども。この６ページの資料はですね、非常に現実的

なもので、ちょっとこういう情報はあまりご存知ないかもしれませんが、こ

の情報は何を意味しているかというとですね、60歳以上の無職の世帯という

ものの、これは家計調査ですね、総務省の家計調査によりますと、１つはこ

の図がですね、出てますけれども、年間ですね、年間、これ月収ですね、月

収、60歳以上で、要するに年金だけですね、年金だけが収入と、こういう方

がですね、11万 1,392 円、年金額が 11万 3,000 円ぐらいですね．これは厚

生年金と国民年金によって違いますけれどね、これ、押し並べて全部の平均

値ということですね。そうしますと、不足分が３万 992円、不足すると、１

カ月間ですね。平均的にこれは年金収入だけでは単身の 60 歳以上の高齢者

の場合はですね、これだけ３万ちょっと不足するという数字なんですね。そ

れからその下にですね、高齢者の高齢夫婦世帯ですね、夫婦世帯。これは 20

万 8,303円と、これ２人合わせての年金収入ということですね。その不足分

が右の端にですね、４万2,000 円ぐらいが不足するという数字なんですね。

私ども、福祉の専門家ではですね、10数年前ぐらいから、いずれですね、年

金だけでは生活できなくなるんじゃないかという見通し持ってますね。だい

たい数字が出てきていると。よく我々言っていたのは、夫婦ですね、60歳超

えて、夫婦２人で 25 万円ですね、25 万円の生活費が必要じゃないかと。こ

の内容見ますと、まさにですね、これは下のところですね、食料とかそれか
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ら教育費とか娯楽とかですね、そういうの出てまして、食料が 25％に近いん

ですね。この25万円ぐらいですね、だいたい食料費が非常に比重が高いと。

これはエンゲル係数と言うんですね。自分の収入の中での食費ですね、食費

の割合が低くなれば生活が楽になると。25％ぐらいというのはかなり厳しい

ということですね。ぎりぎりの生活ぐらいじゃないかということですね。ち

ょっと旅行したりですね、元気に自分の余生を送りたいと、教養娯楽ですね、

そういうものを増やして旅行をしたいという方はだいたい 35 万円位いると

いうことですけれどね。なかなか年金だけでは厳しいなという感じがします

ね。それで、これ梅沢さんもおっしゃっていましたけれどね、男性の方々は

ボランティアもいいんだけれども、やはりちょっと、本音はですね、５万円

ぐらい、月ですね、収入が欲しいなという方がたくさんいらっしゃるという

わけですね。それで、コミュニティビジネスだとかですね、という言葉が使

われているんですけれども。コミュニティビジネスのこちらのですね、市民

活動協議会いきますと、八王子市内あるいは多摩圏域のですね、コミュニテ

ィビジネスの連絡協議会というところがあって、コミュニティビジネスを立

ち上げようとかですね、いう方、あるいはコミュニティビジネスを実際にや

ってる方がいろいろ情報交換をですね、したりすると、こういう場を設けて

いらっしゃるんですね。こういうところ、こういうことをなさればというこ

とですね。特に、これから、八王子市の中ですね、元気な高齢者が地域で活

動するときに、いろんなタイプがあるでしょうということですね。特に私の

レジュメ、１ページですね、１ページのところで、時計文字の２の３のとこ

ろにですね、これは都市政策の研究所が調査した結果によると、積極的に参

加したい活動、趣味などのサークル活動が 51％ですね。これが一番多いと。

要するにボランティア非営利活動、これ 16％。特にこれは、男性のほうはな

かなかボランティアにですね、参加されない方もいらっしゃると。その下に

ですね、参加したくない26％ありますね。この中では男性比率がかなり高い

んじゃないかということですね。それから高齢期に働きたい人、６割の方で

すね、６割の方。これは資料集の 11ページから 12ページにですね、書いて

ありますけれども。特に65から 69歳は 61.8％就労意識持っていると。やは

り八王子には元気高齢者が多いんですかね。70歳から 74歳、ここでも47％

の方が働きたいということですね。更に、後期高齢者、輝くほうですかね、

こちらは。これも３割の方がですね、後期高齢者といっても３割の方が働き

たいということですね。それで、よくですね、これからは居場所づくりとい

うことが大事だということで．居場所づくりということで、これは徳島県の

ですね、上勝町というところで、「いろどり」という、葉っぱビジネスとか

ですね、そういうことで、テレビ等でも宣伝されていますけれども。だいた

い地域で 2.5億円ぐらいですね、年収があると。80歳以上の高齢者のおばあ
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ちゃんがですね、年収 1,000 万円稼ぐと。紅葉や椿やですね、こういうもの

使って料理のつまみにするというわけですね。こういうかたちでやっている

と。この間大学で、この中心の高橋さんという方に話を聞いたんですけれど

ね、みんな元気だと。医者いらずだと、それから介護いらずと、だいたいが

ピンピンコロリというんですね、亡くなると。非常に笑顔ですね、いつも笑

顔で安らかな死を迎えられるということ言っていますね。こういう面では、

ある意味ですね、これが非常に働くことが福祉なんだということを言ってお

られたんですね。こういう選択肢もあってよろしいんじゃないかと。したが

ってボランティアでですね、一生懸命活動されると。そしてお互いにありが

とうございますとかですね、お世話になりますと、こういう言葉を交わすの

もよろしいでしょうと。更にはシルバー人材センターですね、自分の働きた

いときに働くという選択肢もあってよろしいんじゃないかというですね。更

には町内会ですね、自分たちの住んでいる町を元気にしていこうというやり

方もあるでしょうということですね。更には社会的寄与という言葉も最近使

われていますが、コミュニティビジネスは地域密着型のですね、地域でのい

ろんな問題を多少ビジネスの手法を用いながらですね、やっていきましょう

と。こういうのは私どもの学生がですね、最近使われてるんですけれども、

ボラバイトという言葉なんですね。これは法政大学の社会学部の学生が15、

16年前ですかね、つくり出した学生用語なんですけれどね。ボランティアが

半分以上と、そしてアルバイトというものを組み合わせるとですね、ボラバ

イトの場合はボランティアがメインだと。アルバイト料はちょっと低いと。

時給 800円とすればですね、市場価格が800円とすれば、ボラバイトの場合

は 600円ぐらいにするとかですね、こういうふうな感覚だと。逆にアルバイ

トがメインだというのはですね、アルボラという言葉を使うんですけれども

ね。このアルボラなんかがコミュニティビジネスだとか。そして最近では社

会的企業と、先ほどの上勝町なんかは社会的企業ですね。経済産業省等はこ

れからソーシャルビジネスという言葉や社会的企業という言葉使っていま

すが、市場と対等に競争しながらですね、その利益は社会的に還元すると。

特に先ほどの「はちバスサブレ」ですかね、知的障害者の賃金に還元すると

いうようなこともあるということですね。利益を上げてそれを賃金や地域社

会に還元するというのが、社会的ビジネスとあるいはコミュニティビジネス

というものなんですね。こういう選択肢もあるということで。私はですね、

こういうふうなことを一挙五得あると。一挙両得じゃなくてですね、一挙五

得あると。それは仕事を通じてですね、生きがいを見出していくというのが、

やはり朝起きてですね、行くところがあると、居場所があるというんですね。

よくこれは私どもの同僚にもお話聞くんですけれども定年退職するとです

ね、旦那さんがいると、奥さんのほうがですね、主人在宅ストレス症候群と、
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亭主元気で留守がいいとかですね、こういう言葉が奥さんからよく聞かれる

と。そうすると朝起きてですね、居場所があるというところなんですね。こ

れがコミュニティビジネスだったりボランティアであったりですね、町内会

であったりするということですね。こういう、１つは居場所があるというこ

とですね。そして役割があるということですね、居場所だけじゃなくて役割

があると。仕事をするということですね。そして仕事をするという中では、

つながり、おしゃべりですね。先ほど佐々木さん等も、サロンとかですね、

おしゃべりをするところというところがあると。これは、おしゃべりは非常

にいいですね、テレビとにらめっこじゃなくて。ペットとですね、遊ぶとい

うのではなくて。やはり人間と人間とが顔と顔を合わせておしゃべりすると

いうことが非常にいいことですね。それから、先ほどの年金のプラスアルフ

ァですね。だいたい平均、男性の方々も５万円ぐらい欲しいということが本

音のようですね。ボランティアだけではやっぱりちょっと続かないなと。交

通費だとか実費だとかですね、いうのが欲しいなと。しかし交通費や実費だ

けじゃなくて、やっぱり５万円ぐらい欲しいなという方が多いようですね。

それから、やはり働くことですね、働くことが健康づくり、介護予防づくり

といいますかね。先ほどの上勝町は医者いらず、介護いらずということです

ね。こういう役割もあると。そして、上勝町では 2.5億円とかですね、これ

人口 2,000人の限界集落と言われていますですね。ここに年間いま視察に訪

れる方がだいたい人口の３倍ぐらいですね、視察に来られるというわけなん

ですね。地域の活性化にもつながっているということなんですね。こうして

だから、いろいろとですね、皆さん方、自分のやりたいことをですね、選択

肢はいろいろ広がってきてると。幸いにも八王子は非常に元気ですね、ＮＰ

Ｏも任意団体もかなり数が多かったですね。ちょっと情報集めてちょっと動

けばですね、いろんな機会が八王子は開かれているということですね。どん

どん、きょうのパネリストの方にもですね、いろいろな情報を提供していた

だいて、また一緒にですね、活動、役をされることもよろしいんじゃないか

と思いますね。 

それでは私のまとめに代えて、これで終わることにしたいと思います。よ

ろしいでしょうか。（拍手） 

最後に、じゃあちょっと市長さんのほうからひとこと、ごあいさついただ

きましょうかね。 

 

