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勝俣大紀議員 

第１標題「移住定住について」 

１回目の質問 

 ただいまより、令和 2 年 9 月定例会において、第一標題移住定住について、第二標

題地域包括ケアシステムに基づくインターネットを活用したコミュニティーの形成の

可能性について一般質問をさせていただきます。 

 第一標題 移住定住について 

 我が街でも超高齢社会を迎え、若い世代の流出に歯止めがかからない状況が続いて

います。それは致し方のないことでありますが、若い世代に地域に愛着をもっていた

だくことが先決であると思います。その中で、本市においてもその若い世代に対し、

地域愛を育てる目的で実施している郷土愛醸成事業があります。その事業を体験した

若い世代がようやく大学を卒業しようとしています。 

 この他の地域にはない若者たちへのアプローチの取り組みは素晴らしいものであり

ます。 

 この事業を通して、地域愛を育んでいただき、いつかは地元へ帰ってくるように、

働きかけていくことが明るい未来につながっていきます。  

 さて、この移住定住についての考え方が変わりつつあります。従来では、半農半「な

になに」というように田舎で暮らすことを前提に半分農作業をやり、半分は本業をし

て生計を立ててはいかがですか？ということでしたが、なかなか進んでいないのが現

状です。その原因は、田舎で暮らすことは自然豊かで環境がいいということでしたが、

実際暮らしてみると、自由になれず、地域になじめず、思い描いていた理想と厳しい

現実にさいなまれ、田舎暮らしを断念せざるを得ない現状があります。その中で一番

の原因は、田舎での仕事があるかないかが、大きく左右しています。今までのキャリ

アを生かそうにも職種がなかったことも田舎での生活が維持できないことが要因の一

つとなっています。 

 しかし、最近では、その内容も少しずつ変化しております。新型コロナ感染にとも

なう社会的不安による影響に伴い、通勤時、通学時の移動の際、電車を利用すること

や外出することにより、新型コロナの感染者が比較的多い地域でいつ感染したかわか

らない不安の中で市中感染がおこっており、在宅勤務を実施するように半ば強制的に

会社から通達されている社員の方も多くなっています。 
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 いわゆる、リモートワーク、オンライン会議等を実施することにより、直接会社に

通わなくても、仕事ができるようになってきており、この流れは、これからますます

加速していくものと思われます。また、一般の生活においても買い物は通販で、食事

はお取り寄せで、習い事までオンラインの時代です。その一方で、都会生活では、固

定費がかかります。例えば、住宅家賃です。同時に、企業では、固定費を軽減する為、

大型オフィスの契約解除等も始まっています。通勤経路での新型コロナに感染するの

ではないかという不安、取引先での感染の不安等都会での生活が困難に感じる人がい

ることも事実です。 

 そんな都会で暮らしていくよりも、夫婦どちらかの地元に帰って、新型コロナの感

染リスクを減らし、のんびり生活したいと願う方もいます。そして、家族の絆を大切

にしたいと考える若い世代が多くなっているもの事実です。 例えば、イクメンに代表

されるように時代とともに家族の在り方も変わってきています。 

 そんな若い世代が別の場所に引っ越すきっかけとなるのが、家族が増えたときであ

り、もうすこし大きい家に住んでみたいという願望に変わっていきます。そんなとき、

ふとスマホに手を伸ばし、どうするのかと検索をはじめると、目にとまるのがこの移

住定住事業ではないかと思いますので、安心して子育てができる環境を整えることも

この移住定住事業には欠かせない要因となり得ます。昨年度、富士吉田市男女共同参

画推進会議において、子育て世代に対し、実生活での問題点を探るべく、大々的にア

ンケートを実施しました。その結果、近くに子育てを支援してくれる方がいると、母

親のみならず、父親までも安心して子育てができる環境であることがわかりました。 

 また、地域の方からいつも相談を持ちかけられるのは、息子を戻したいけど、仕事

がねというものが多いです。  

 先にも話したように今、リモートでも仕事ができる環境が整いつつあり、自ら仕事

を持ち込んで、故郷へ帰るチャンスかもしれません。  

 高速バスを利用すると、新宿まで約 1 時間半。本市は遠距離通勤者には支援奨励金

制度もあるので、定期的に都内で会議があるのであれば、その通勤費の負担減につな

がります。 

 私はこれまで人口ビジョンについて、たびたび、一般質問をしてきました。高齢社

会に突入している本市ですが、実際の人口が、予想していたほど、減っていないと私

なりに分析した結果、これらの事業がうまくいっているのではないかと一定の評価を
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していますが、私の分析では、残念ながら、はっきりとしたデータが手元にありませ

