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令和２年度 第４回あさお福祉計画及び地域包括ケアシステム推進会議 

委員意見の集約結果について 

【意見集約の概要】

期  間 令和３年２月２４日（水）から３月９日（火）まで 

参加委員 吉松委員長、森副委員長、村井委員、今村委員、植田委員、伴委員、原委員、 

吉垣委員、大川委員、河村委員、依田委員、日暮委員、高橋委員 

議  事 [審議事項] 

１ 第５期麻生区地域福祉計画の進捗状況について（資料１） 

２ 第６期麻生区地域福祉計画「コラム」について（資料２） 

３ 地域包括ケアシステム構築に向けた取組について（資料３、参考資料１）

４ その他 

（１）第６期麻生区地域福祉計画（素案）に対する意見募集と今後のスケジ

ュールについて（参考資料２）

（２）第６期麻生区地域福祉計画及び地域包括ケアシステム推進会議に引継

ぎたいこと

（３）６期麻生区地域福祉計画及び地域包括ケアシステム推進会議委員の推

薦について 

資  料 委員名簿 

資料１ 第５期麻生区地域福祉計画の進捗状況について 

資料２ 第６期麻生区地域福祉計画「コラム」について 

資料３ 川崎市における地域包括ケアシステム構築の取組 

参考資料１ 多摩区中野島地区カルテ（未定稿） 

参考資料２ 第６期麻生区地域福祉計画（素案）に対する意見募集と今後のス

ケジュールについて
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１ 第５期麻生区地域福祉計画の進捗状況について（資料１）

【議事について】 

新型コロナウイルス感染症の影響が大きく表れ、全体的に縮小傾向となっております。 

しかしながら、令和２年度第１回会議にて令和元年度の実施結果をご報告した際には、ほぼ

「中止、自粛」であった取組も、オンラインや人数制限、書面を利用するなど、様々な工夫

の上で実施したものが増えております。 

吉松委員長 新型コロナウィルス感染・流行の状況から、直接、人が集まることが困難であ

り、活動を自粛したことは、やむを得ないことと思います。 

今村委員 コロナ禍によって、活動中止や縮小を余儀なくされた取り組みが多岐に亘って

しまったのは、致し方ないことだと思います。 

「コロナ禍のせいで…できない」というネガティブな現実がある反面、「そのお

かげで」新たなアプローチやツールの利用、協力関係など可能性が広がったり、

従来続けていたことで今般止めても影響が少ないこと(優先順位の見直し)など

判明したことがあったなら、ポジティブ思考で今後に活かして頂けたらと思い

ます。 

植田委員 コロナの中でも工夫して実践できたと思います。 

伴委員 コロナの影響で計画通り進めないことが多かったと存じます。 

原委員 コロナウィルス感染症の中、努力されていると思います（皆様）。 

河村委員 それぞれの取組状況がよくわかりました。 

日暮委員 取組の視点や基本理念については、かなりの議論がなされ、その意図が実施結

果報告にもだいぶ反映されていると感じました。 

「ちいきのちからシート」「地区カルテ」「もの忘れガイドブック」等有用と思

います。他の取組にもこのような「ツール」を作れたら良いと思います。 

高橋委員 計画の最終年度にコロナ禍の多大な影響を受けた今年度の取り組みの中止・縮

小についてはやむを得ないことでした。“今できること、これからできること”

を手探りしながら次につなげるための 1年だったと思います。 

※進捗状況の「４９ 麻生区社会福祉協議会との事業計画及び役割の調整」の

令和 2年度実施結果（令和 2年 12 月末時点）に記載されている、「麻生区地

域福祉活動計画」が連携・補完し合いながら～の“補完”については“協働”

に差替えていただきますようお願いします。（第 6期計画策定時に提出した意

見と同様です） 

【事務局より】 

○これまでの、コロナウィルス感染症の影響を受けた取組状況を踏まえ、そこでの見直しや

工夫などを、次年度以降の取組に活かしていきます。 

○進捗状況「４９ 麻生区社会福祉協議会との事業計画及び役割の調整」については、修正
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させていただきます。 