 市    長  もう１回ぐらいお話したいんじゃないですか。どうですか。ありますか。

ないですか、梅沢さん、ない？ 

 

 田 中  泰 慶  ありがとうございました。先ほどの鈴木さんのお話、私非常に心強く思い



  37

ました。常日頃からですね、この個人情報の開示の問題については、かなり

疑問を持っておりましたので、その辺で力強く感じたわけなんですけれど

も。ただ一つ、お願いはですね、いま社会福祉協議会でもそういうことをや

っているようなんですけども、高齢者の調査のときにですね、67歳っていう、

年齢を上げましたよね。私はこれ、67歳の人から上、何でっていう話をした

ところですね、なかなか民生委員さんも忙しくて大変だから手間が大変だと

いうようなお話で、必ずしもカクカクシカジカっていうですね、年齢を 67

歳からっていうのはですね、明確な答えがいただけなかったんですけれど

も、年々また上げてくるようなんですね。そうすると、元気のいい人はいい

んですけれども、仮に 65 歳の人でもですね、具合の悪い人もいるわけです

ね。だんだん高齢化してくるとですね、健康と不健康のギャップが大きいん

ですね。元気のいい人は非常に元気がいいんですけども、年齢関係なくほん

とにね、あの人はまだ若いのにっていうこともあるんですね。ですからもう

少しその辺の調査をするにしても、対象の年齢をですね、絶えず一定にして

もらったほうがいいのかなという思いがしたので、この辺もですね、ぜひ検

討していただければと思います。我々のほうの自治会はですね、少なくとも

自治会の運営の中で地域が安全で安心して暮らせるまちということを目指

しておりまして、片倉台ネットワークもそれを標榜してやっているんですけ

れども。そういうことを活動することによって片倉台自治会に住みたい、終

の棲家にしたいということでですね、結果としてそれが地域の資算性を高め

るんじゃないかなと私思っておりますので、その辺も含めてぜひ情報開示の

ほうはですね、努力していただきたいし、市長さんもそういうこと検討する

というふうにお約束していただいたので、非常に楽しみにしております。あ

りがとうございました。 

 

 佐 々 木 武 麿  散田町の方、ありがとうございました。得てしたりという発言いただきま

して。実はですね、やはり、このボランティアをですね、いかにまとめるか

っていうのは非常に大事なことでですね、いま市の社協のほうでボランティ

アセンタ－っていうことでやってるんですけれども、やはり八王子全体とい

うことになっちゃうと、非常に見えづらいということで、先ほど申し上げま

したように、地区で社会福祉協議会の代わりとなるっていうんですかね、地

域福祉協議会をですね、とにかくぜひ早く立ち上げていただいて、そこでで

すね、その地域に合ったボランティアの人たちをですね、抜粋っていうかで

すね、申し出をしていただいて。その基本になるのは町会の中でですね、ボ

ランティアを募集することだろうと思うんですね。それをまとめて、地域の

福祉協議会の中で、全体の中で集まってきたボランティアさんを、例えばこ

の方は学習ボランティアだとか、この方は娯楽のためのボランティアだと
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か、この方は教養的なことのですね、読み聞かせだとか、見守りのための傾

聴のボランティアだとか、そういうかたちに整理していくことができるよう

な拠点、それがぜひ、いま八王子の中では必要かなというふうに思いますの

で、ぜひそのようなかたちで社協を中心としていま進めている地区社協づく

りですね、それにご協力いただければなというふうに思います。本当にあり

がとうございました。 

それからですね、もう一つ、介護福祉に絡むことですけれども、サロンと

いう話を申し上げましたですけれども、ぜひですね、皆さん方こういうふう

に歩いてですね、こちらに来られる方は結構なんです。でも、町会じゃなき

ゃ来られない人たちが結構おられるんですね。ですので、それの一番の拠点

は、町会の自治会館なんですね、一番近いところは。そこでですね、ぜひ健

康を維持するために健康体操はですね、東浅川保健センターで先生も要請し

ていますので、ぜひそういう人たちをお呼びいただいて、健康体操ストレッ

チ等含めて健康維持をとにかくしていっていただくと。そしてそれが元気な

皆さん方の生活につながっていくということを改めて思いますので、ぜひサ

ロン活動のほうも力を合わせてつくっていっていただければありがたいな

というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 市    長 きょう私、ここへお邪魔をするについて、いろいろ数字もちょっと見て来

たんですけれども。やっぱり冒頭ごあいさつで申し上げましたけれども、元

気な高齢者が多いんですよね。８割の方がやっぱり元気高齢者で。しかし、

残念ながら特に男性を中心に、知り合いがいない、あるいはまた活動が十分

ではない、でも何かしたいって、こう思っておられる方が多いんじゃないで

すかね。近所付き合いっていうの、45％の人が近所に親しい人がゼロだって

いう調査報告があったわけですよね。しかし、近所付き合いを肯定的に考え

ている人っていうのは８割強なんですね。ですから、親しい人はいないけれ

ども近所付き合いは必要だっていうふうに思っておられる方、あるいはま

た、地域や社会のために尽くしたいって、そう考えている方も３分の２の方

がそうお答えをされている。それで、同時に地域への愛着とか誇りというも

のも同じパーセンテージの人が感じておられる。同時に、職業を持って働く

ことっていうことに、これに生きる喜びや楽しみになるっていうことで高齢

者の方でも何か働きたいっていう人が、やはりこれも６割台半ばがおられる

っていうことを考えると、きっかけをつくるっていうことが大事ですね。き

っかけはやっぱり。これは、趣味の分野でもいいし、スポーツでもいいし、

それからまた、そうですね、何か先ほどちょっとお話をしましたけれども、

こういったもの『地域の扉』でですね、ぜひ見ていただいて、参考にしてい

ただくっていうようなこと、何かやっぱりきっかけをつくるっていうことが
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大事なことで。いずれにしても、自分からその気にならないと難しいですよ

ね。そのこと大事なことなんじゃないかな。私最終的にはそんなふうに感じ

たんですけれどね。 

ついでに先ほど「お父さんお帰りなさいパーティー」のことお話ありまし

たけれども。３月 26 日に労政会館で１時からあります。これは私、毎回出

ているんですけれども、これすごくいいですよ。いろんな活動されておられ

る団体が、ぜひどうぞっていうお話をしていただく、こんな活動してますよ

っていうことやってましてね、企業戦士の方々が地元に定年で戻って来られ

ても、結局地元での交流、奥さんは地域での交流っていうのは積極的になさ

れてますけれども、ご主人は帰ってきてもやることがない、地域に知り合い

がないって、そういう方々がですね、たくさん来られてます。いつも 200人

くらい来ていますものね。ですからこれいいと思います。 

ついでに、ちょっとお話しますと、この催しに参加をして、ごあいさつに

お伺いして、すごく印象的だったことがあるんですよ。それは「ここへ来た

ら名刺」はいらないっていうんですね。元何々銀行、何々銀行何々支店長、

それに元とか前なんていうのを付けた名刺を出すということは一番野暮だ

って。そういう意識があるうちはこの地域で仲間に入れませんよって。です

からもし名刺をつくる、名前を覚えていただきたくて名刺をつくるんだった

ならば、いま、例えばパソコンに挑戦中とか趣味は何ですとか、そんなこと

を書いた名刺がいいですよっていうお話をされて、いままでの仕事っていう

のを引きずってるようじゃだめですよって、そういう話が、すごく印象的で

した。私はあの言葉を聞いただけでも、「お父さんお帰りなさいパーティー」

って、これ有益だなっていうふうに思ったんです。ことしは 10 回目という

ことで、私も楽しみにしておりますので、ぜひ３月の 26 日の土曜日１時か

ら労政会館でございますから。参加費は1,000 円だということですから。は

い。ぜひ皆さんお元気なわけですから、積極的に、社会参加をしていただい

て、皆さんと共々元気な八王子の高齢社会というものを築いていきたいとい

うふうに思っておりますから、どうぞこれからもよろしくお願いします。き

ょうはありがとうございました。（拍手） 

 



  40

 大 山   博 どうもありがとうございました。これをもちまして、きょうのフォーラム

を終わらせていただきます。よろしくお願いします。（拍手） 

 

司    会  ありがとうございました。２時間という限られた時間ではございました

が、本市が抱えるこれからの高齢者社会につきまして、皆様とともに考えて

まいりました。いかがだったでしょうか。パネリストの方々、また会場の皆

様方からのご意見、ご提案を通しましてですね、お一人お一人が行政と協働

で高齢社会のあり方、役割などについて考えていただく第一歩となれば幸い

でございます。また、本日のコーディネーターとして大役を果たしていただ

きました大山先生、そしてパネリストの田中様、佐々木様、梅沢様、そして

黒須市長、大変ありがとうございました。（拍手） 

それでは、コーディネーター及びパネリストの皆様が退場されます。皆様、

盛大な拍手でお願いいたします。（拍手） 

最後になりましたが、本日は大勢の皆様、300 人を超える大勢の皆様に参

加をしていただきました。本当にありがとうございました。本日のいろいろ

な問い合わせ等がございましたら、高齢者支援課、またはですね、市の窓口、

広聴、広く聴く広聴という場所がございますので、お問い合わせをいただけ

れば幸いでございます。これをもちまして、閉会とさせていただきます。お

帰りの際には、出口でアンケートを回収させていただきますので、ご協力を

お願いいたします。恐縮ではございますが、ごゆっくり退場をお願いいたし

ます。本日は本当にありがとうございました。（拍手） 
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（１）より具体的な施策の解説をしてほしい。特に八王子の公助を有効に活用する方法を知りた

