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若尾きみえプロフィールs1964年岡山県生まれ、岡山大学教育学部卒業　s職歴
／岡山市立幼稚園にて教諭、結婚を機に退職後、仙台市、富山市にて英会話講師
s活動歴／八王子市環境基本条例制定に向けて活動、八王子市ゆめおり市民会議
環境分科会メンバー、八王子市西南部環境市民会議会員、2003年市議会議員初当
選後、市議として２期活動、地域で高齢者福祉や防災問題に取り組む ◎市民集会『生ごみ活かして元気野菜

　元気人間づくり』講師 吉田俊道さんと
◎まちづくり市民講座  井上英樹さんを
講師に年金についての学習会を開催

◎まちづくり市民講座  前川浩子さんを
講師に防災問題についての学習会を開催◎八王子市主催の食育フェスタに参加

Ⅱ．介護が必要になっても最期まで自分らしく ～「地域包括ケア」の調査研究から～

Ⅲ．金比羅斜面緑地の売却問題　市が買い取ることで解決方向に

　市は、「市街地内丘陵地のみどりの保全条例」を制定
し、斜面地の緑の保全に取り組んできました。金比羅斜
面緑地（2006年指定）には、６年間で3600万円もの維持
管理費を出しています。ところが矢野学園は市に相談す
ることなく、三和土木に１億２千万円で売却。三和土木
は、防空壕がある脆弱な地盤に大規模な宅地開発をする
計画で、市に斜面緑地の指定解除を申請し、市が買い取
るなら20億円で売却すると主張。今回市は不動産鑑定を
行い、４億９千万円での買い取り金額を提示したとこ
ろ、市が買い取る方向で三和土木と合意できたとのこと
です。開発されれば貴重な緑を失うだけでなく、災害の

危険性もはらみ、浅川防空壕跡も喪失するところでし
た。保全できることになり本当に良かったと思います。

◎市民の関心が歯止めに
　条例改正と「みどりの保全基金」の活用も
　買い取り金額は不動産鑑定結果内の金額で妥当性はあ
りますが、善意を前提にした条例の趣旨をゆがめる形で
動きがあったことは残念です。こうしたことを防ぐに
は、制度の運用に市民が関心を持つことが大切です。

OPICS 

2014年３月15日号
 発行　若尾きみえと生き生き市民会議

T 

は、重度の要介護状態になっても住み慣れた
地域で暮らせるための地域包括ケアシステム

を作る方針です。しかし、多くの人が在宅で終末を迎
えることを望みつつも、実際は家族の介護の負担が大
きく、施設整備を望む声が多いのも事実です。国が示
す地域包括ケアが単なる施設整備費の削減ではなく、

本人の意志を尊重しつつ、家族も困らない制度づくり
につながるのかは、まだまだ未知数です。今後も、医
療・介護の問題について皆さんと一緒に考え、行政に
も発信していきたいと思います。

Ⅰ．八王子の豪雪を通して ～雪かき、防災の視点からまちづくりを考える～
Ⅱ．介護が必要になっても最期まで自分らしく ～「地域包括ケア」の調査研究から～
Ⅲ．金比羅斜面緑地の売却問題　市が買い取る方向で解決に
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s前八王子市議会議員  若尾きみえの活動と市政報告

◎特養の施設整備は抑制
　在宅介護の限界点を高める方針
　国が言う「住み慣れた地域で暮らせるための地域包括
ケア」の構想が、市民が望む在宅介護の充実につながる
のかが重要です。税収が伸び悩み、医療・介護費が増大
する中、国は、特別養護老人ホーム（特養）などの施設
整備は抑制して利用の効率化を図り、一方で在宅介護の
限界点を高めるとしています。居住系のサービス付き高
齢者住宅や有料老人ホームも在宅ととらえ、増やしてい
く方針のようです。しかし、認知症や寝たきりなど介護
度が重い方の家族からは、特養の整備を望む声が強いの
も事実です。また居住系のサービス付き高齢者住宅など
はコストもかかり、利用できる人が限られてきます。

◎高齢者の元気を応援するまちづくりと
　介護サービスの質を高める取り組みを
　今後、社会保障制度の維持と個人の尊厳の両方を充足
するには、健康寿命を延ばし元気な高齢者を増やすこと