ん。 

 そこで、いま実施される移住定住に関する奨励金制度について、伺います。この制

度の中で注目すべきは、新築物件取得支援奨励金、中古物件取得奨励金になると思い

ます。なぜこの二つに注目したかについては、住宅を取得することで、半永久的に富

士吉田の住民になっていただけるものと思われるからです。加えて、40 歳未満の方を

ターゲットにしているのは、労働人口をすこしでも増やしていくという大きな目標が

あるからだと思いますが、最初にそもそもこの制度の本来の目的はいったいどういう

ものなのか、次にこれまで、この制度を利用して、何人の方が移住し、または定住さ

れたのか、またその結果どのように分析をされているのか現時点において、わかる範

囲で構いませんので、お願いいたします。以上、三点について、第一回目の質問とさ

せていただきます。 

 

１回目の市長答弁 

 勝俣大紀議員の移住定住についての御質問にお答えいたします。 

 人口減少やその大きな要因の一つである若い世代の流出は、本市ばかりでなく多く

の自治体において課題となっていることは私も強く認識しているところであります。

若い世代を中心に雇用、子育て環境、移住定住施策に優先的に取り組んでいくことは、

本市の地域創生総合戦略にも重点項目として位置付けているものであり、勝俣大紀議

員御発言の郷土愛醸成の事業にも取り組んでいるところであります。 

 このような中、私は、この度の新型コロナウイルス感染症拡大により緊急事態宣言

が発出された際、本市出身の学生達に「ふじよしだ若者エール便」として、地元特産

品の詰合せを送りました。地元を離れて頑張っている学生達を少しでも勇気付けたい

との思いでしたが、それに対してたくさんの学生達が本市へメッセージを寄せてくれ

ました。その文面には、故郷を思い、故郷を気遣い、故郷を応援する気持ちがつづら

れ、コロナ禍の閉塞感漂う日々の中、逆に私自身が勇気付けられるとともに、改めて、

この若者達の未来の富士吉田市のために邁進して行こうとの思いを強くしたところで

あります。 

 さて、御質問の移住定住奨励金制度の目的についてでありますが、富士吉田市の未

来に向けて次代を担う若い世代を呼び込み、活力ある地域社会を形成していくことを
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目的に実施している施策であります。山梨県は移住定住希望地ランキングでも順位が

高く、その中でも本市は、首都圏からのアクセスがよく、慶應大学などとの域学連携

事業や、定住促進センターなどの地域発信イベントを通じて、学生や若者が活躍出来

る魅力あるまちとしての認知度も高まっております。このことから、住環境の確保を

後押しすることで、一人でも多くの移住者が本市で安心して暮らせるよう、積極的に

取組を進めているところであります。 

 次に、この制度を利用し移住定住をされた方の人数についてでありますが、平成 27

年度の制度開始から令和元年度までの５年間で、本市に移住定住された方は 849 名で

あり、その内新築物件取得支援と中古物件取得支援の２つの奨励金を利用して移住さ

れたのは 318 名となります。 

 次に、奨励金制度の利用実績に関する分析についてでありますが、制度開始からの

５年間における本市への転入者において、奨励金制度の対象年代と同年代の方は

4,514 名であり、制度の利用割合は 19 パーセントであります。新婚家賃支援を利用さ

れ移住した 489 名の方へのアンケート調査によりますと、96 パーセントの方が「奨励

金制度は移住のきっかけになった」、「今後も住み続けたい」と回答しております。さ

らに、市外から移住して家を新築する方の年代構成は、20 代と 30 代で 65 パーセント

以上を占めており、若い世代の定住支援対策として効果が高いものと認識しておりま

す。 

 移住定住につきましては、単に奨励金制度の有無のみではなく、子育てや雇用など

の社会環境、さらに、本市を取り巻く自然環境など、様々な要素が関係することから、

今後におきましても本市の魅力を高める施策に総合的に取り組んでまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 答弁の中で、ふじよしだ若者エール便について触れていました。大変な反響で地元