い。（40 代男性） 

（２）活躍されている方々が多く市内にはおられ、ポジティブに高齢化をとらえ活動されている

事に刺激になるフォーラムでした。（60代女性） 

（３）“守秘義務の壁”がやはり大きいと思います。とても大切な事ですが、大きな障害になって

いることは確かです。“向こう三軒両隣”ではない世の中なのでとても難しいです。（40代

女性） 

（４）現在から今後の社会、家庭についての問題点がわかってきたので、地域に広報して高齢者

層の理解をえるための方法を実現していただきたい。（70 代以上男性） 

（５）ボランティア情報の一元化（60代男性） 

（６）高齢者が地域で引きこもらずに、いきいきと生きていくためのしかけをつくる必要がある。

（40代女性） 

（７）地域で何かを立ち上げたい気持ちが湧いてきました。自分の元気を皆と分かち合いたい気

分になりました。福祉ネットワークも何とかしたいと思っています。（女性） 

（８）国政レベルは頼りなく、“アホ”らしくさえあり、大幅“減”が必要な“市民感覚”に目覚

めた背景もあったか、盛況の本フォーラムは意義深く、地域レベルでの活発化は時代動く

好機であろう。この際、実態（ボランティアの手は割に多い限定された人手ではあるが）

一方、地域包括センター・児童相談所等、多忙極まる所ある等、ミスマッチ（公政策当局

の怠慢、慣れからも考えられるが）も多いと聞かれるので、市民自らの力・エネルギーへ

の支援・コーディネートと共に、公・行政サイトの脱マンネリ・クリエイティビティーが

急務である。超高齢社会、少子化時代は年寄りの保護も必要であるが、年寄りへの子ども

支援への動機づけ実行が急がれる！！がんばれ老人・子ども若い人（60代男性） 

（９）高齢化ボランティア地域活動について、もう少し突っ込んだ話が聞きたかった。（70 代以

上男性） 

（10）テレビでの講話であったが、話はわかりやすかった。高齢化での人のつながり、助け合い

ボランティア、地域内でのボランティア、相互扶助の精神（50代女性） 

（11）市長が言った色々なﾃﾞｰﾀは、市のＨＰなどに載せてほしい。こういう資料を入れる袋を出

してほしい。時間厳守で終わってほしい。最後の３人の話は不要。（70 代以上） 

（12）町会や自治会、ＮＰＯ、そして市が効果的に連携・情報共有していくことが大切だと思い

ます。（40代男性） 

（13）このテーマでよいと思います。（70 代以上男性） 

（14）ボランティアで活躍している方が多いのには驚きました。もっと大勢の方がいらっしゃる

と思います。そういう方のお話を聞きたいと思います。もう少し広いホールで開いてほし

１．テーマ「高齢社会における自助・共助・公助」についてのご意見・ご提案 

会場でのアンケート結果（要旨） 
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いです。顔が見えません。（60代女性） 

（15）町自連と民生委員の代表をパネリストにすると関係者が多くなるので、会場を大きくした

方がよい。（40代男性） 

（16）後継者でどうするか？ということがこれからの問題。若者の雇用問題と一緒に考えると、

どうなのか。（60 代女性） 

（17）大変参考になった。守秘義務についての質問がよかった。市の方も民生委員に情報をいた

だきたい。障害者や寝たきりなどは調査しにくい。包括などで（介護保険の申請）情報を

持っているはず。（50 代女性） 

（18）個人情報の保護と災害救助用に容易に利用させるよう、配慮してほしい。（（70 代以上男性） 

（19）隣近活の高齢者を何かの折に誘い出して、悩みを感じてほしいです。（70代以上女性） 

（20）高齢者への福祉の八王子市の実態がよくわかった。（60 代男性） 

（21）八王子市民が優先的に入居出来る特養ホーム等を建設してもらいたい。100～300 名待機で

は葬式に間に合わないため。特養ホーム・老人ホームの空き状況を市広報で知らせるとよ

い。市役所に聞きに行くと順番待ちとか突然言われても市は市民を本当に考えているのか

疑問である。（70 代以上男性） 

（22）１．司会者…始めのあいさつ→内容の説明→方向性を示すのみでしゃべりすぎ。梅沢氏…

宣伝・内容なし。ボランティアはよいが。田中・佐々木氏…経験・実態を踏まえた発

言。方向性あり。市内での他の町会等で、そのような活動しているグループ他にある

ではないか。 

   ２．老人会クラブ活動等での活躍など、他方面の活動をも含めて広くとらえたい。連合町

会等での活動・全体の資料などは？ 

   ３．パネリストとして、もう少し参加者を求めたい。 

   ４．高齢者ひとり暮らしへの対応はよいか。（パネリストの方の）昼のひとり暮らし（同居

者は朝早く、帰宅遅い）が問題あり。 

   ５．地域住民はもっと昔のキャラを生かして、活動してくれない方を多くいる、住民たち

を相互援助に生かしたいが、個人情報・情報開示が問題である（わが団地でも孤独・

閉じこもり）（70 代以上男性） 

（23）元気な高齢者のパワーを活用する手段を考えてほしい。小さなグループが身近のところで

力を出し合って活動するチャンスがほしい。（70代以上女性） 

（24）○現在・将来の状況が示され、具体的な話が聞けてよかった。 

○共助の為の情報、緊急事態が起きたときの相談先など知りたい。 

○共助のネットワークづくりを市の方でも考えてほしい。（60 代女性） 

（25）同じ問題を持っている人の意見が聞けて参考になった。個々について確認出来た事もあっ

た。（60 代男性） 

（26）知らない事…八王子に住んで 45年。みんなの意見・話を聞き、とてもよかったと思いまし

た。私も色々ボランティア活動をしていますが、上に立つ人に意地の悪い人がいて困って

おります（人間関係）。活動しても少しの資金がないとなかなか難しいので、どうしたらよ

いか教えてください。（70 代以上女性） 

（27）71 才になります。『センター元気』でボランティアに携わっていますが、自助・共助・公

助の問いかけに、賛意を表する者です。特に高齢者のボランティア労働力が共助に向け、
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社会の潤滑油として、暗い社会を明るくする力になればと、構築にたどりつければと思い

ます。（70代以上男性） 

（28）大変参考になった。町会の人たちに知らせたい。近所の人、友人等にも…（60 代女性） 

（29）席が足りずに座るのは床。立ち見席もあった。場所の設定が悪かった。（60 代女性） 

（30）高齢社会の居場所つくりは大変である。（30 代男性） 

（31）地域ボランティアセンターの事を知ってよかったです。（地域社協）（60代女性） 

（32）市長さんや皆様のお話をお伺いして、色々なことがわかりありがとうございました。（70

代以上女性） 

（33）今後は町会、自治会役員も積極的に参加するような（動員する）方法を考えてほしい。（70

代以上男性） 

（34）わからないことが多く、知ってよかった。（60 代女性） 

（35）具体的な計画が見えない。（70 代以上男性） 

（36）自助・共助・公助へと続く連環性への議論の深まりがなかった。田中・梅沢両氏の関わる

団体の活動をもう少し丁寧に紹介した方が理解が深まったのではないか。（70 代以上男性） 

（37）元気なシルバー世代のパワーを市民力にしない手はないですね。ボランティアポイント制

度の件等、もっと広報する必要があると感じた。福祉ネットワークが町会ででき上がると

よいと思います。（60 代女性） 

（38）よかった。今後ますます重くなっていく課題だから。（70代以上男性） 

（39）ボランティアがたくさんいることに安心します。（70代以上女性） 

（40）よかったと思います。年に 1回程度は開催してください。（50代男性） 

（41）地域力の必要性を感じました。（60 代女性） 

（42）個人宅へ行きたいけれど個人情報保護法がじゃまをして行けない。ポイント制度も施設ば

かりの情報で不満。今回どうしたら引きこもりを引き出せるかもっと議論してほしかった。

（70代以上女性） 

（43）ポイント制はよい方法と思う。（70 代以上男性） 

（44）「社会関係資本」という概念から、アメリカ社会と比較して日本の長寿社会の分析を行った

新聞記事を今年に入って読みました。関係づくりを地域にどう築き上げるか具体的課題と

方向が少し見えたかなと思っています。（60代男性） 

（45）遅すぎる。フォーラムとかいう名称のものであっても、パネラーの発言がからまって一定

の結論なり方向性を導き出せていない。パネラーが自分の体験的発言をし、意見を述べる

ごとに終始し、フォーラムとしてそれぞれの体験談・意見のなかからそれをどうコーディ

ネートして方向性なりを導くものになっていない。共助の必要性は当たり前のことで、そ

の共助をそうしたら実現できるかのコーディネートが求められたフォーラムではなかった

のか？（60 代男性） 

（46）○高齢者の状況・意識。要望等々が統計で示されていた。 

○問題点・課題をもっと広く伝えていく重要性。（60 代男性） 

（47）今まさに地域で防災・高齢ひとり暮らし等対策を考えていくための話し合いが行われると

ころですので、大変参考になりました。（60代女性） 

（48）会場がせまく座席がなく、もっと広い場所をお願いします。（70 代以上女性） 

（49）地域で出来ることからはじめようと思った。サロンの場の設置等。（60 代女性） 
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（50）介護も病院も係わりがない（しかし実体は、弱っているひとり暮らしの高齢者は、福祉の