２ 第６期麻生区地域福祉計画「コラム」について（資料２）

【議事について】 

麻生区の特徴的な取組と、麻生区社会福祉協議会の取組をそれぞれコラムにしました。 

吉松委員長 引き続き、情報発信をお願いします。 

今村委員 第５期の冊子には無かった QRコードが、次回は挿入される模様ですね。情報に

至るルートがショートカットされて良いと思います。 

ただ私見ですが、題字書体やフォントなどデザインは前回と同じ(踏襲)で、も

うひと工夫あっても良いのかなと思いました。 

今回から項目毎にアイコン添付は良いと思います。取り組みとリンクしたアイ

コンを麻生区ユニバーサルアイコンとして定着させたら…(如何でしょうか)…

植田委員 「ちいきのちからシート」はもっと広められたらいいと思うのでアピールをも

っとしてください。 

伴委員 毎年いろいろな企画を実行されているかと思いますが、結果どれくらいの方が

参加し、参加割合的に有効的な企画であったかどうかが気になります。 

原委員 「ちいきのちからシート」は地域について考え、活動作りに参加するきっかけ

で出来るツールだと思いました。 

森委員 「ちいきのちからシート」の活用について、何回か体験して“気づき”までは

できたのですが、その後どう共有して地域活動や地域づくりにつなげていくか、

フォローアップが難しいと思いました。どう読み取って上手に活用できるもの

なのか、あらためて考えてみたいです。 

河村委員 Ｗｅｂサイトの紹介もあり、よいと思います。麻生区社会福祉協議会もＷｅｂ

サイトがあると思うので、紹介してもよいなと思いました。 

依田委員 ・QR コードが良かった。麻生区社会福祉協議会の最初の４行（リード文）が少々

分かりにくい。 

・あさおオレンジプロジェクトは、QRコードで入ると「認知症の人の声」が画

面上にあらわれるので、「認知症にやさしいまちあさお」に焦点をあてる方が

良いような印象です。また、「認知症の人」という表記は他人事にひびく感じ

があり、クールな印象。 

日暮委員 ・私達の地域という意識、近視感は地域力の醸成につながると思います。 

・人体の５つの感覚器官の中で視覚の働きは80％以上を占めると言われますが、

写真の添付は視覚に訴え有益と感じました。 

【事務局より】 
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○今後も、ちいきのちからシートの広報をしながら、それをきっかけとした地域づくりを、