でも、孫から電話があり、大変喜んでいて、みなさんにありがとうって言っておいて

ね、って嬉しそうに話をしてくださいました。若い人たちにも地元に残るご家族にと

っても、地元っていいなって思ってくださったことは、間違いありません。 

 また移住定住に関して、若者が中心となって情報発信をし、地域の魅力を発信し続

けていることも確認できました。市長もご承知のとおり、本市をアピールするポイン
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トは、何と言っても、富士山のふもとの高原都市であり、中心から 15 分も行けば、ど

こにでも行ける。富士五湖の中心の街であります。しかも、全国的に展開している大

型店舗が点在しており、大きい病院も存在する。理想とするコンパクトシティがここ

にはあります。 

 今現在はコロナ禍の真っただ中です。最近の山梨日日新聞の記事によりますと、東

京圏を脱出する人たちが増えてきている様子がうかがえます。例えば、8 月 6 日の記

事では、東京集中、緩和の兆しとあり、リモートワークで地方に住みながら仕事をす

る選択肢が生まれた。また、別の日では、首都圏調査で非正規雇用の 6 割が移住に興

味を示している等、加えて、先にも述べたように企業側も大きなオフィスはいらない

ことなど、確実に東京圏離れを考えていることがわかります。 

 いままでは、地方で移住定住をするとき、実際に移住地で仕事はあるのかどうなの

か、というのが一番の問題でした。しかし、時は流れ、国において、積極的に在宅勤

務を奨励しています。 

 では、地方でリモートワークを実現するには、居住スペースの他にまずは、インタ

ーネットを違和感なく自由に使える環境を整える必要があります。サテライトオフィ

スについて、徳島県の神山町に研修に行きました。インターネット環境を積極的に整

備し、サテライトオフィスを開設し、都会からの移住が実際に行われていました。 

 さて、この移住定住施策の目的は、答弁にもありましたとおり、富士吉田市の未来

に向けて次代を担う若い世代を呼び込み、活力ある地域社会を形成していくことであ

りますが、これから人生 100 年時代を迎えようとしております。いま、年金受給者の

設定が、65 歳、あと 10 年もしたら 70 歳まで引き上げられる可能性もありうる社会情

勢です。我々の年代では一生涯働かなくてはならない状況になろうかと思います。そ

して、現在は晩婚の方も多くなっています。新築物件取得等支援奨励金については、

より労働人口を増やしていくために、40 歳未満ではなく、もう少し年齢層を広げても

いいのではないかと思われます。 

 ところで、近隣の市の動きとして、大月市は山梨県とタイアップしてリモートワー

クを推奨していくことが決定し、都留市では、キャンプ場とタイアップしてワーケー

ションを進めています。 

 その中で、いち早くサテライトオフィスを開始している本市ですが、サテライトオ

フィスを実際に利用させていただきました。当然Ｗｉ‐Ｆｉ環境が整っており、空間
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もすっきりしていて、大変利用しやすいなという印象を受けました。そこで、偶然に

も東京から出向していらっしゃる同サテライトオフィスのスタッフの方にリモートワ

ークに関して伺いました。この方は東京に半分、本市に半分住んでいらっしゃる方で

す。都内から地方に移動して、仕事をすることに関して、何か問題はありますか？の

問いに、別段問題はなく、むしろ時間が自由に使えて助かっている。また、生活に不

自由さを感じることはありますか？に対しては、バス移動をするわけでもなく、徒歩

圏内に電車の駅があるし、家とこのオフィスの往復だけなので、不便さはさほど感じ

ていないと答えてくれました。私の感想としては、地方に移住してもなんら遜色のな

いものなんだ、またその方の価値観で暮らす場所にとらわれることがないんだと考え

させられました。私たち地元民は自動車生活が普通であり、自動車がないとどこへも

行けないという感覚でありますが、視点を変えるだけでこんなにも感じ方がちがうの

かなとカルチャーショックを受けました。 

 以上のことを踏まえて、今現在実施されている移住定住施策とを掛け合わせると、

アピールするポイントをちょっと変えるだけで十分対応できそうだということがわか

りました。 

 そこで質問になりますが、もう少し移住希望者に寄り添った施策を考えていただく

必要があろうかと思います。対象の年齢層をもう少し幅を持たせることや、インター

ネット環境を整備する手伝いをするといった項目等を付け加えるだけでも進化した施

策になるのではないかと思いますが、当局のお考えをお聞かせください。  

 以上で、二回目の質問とさせていただきます。 

 