谷間にある。落ちこぼれ弱者と思います。）私もこの一人です。私は無縁社会には入ってい

ません。子どもがＳＯＳの場合は飛んできますのでご安心を。ありがとうございました。

（70代以上女性） 

（51）以前言われていた「コミュニティーの崩壊」が当たり前の現在の状況では、こちらから近

づいて、いわれなき逆恨みを受けたくない気持ちがあります。私と同じ考えの人も多くい

ることもメディアで知り、難しい問題です。（60代男性） 

（52）ポイントも大変良いけど、65才以上になると何か身体もそれなりになると思いますが、地

域の福祉協も自治会からと思います。（60 代女性） 

（53）各団体の具体的な話が聞けてよかった。今後はどのような支援体制を築くかが問題だと思

う。また、人の生命の為には個人情報も有効的に活用しなくては無理だと感じる。立川市

大山自治会を見習うべきだと思う。（50代男性） 

（54）会場がいっぱいでした。ロビーには 40人位。モニターが暗く、小さく残念でした。音声は

よかった。（70代以上女性） 

（55）めじろ台に住んでいます。けっこう安心ネット、その他毎月１回は高齢者社会についての

講演があります。ＮＰＯも活動しています。（70代以上女性） 

（56）高齢者の切実な話が聞けてよかった。コーディネーターまたは資料の説明を話すぎ。パネ

リストの話を聞きたかった。これから各地域でどのように行動に移すのか。課題はたくさ

んあるので次のテーマで聞きたい。（60代女性） 

（57）何かに参加したいという市民に、良い周知となったと思う。高齢者だけでなく、地域の共

助は子どもの虐待の見守りの機能もあることを大山先生に触れていただきたかった。片倉

台もきよピーも取り組んでいると思います。（50代女性） 

（58）具体策が語られないのは仕方がないか！（60 代男性） 

（59）行政だけを頼っていては限界があるので自分たちでできることはなるべく助け合いながら

やって行く。ボランティアに積極的に参加しようと思う。（60 代女性） 

（60）市役所の公助はＰＲがもっとわかりやすく老人に知らせてほしい。サロンなど開いている

所や回数を増やし、ひとり暮らしの方を外出させるチャンスを作ってやると、もっとよい

状況になると思う。（60代女性） 

（61）めじろ台に住んでいて 25 年以上になります。ボランティア、老人ホーム他慰問に行ってい

ます。ポイント制度にも登録していて、これからも参加するつもりです。いちょうホール

で行った傾聴の講義も聞かせていただきました。（70 代以上女性） 

（62）各町会長さんたちにも聞いてもらいたい話でした。（70 代以上女性） 

（63）あたりまえの事が出来ないような今日で、子育てしての数年前までは、カギはかけずにド

アを開けたままの生活をしてきたので、最近はゴミの出し方から、銀行、郵便局、あらゆ

る生活にストレスを感じます。（60代女性） 

（64）今回のテーマについて大体の所は知っていますが、そんな内容でしたか。改めて問題を確

認できました。色々なグループリーダーを集めて実施する内容だったかも。（60代男性） 

（65）町会長として今後やるべきことなので参考になった。（70代以上男性） 

（66）ボランティアポイント制度についてもう少し詳しく知りたい。『広報はちおうじ』で一度見

た事はある。（70 代以上男性）。 
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（67）参加者の意見・要望を聞く場にしてほしかった。（60代男性） 

（68）時間的にちょっと足りないと感じた。市民の発言の時間をもっと長くしてほしい。（70 代

以上男性） 

（69）コーディネーターは必ずしも適人でなかった。（70 代以上男性） 

（70）高齢化・核家族・引きこもり・ひとり暮らし。色々な問題をかかえていくなかの対応で、

ある程度参考になった。（60 代男性） 

（71）災害時の取り組み、共助公助地元の取り組み。災害・防犯、老若男女・子ども等の動きで

の話を聞きたい。各前だけの組織、自治会、老人会、自主防犯等を復活するためにはどう

したらよいか。（70代以上男性） 

（72）このフォーラムの意図がよく理解できない。地域福祉協議会の話をするなら、どうつくる

のかなどの話をしてもらわないと、わけがわからなる。（60代男性） 

（73）自分はこの 12月に民生委員になったばかりで勉強のために参加しました。今まで何回かあ

った研修よりとても勉強なりました。（40 代女性） 

（74）現実に取り扱っている例などがあって、大変参考になった。（60 代女性） 

（75）元気な高齢者の方が積極的にボランティア活動に参加し、地域の活性化が計れるととても

素晴らしいと思う。自治会にも片倉自治会の福祉ネットワークを紹介してみます。ボラン

ティアポイント制度の詳細のチラシを今日お配りしたらよかったのではと思います。（50

代女性） 

（76）２年前にリタイアし地域活動に参加・協力したい（している）と思って今回参加しました。

パネリスト＆質問者の意見等、参考になりました。小生の住んでいる地域は会館『サロン』

（すばらしい！）がないため、市民センターの活用が主となる（昨年駅前に分室がやっと

出来たが。）と思うので、活用面での支援をお願いしたい。（60 代） 

（77）60～75 才位までのパワーをどう使うか？もっとキャンペーンを図り、参加できやすい動き

を希望。（60 代男性） 

（78）もっともっと共助の大切さを言ってほしい。町会の意識が低いのでそちらにも力を入れて

いただきたい。（70代以上女性） 

（79）鉛筆が無駄。（40代女性） 

（80）市の統計局のデータ説明より市長の説明の方がわかりやすく感じました。市民として、親

しみをもてた。（60代男性） 

（81）質疑応答の時間があったらと思う。ＰＲを。(70 代) 

（82）市長のボランティアポイントのことは初耳でした。もう少し体力があればぜひ参加したい

と思う。（70 代以上男性） 

（83）地域の課題を再認識致しました。市内のＮＰＯや団体の活動実態も実際は厳しい状況だと

思います。元気高齢者の活躍を期待します。（40代女性） 

（84）個人情報保護が拡大しすぎて情報が共有できない。あまりにもいきすぎている。活動しや

すいように緩和することだと思う。（60代男性） 

（85）大変良い企画であった。（70代以上女性） 

 

（86）○高齢者の社会の中の役割を明確にすべきだ。 

○高齢者は助けてもらうものだという意識が強すぎるのでは。（70 代以上男性） 
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（87）初めて参加させていただき本当に勉強になりました。また、出席者は若い人はほとんどい

なく、みな中高年です。真剣に生きて活動している様を見、聞き、大変に勉強になりまし

た。（なにもかも始めてなので）（60代女性） 

（88）各自のもっている意識の高低によって、活動の範囲も種類も異なってきて、その後の「生

きがい」にも通じてくると感じた。人は自分のためだけではなく、他人（社会）のために

生きる大切さを思った。（60 代女性） 

（89）家族・地域の「絆」が原点になると思われるが、近年「お互いさま」・「助け合い」の精神

が非常にうすれてしまっている。何故か？どうしたら改善されるだろうか？ 

（70代以上男性） 

（90）それぞれの地区で、すばらしい活動をしていること、はじめて知りました。力強く思った

次第です。高齢者の力を生かさなければ「宝の持ちぐされ」になってしまいますね。（70

代以上女性） 

（91）いまサロン立ち上げに努力しています。今日の話を聞き、足ぶみしていた自分に力をもら

った気がします。明日からがんばります。（60 代） 

（92） 片倉台の福祉ネットワークに関心があるが、町会の役員の現実を考えるとハードルが高い。

片倉台の活躍はすばらしい。（70 代以上男性） 

（93）民生委員活動の情報関係方法の工夫をぜひ他の団体等の情報を加味する必要。（70 代以上

男性） 

（94）時宜にかなったもので、大勢の参加が物語っていたと思います。各市民部事務所単位でも

同じような取り組みをしていくとよいのではないでしょうか。（40 代男性） 

（95）イベント時は色々な人の話を聞きたいのに、延々とボランティアについてお話する人がい

ます。話の時間をもっと切ってください。また、会場をもっと広くしてください。今や老

人もいるのですから。今日は残念ながら外にあふれてしまいました。（70代以上女性） 

（96）大変勉強になりました。次回もよろしくおねがいします。 

（97）○「げんき高齢者」の後継者を育てることを大切にしてほしい。後継者を育てないと自助・

共助は立ち消えてしまう。 

○会場設定に工夫をしてほしい。クリエイトホールは交通の便が良いが、多くの人を集め

るには他のホールも考えてほしい。（60代女性） 

（98）テーマはよかったが会場に入りきれないで、残念でした。（70代以上女性） 

（99）○最初の市長あいさつの中にあった、世田谷区と八王子市の調査活動の比較は、不正確で

あった。世田谷区調査結果についての新聞報道内容が、そもそも調査結果を正確には伝

えていないことに問題があるのは承知しているが。（昼間を主に過ごす場所をたずねた質

問）世田谷区はもとの調査結果を公表しているので、情報を利用・提供していく行政の

側としては、より正確なリテラシーのもとで、主張を展開すべきである。 

○現場で活動している人達の話は、実践に基づいていて興味深い。 

○要援護者については｢情報」として把握するというのは都市的高齢社会の特質か。（30代

女性） 

（100）ボランティアポイント制度について、私自身本日知ったが、各自治体にもっとＰＲをして

ほしい。（70 代以上男性） 

（101）専門的な立場にある方、民生自治会兼務に係わる方々、公募の方、多彩なパネリストによ
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る講話は大変有効でした。（70代以上男性） 

 (102)年に何回か繰り返しする必要ではないかと思いました。（60 代女性） 

 (103)○個人情報保護法は誰のためのものか。情報開示により、不当な差別を受けるケースがあ

ることへの過剰な懸念がネックになっているのではないか。（70代以上男性） 

(104)非常に参考になりました。これからの活動に生かして参ります。（60代男性） 

(105)大変よかった。(70 代以上) 

(106)私は 60 才目前ですが、もうすぐ仲間入りと思い参加しました。とてもよかったです。 

（50代女性） 

(107)常にいわれ続けているテーマですが、なかなか浸透しないということは個人主義の最たるも

ので、人間は一人では生きられないということを自ら考えるべきである。(60 代女性) 

(108)高齢社会即ち社会福祉は地域活動の一環として行われるべきもので、特に行政と市民の協働

の契機として活用すべきと思います。(70 代以上男性) 

(109)パネリストによる発表は大変よかった。勉強になりました。(60 代男性) 

