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第５回鈴鹿市地域福祉計画策定委員会（活動計画策定委員会と合同開催） 要旨 

 

日  時 平成27年３月23日(月) 13時30分～16時00分 

場  所 市役所本庁５階503会議室 

出席委員 渥美委員 安藤委員 磐城委員 亀田委員 貴島委員長 白岡委員 田中委員 

西村委員 橋爪委員 松本委員 山本委員 吉田四郎副委員長 吉田武委員 

（名簿順） 

和田委員（活動計画策定委員会委員） 

欠席委員 なし 

 

 

委員の出席状況と会議の成立について報告（市事務局） 

 

保健福祉部長あいさつ 

 年度末のお忙しいなか、ご出席いただき感謝する。本日は活動計画と合同の策定委員会とし

て開催し、それぞれで共有している市民アンケート調査の結果、中学生アンケートと団体アン

ケートの中間集計と、次期計画の骨子（案）、地域福祉活動計画を議題としてご協議をお願い

する。限られた時間だが、よろしくお願いする。 

 

報告事項（市事務局） 

①２月27日に開催した地域福祉講演会には、委員も含めホールが満席になるほどたくさんのご

参加をいただき感謝している。テーマは「地域福祉から考える鈴鹿市の未来像」で、みなさ

んの関心が高いということをあらためて感じた。 

②前回委員会の会議録は市のホームページに掲載しているので、ご確認をお願いしたい。 

③前回委員会の委員報酬は３月20日付けで指定口座に振り込ませていただいたので、ご確認い

ただきたい。 

 

資料の確認（市事務局） 

 

１．市民アンケート調査結果及び中学生・団体アンケート中間報告について 

（貴島委員長） 

 本日は次期計画の骨子案の確定が主な議題になる。活動計画も同時進行ですすめたい。まず、

市民アンケート調査結果と中学生・団体アンケート中間報告について、説明をお願いする。 

（市事務局が資料１－１～５に基づき説明） 

［補足事項］ 

・市民アンケート調査の最終的な回収率は43％だった。自由記述として記載された生のご意見

も含め、計画策定に活かしていく。 

・中学生アンケート調査は３校に依頼し、２校分を集計した。学校間で回答に差があるため学

校別の結果を示したが、学校の評価を行うものではなく、最終的な表示方法は検討したい。 

・団体のアンケート調査は現在までに回答された団体について単純集計を行った。団体種別に

よる特性もあるため、最終的には分けて集計することも検討する。 

（貴島委員長） 

 説明に対して質問や意見はないか。調査結果は計画書に掲載すると思うが、自由記述は多種

多様であり、どうするのか。 

（市事務局） 

 資料１－３は要点をまとめたものなので、できるだけ公表する方向で考えたいが、表現等で
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問題のあるご意見については検討したい。 

（貴島委員長） 

 小さな問題から大きな問題まであるので、どこまで記載するかは難しい。自分の意見が掲載

されていないという苦情を受けた経験もあるので、今後の検討課題としてほしい。特に意見が

なければ、経過報告ということで了承したい。 

 