２回目の市長答弁 

 勝俣大紀議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 まず、移住定住施策についてでありますが、先ほど答弁申し上げましたとおり、移

住定住奨励金制度は、本市の未来に向けて次代を担う若い世代を呼び込み、活力ある

地域社会を形成していくことを目的に実施している施策であり、平成 27 年度から開

始し３年ごとに見直しを行っております。本年度は見直しの年に当たるため、現在そ

の作業を進めているところであります。 

 さて、物件取得に係る対象年齢についてでありますが、本市が本年度実施いたしま

した住宅取得に関する調査によりますと、住居を求める年齢は、多い順に 30 代、40
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代、20 代となっております。奨励金制度の直近３年間の実績とこの調査結果、さらに

は、多くの皆様からの対象年齢拡大の要望を踏まえ、対象年齢を広げることにつきま

しては、前向きに検討してまいります。 

 次に、インターネット環境の整備に対する支援についてでありますが、リモートワ

ークやワーケーション、２拠点居住など多様な働き方を求める人々が多くなってきて

いることは私も認識しております。これらの働き方には、インターネット環境の整備

が不可欠であることから、ウイズコロナ、アフターコロナによる新しい生活様式を見

据えた移住定住施策の一環として、奨励金制度の拡充については、既に検討を始めて

おります。 

 いずれにいたしましても、新型コロナウイルス感染症の影響により人々の生活様式

は大きく変わろうとしております。移住定住を推進していくためには、子育てや雇用

などの社会環境、本市を取り巻く豊かな自然環境など様々な要素が関係することから、

今後におきましても、時代のニーズをしっかり把握する中で、総合的な観点から積極

的に取り組んでまいります。 

 以上、答弁といたします。 

 

第２標題「地域包括ケアシステムに基づくインターネットを活用したコミュニティー

の形成の可能性について」 

１回目の質問 

 第２標題地域包括ケアシステムに基づくインターネットを活用したコニュニティー

の形成の可能性について質問します。 

 現在は、高齢化に伴い社会構造は、日に日に変化しています。2025 年には団塊の世

代の方の人口が 75 歳のピークを迎えます。あと 5 年です。過去にもある議員さんから

一般質問されていました。山梨日日新聞令和 2 年 8 月 10 日の記事によると、75 歳以

上の人口が 2022 年から急増し、医療費が膨らむことが予想されるというものです。あ

と 2 年後です。それと同時に、これから急激に増えるであろう介護の問題があります。

地域柄でしょうか、他人に話しづらいとか、家族で面倒見ないと世間でなんて言われ

るかとご自宅で面倒を見ていらっしゃるご家庭は多いと思います。 

 その一方で、標題にもあるようにインターネットを活用したコミュニケーションに

ついては、現在元気なシルバー世代でスマートフォンが普及し始めており、お孫さん
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と face to face でコミュニケーションを取っていらっしゃる方を見かけるようにな