住民の方々と一緒に進めていきたいと考えています。具体的な活動につなげる方法につい

ては、区でも引き続き検討すべきことと認識しています。その後の活動に向けた取組が現

在進行中の地域もあるので、各地域の情報を共有しながら一緒に考え進めていきます。 

○実行した企画の成果について、第６期計画推進の際には、具体的な数値を確認することを

点検の一つの指標としていく予定です。 

○「認知症の人の声」のホームページについては、「認知症に関する情報」というページを

新たに作成しましたので、こちらのリンクを掲載します。 

なお、「認知症の人の声」という文言は、厚生労働省の「認知症施策推進大綱」に倣い、

この表現を用いています。 

○麻生区社会福祉協議会の Web サイトについて、コラムに追加掲載しました。 

３ 地域包括ケアシステム構築に向けた取組について（資料３、参考資料１）

【議事について】 

川崎市の地域包括ケアシステム構築に向けた取組をまとめてあります。 

資料３の裏面「地域づくり」の「地区カルテを活用した地域マネジメントの推進」について、

全地区共通様式の整備が進められております。未定稿のため、今後変更の可能性はあります

が、様式イメージの参考として、多摩区中野島地区分をご覧ください。 

４月にはホームページで公開し、区内６地区の民生委員児童委員の方々に配布予定です。 

今村委員 麻生区ＨＰから地区カルテ、地域情報シート・地域資源マップを拝見しました。

地域資源の配置等が一目瞭然、分かり易くなりました。禅師丸のコメントは、

統計データを読み解く助けになり効果的だと思います。早く区民の皆さんに広

く周知されるといいですね。カルテ・シート・マップを利用した今後の展開、

更新、Ver.アップが楽しみです。 

細かいことですが、シートへのアクセスは地区、町名の表からだけでなく(スマ

ホ画面では町名が隙間なく並んでいて目標をタップし難い)、初めに記載した６

地区に色分けされた麻生区の地図から→地区→町内とタップして進んで行けた

らさらに使いやすいように思われます。 

植田委員 地域力の向上は経験豊富な方を中心に得意分野がいかせるようになるといいと

思います。 

伴委員 中野島地区が大変分かりやすく簡潔に表現されています。せっかくの資料です

が、いつだれがどのように活用しているのか知りたいです。いろいろ素敵な冊

子を作ることが目的にならないようにしたいものです。 

森委員 自治会で見守り支援活動を行う会が発足、アンケートにより高齢者世帯の把握

やサポーター見守られ希望者など調査、支え合いの意識を高め合う互助と活動



 5

の理解を目的に活動が始まりました。地域性もあると思いますが、見守られ希

望者が少ない、介護保険利用の方はほとんどが専門職だよりです。皆が気軽に

声かけができて、見守り上手、され上手といった土壌が広がるといいなと、民

生委員として役にたてればと参加しています。 

河村委員 改めて市における地域包括ケアの取組が分かる内容であり、現況もよく理解で

きる内容だと思います。参考資料１は多摩区ではなく麻生区のカルテはないの

でしょうか。 

依田委員 地区カルテについて 

・まちの歴史や文化なども簡単に触れ、地域特性（地勢、住宅、工業、商など）

を見ると愛着や理解が進むのでは？ 

・まちのひろば記載（ＱＲコードも可） 

・データは比較しないと意味がつかみにくい 

資料３について 

・「本人資源」は不明 

・地域づくりと生活支援コーディネーターの推進が、どうシステムの中に位置

づけられるかが不明（地域包括支援センターとの関係性は？） 

日暮委員 ・取組の視座は申し分ないと思いますが、今後はこの施策の推進のための具体

的な手法づくりが課題だと思います。 

・意識づくり・仕組みづくり・地域づくりの視点のもと、できれば全地区共通

様式による手法づくりがされると良いと思います。 

高橋委員 参考資料の地区カルテ様式の整備、配布について。住民主体の地域福祉を進め

る第一歩である「自分が暮らす地域を知ること」のきっかけづくりのツールと

して期待します。４月以降、ホームページへの掲載と民生委員児童委員に配布

されるとのことですが、地区社協等、社協の地域福祉活動においてもぜひ活用

させていただきたいと思います。 

【事務局より】 

○地区カルテは、令和２年度に全区共通様式で作成し現在最終調整をしている段階です。麻

生区の６地区分も完成次第、ホームページに掲載していきます（令和３年４月予定）。 

今後は、地区民生委員児童委員協議会や町会・自治会、また麻生区社会福祉協議会と連携

しながら、住民の方々と一緒に、地域の特性を把握し課題について考えるため、様々な場

面で活用しながら地域への展開を進めていきたいと考えています。皆様の活動の中でも活

用できる場面がありましたら、ぜひお使いください。４月には印刷したものをお配りする

こともできますので、お声かけください（数に限りがあります）。 

○地区カルテの内容については、より有効性が高いものとなるように、いただいたご意見を

参考に今後も更新していきます。地区カルテのホームページを６地区に色分けされた麻生
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区の地図から→地区→町内へと進める掲載にすることについては、現在の市のシステムで