２．次期計画骨子（案）について 

（貴島委員長） 

 次期計画骨子（案）について説明してほしい。 

（市事務局が資料２に基づき説明） 

［補足事項］ 

・前回委員会でご議論いただいた次期計画の理念や方向性と、これまでの資料などを含めて、

骨子（案）のたたき台を整理した。内容や表現等も含めてご議論いただきたい。 

（貴島委員長） 

 第２期福祉計画の骨子（案）として、Ⅰ～Ⅳの４つの大きな枠組みと細かな項目が示されて

いる。内容や表現について意見をいただきたい。 

（山本委員） 

 Ⅰ－１の「計画策定の目的」に「新たな課題などに対応する」と書かれているが、新たな課

題だけでなく、既に取り組んでいることも含めた計画になるのではないか。Ⅰ－２の「計画の

位置づけ」に「指針となるもの」と書かれているが、計画ではないか。また、総合計画は、次

期計画は「第６次」ではなく「新たな中・長期的計画」になるのか。 

（市事務局） 

 「計画策定の目的」について、今まで取り組んできたことの見直しも含めて策定するのは当

然であり、表現は検討したい。「計画の位置づけ」について、地域福祉計画は社会福祉法に基

づく市町村地域福祉計画であり、理念的な部分が大きいため現行計画でも「指針」と記載して

いるが、あくまで計画だと認識していただければよいと思う。次期の総合計画については、現

在のところ庁内では「新たな中・長期的計画」と呼んでいるが、名称が意思決定されれば置き

換えたい。 

（貴島委員長） 

 文言はこれから変わっていくが、基本的な方向性としては、「計画の目的」は現行計画をふ

まえつつ、新たな課題を加えるという趣旨である。また、「計画の位置づけ」で「指針」とい

う表現が使われているが、計画であることには間違いなく、表現も変わってくると思う。p.1 

の図の各計画の名称に「第○次」を入れるかどうかも検討してほしい。 

（田中委員） 

 Ⅰ－１の「計画策定の目的」の「新たな課題」について、高齢者や子どもの問題は現行計画

にも入っており、その延長線上に加えていくという表現の方がよいのではないか。Ⅰ－５の

「計画の推進方法」について、現行計画は推進状況の点検や見直しがあまりなされなかったと

いうことだが、教科書的な計画だけ書いて終わりではいけないと思う。ＰＤＣＡサイクルは継

続して向上していく手法なので、具体的にどうすすめるかを踏み込んで書けないか。 

（貴島委員長） 

 Ⅰ－６として現行計画策定後に成立・施行された法律等が記載されており、社会情勢もずい

ぶん変わっているので、そうしたことが「新たな課題」になってくると思う。これは骨子であ

り、今後もっと具体的なことが書き込まれていく。「計画の推進方向」にも仮称の委員会が書

かれており、そうした委員会をつくってチェックをすることになる。 

（田中委員） 

 もう少しスピード感をもってすすむと考えてよいか。 
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（市事務局） 

 スピード感は重要だと認識している。推進状況の評価等を「年次的に行います」と記載して

おり、行政内部だけでなく外部の委員を含めた委員会をつくって点検し、評価に基づく次年度

の取り組みも議論しながら、すすめていきたいと考えている。 

（山本委員） 

 Ⅰ－４の「計画の策定方法」に【その他の市民参加について】と書かれているが、「その他」

は要らないと思う。また、情報発信や懇談会などの取り組みをすすめていくと書かれており、

そのうえで計画をまとめるとなるといつまでかかるか疑問だが、事務局はどのような計画をも

っているのか。さらに、計画を制定する手順が書かれていないが、必要ではないか。 

（市事務局） 

 市民参加については、活動計画は専門部会を設置して策定作業がすすめられるので、そのな

かで出されたご意見などの情報も共有し、福祉計画にも反映していきたいと考えている。また、

計画策定の手順の記述については検討する。 

（山本委員） 

 懇談会を開催するのか。 

（市事務局） 

 具体的なことは今後のこととなるが、市民のご意見をいただく機会をもちたいと考えている。 

（山本委員） 

 私は懇談会の開催は非常に難しいと考えるので、できる範囲でやった方がよいと思う。 

（貴島委員長） 

 この項は福祉計画の策定方法であり、活動計画で専門部会をつくって情報を共有するとして

も、「懇談会」と記載するとしなければならないので、予定が立っていないものは書き込まな

い方がよい気がする。以前に、団体にヒアリングをするという話も出ていたので、そうした文

言の方がよい。 

（市事務局） 

 何をするかがわかる表現を検討する。 

（貴島委員長） 

 情報発信については策定委員会の議事録をホームページで公開しており、実際に市民の方が

意見を寄せられるかどうかはわからないが、体制としてはできていると理解したい。 

（市事務局） 

 できるだけ情報発信に努めたい。また、パブリックコメントをどの段階かで実施し、広く意

見を募集するよう考えている。 

（田中委員） 

 Ⅰ－６に書かれている「(仮称)協働推進指針」ができていれば、見せてほしい。 

（市事務局） 

 行政だけでは立ち行かなくなっているので、市民と一緒にすすめるための指針を担当部署で

つくっているが、まだお示しできる段階にはない。 

（山本委員） 

 現在パブリックコメントが行われている。 

（貴島委員長） 

 計画の策定プロセスに間にあうのか。 

（市事務局） 

 素案に対する意見募集を行っている段階である。 

（田中委員） 

 これもふまえて計画を検討するということなので、できたら見せてほしい。 

（貴島委員長） 
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 福祉計画と協働推進指針の整合性を取るということだと思う。 