(110)テーマについてはよいと思う。しかし『げんきフォーラム』を高齢者対象としたことはよか

ったが『広報はちおうじ』そのものに興味ある人のみ見ている感じがした。町会自治会で格

差があるため、すぐに結果は出ないと思う。若者が多いまちなので、自分たちがこれだけ頑

張った、または頑張っている姿を認識させる。その努力を市はたて割りをなくして呼びかけ

るように頑張ってほしい。(70 代以上女性) 

(111)抽象的な話よりも、具体的な体験談、身近な話がわかりやすく参考になる。(50 代女性) 

(112)高齢者が高齢者をお手伝いする安価な有料ボランティア・アルバイトで出向く組織。月５万

円の不足を、そのアルバイトで稼ぐシステムを作ってほしい。（60 代男性） 

(113)○内容が総花的と感じた。 

○行政がより積極的なリードを（60 代男性） 

(114)地域福祉ネットワークを必要と考えていました。（私は民生児童委員です。）自治会と合わせ

て、また、老人会とも協力出来たらと思います。（60 代女性） 

(115)公助に頼らず、まず自助（趣味や生きがい）・共助（趣味のグループ化）を通じての組織づ

くりを考えてみたい。（70 代以上男性） 

(116)○私の町会では、老人福祉に関しては遅れています。老人会に入会していない高齢者の方が

多くて、一人の民生委員では緊急時には間に合いません。福祉・ボランティアの件を町内

に提案したいと思います。 

○広報に教育の情報が挟まれていますが、高齢者向けの広報も発行してほしいです。 

○会場が狭かったので、次回はもっと広い場所を希望します。（70 代以上） 

(117)会場が狭い。２時間立ちは 80 才にはつらい。会場を広いところを希望します。（70 代以上

男性） 

(118)会場が狭い。関心のある人は多いと思うので、広い会場を確保して大々的に開催してほしい。

（60代男性） 

(119)よい勉強になりました。いま少し地域の方に連絡し、地域ごとに実施してほしい。（60 代男

性） 

(120)初めて聞く『はちバス』、障害者のこと、コミュニティボランティア（事業としての部分）

食事のサービスが出来ること。（70代以上女性） 
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(121)とてもよかった。１回だけでなく第２回、第３回と会を重ねて開いてほしい。次回はもう少

し具体的な現状を知りたい。（60 代女性） 

(122)よいテーマだった。また数年先に同じテーマでやってもよいのではないか。『げんきフォー

ラム』の機会をみてやってほしい。（70代以上男性） 

(123) 高齢化率を下げるには、若年層・子どもを増やすこと。高齢者に対する施策と同時に子ど

もが増える施策に重点をおくべき。元気な高齢者のパワーを子育てにもっと振り向けるべ

き。若者が増えるまちづくり。都市政策が高齢化率を下げる一番の手段である。（60 代男

性） 

(124) とてもタイムリーな話題だと思った。会場のキャパはいかがなものか？（50代男性） 

(125) ○高齢率がどんどん進んでいることがデータで示され、理解できた。 

   ○市長よりボランティアポイント制度→告知アピールをもっとすべきである。（60 代男性） 

(126) 今後、自分が高齢になったとき、どれだけ人のために役に立てるか考えさせられました。

今日の知識を地域の人に少しでも伝えていけたら幸いです。ありがとうございました。（50

代女性） 

(127) 若者もさることながら、中高年世代が元気であることは、まちに活力をもたらし、自助は

もとより共助の社会を構築するうえでとてもよかったと思います。（60 代男性） 

 

 

 

 

 

（１）認知・片麻痺等の方や障害者の方でも活躍の場・参加の場をオープンしてほしい。（40 代

女性） 

（２）「介護について（居宅での介護のやり方悩み事など）」（40代女性） 

（３）老老介護の２人世帯ですので、介護に限定したテーマでお願いしたい。（70 代以上男性） 

（４）「コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス」（40 代女性） 

（５）本日のテーマ討議内容をより深め、実行・実践への進んだ討議・実践・例の発表・検討等

続けてほしい。本フォーラムの内容等、これから広く誰でもわかるようお知らせください。

よろしく！ありがとう。（60 代男性） 

（６）「情報の共有化」（70 代以上男性） 

（７）テレビ講話は一方的であるので全員参加の話し合いディスカッションのできる勉強会で実

習を加えた方がよいと思う。若者の参加の学校単位ボランティアも加えられることも高齢

社会で必要。（50 代女性） 

（８）このようなイベントは１～２か月前になってと初めて知らされる。年間計画をたて、パネ

リストがダブらないように考慮し、テーマも考慮してほしい。（70 代以上） 

（９）「少子化に対する政策・若者の引きこもり対策」（40 代男性） 

（10）「子育て世代と高齢者の交流」（40代男性） 

（11）ＮＰＯもボランティアも、皆さん立ち上げているが、お互いの連絡とはどうなのでしょう。

（60代女性） 

（12）今回のフォーラムの様子を、専用ホームページを作り内容を公開してほしい。（70 代以上

男性） 

２．今後、取り上げてもらいたいテーマ等 
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（13）町会等身近な運動のなかに入れたいと思います。（70代以上女性） 

（14）今回初めてのようですが、今後もっと多方面の活動の資料を集め、会の参考資料討議資料

として（市の担当）示していただければ今後、様々な機会にＰＲし市民の意識を高めてほ

しい。（70代以上男性） 

（15）八王子を寝ぐらとしか考えている人をなくすようにしたい。郷土愛を培いたいと思うテー

マ。（70 代以上女性） 

（16）今回のテーマはこれからの八王子市にとって、とても大事なテーマだと思います。さらに

深めてまたこのテーマでやってほしい。（60代女性） 

（17）１．ボランティアで独居者への社会の結びつけ（見守りを含めて）を図る。 

   ２．「ボランティア団体として高齢者施設への支援（人手不足解消）」など（70代以上男性） 

（18）「地域の付き合い方・生きがい」（60 代女性） 

（19）同じ内容を何度もしたほうがよい。（60 代女性） 

（20）「個人情報の開示とルール・行き過ぎた守秘義務」（60代女性） 

（21）「民生委員の役割および守秘義務の開示方法」（70代以上男性） 

（22）「災害時ひとりも見逃さない運動を」（60 代男性） 

（23）「今後の老人会について」（70代以上男性） 

（24）年金が安くて生活ができない人が多く、低賃金でも働きたい人が多いので考えていただき

たい。民間企業ではどの企業・どの会社にも断られた。（60代女性） 

（25）「個人が地域に参加するには」（70代以上男性） 

（26）「介護問題」（70代以上男性） 

（27）今回のテーマは、今後も富士のすそ野のように問題が広がるテーマですので、何度もきめ

細かく問題視していくべき事柄と存じます。（60代女性） 

（28）個人情報の事がよい。（保護法）（60代女性） 

（29）地域のサロン活動は社協が行っている。また市も高齢者支援課が補助している。子育てサ

ロンも同様に市も支援すべきと思う。よってサロン活動を実践しているＧからの話を聞き

たい。（50代男性） 

（30）再度、高齢化社会をテーマにした課題を投げての地域でどのようにして前向きに元気な高

齢化社会にしているか。各地域の取り組みの発表があるとよい。（60代女性） 

（31）「社会で育てる子ども」（50 代女性） 

（32）八王子のなかでさえ、これだけの団体やネットワークがあるのに、一般高齢者が表に出て

来ない、来れないのはなぜなのか？何かが欠けているのだと思われるが、そこを突っ込ん

でほしい。（60代男性） 

（33）「生と死について」…「生」を受け「死」について。やっと育てあげた子どもを亡くし、未

だに一人で元気をなくす日もあります。なぜなら、会社の車で仕事中に亡くなったのに、

労災も一人で頑張ったのにダメだったから裁判までしては、自分の体が…。保険金も会社

の社長に持っていかれたり、別れた前夫にも半分のお金を持って行かれた次第です。（60

代女性） 

（34）「自助・共助・公助の成功事例」（60 代男性） 

（35）「運動教室」（70代以上女性） 

（36）「自転車とまちの関係について」取り締まりが厳しくなって、まちでの買い物が少なくなっ
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た。まちに元気が見られない。（60代男性） 

（37）「コミュニティ・サポート力を高めるためには」サポーター活動が全市に及んでいない（不

足している）。（70代以上男性） 

（38）「地域でいつまでも若々しく生きるために」（70 代以上女性） 

（39）「災害時の取り組み、共助・自助、地元の取り組み」（70 代以上男性） 

（40）もっとテーマを絞り込んだ方がよい。例えば「地域福祉社協会をつくるには」というよう

なテーマとしてください。（60代男性） 

（41）高齢者だけで生きがいづくりや活動をしていても、いずれそこで終わってしまう。関心の

ない若い世代・次の世代をどうしたら引き込めるか。そこを次はやってほしい。どこの地

域でも共通の悩みです。（40 代女性） 

（42）「地域社会内の結びつきと行政（市）との密接なつながりを持つための手助けの方法」今回

のテーマの第２として継続した形にしてほしい。（60 代） 

（43）「人間として看取りとは？」この世代のありさまには不安がある。どうしたらよいのか指導

をお願いしたい。（70 代以上女性） 

（44）「老人・子ども市民の広聴会」（60代男性） 

（45）個人情報をどこまで聞く（知る）ことができるのか？隣の人も知らない（家族に断られる）

地域防災関係とも共に進めてください。（70代以上） 

（46）「老人ホーム・病院・デイサービスの事について」（70代以上男性） 

（47）「地域の『絆』はこうして生まれる」（70 代以上男性） 

（48）防災（地震・水害など）の対策、組織づくりなどのシステムを勉強したい。（70 代以上男

性） 

（49）現に介護で苦労している方、介護者の悩み、介護保険制度の課題も突っ込んでふれるよう

な取り組みを期待します。（40代男性） 

（50）地域活動の発表（いろいろ）（70代以上女性） 

（51）○「地域組織とテーマ型組織の連携」 

   ○「多世代間交流の事例を課題」 

○「大災害に学ぶ住民と行政の役割」（30 代女性） 

（52）高齢化対策で実際に行い苦労した、または成功した事例等を発表する機会（項目）を設け

てほしい。（70代以上男性） 

（53）もう少し具体的に活動しているところの活動発表が聞きたい。（70代以上） 

（54）「ボランティア活動をする、させる、してもらうためにはどうしたらよいか？」「行き過ぎ

た個人情報保護法案について」（60代女性） 

（55）「ボランティア希望者 65才以上の元気者の窓口認知活動をもっと強力に」 

   「タイガーマスク運動の常態化のための施策」（70 代以上男性） 

（56）「年金について」（70 代以上女性） 

（57）引きこもりの人が外出できる具体案がほしい。サロンに来る人は元気な人しかこない。（60

代男性） 

（58）地域のテーマでもっと具体例を知りたい。（60 代男性） 

（59）「老人問題と若者の相互啓発」（70代以上男性） 

（60）元気な高齢者が多いことを考えて、これをパワー化してほしい。これが高齢化社会の対策
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になると思う。（60代男性） 