は難しい設定とはなりますが、今後の検討としていきます。 

○資料３について、「本人資源」というのは、対象者（家族含む）に紐づく地域資源という

意味です。一人ひとりが、生活地域の社会資源や関係者の支援・サービスとつながってい

くことが、今後の地域づくりを進める上で重要だと考えています。

４ （１）第６期麻生区地域福祉計画（素案）に対する意見募集と今後の 

スケジュールについて  （参考資料２）

【議事について】 

今後のスケジュールについては、３月２９日の市政策調整会議を経て計画の確定となりま

す。計画書と概要版は、準備でき次第、皆様にお送りします。 

伴委員 コロナ感染防止との共存で企画を進めていくしかないのが大変かと思います。

計画通りに行かない中、福祉社会の状況は待った無しです。見直しも必要かも

しれませんが丁寧に進めていくしかないと思います。 

原委員 異世代間の交流はすばらしいと思います。 

依田委員 タイトで大変ですが頑張ってください。 

日暮委員 取組の討議の内容、実施結果状況を簡明な、かつ実用的な表現にて広報するこ

とが肝要と思います。区内の自治体・福祉関係施設・市議会等にもコミニケー

ションが必要と思います。 

【事務局より】 

○第６期市・区地域福祉計画が確定しましたら、計画の冊子、概要版を用いて広報を行い、

各取組を丁寧に進めてまいります。 

（２） 第６期あさお福祉計画及び地域包括ケアシステム推進会議に引継ぎたいこと

【議事について】 

第５期麻生区地域福祉計画の推進期間を通じてのご自身の地域活動や、また第６期麻生区地

域福祉計画策定に向けた意見交換等を踏まえ、第６期の本会議に引継ぎたい事項をご記入く

ださい。 

今村委員 第５期会議では様々な議題の中、情報、サービスを必要とする区民が、その目

的とするところにつながりやすくすることについて多く議論されましたが、特

に自ら情報入手、サービスにつながることが難しいかもしれない人に対して、

いかにそこをつなげるかについては今後も議論を深める必要があると思いま

す。 
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一方、地域の情報には、知った人自身の直接利益になる訳ではないけれど、知

ったことでその人が地域の誰かの助けになる行動を起こすことが可能になる情

報もあります。 

自治体と住民の間で、必要に応じてタイムリー*に情報が双方向に流れやすくす

る取り組みを進めて「麻生区の共に支え合う安心な暮らし」実現を期待してい

ます。 

（会議で触れられたこともありましたが、）例えば高齢者の行方不明事案につい

て、既に利用されている「麻生セーフティメール」が意外に普及していないと

感じることが最近ありました。是非登録・活用推進して頂ければと思います）

植田委員 区民が主役の地域づくり、活動を応援、そして発展させるのはとても大変なこ

とだと思います。高齢化が進む中で川崎、麻生区に住んでいて安心と思えるよ

うに一人ひとりが自分の力を発揮できるように各課の連携をより強くしていっ

てほしいです。 

地場産品を使っての取組ができるのではと思っています。 

伴委員 福祉計画及び地域包括ケアシステム推進会議は国や県、そして市で大筋が決め

られている中での地域計画ですので、どうしても大筋に沿った内容になります

が、地域性に則したものは何なのかを議論し良いものを作成してください。 

原委員 計画を立てても広く区民に理解してもらえなくては充分とは言えないと思いま

す。広く区民と話しあう機会を作るため「外」へ出ることでは？ 

森委員 2025 年に向けて、それ以降も介護の必要な人が激増していくと思います。医療

ケアが必要になっても、自宅で過ごすことができるように、医療分野と介護分

野の連携を推進させ、在宅医療の体制づくりを強化させる取組もさらに進めて

ほしいと思います。 

大川委員 地域包括支援センターにおいては、地域福祉計画において、皆さまとのネット

ワークの中で様々な取組をさせていただいております。住民の方の個々の困り

ごとから地域の困りごとなど、複合的な生活課題に対して、関係機関や住民の

皆さまの力をお借りして、解決をしていかれるように取り組んでいきたいと思

います。包括的な相談支援の視点から、ネットワークを拡充していきたいと考

えます。 

依田委員 計画は作るのも大変ですが、実践しなければ役に立ちませんので、実践のため

の会議をお願いします。 

計画については、まず徹底的に周知し、各団体、住民が動き出すことが必要で

す。計画の進捗管理をスケジュール化、数値化（見える化）して進めてくださ

ると幸いです。市の基本目標３「支援を必要とする人が的確につながる仕組み

づくり」の視点が麻生区計画では明確化されていないように感じたので、計画
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遂行時に基本目標３の視点を盛り込む努力が必要だと思う。区計画の基本目標

２「区民本位の福祉サービスの提供」の中で、具体的に検討すると良いと思う。

日暮委員 住民にとって一番直近のコミュニティは町会・自治会であり、組織化されてい

るので、もっとコンタクトを強化して、情報交換・意思の疎通をはかり、地域

現場に焦点をあわせた実用的な施策と実施手法づくりと、広報の拡大をお願い

したいと思います。 

高橋委員 第６期麻生区地域福祉計画策定において、本会の第４期麻生区地域福祉活動計

画と計画年度を合わせ、さらに基本理念の共有に至ったことは、行政と民間で

ある社会福祉協議会との連携・協働の基盤整備が前進したものと評価していま

す。 

しかし、位置づけられた連携強化の事業については、具体的な検討や協議が不

十分ですので、この第６期計画期間において相互の事業について検討の機会を

設けていただければと思います。 

【事務局より】 

第６期麻生区地域福祉計画の各取組が、単に行政の一方的な取組ではなく、必要とされる場

所で住民の方々と一緒に取り組み、地域での展開につながっていくよう、いただいたご意見

の視点をもち、進めていきたいと考えています。 