（山本委員） 

 Ⅰ－５の「計画の推進方法」には３つの項目が書かれているが、２つめを最初に行い、事業

の具体化を図ったうえでＰＤＣＡサイクルを回すということになると思う。しかし、行政の各

担当課は事務事業評価を毎年行っているので、それと別に評価を行うのであれば、二重評価に

なると感じる。また、議会に計画の進捗管理の責任を負わせなくてよいのか。 

（市事務局） 

 「計画の推進方法」については、まず推進委員会をつくり、事業の具体化を図るという流れ

をイメージして記載しており、共通認識できるよう、記述を工夫したい。事務事業評価につい

ては、関係部署が実施する事業を地域福祉の視点で評価していくうえでの材料として使って、

福祉計画としての評価を行っていきたいと考えている。また、個別の計画のＰＣＤＡは行政と

して行い、そのうえで、議会で施策に対する審議がなされるものと考えている。 

（貴島委員長） 

 「計画の推進方法」については、現時点ではこの３点が盛り込まれるものと理解し、文章化

する段階で順序を入れ替えた方がよければ、そこで議論してほしいと思う。現行計画は評価が

十分になされなかったので、外部の人も入れた委員会をつくるということであり、委員会の名

称なども今後の課題である。 

（白岡委員） 

 Ⅰ－４の「計画の策定方法」の【市民参加】には、Ⅲ－１の「基本理念」に書かれている

「みんなで」という表現が、きちんと謳われることが大事なのではないか。 

（貴島委員長） 

 その表現については、これから議論したい。まず、Ⅱの「鈴鹿市の地域福祉をすすめるうえ

での課題」について、意見をいただきたい。 

（磐城委員） 

 先日、鈴鹿市老人施設協議会の理事会で福祉計画に対する意見を求めたところ、介護の人材

が集まらないという問題が出てきた。施設をつくってもオープンできないという話を県内でも

聞くので、福祉に対する理解が深まるようなムードにしていく文言が、どこかに入ればありが

たいと思う。 

（貴島委員長） 

 p.1 の図に描かれているように、福祉計画は「福祉に関する個別計画」と関連しており、磐

城委員のご意見は、高齢者福祉計画や介護保険事業計画で採り上げられていると思う。 

（市事務局） 

 施設としての課題として理解するが、福祉計画では介護人材だけでなく、地域での支えあい

ができる人材やボランティアなども含めた、広い意味で地域福祉の多彩な担い手づくりと担い

手への支援が課題であり、そのなかでどのように表現するかをご議論いただきたい。 

（貴島委員長） 

 前回の委員会で「サービス」という言葉について議論があり、今回の資料では補足説明が付

けられているが、余計にわかりにくい気もする。計画にもこのまま記載するのか。「サービス」

という部分だけを切り出すと「タダ」という印象も与えるが、「福祉サービス」という言葉は

社会福祉法にも書かれており、全体的には認知されていると思う。 

（山本委員） 

 この資料を見て、委員長と同じように感じたので、例えば、Ⅲ－２の「基本目標」の「サー

ビスや活動」などの表現は「福祉サービス」にすればわかりやすいと思う。 

（田中委員） 

 介護保険なども含めた公的なサービスということだと思うが、「介護サービス」という言葉

は中途半端な気もするので考えてほしい。また、単に「サービス」と書くと、「ベビーシッタ
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ー」などの全額自己負担のサービスも含まれると感じる。 