（61）町会等の活動において、高齢者を地域でどう支えるか。市の助成金の使い方について。自

宅に閉じこもりがちな高齢者を地域から何をして差し上げられるか。医者いらず介護いら

ずの地区にしたい。（70代以上女性） 

（62）「子育て・出生率増のまちづくり」「ネットワークの構築」（60 代男性） 

（63）「ひとり暮らしと引きこもり」（60代男性） 

（64）八王子最大の課題は、中心的市街地の活動化であり、商店街のメンバーをパネラーに今後

の八王子商業の元気に向けてのフォーラム開催を希望します。（60 代男性） 
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コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    

    大山大山大山大山    博博博博    氏氏氏氏        

【【【【法政大学現代福祉学部教授法政大学現代福祉学部教授法政大学現代福祉学部教授法政大学現代福祉学部教授】】】】    

    

パ ネ リ スパ ネ リ スパ ネ リ スパ ネ リ ス トトトト    
    田中田中田中田中    泰慶泰慶泰慶泰慶    氏氏氏氏        

【【【【片倉台自治会会長片倉台自治会会長片倉台自治会会長片倉台自治会会長】】】】    

    

佐佐佐佐々々々々木木木木    武麿武麿武麿武麿    氏氏氏氏        
【【【【八王子市民生委員児童委員協議会会長八王子市民生委員児童委員協議会会長八王子市民生委員児童委員協議会会長八王子市民生委員児童委員協議会会長】】】】    

    

梅沢梅沢梅沢梅沢    香代子香代子香代子香代子    氏氏氏氏（（（（公募市民公募市民公募市民公募市民））））    

    

八 王 子 市八 王 子 市八 王 子 市八 王 子 市 長長長長        黒黒黒黒    須須須須    隆隆隆隆    一一一一    

 

≪≪≪≪問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ≫≫≫≫    八王子市八王子市八王子市八王子市    総合政策部総合政策部総合政策部総合政策部    広聴広報室広聴広報室広聴広報室広聴広報室((((広聴担当広聴担当広聴担当広聴担当))))（（（（TEL 620TEL 620TEL 620TEL 620----7411741174117411・・・・FAX 620FAX 620FAX 620FAX 620----7322732273227322））））    

八王子市八王子市八王子市八王子市    健康福祉部健康福祉部健康福祉部健康福祉部    高齢者支援高齢者支援高齢者支援高齢者支援課課課課（（（（TEL 620TEL 620TEL 620TEL 620----7272727294949494・・・・FAX 62FAX 62FAX 62FAX 624444----7720772077207720））））    

八王子市八王子市八王子市八王子市ののののホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス     http://www.city.hac http://www.city.hac http://www.city.hac http://www.city.hachioji.tokyo.jp/hioji.tokyo.jp/hioji.tokyo.jp/hioji.tokyo.jp/ 

案内図 
クリエクリエクリエクリエイイイイトホールトホールトホールトホール    

５５５５階階階階ホールホールホールホール    

※ 手話通訳があります。 

※ １歳から就学前のお子さんをお預かりします。 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    

    

 

    
    
    
    
         

    

 

高齢社会における自助・共助・公助    
～～～～みんなでみんなでみんなでみんなで築築築築くすこやかくすこやかくすこやかくすこやからいふらいふらいふらいふ～～～～    

【日 時】 平成 23 年 2222 月月月月5555 日日日日(土) 午後２時 00 分～４時 

              開場：午後１時 30 分  開演：午後２時 00 分 
☆☆☆☆参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料・・・・申込不要申込不要申込不要申込不要（（（（先着順先着順先着順先着順・・・・定員定員定員定員 170170170170 名名名名）、）、）、）、直接会場直接会場直接会場直接会場へおへおへおへお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。 

【会 場】 クリエイトホール ５階ホール 
                                   （八王子市東町５-６  ℡ 648-2231） 

 

公開討論会 
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本日は、『げんきフォーラム』にご参加いただきありがとうございました。お手数ですが、

以下のアンケートにご協力をお願いします。 

 アンケート用紙は、お帰りの際に受付カウンターにある回収箱へお入れください。 
 

１１１１．．．．あなたについておあなたについておあなたについておあなたについてお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。    

  (1) 性 別   男 ・ 女 

(2) 年 齢   ① 10代   ② 20代   ③ 30代   ④ 40代 

⑤ 50代   ⑥ 60代   ⑦ 70代以上   

２２２２．『．『．『．『げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』をををを何何何何でおでおでおでお知知知知りになりましたかりになりましたかりになりましたかりになりましたか。。。。    

(1) 市広報 (2) 市ホームページ (3) 市モバイルサイト（携帯電話版） (4) ポスター・

チラシ (5) 知人 (6) その他（                      ） 

３３３３．．．．今回今回今回今回ののののテーマテーマテーマテーマはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたか。。。。    

        (1) 良かった  (2) まあまあ良かった  (3) あまり良くなかった 

（(3)の理由：                           )    

４４４４．『．『．『．『げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』にににに参加参加参加参加してしてしてして、、、、高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会におけるにおけるにおけるにおける自助自助自助自助・・・・共助共助共助共助・・・・公助公助公助公助へのへのへのへの関心関心関心関心がががが高高高高まりまりまりまり

ましたかましたかましたかましたか。。。。    

(1) 大変高まった  (2) まあまあ高まった  (3) かわらない 

（(3)の理由：                           ）    

５５５５．．．．今回今回今回今回ののののテーマテーマテーマテーマについてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見・・・・ごごごご提案提案提案提案をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

                                        

                                        

                                        

６６６６．．．．今後今後今後今後、、、、取取取取りりりり上上上上げてもらいたいげてもらいたいげてもらいたいげてもらいたいテーマテーマテーマテーマ等等等等をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

                                        

                                        

                                        

７７７７．『．『．『．『げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』にににに参加参加参加参加しやすいしやすいしやすいしやすい曜日曜日曜日曜日・・・・時間帯時間帯時間帯時間帯はいつですかはいつですかはいつですかはいつですか。。。。    

(1) 平日の夜間    (2) 土曜日の午前    (3) 土曜日の午後  

(4) 日曜日の午前   (5) 日曜日の午後 

 

※ ご協力ありがとうございました。 
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平成 23 年 2 月５日 

<げんきフォーラム> 

 

「テーマの趣旨について」 

                     コーディネーター  大山 博 

 

Ⅰ 社会的背景 

 ・平成 22 年 1 月、ＮＨＫスペシャル番組「無縁社会 3万 2千人の衝撃」 

  所在不明の高齢者問題、孤独死、虐待などの増加 

 ・中高年男性の単身世帯の増加 

50 歳男性の未婚率 1985 年１～3％台→90 年代 6％ 

→2005 年 16％→2030 年 29％（予測） 

 ・朝日新聞連載「孤族の国」―“単身世帯が増える、つながりが消える、家族その

ものも、家族の中ですら孤立していく”（朝日新聞、2011 年 1 月 20 日付） 

 

Ⅱ 八王子市の現状 

 １．高齢者人口の現状（平成 22 年総人口：55 万 4,413 人） 

   平成 23 年 1 月現在 65 歳以上 11 万 5,347 人 高齢化率 20.8% 

   ひとりぐらし高齢者 9,910 人（男 2,593 人、女 7,317 人） 

 ２．民生費の一般会計に占める比率 

   平成 22 年度 854 億 7811 万円 44.1％ 

 ３．八王子市都市政策研究所 

「中高年世代の生活実態と生活意識に関する調査」 

   ・中高年男性 44.6％が親しい近所の人がいない 

   ・健康状態 77.5％が、自分自身は健康だと思っている 

   ・積極的に参加したい活動 

「趣味などのサークル活動」51%、「ボランティア、非営利活動」16%、「参

加したくない」26%、「高齢期に働きたい」6割（70～74 歳、47％） 

 

Ⅲ 自助・共助・公助で築くすこやからいふ 

 ・自助とは、「自らの努力や家族の助けを得、あるいは対価を支払って企業などの

援助を買うことによる私的な課題解決」 

※ 英国、1858 年、サミュエル・スマイルズ『自助論』 

自助とは、勤勉に働いて自分で自分の運命を切り拓くこと（自己実現） 

明治 4年（1871 年）、中村正直訳『西国立志編』 

福沢諭吉『学問のすすめ』―“天は自ら助くる者を助く” 

 ・互助とは、「有志が自発的に構成員間での相互扶助の仕組みをつくり助け合うこ

と」 
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  （例：結いの制度、講の制度→非営利組織（ＮＰＯなど） 