りました。この現象はコロナ禍でより一層加速しました。 

 このインターネットを通じて、要介護者やその家族、介護予備軍の方と地域包括支

援センターまたはブランチ等とコミュニケーションを築くことができれば、当事者の

健康管理や何気ない会話のなかで自分では気づかない軽い脳梗塞等すぐに発見でき、

迅速な対応ができる可能性があります。また、介護に携わる担い手不足の解消や、当

事者やその家族の皆さんの負担が軽減されるのではないかという視点から質問をさせ

ていただきます。このインターネットを活用したコミュニケーションの可能性につい

ては、この質問に関し、調査を進めていく中で、本市でもすでにオンライン診療を始

めているクリニックが存在していることを知ることになり、その可能性が広がってい

ることを意味しています。 

 本題に移る前にまずは、介護等生活が困難であると思われる方は市役所に連絡をく

ださい。行政でできることはお手伝いします。 

 さて、私は議会ごとに活動報告を地域の方に対し、書面でもって、報告させていた

だいておりますが、行く先々で、今までは、買い物に行きたいけど、ちょうどあう時

間帯にバスが来ないとか、病院に行くにも思うように行けないとか間接的に不都合が

生じるケースでありましたが、最近は、もっぱら、介護にかかわることが多くなって

おり、それも今年の夏ごろからこのような事案が増え、衝撃を受けました。 

 そこで、介護されているご家族で何が起こっているの？調査をしました。 

 例えば、三世代同居老夫婦が一階、若い世代が二階に住んでいても、ライフスタイ

ルの違いで、お互いに別々の生活を送っている。ほかの事例では、息子さんが実の親

を殴ってしまうケースが多くなっているのも、事実です。殴った本人は、実の親を殴

ってしまったと後悔し、殴られた本人は実の子どもに殴られたと市役所に連絡する。

議員さん何とかしてとなるわけです。 

 当事者として、想像するだけでもいたたまれなく、手伝うにしてもどうしたらいい

のかと心を砕くこともあります。これはほんの一例で、実際にある話です。事態は非

常に緊迫しています。 

 このようなケースは、全国で起こっており、国や県からも市町村において、地域包

括ケアという概念を利用して、何とか取り組んでほしいということになっています。 

 この地域包括ケアについては、本市において、地域保健福祉計画第 4 期の事業内容



9 
 

として掲げられており、本年度からスタートしています。この計画において、地域保

健福祉の分野は地域医療をはじめ、障害者、生活保護、高齢者福祉、子育て支援など

多岐にわたっており、共通している課題を四項目挙げています。①かかわりあい、支

えあうまちづくり②必要な人に支援が届く情報発信③新たな福祉課題への包括的な対

応④地域基盤の強化となっています。 

 特に注目すべきは、①と③にかかわる部分です。①かかわりあい、支えあうまちづ

くりにおいて、アンケートによると、地域活動やボランティア活動に機会があれば参

加したいということであり、市民の皆さんは潜在的に地域とかかわりを持つことの重

要性を感じているという結果です。 

 また、③新たな福祉課題への包括的な対応においても、社会情勢の変化により、複

合的な課題、制度の狭間の問題等の課題が生じ、これまで以上に複雑な分野が絡み合

っているケースが増えていくことが予想され、その課題に対応するため、制度や分野

ごとの縦割りから包括的な対応に変える必要がある。支え手や受け手といった関係を

超え、地域に住む多様な主体が参画し、人と人、人と社会にあるさまざまな社会資源

が世代や分野を超えてつながる地域共生社会の実現は、まちの活力につながる重要な

課題であるとしており、私は、これらの項目について大変重要であると捉えておりま

す。 

 まずは、この地域保健福祉に対する概念をどう捉えていらっしゃるのか、次に先に

掲げた課題であるかかわりあい、支えあうまちづくりについて、また新たな福祉課題

への包括的な対応について、具体的にどのように展開していくのか、お聞かせくださ

い。 

 また、喫緊の重要な課題の一つである老人福祉にスポットを当て、今回の標題の軸

となる地域包括ケアシステムについて伺います。 

 地域包括支援センターを中心に相談業務等を行っていることはわかりますが、地域

包括ケアシステムとは何か、具体的にどのような事業を展開しているのか、併せてお

聞かせください。 

 以上、一回目の質問とさせていただきます。 

 

１回目の市長答弁 

 地域包括ケアシステムに基づくインターネットを活用したコミュニティーの形成の
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可能性についての御質問にお答えいたします。 