と、医療・介護が
必要になった時
も、自分らしく暮
らせるような質の
高いサービスを、施設や在宅で提供できるようにするこ
と、この二つの視点での取り組みが必要だと私は考えて
います。
　失われてしまった地域のつながりや支え合いをつくり、
地域力の底上げをしていくことも大切です。今地域では、
空き家等を活用し、居場所や相談・交流拠点をつくり、人
をつないでいけたらと模索が始まっていますが、場所の確
保や家賃の支払いなど様々な課題もあります。

Ⅰ．八王子の豪雪を通して ～雪かき、防災の視点からまちづくりを考える～

◎八王子市の除雪対応は？生活道路の除雪は？
　市は、「雪害対策本部」を設置。4000万円の補正予算
を組み、主要駅周辺やバス路線、病院施設等を最優先
に、市職員や委託事業者が除雪作業を実施。また、孤立
し支援を求めてきた高齢者施設には消防団の派遣を要請
し、食料の供給路の確保を図ったとのこと。市として最
大限できることを行ったとのことです。
　しかし、市道の全長は1301.8キロもあり、全ての除雪
作業を行政が行うことは到底不可能です。住宅地などの
生活道路では、住民の皆さんが雪かきを熱心にされてい
ました。おかげで、清掃車も何とかごみ収集をすること
ができたようです。

◎高齢化が進む地域の課題
　私が住んでいるめじろ台では高齢化率が37％、めじろ
台３丁目では40％にもなり、空き家も増えています。助
け合いで何とか雪かきができた地域と、ご高齢の方が多
く手が付けられない地域がありました。南陽台（高齢化
率44％）、北野台（43％）、みつい台（40％）、絹ヶ丘
（36％）など、高齢化が進むかつての新興住宅地でも同
様の状況があったのではないでしょうか。
　今回の雪を経験し、地域では「防災の一環として、若
い人や土木事業者との連携で雪かき応援団を作るなど、
ネットワークづくりが大切では」「若い人たちに来ても
らえるような魅力あるまちづくりを」との意見も出てい
ます。

◎やっぱり日頃の備えが大切…ご近所のつながりと備蓄
　今回の豪雪は大変な経験
でしたが、「雪かきを通し
て普段交流がない人とも交
流ができた。」「いざという
時のご近所のつながりの大
切さを痛感した。」また、
「震災の時を思い出し、良
い防災訓練になった。」とい
うお声もありました。皆さ
んはどんなふうに感じられ
ましたか？私もスーパーの
閉店を経験し、改めて、物流やインフラが止まったこと
を想定して、最低でも３日間の水と食料の備蓄を家庭で
しておくことが必要だと感じました。

◎防災には想定外をなくしていくことが大切
　豪雪で立ち往生した車両が障害となり、高速道路が封
鎖。物流にも影響が出ました。私は雪国に住んでいた経
験がありますが、雪国の除雪や道路管理のノウハウを今
後学んでいく必要があると感じました。
　今回の豪雪は、防災について再認識する機会にもなり
ました。想定外の原発事故でいまだに深刻な放射能汚染
が続き、気候変動も起きています。今回の豪雪を一つの
教訓に国や地方自治体も想定外をなくし、減災へ取り組
みを進めていくことが重要だと感じました。

◎移行後得られる権
限で何をするのか？
　中核市移行後、本
市には、児童福祉施
設の設置許可や特別
養護老人ホームの設
置許可、屋外広告物
の制限、開発行為の
許可など福祉から都
市計画まで1153件の
事務権限が移譲とな
り、地域の実情に応
じた基準を条例で制
定できるようになり
ます。地方分権の流
れから言えば、中核
市への移行は望まし
い方向です。しか
し、これには、大き
な責任もともないま
す。石森市長から
は、「市民ニーズに
応じたまちづくりを
行い、多摩のリー
ディングシティとし
て豊かな資源を生か
した独自性・創造性
を発揮したまちづく
りをめざしていく」
というメッセージは
あるものの、具体的
な政策は明らかにさ
れていません。
◎問われる市民・議
会・行政職員の力
　首長のまちづくり
への理念が明確でな
いだけに、今後のあ
り方は、市民にか
かってきます。市街
化調整区域の緑の開
発を巡り、議会で
は、建設計画中止の
請願審議が４回も継
続になっています
が、移行後、開発権
限を手にした市は、
これまで通り緑を守
るのか、開発に舵取
りをするのかは、ま
さにこれからの市民
の声次第です。
　今後は高い知見と未
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■市内平均で50㎝の積雪を記録した２回目の豪雪。高尾山の麓や恩方では１ｍもの積雪
があり、公共交通のマヒや道路の封鎖で孤立する集落もありました。商店街ではアー
ケードが壊れ、住宅街では多くのカーポートが破損。人的被害はないものの、道路の通
行止めで物流がストップし、スーパーが閉店。震災時を思わせる状況もありました。