   見知らぬ人―「困った時はお互いさま」会費などの義務と責任を伴う 

 ・互酬……身近な人：パートナー間の贈与とそれへのお返し（非等価交換） 

家族間、親しい友人、知人関係（愛着があること）→家族的なつきあいのレ

ベル 

   Self-help グループ……ＩとＷe（仲間同士の協同による自助：当事者団体など） 

 ・公助とは「税金や保険料を財源に国民全体を対象にした制度的なシステムによる

もの」 

 ・共助とは、……1993 年厚生省「21 世紀福祉ビジョン―少子・高齢社会に向けて」 

    （報告書）「公・民が適切に組み合わされ、自助、共助、公助が重層的に結びつ

いたシステム」 

※ 『現代社会福祉辞典』有斐閣参考 

 

 １．八王子市の強みを活かし、地域を元気に 

  ・65 歳以上が 11 万人―社会参加の人財が豊富 

  ・77.5％が「自分自身は健康だと思っている」 

  ・就労意識が高い 

  ・ＮＰＯ法人 約 220（約半数が福祉分野） 

 ２．多様な地域活動の場を！ 

  ・無縁社会を有縁社会に 

    民生委員・児童委員の活動（72 の高齢者サロン、13 の子育てサロン） 

    浅川地区社会福祉協議会の活動 

    町会・自治会の活動 

    ボランティア活動 

  ・多様な働く場づくり 

    ＮＰＯ、シルバー人材センター、コミュニティ・ビジネス 

    社会的企業（法制度化の動き「協働労働の協同組合法案」、「社会的事業所促

進法（仮称）」） 

    「お父さんお帰りなさいパーティ」（八王子市民活動協議会） 

    （参考事例：徳島県上勝町「葉っぱビジネス」）
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平成 22 年度 げんきフォーラム  参考資料 

 

１．人口に関するデータ 

 

（1）人口と高齢化率の推移（各年 1 月 1 日現在） 

 総人口 65 歳以上人口 高齢化率 

平成 3 年 456,600 人 39,205 人 8.6％ 

平成 8 年 489,818 人 54,696 人 11.2％ 

平成 13 年 519,965 人 72,505 人 14.0％ 

平成 18 年 537,561 人 92,711 人 17.3％ 

平成 23 年 554,413 人 115,347 人 20.8％ 

◎平成 3 年から平成 23 年の間の総人口の増加が 1.2 倍程度であるのに対

して、65 歳以上の人口は 2.9 倍に増加している。 

 

（2）ゆめおりプラン 6 地区別の人口・高齢化率 

 総人口 65 歳以上人口 高齢化率 

中央地域（本庁） 119,515 人 26,018 人 21.8％ 

西南部地域（浅川・館・横山） 101,125 人 24,443 人 24.2％ 

西部地域（元八・恩方・川口） 99,441 人 24,250 人 24.4％ 

東南部地域（北野・由井） 78,523 人 15,985 人 20.4％ 

東部地域（由木・由木東） 108,331 人 15,457 人 14.3％ 

北部地域（加住・石川） 47,478 人 9,194 人 19.4％ 

計 554,413 人 115,347 人 20.8％ 

◎地域ごとに高齢化率のばらつきが見られるが、西南部地域、西部地域が

比較的高い。 

※人口のデータは平成 23 年 1 月 1 日現在。 

平成 23 年 2 月 5 日 

健康福祉部高齢者支援課 
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（3）ひとりぐらし高齢者の推移 

 男性 女性 計 

平成 2 年 433 人 1,828 人 2,261 人 

平成 7 年 614 人 2,625 人 3,239 人 

平成 12 年 1,006 人 3,651 人 4,657 人 

平成 17 年 1,688 人 5,524 人 7,212 人 

平成 22 年 2,593 人 7,317 人 9,910 人 

◎高齢者数の増加に比べて、ひとりぐらしの高齢者の人数が増加している。

特に、男性のひとりぐらし高齢者の増加が著しい。 

※社会福祉協議会が実施する高齢者ひとりぐらし調査のデータに基づく 

※平成 22 年は 67 歳以上、その他の年は 65 歳以上を対象に調査 
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２．日本の人口ピラミッドの推移 

（国立社会保障・人口問題研究所のデータより） 

 

 

 1990（平成 2）年 

10 歳代～50 歳代が人口の 

多くを占めている。 

2010（平成 22）年 

人口の多くを占める年代が、 

40 歳代～60 歳代に移動している。 

2030（平成 42）年 

50 歳代～80 歳代の人口比率が 

増加。 

全体の人口は減少。 
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３．60 歳以上の無職世帯の家計について 

（総務省家計調査年報 平成 21 年版より抜粋） 

◎単身世帯、夫婦世帯ともに支出が実収入を上回り、不足分が生じている。 
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４．八王子市の財政状況 

 

（1）民生費の推移 

民生費の推移（決算額・単位：万円）

2,470,408

3,784,026

5,360,016 5,357,096

6,865,671

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

平成元年度 平成6年度 平成11年度 平成16年度 平成21年度

 

◎平成 12 年度に介護保険制度が始まり、老人福祉費の多くが民生費から除

かれたことによる減額はあるが、ほぼ一貫して増加している。 

 

（2）八王子市一般会計予算額に占める民生費の構成比の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎平成 2 年度と平成 22 年度を比較すると、予算額全体の伸び以上に民生費

の伸びが大きい。また、一般会計予算に対する民生費の割合も大きくなり、

平成 22 年度では 40％を超えた。

（単位：万円）
民生費 教育費 土木費 その他 一般会計予算額

平成2年度 3,027,842 1,698,790 2,212,539 5,690,829 12,630,000
平成22年度 8,547,811 2,191,752 1,497,049 7,153,388 19,390,000

平成2年度予算額（単位：万円）

土木費
17.5%

教育費
13.5%

民生費
24.0%

その他
45.1%

平成22年度予算額（単位：万円）

その他
36.9%

民生費
44.1%

教育費
11.3%

土木費
7.7%
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５．高齢者の自助、共助を支援する八王子市の施策 

 

（1）高齢者ボランティア・ポイント制度 

65 歳以上の方が、高齢者を対象としたボランティア活動を行った場合、

活動に応じて交付金などと交換します。 

 

（2）老人クラブ活動への補助 

60 歳以上の会員数に応じて、社会奉仕活動や会員の生きがいを高める

活動等に対して補助金を交付します。 

 

（3）コミュニティ・サポーター 

地域包括支援センター、民生委員と連携して、ひとりぐらし高齢者への

訪問・傾聴することで、日常生活を送る上での問題の早期発見や安否確認

につなげます。 

 

（4）ふれあい収集 

ごみ・資源物を出すのが困難な高齢者で、ご親族・ご近所からの支援を

受けられない世帯のごみ・資源物を収集し、声かけを行います。
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八王子市における中高年世代の生活実態と生活意識に関する調査 

 

１．調査の概要 

この調査は、八王子市における中・高年齢層の市民の生活実態や生活意識等の現状

を把握することによって、市の政策を作成する際の基礎資料として活用することを目

的として行われたもので、有効回収率は７０．０％でした。 

 

①調査地域：八王子市内全域 

②調査対象：市内在住の50 歳以上84 歳以下の男女個人（介護施設等の入所者を除く） 

③標 本 数：3,000 人 

④抽出方法：無作為抽出法 

⑤調査方法：郵送配付・郵送回収 

⑥調査期間：平成22 年８月19 日（木）～９月２日（木） 

⑦調査機関：八王子市都市政策研究所 ※ 

 

 

 

※八王子市都市政策研究所（八王子市総合政策部政策審議室内）とは 

 

地方分権の進展や社会情勢の急激な変化にあたり、新たな時代に対応す

る先駆的政策や施策を広く調査研究し、その具体化を図ることを目的と

して平成22 年４月に設置された組織内シンクタンクです。 
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２．調査結果からの抜粋 

（１）健康状態 

    ・ 健康度健康度健康度健康度のののの自己評価自己評価自己評価自己評価であるであるであるである主観的健康感主観的健康感主観的健康感主観的健康感がががが高高高高いいいい（（（（自分自身自分自身自分自身自分自身をををを健康健康健康健康だとだとだとだと思思思思っていっていっていってい

るるるる））））群群群群はははは、、、、７７７７割台半割台半割台半割台半ばをばをばをばを超超超超えているえているえているえている。。。。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

・・・・    ほぼほぼほぼほぼ毎日外出毎日外出毎日外出毎日外出するするするする人人人人はははは、、、、65656565～～～～74747474 歳歳歳歳でででで約約約約５５５５割割割割、、、、75757575～～～～84848484 歳歳歳歳でででで４４４４割近割近割近割近くとなっているくとなっているくとなっているくとなっている。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75～79歳 （ 245 ）

70～74歳 （ 296 ）

（2,080）

50～54歳 （ 248 ）

65～69歳 （ 385 ）

60～64歳 （ 415 ）

60 80    100（％）

80歳以上 （ 147 ）

n   0 20 40

55～59歳 （ 331 ）

全体 12.6

12.9

15.7

13.5

12.5

16.6

7.3

5.4

64.9

72.6

66.5

70.8

66.8

56.1

62.0

54.4

14.9

10.1

13.6

9.9

13.8

19.9

18.8

27.9

6.7

4.4

3.9

5.5

6.5

7.4

11.8

11.6 0.7

0.0

0.0

0.5

0.2

0.3

0.0

0.8

とても健康である 無回答

まあ健康である 健康ではない

あまり健康ではない

主観的健康感（健康度の自己評価） 

ふだんの外出頻度 

60 80    100（％）

全体 （2,080）

n   0 20 40

50～54歳 （ 248 ）

55～59歳 （ 331 ）

60～64歳 （ 415 ）

65～69歳 （ 385 ）

70～74歳 （ 296 ）

75～79歳 （ 245 ）

80歳以上 （ 147 ）

57.5

83.5

71.3

62.9

51.2

48.6

41.2

31.3

18.8

7.7

13.6

20.5

22.1

25.0

20.8

18.4

15.3

9.1

11.8

19.7

17.9

24.5

22.4

4.9

7.3 4.9

5.6
1.6

3.3

3.9

4.2

5.4

12.9

3.0

1.6

2.1

1.0

2.3

2.4

12.9

0.6

0.0

0.6

0.0

0.5

0.7

1.2

2.0

ほぼ毎日

無回答週に４～５回くらい 週に１回くらい

週に２～３回くらい ほとんど出かけない
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（２）今後、積極的に参加したい団体活動 