 まず、第４期富士吉田市地域保健福祉計画における地域福祉に対する概念について

でありますが、昨年度策定いたしました地域保健福祉計画は、『ひとりひとりが紡ぐ幸

せ やさしさを織るまち 富士吉田』を基本理念に、すべての人がいきいきと、頼り

頼られ、寄り添い寄り添われながら、安心して暮らすまちを目指したものであり、御

質問の地域福祉に対する概念は、正しく、この計画における基本理念そのものである

と考えております。 

 次に、計画の課題である、かかわりあい、支えあうまちづくりについて、また、新

たな福祉課題への包括的な対応について、具体的にどのように展開していくのかにつ

いてでありますが、本市においても働きながらの子育てに加えて、高齢者や障がい者

の介護も同時に担わなければならない等の方々が、増加傾向にあります。そのため、

このような複合的な課題を抱える方々が一人で悩みを抱え、社会から孤立してしまわ

ぬようしっかりと支援していくことが、行政や社会の責務であると考えております。

福祉制度は、従来「高齢」、「障がい」、「子ども」等、対象者別に制度が整備されてい

ます。しかしながら、このように複合的な課題を解決していくためには、「縦割り」の

制度や分野といった考えから、「包括的な対応」に変えていくことが必要であります。

この包括的な対応に欠かせない存在がボランティア団体、民生委員・児童委員、地域

の方々であります。 

 本市における具体的な包括的対応とは、課題を抱えている方々が、具体的に何に困

り、どのような手助けを必要としているのかをしっかりと把握し、専門職やヘルパー

だけでなく、身近な地域の方々等にも手助けしていただく仕組み作りであります。計

画策定時の市民へのアンケート結果では、約 70 パーセントの方が「地域活動やボラン

ティア活動に機会があれば参加したい」、また、約 80 パーセントの方が「近所で困っ

ている人がいれば支援したい」と回答しております。 

 これらをも踏まえ、支援して欲しい人と支援したい人との橋渡しであるこの仕組み

を通して、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進してまいります。 

 次に、地域包括ケアシステムとは何かについてでありますが、日本は諸外国に例を

見ないスピードで高齢化が進行しており、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年以降

は国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれております。 

 このため、国においては、2025 年を目途に高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を



11 
 

目的とし、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ

とができる地域の包括的な支援やサービスの提供体制の構築を推進しており、この体

制を地域包括ケアシステムと総称しております。具体的には、「住まい」、「医療」、「介

護」、「予防」、「生活支援」が切れ目なく一体的に提供できるよう、地域住民、介護事

業者、医療機関、自治体、ボランティア等が一体となって地域全体で取り組む仕組み

のことであります。 

 本市における高齢者の地域包括ケアシステムにつきましては、市役所内に地域包括

支援センターを設置し、この拠点を支えるため市内４か所にブランチを設け、各地域

における相談業務や生活の支援を行っているところであります。 

 具体的な事業内容についてでありますが、介護予防や日常生活を支援する事業とし

て、ホームヘルパーが自宅を訪問し、生活の援助や身体の介護を行う訪問型サービス、

通所介護施設において食事や入浴のサービス、生活機能の維持向上のための体操や筋

力トレーニングなどを受けられる通所型サービスを介護事業所と連携し、実施してお

ります。 

 また、家に閉じこもりがちな高齢者に対し、地域の方々と連携し、コミュニティカ

フェやいきいきサロン等の事業を通して、外出のきっかけ作りや活躍の場を提供する

支援を実施しております。 

 さらに、医療や介護の専門職との連携により、「認知症初期集中支援チーム」を結成

し、認知機能の低下がみられる方やその家族の相談、訪問指導を行っております。ま

た、このチームのメンバーが、認知症をサポートする市民のボランティア団体を結成

し、市民を対象とした認知症サポーター養成講座を開催し、認知症を正しく理解し、

認知症の方やその家族を温かく見守り、支援する応援者の養成に取り組んでいるとこ

ろであります。 

 以上、答弁といたします。 

 

２回目の質問 

 答弁の中で、地域福祉計画の概念はすべての人がいきいきと、頼り頼られ、寄り添

い寄り添われながら、安心して暮らすまちを目指していることを示しており、同時に

基本理念であることもわかり、崇高な理念のもと実施されていることを再認識しまし

た。 
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 さらに、本市においても働きながらの子育てに加えて、高齢者や障がい者の介護も