めじろ台３丁目町会の防災訓練に参加

地域の高齢者福祉団体主催「地域包括ケア」
についての調査研究報告会に参加

■国が掲げる地域包括ケアシステムの方向性は?!／私は高齢者福祉の団体のメンバーとして、「高齢になっても
最期まで元気で自分らしく暮らすには」というテーマのもと、地域のみなさんと定期的なサロン活動などを行っ
ています。その一環として、「地域包括ケアシステム」の調査研究もこの一年皆さんと進めてきました。

■私は高齢者福祉団体のメンバーとして、「高齢になっても最期まで元気で自
分らしく暮らすには」というテーマのもと、地域のみなさんと定期的なサロン
活動などを行っています。その一環として、「地域包括ケアシステム」の調査
研究もこの一年皆さんと進めてきました。

■前回の私の通信でも取り上げてきた金比
羅斜面緑地の売却問題は、市が買い取る
ことで解決できる見通しとなりました。

「地域包括ケア」では住民参加が一つの柱になっ
ています。国が、地方自治体や地域住民にがんばれ
というのなら、ぜひ介護保険制度についても、地域
の実態に合った取り組みや市民の活動を応援するよ
うな制度に変えていってほしいと思います。

　その一方で、勝手に売却するなどの約束違反があった
場合は、補助金を返還する規定を新たに盛り込むなど、
条例改正も必要だと思います。「みどりの保全基金」は残
高が減る一方ですが、基金を募り、緑地保全に向け早い
段階で買い取りをしていくことも大切だと思います。
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　今後、社会保障制度の維持と個人の尊厳の両方を充足
するには、健康寿命を延ばし元気な高齢者を増やすこと

と、医療・介護が
必要になった時
も、自分らしく暮
らせるような質の
高いサービスを、施設や在宅で提供できるようにするこ
と、この二つの視点での取り組みが必要だと私は考えて
います。
　失われてしまった地域のつながりや支え合いをつくり、
地域力の底上げをしていくことも大切です。今地域では、
空き家等を活用し、居場所や相談・交流拠点をつくり、人
をつないでいけたらと模索が始まっていますが、場所の確
保や家賃の支払いなど様々な課題もあります。

Ⅰ．八王子の豪雪を通して ～雪かき、防災の視点からまちづくりを考える～

◎八王子市の除雪対応は？生活道路の除雪は？
　市は、「雪害対策本部」を設置。4000万円の補正予算
を組み、主要駅周辺やバス路線、病院施設等を最優先
に、市職員や委託事業者が除雪作業を実施。また、孤立
し支援を求めてきた高齢者施設には消防団の派遣を要請
し、食料の供給路の確保を図ったとのこと。市として最
大限できることを行ったとのことです。
　しかし、市道の全長は1301.8キロもあり、全ての除雪
作業を行政が行うことは到底不可能です。住宅地などの
生活道路では、住民の皆さんが雪かきを熱心にされてい
ました。おかげで、清掃車も何とかごみ収集をすること
ができたようです。

◎高齢化が進む地域の課題
　私が住んでいるめじろ台では高齢化率が37％、めじろ
台３丁目では40％にもなり、空き家も増えています。助
け合いで何とか雪かきができた地域と、ご高齢の方が多
く手が付けられない地域がありました。南陽台（高齢化
率44％）、北野台（43％）、みつい台（40％）、絹ヶ丘
（36％）など、高齢化が進むかつての新興住宅地でも同
様の状況があったのではないでしょうか。
　今回の雪を経験し、地域では「防災の一環として、若
い人や土木事業者との連携で雪かき応援団を作るなど、
ネットワークづくりが大切では」「若い人たちに来ても
らえるような魅力あるまちづくりを」との意見も出てい
ます。