（安藤委員） 

 地域福祉に関するサービスは、配食サービスや地域でのゴミ出しの支援、民生委員の見守り

など、公的なものだけでないと思う。地域福祉は「ともに助けあう」ことなので、ベビーシッ

ターや近所で子どもを預かることなども含めた全般的なことではないか。 

（委託機関） 

 これから「鈴鹿市の地域福祉」の概念を固めていく段階であり、骨子だけではご理解いただ

きにくい点があることは申し訳ない。表現については文章化するなかでご議論いただきたい。

地域福祉は、白岡委員も指摘されたように「みんなで」やっていくものなので、この計画には

地域での助けあいも含めていくが、それは「活動」と表現している。一方、「サービス」は仕

事として整理しており、例えば、市民アンケートでもニーズが示された買い物の支援として移

動販売を行うことなどは、商売であっても福祉的な側面が強いので、そうした生活関連サービ

スも含まれると考えている。 

（貴島委員長） 

 「サービス」を「福祉サービス」に置き換えるということではなく、「福祉サービス」をイメ

ージすれば理解しやすいということである。「サービス」に置き換わる言葉は見つけにくいと

思うので、その点を確認しておきたいという意味で指摘した。課題として３つの大きな柱と小

項目が示されており、今後、より具体的な表現をしていくが、追加すべきことなどはないか。 

 Ⅲの「地域福祉の推進目標」では、１の「基本理念」は前回の“困りごと”が“しあわせな

暮らし”に変更された。骨子なので非常に大雑把な表現しかされていないが、意見はないか。

Ⅲ－４の「エリア」という言葉も受け止め方に幅があるので、図示してほしいと思う。 

（山本委員） 

 Ⅲ－２の「基本目標」の（１）の「自ら生活を高め」という言葉がピンとこない。生活の質

を高めるということかと感じたが、どういう意味あいなのか。また、Ⅲ－４の「地域に根ざし

た取り組み」として、地区社協との関連を整理しておく必要があると思う。 

（市事務局） 

 「生活を高める」は、「一人ひとりが“元気なまち”をつくる」ために、生活の質も含めて、

いきいき暮らせるというイメージだが、表現については検討したい。また、「エリア」は地区

社協のエリアも含めて検討する。鈴鹿市には、自治会は399、小学校区は30、中学校区は10、

行政区は23、地域包括支援センターは４か所などいくつかの区分けがあり、それらがどのよう

に絡んでいくかは整理できていないが、小さな単位から広がっていく重層的なエリアを設定す

るというイメージが、なんらかのかたちでお示しできればよいと考えている。 

（貴島委員長） 

 「基本目標」の（１）について、「生活を高める」のは個人がやることだが、「人づくり」は

全体でやることなので、主語がねじれているという印象がある。また、自ら生活を高められな

い人もたくさんおり、その人たちがプレッシャーを感じる場合も出てくると思うので、今後の

検討課題にしてほしい。 

（渥美委員） 

 Ⅱの課題の語尾が「充実する」などになっているが、方向性まで示されているようで違和感

がある。また、これらとⅣ－１の「取組の柱と方向性」の各項目は、リンクしているのか。 

（市事務局） 

 ご意見をお聞きし、課題には「充実する」などの表現は使わない方がよいようにも感じた。

一方、課題と取組の柱は、リンクさせるように考えている。 

（貴島委員長） 

 取組の柱の各項目には、複数の課題が被ってくるので、ストレートに対応させるのではなく、

取りまとめて表現したということだと理解している。 
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（田中委員） 

 Ⅲ－３の「多彩な主体の役割分担の考え方」は、「(仮称)協働推進指針」に基づくものと考

えればよいか。重なるのであれば、「指針に基づいて」と書けばよいのではないか。 

（市事務局） 

 「(仮称)協働推進指針」は市と市民の協働に関する指針であり、福祉計画でも整合性を意識

して記述していきたい。 

（貴島委員長） 

 「(仮称)協働推進指針」は見ていないが、多彩な主体との役割分担は、どちらかといえば福

祉計画での位置づけがメインであり、それにあわせて指針をチェックすればよいと思う。 

（市事務局） 

 指針で示すのは方針的なものであり、福祉計画では地域福祉の取り組みをすすめるうえでの、

各々の役割を表現したいと考えている。 

（貴島委員長） 

 進行が拙くて終了予定時間になってしまい、申し訳ない。Ⅲの推進目標については、議論を

ふまえて書き込んでもらうということになると思うので、了承してほしい。 

 Ⅳの「地域福祉の推進方向」について意見はないか。Ⅳ－２の「先導的に取り組むこと」の

「先導的」の意味がわかりにくいので、もう一度説明してほしい。 

（市事務局） 

 重点的な取り組みとは少し違い、いろいろな取り組みをすすめるうえで取っ掛かりになると

いうイメージで「先導的」という言葉を用いた。「４年間で実施」の表現は補足したい。 

（貴島委員長） 

 ８年間の計画を前期の４年間と後期の４年間と考え、前期の４年間で取り組むという意味だ

と理解する。 

（山本委員） 

 Ⅳ－１の（２）に書かれている「後見的支援」は、障害者や母子家庭の支援がすべて網羅さ

れているのか。また、先導的な取り組みとして新たな事業が出てくれば事務事業として取り上

げられると思うが、どのような関係になるのか。 

（市事務局） 

 「後見的支援」は、判断能力が不十分な人に対する成年後見のイメージで記載している。ま

た、市が実施する新たな事業は事務事業として位置づけ、毎年評価していくことになる。 

（貴島委員長） 

 骨子（案）について細かく議論していただいたが、これで了承してよいか。今後、文章化さ

れていくので、いろいろな角度からご意見をいただきたいと思う。 

 