    ・ 今後今後今後今後、、、、積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加したいしたいしたいしたい団体活動団体活動団体活動団体活動はははは、、、、趣味的活動趣味的活動趣味的活動趣味的活動がががが５５５５割強割強割強割強でもっともでもっともでもっともでもっとも多多多多くくくく、、、、

ボラボラボラボランティアンティアンティアンティア活動活動活動活動がががが１１１１割台半割台半割台半割台半ばをばをばをばを超超超超ええええ、、、、町会町会町会町会・・・・自治会等自治会等自治会等自治会等のののの地縁団体地縁団体地縁団体地縁団体はははは約約約約１１１１割割割割

となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    

 

今後今後今後今後、、、、積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加したいしたいしたいしたい活動活動活動活動（（（（いくつでもいくつでもいくつでもいくつでも○○○○））））    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣味や習い事の会、健康やスポーツの
団体などやサークルの活動

町会・自治会（婦人会等を含む）や
マンション管理組合の活動

老人クラブの活動

教育や子育てに関する団体やサークルの活動

上記以外のボランティア、非営利活動、
市民活動などの団体やサークルの活動

その他の種類の団体やサークルの活動
（商店会、業界団体、信仰、政治など）

上記のどれにも参加したくない

無回答

n = 2,080

51.0

10.2

8.6

3.6

16.0

5.6

26.0

6.9

0 20 40 60 （％）
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（３）高齢期の就労意向 

    ・ 高齢期高齢期高齢期高齢期にににに働働働働きたいときたいときたいときたいと考考考考えているえているえているえている中高年中高年中高年中高年はははは、、、、６６６６割割割割近近近近くくくくとなっているとなっているとなっているとなっている。。。。        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ・・・・就労意向就労意向就労意向就労意向をををを持持持持つつつつ人人人人がががが希望希望希望希望するするするする働働働働きききき方方方方はははは、、、、男女男女男女男女ともにともにともにともに企業企業企業企業・・・・組織組織組織組織でのでのでのでの雇用雇用雇用雇用をををを希望希望希望希望するするするする

人人人人がもっともがもっともがもっともがもっとも多多多多いいいい。。。。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業や組織に雇用されて、
収入を得るかたちで働きたい

自営業や個人請負の仕事などで、
収入を得るかたちで働きたい

ボランティア団体や非営利団体の
有償スタッフとして働きたい

ボランティアや社会貢献活動、町会・
自治会活動などで、無償か実費程度で働きたい

無回答

n = 1,215

45.8

26.0

14.8

10.3

3.0

0 20 40 60 （％）

高齢期の働き方についての考え方 

n   0    100（％）

全体 （2,080）

50～54歳 （ 248 ）

20 40 60 80

55～59歳 （ 331 ）

60～64歳 （ 415 ）

65～69歳 （ 385 ）

70～74歳 （ 296 ）

75～79歳 （ 245 ）

80歳以上 （ 147 ）

58.4

80.2

71.0

71.3

61.8

47.0

29.8

19.0

19.2

14.9

20.8

18.1

22.6

22.6

16.7

15.0

17.9

4.0

6.3

8.4

12.7

23.3

42.9

53.7

4.5

7.1

10.6

12.2

2.9

2.2

1.8

0.8

働きたい 無回答働きたくない 働けない

高齢期の就労意向 
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（４）近所づきあい 

    ・ 近所近所近所近所づきあいについてづきあいについてづきあいについてづきあいについて、、、、「「「「あいさつあいさつあいさつあいさつ」」」」がががが９９９９割台半割台半割台半割台半ばでもっともばでもっともばでもっともばでもっとも多多多多くくくく、、、、次次次次いでいでいでいで「「「「立立立立

ちちちち話話話話」」」」がががが７７７７割割割割、、、、「「「「おすそわけおすそわけおすそわけおすそわけ」」」」がががが５５５５割台半割台半割台半割台半ばとなっているばとなっているばとなっているばとなっている。。。。    

    

    

            近所近所近所近所づきあいづきあいづきあいづきあい    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

    ・・・・近所近所近所近所づきあいにづきあいにづきあいにづきあいに肯肯肯肯定的定的定的定的なななな回答回答回答回答はははは、、、、８８８８割強割強割強割強となっているとなっているとなっているとなっている。。。。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   100（％）

あいさつをする （2,080）

n   0 20 40

立ち話をする （2,080）

60 80

おすそわけをする （2,080）

95.0

72.7

56.5

24.9

41.1

1.7

2.4

2.4

3.2

はい 無回答いいえ

同じ地域に住むものとして、
近所づきあいをするのは当然である

ふだんの生活で困ったとき、
つきあいがないと不便である

近所づきあいがなくとも困らないので、必要はない

近所づきあいは、わずらわしいことが
多いので、したくない

無回答

n = 2,080

65.9

16.1

8.0

6.4

3.6

0 20 40 60 80 （％）

近所づきあいに対する考え方 
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（５）高齢期の過ごし方,生きる喜びや楽しみ,地域への誇り・愛着 

・・・・高齢期高齢期高齢期高齢期のののの過過過過ごしごしごしごし方方方方についてについてについてについて、「、「、「、「地域地域地域地域やややや社会社会社会社会のためにのためにのためにのために尽尽尽尽くしたいくしたいくしたいくしたい」」」」にににに対対対対するするするする肯定的回答肯定的回答肯定的回答肯定的回答

はははは６６６６割台半割台半割台半割台半ばをばをばをばを超超超超えているえているえているえている。。。。 

・・・・生生生生きるきるきるきる喜喜喜喜びやびやびやびや楽楽楽楽しみのしみのしみのしみの対象対象対象対象としてとしてとしてとして「「「「職業職業職業職業をもってをもってをもってをもって働働働働くことくことくことくこと」」」」へのへのへのへの肯定的回答肯定的回答肯定的回答肯定的回答はははは６６６６割台割台割台割台

半半半半ばをばをばをばを超超超超えているえているえているえている。。。。    

・・・・年齢年齢年齢年齢がががが高高高高くなるほどくなるほどくなるほどくなるほど、、、、地域地域地域地域へのへのへのへの誇誇誇誇りりりり・・・・愛着愛着愛着愛着をもつをもつをもつをもつ人人人人のののの割合割合割合割合はははは高高高高まるまるまるまる傾向傾向傾向傾向ががががみみみみられるられるられるられる。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n   0    100（％）

全体 （2,080）

50～54歳 （ 248 ）

20 40 60 80

70～74歳 （ 296 ）

55～59歳 （ 331 ）

60～64歳 （ 415 ）

75～79歳 （ 245 ）

80歳以上 （ 147 ）

65～69歳 （ 385 ）

30.3

23.8

26.0

28.9

30.1

32.1

40.0

36.7

39.9

42.3

45.0

40.7

37.4

40.9

35.9

34.0

22.9

27.8

23.6

23.4

23.1

22.0

18.0

21.1

5.2

5.6

4.5

6.3

7.0

4.8

3.7

2.7

3.4

2.4

2.4

2.3

0.7

0.9

0.4

1.7

感じる 無回答やや感じる 感じないあまり感じない

地域への誇り・愛着 

n=2,0
n=2,0

n=2,0

感じる, 18.6

やや感じる,
49.2

あまり感じない,
24.9

感じない, 4.8

無回答, 2.6

そう思う, 38.7

やや思う, 28.6

あまり思わない,
16.3

思わない, 14.0
無回答, 2.4

 

高齢期の過ごし方 

「地域や社会のために尽くしたい」（％） 

生きる喜びや楽しみ 

「職業をもって働くこと」（％） 

n=2,080 n=2,080 
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（６）幸せ感 

    ・・・・「「「「現在現在現在現在、、、、わたしはわたしはわたしはわたしは幸幸幸幸せだとせだとせだとせだと思思思思うううう」」」」にににに対対対対するするするする肯定的回答肯定的回答肯定的回答肯定的回答はははは８８８８割台半割台半割台半割台半ばとなっているばとなっているばとなっているばとなっている。。。。

しかししかししかししかし、「、「、「、「これからこれからこれからこれから先先先先、、、、なにかなにかなにかなにか楽楽楽楽しいことしいことしいことしいこと、、、、おもしろいことがありそうだおもしろいことがありそうだおもしろいことがありそうだおもしろいことがありそうだ」」」」へのへのへのへの肯肯肯肯

定的回答定的回答定的回答定的回答はははは、、、、６６６６割近割近割近割近くにとどまっているくにとどまっているくにとどまっているくにとどまっている。。。。    

    

    

    

    主観的幸福感主観的幸福感主観的幸福感主観的幸福感についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

わたしは、これまでの人生を
振り返ってみてまあ満足だ

現在、わたしは幸せだと思う

60 80    100（％）

（2,080）

n   0 20 40

わたしは、現在の生活に
満足している

（2,080）

（2,080）

（2,080）
これから先、なにか楽しいこと、

おもしろいことがありそうだ

32.5

31.5

41.8

21.3

42.3

44.8

41.5

36.9

18.2

15.9

11.3

32.5

5.7

6.6

4.5

8.0 1.3

1.0

1.2

1.3

そう思う 無回答やや思う 思わないあまり思わない