同時に担わなければならない等の方々が、増加傾向にあるとし、地域福祉が複合化し

ている課題も浮き彫りになりました。 

 このような状況を踏まえて、包括的な対応をしていくには、欠かすことができない

存在として、地域のボランティア団体、民生委員・児童委員そして、地域の方々であ

ることもわかりました。 

 また、地域包括ケアシステムにおいては、2025 年を目途に高齢者の尊厳の保持と自

立生活の支援を目的とし、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生最後

まで続けることができる地域の包括的な支援やサービスの提供体制の構築を推進して

いくことであり、具体的な施策を展開していることもわかりました。 

 具体的な施策を講じていくうえで、現場での課題としては、本市における介護事業

所の数や、そこで働くスタッフの数、ケアマネージャーさんの数等が介護を必要とし

ている方の数、つまり、需要と供給のバランスが取れているのかどうなのかが気にな

るところです。 

 そして、新型コロナの影響で、地域で高齢者を支えているボランティアのみなさん

が協力していただいているいきいきサロン等が開催することが困難となり、今まで以

上に外出する機会が減っています。 

 これまで述べてきた中で、地域とのかかわりあいの重要性を確認することができま

したが、まさに自助共助公助のネットワークを構築していくことが重要であると確信

しました。 

 また同時に、福祉計画の基本理念で掲げている頼り頼られ、寄り添い寄り添われと

いうフレーズは、向こう三軒両隣という古きよき時代の言葉を思い起こさせますが、

時は流れ、隣の人は何する人ぞと思われるくらい昔とは違います。昔のようにコミュ

ニティーが密になっている状況ではないのが、今です。これを裏付けるかのように、

福祉計画書に記載されているアンケートによると、地域間の関係が希薄化しているこ

とを挙げております。加えて、民生委員・児童委員さんたちも昔とは違い、会社で働

いていらっしゃる方も多く、思うようには動けないのが現状です。 

 このような状況を踏まえると、新しいコミュニティーの形成が必要であることがわ

かり、第 1 標題でも取り扱ったインターネットを活用して、新たなコミュニティーを

形成できないものかと思いつきました。 
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 さらに調査を進めると、富士吉田市地域ケア会議運営要綱の中で、第 3 条 事業内

容 介護保険受給対象外の者に対する介護予防及び生活支援サービスの調整に関する

こととされており、介護保険受給対象外の方にも焦点を当てていることがわかります。

つまり、介護予防に関しても地域ケア会議において、事業内容とされています。 

 あと 5 年後、介護人口がピークを迎え、その後もしばらくは続くとされています。

健康寿命をいかに伸ばしていくのかが、市政運営の課題の一つです。 

 まずは、その方たちに対して、インターネットによる face to face のコミュニケー

ションツールを活用して、いつでもどこでもまずは、気軽に相談できるような支援が

必要ではないかと思われます。 

 また、このコミュニケーションツールを生かして、何気ない会話を通して、簡単な

健康管理、脳トレ等いろいろな可能性が生まれてきます。 

 このインターネットを通して、face to face のコミュニケーションの可能性につい

ては、一回目の質問で紹介してあるとおりです。 

 私は、2025 年以降介護人口の増加が予想されており、介護人口を抑制する一つの方

法として、インターネットを活用したコミュニティーの形成の有効性を導き出しまし

た。また、地域の力が重要であること、そして当事者やその家族の方からの情報をい

ち早く得て、早期発見することが介護人口を抑制していくのではないかと思います。 

 そこで質問になりますが、地域包括ケアシステムに基づくインターネットを活用し

たコミュニティーの形成の可能性について、どのように捉えているのか当局の見解を

お聞かせください。 

 以上、二回目の質問といたします。 

 

２回目の市長答弁 

 勝俣大紀議員の２回目の御質問にお答えいたします。 

 地域包括ケアシステムに基づくインターネットを活用したコミュニティーの形成の

可能性についてでありますが、高齢者の方々が住み慣れた地域で、自立した生活を続

けていくことを支援していくためには、支援に必要な情報を迅速かつ円滑に共有しな

がら進めていくことが必要となります。 

 現状では、高齢となり介護が必要となっても、住み慣れた地域、自宅での自立した

生活を継続していくために、多くの介護や高齢者支援に携わる人々が主体となって切
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れ目のないサービス提供を行っております。 

 しかしながら、勝俣大紀議員御発言のとおり、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、

いきいきサロンを始めとした様々な支援事業を自粛せざるを得ない状況となっており

ます。このようなことからも、コミュニケーションツールとして、インターネットの

活用は有効であると認識しております。まずは、情報を得るために、あるいは、相談

のツールとしてＳＮＳを利用することを検討し、将来的には、地域の方々や事業者、

専門職とインターネットでもつながりを持てる環境を整えてまいりたいと考えており

ます。 

 以上、答弁といたします。 

 

「締めの言葉」 

 今回は、インターネットにかかわる内容でした。すでに AI の時代が到来しており、

インターネットの世界がこれからより広がっていきます。そんな中で、インターネッ

トの可能性を最大限に活用し、住みやすい街を目指して、精進してまいります。 

 以上で一般質問を終わります。ご清聴まことにありがとうございました。 