３．鈴鹿市地域福祉活動計画について【鈴鹿市社会福祉協議会より】 

（社協事務局が社協資料に基づき説明） 

［補足事項］ 

・「基本目標」は前回委員会でご承認いただいたものである。この「基本目標」に沿って専門

部会を設置し、資料に記載した多方面から参加されたメンバーで４月からご協議いただく。 

・専門部会では課題を整理・分析し、計画につないでいきたいと考えている。委員にも４月10

日と13日に開催する発足会議をご案内したので、ご参加いただいてすすめていきたい。 

（貴島委員長） 

 説明に対して、意見や質問はないか。「基本目標」の（２）では、対象者として子どもたち、

さまざまな国の人たち、若者に加え、さまざまな福祉課題を抱える当事者があげられているが、

どういう人をイメージすればよいか。また、（３）の「地域包括ケアシステムの構築」につい

て、福祉計画では「高齢者分野の」と書かれているので、調整が必要だと思う。 
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（社協事務局） 

 「さまざまな福祉課題を抱える当事者」はニートや引きこもりの人、生活困窮者などが関係

してくると思うが、制度から漏れる人への支援の取り組みも含めてイメージしている。また、

「地域包括ケアシステム」では、支援を受ける人も含め、地域でみんなで協力して支えていく

しくみをイメージした役割づくりを考えている。 

（市事務局） 

 言葉の問題として、鈴鹿市高齢者福祉計画では「地域包括ケアシステム」を高齢者を対象と

したケアシステムと位置づけている。福祉計画では障害者や子どもなども含めた、もっと広い

意味での包括ケアというイメージになるので、混乱を生じないように「高齢者分野の」と記載

しており、活動計画とも整合を図りたい。 

（田中委員） 

 医療・介護分野の仕事をしていると、「地域包括ケアシステム」は高齢者のイメージだが、

この言葉は以前から使われているのか。 

（貴島委員長） 

 広義と狭義の使い方があり、広い意味での「地域包括ケアシステム」と、医療・介護に関わ

る狭い範囲のものがある。受け止め方がさまざまなので、今後、検討してほしい。 

（社協事務局） 

 表現については専門部会でも議論し、誤解のないように心がけていきたい。 

（山本委員） 

 活動計画は社協が主体的にすすめるものだとすると、（２）の「福祉学習・福祉教育」は社

協が教育委員会に依頼するのか。また、（４）の「ＣＳＲの積極的な取り組み」は企業に呼び

かけるのか。 

（社協事務局） 

 活動計画は社協が独自に立てるのではなく、地域や関係者の方々と協働してつくるものであ

り、社協から呼びかけるのではなく、企業などにも参画していただいて協議していく。 

（貴島委員長） 

 計画そのものは社協の計画だが、いろいろなはたらきかけをしていくものと理解している。 

（渥美委員） 

 福祉教育について、「福祉協力校制度」や「ワークキャンプ」はさまざまな団体や施設など

協力を得て社協で実施しているが、そうした考え方に基づいた記述であり、特定のところに依

頼するということではない。企業に対しても、社会貢献活動と密接に連携するよう発信してい

きたいと考えている。 

（貴島委員長） 

 専門部会を設置し、４月の10日・13日のキックオフ会議でスタートするということである。

「基本目標」についても承認していただいたということにしたい。 

 時間を超過してしまったが、次回の委員会について案内してほしい。 

 

４．次回委員会 

（市事務局） 

 次回は、５月21日（木）の午後１時30分から、市役所の1201会議室でお願いしたい。場所等

の都合で決めさせていただいたので、申し訳ないが、よろしくお願いする。 

（貴島委員長） 

 それでは、これで進行を交代させていただく。 

（市事務局） 

 長時間にわたり詳細にご議論いただき感謝する。ご意見をふまえて骨子を修正し、委員長と

相談してまとめるということで、ご了承いただきたい。 
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（社協事務局） 

 委員長からもご紹介いただいたが、専門部会のキックオフ会議を４月10日と13日に開催する。

各委員には既にご案内しているが、専門部会の趣旨説明をさせていただくので、ご都合がつく

限りご参加いただきたい。 

（市事務局） 

 以上で終了する。長時間にわたりご出席いただき感謝する。 

 