◎やっぱり日頃の備えが大切…ご近所のつながりと備蓄
　今回の豪雪は大変な経験
でしたが、「雪かきを通し
て普段交流がない人とも交
流ができた。」「いざという
時のご近所のつながりの大
切さを痛感した。」また、
「震災の時を思い出し、良
い防災訓練になった。」とい
うお声もありました。皆さ
んはどんなふうに感じられ
ましたか？私もスーパーの
閉店を経験し、改めて、物流やインフラが止まったこと
を想定して、最低でも３日間の水と食料の備蓄を家庭で
しておくことが必要だと感じました。

◎防災には想定外をなくしていくことが大切
　豪雪で立ち往生した車両が障害となり、高速道路が封
鎖。物流にも影響が出ました。私は雪国に住んでいた経
験がありますが、雪国の除雪や道路管理のノウハウを今
後学んでいく必要があると感じました。
　今回の豪雪は、防災について再認識する機会にもなり
ました。想定外の原発事故でいまだに深刻な放射能汚染
が続き、気候変動も起きています。今回の豪雪を一つの
教訓に国や地方自治体も想定外をなくし、減災へ取り組
みを進めていくことが重要だと感じました。

◎移行後得られる権
限で何をするのか？
　中核市移行後、本
市には、児童福祉施
設の設置許可や特別
養護老人ホームの設
置許可、屋外広告物
の制限、開発行為の
許可など福祉から都
市計画まで1153件の
事務権限が移譲とな
り、地域の実情に応
じた基準を条例で制
定できるようになり
ます。地方分権の流
れから言えば、中核
市への移行は望まし
い方向です。しか
し、これには、大き
な責任もともないま
す。石森市長から
は、「市民ニーズに
応じたまちづくりを
行い、多摩のリー
ディングシティとし
て豊かな資源を生か
した独自性・創造性
を発揮したまちづく
りをめざしていく」
というメッセージは
あるものの、具体的
な政策は明らかにさ
れていません。
◎問われる市民・議
会・行政職員の力
　首長のまちづくり
への理念が明確でな
いだけに、今後のあ
り方は、市民にか
かってきます。市街
化調整区域の緑の開
発を巡り、議会で
は、建設計画中止の
請願審議が４回も継
続になっています
が、移行後、開発権
限を手にした市は、
これまで通り緑を守
るのか、開発に舵取
りをするのかは、ま
さにこれからの市民
の声次第です。
　今後は高い知見と未
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■市内平均で50㎝の積雪を記録した２回目の豪雪。高尾山の麓や恩方では１ｍもの積雪
があり、公共交通のマヒや道路の封鎖で孤立する集落もありました。商店街ではアー
ケードが壊れ、住宅街では多くのカーポートが破損。人的被害はないものの、道路の通
行止めで物流がストップし、スーパーが閉店。震災時を思わせる状況もありました。

めじろ台３丁目町会の防災訓練に参加

地域の高齢者福祉団体主催「地域包括ケア」
についての調査研究報告会に参加

■国が掲げる地域包括ケアシステムの方向性は?!／私は高齢者福祉の団体のメンバーとして、「高齢になっても
最期まで元気で自分らしく暮らすには」というテーマのもと、地域のみなさんと定期的なサロン活動などを行っ
ています。その一環として、「地域包括ケアシステム」の調査研究もこの一年皆さんと進めてきました。

■私は高齢者福祉団体のメンバーとして、「高齢になっても最期まで元気で自
分らしく暮らすには」というテーマのもと、地域のみなさんと定期的なサロン
活動などを行っています。その一環として、「地域包括ケアシステム」の調査
研究もこの一年皆さんと進めてきました。

■前回の私の通信でも取り上げてきた金比
羅斜面緑地の売却問題は、市が買い取る
ことで解決できる見通しとなりました。

「地域包括ケア」では住民参加が一つの柱になっ
ています。国が、地方自治体や地域住民にがんばれ
というのなら、ぜひ介護保険制度についても、地域
の実態に合った取り組みや市民の活動を応援するよ
うな制度に変えていってほしいと思います。

　その一方で、勝手に売却するなどの約束違反があった
場合は、補助金を返還する規定を新たに盛り込むなど、
条例改正も必要だと思います。「みどりの保全基金」は残
高が減る一方ですが、基金を募り、緑地保全に向け早い
段階で買い取りをしていくことも大切だと思います。


