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第６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５月21日(木) 13時30分～15時55分 

場  所 市役所本庁12階1201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 杉本委員 

田中委員 西村委員 吉田武委員（名簿順） 

近藤委員（活動計画策定委員会委員） 

欠席委員 橋爪委員 松本委員 吉田四郎副委員長 

 

 

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 

 お忙しいなかご出席いただき感謝する。本日は本年度はじめての委員会である。先月実施さ

れた選挙で末松市長が再選され、議会も新しい体制でスタートされた。また、職員の人事異動

が行われ、活動計画の委員である福祉事務所長も交代した。本日も活動計画と合同の策定委員

会として開催し、中学生・団体アンケート調査の結果の報告と次期計画の骨子（案）の説明を

させていただき、「取り組みの方向性」について検討をお願いする。また、活動計画について

も協議をお願いする。限られた時間だが、闊達なご意見をいただきたい。 

 

報告事項（市事務局） 

①委員に交代があり、自治会連合会からの推薦委員として杉本委員にご出席いただく。また、

活動計画の策定委員として福祉事務所長に着任した近藤が出席する。 

（杉本委員あいさつ） 

 自治会連合会はざっくばらんで、本委員会のような緊張する会議はしたことがないが、よろ

しくご指導をお願いする。 

②前回委員会の委員報酬は４月10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。 

③前回委員会の会議録は、準備が整い次第、市のホームページに掲載する。 

④本年度のスケジュールについて、市の新たな総合計画も策定作業がすすめられており、来年

１月30日にシンポジウムが予定されている。次期福祉計画も総合計画と整合を図る観点から、

あわせて計画案を取りまとめて周知啓発を行いたい。また、計画の策定過程で素案を公表し、

市民のご意見を反映する手続き（パブリックコメント）の実施が求められるため、９月に計

画の素案、12月に最終案という流れになると想定しており、今後の策定委員会でのご議論を

よろしくお願いする。なお、自治会へのアンケートは内容の調整が済み次第、各委員にご確

認いただいて実施する。事業所との意見交換も調整したいと考えている。 

（貴島委員長） 

 福祉計画の素案が９月にできるというスケジュールだが、活動計画と足並みが揃うのか。 

（社協事務局） 

 後ほどご報告させていただくが、専門部会は４月に発足会議を開催し、各部会で４～６回の

会議を開催して11月末にまとめを行う。その後、12月の策定委員会でご協議いただきながら、

１月末のシンポジウムには計画の基となるものをお示しし、２月末に冊子を完成させたいと思

っている。 

（貴島委員長） 

 パブリックコメントのご意見への対応を取りまとめるなかで、専門部会の意見も反映される

という理解でよいか。 
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（市事務局） 

 活動計画の専門部会に福祉総務課からも参加させていただいており、ご意見をお聞きして、

福祉計画にも盛り込んでいきたいと考えている。 

 

資料の確認（市事務局） 

 

１．中学生・団体アンケート調査結果について 

（貴島委員長） 

 杉本委員にははじめて参加していただいたが、和気あいあいとすすめていきたいので、よろ

しくお願いする。事項書に基づき、事務局から説明をお願いする。 

（市事務局が資料１－１～３に基づき説明） 

［補足事項］ 

・中学生アンケートは、現行の福祉計画策定時に調査を実施した３校を対象として行った。前

回の委員会では２校の結果を分けてお示ししたが、教育委員会事務局と協議し、３校の結果

をまとめて公表させていただくことにした。クロス集計の結果では、地域の行事や福祉教育

への参加経験がボランティア活動への参加やまちなかでの心がけなどに関連しているという

結果が示されている。一方、ボランティア活動に参加しない理由は「きっかけがない」など

であり、取り組み方によって参加につなげる可能性があると感じる。 

・団体アンケートは、団体種別によって活動に違いがあるため分けて集計したが、災害に関す

る活動への意識が高いことは共通している。メンバーの高齢化や資金の不足も共通する課題

で、市への希望として補助金や情報、拠点、機材の提供などの優先順位が高い。活動を通じ

て感じている地域福祉の課題では、少子高齢化とともに生活が苦しい人や地域から孤立した

人が増えたことなども多くあげられている。また、地域福祉を充実するために「公」と

「民」が優先的に取り組むこともそれぞれあげられているほか、自由記述も多く書かれてお

り、計画策定の参考にさせていただきたいと考えている。 

（貴島委員長） 

 実態がよくわかってきたと感じる。説明に対して質問や意見はないか。 

（磐城委員） 

 中学生アンケートで「大人になっても鈴鹿市に住み続けたい」と答えた人は26.9％であり、

市に愛着をもつ子どもたちを増やしていくような施策をすすめることが、これからの鈴鹿市の

ために一番よいのではないかと思う。 

（貴島委員長） 

 中学生アンケートで無回答が多い項目があるが、どう理解すればよいか。 

（委託機関） 

 問７と問８で無回答が多くなっている。これらは問６の回答（ボランティア活動をしている

かどうか）によって問７（参加して良かったこと）か問８（参加しない理由）を答えていただ

く設問だったが、地域の行事への参加状況（問４）なども含めて回答した人が多かったことか

ら、本来は対象とならない人も含めて集計したためであり、無回答は無視して見ていただいて

も大きな問題はないと考える。 

（白岡委員） 

 最近は社会情勢の変化で個人情報保護の意識が高まっていることが、そうした結果にも示さ

れているのではないかと思う。クロス集計でおおよその傾向は出ているが、社会情勢の変化が

中学生の意識にどのように影響しているのかを見ていく必要があり、親の生活や地域の状況が

大事になってくるという気がする。 

（貴島委員長） 

 私もそのような傾向が出てきているのではないかと思う。調査結果全体をどう評価するかは
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示されていないが、親が地域の活動に参加していれば子どもも地域に関心をもったりあいさつ

をするなど、よい傾向があることはわかってきた。 

（白岡委員） 

 父親の参加が少ない傾向が出ており、仕事の関係などもあると思うが、男性の力を引き出し

ていくことが、地域での今後の課題だという気がする。 

（貴島委員長） 

 父親よりも母親の方が多く参加しているという結果が出ており、クロス集計の結果も参考に

なると思う。 

 団体アンケートの集計表は、団体種別ごとに第１位と第２位の項目にアミ掛けがしてあるが、

メンバーの高齢化や資金の不足といった課題は共通して出ている。また、自由記述は、活動し

ている団体の意見なので前向きなものが多く、いろいろな活動が行われていることについて、

あらためて気づく部分もあった。 

 調査結果の報告については、これで了承するということでよいか。今後、調査で出された意

見や課題を反映しながら、計画を練っていきたいと思う。 

 

２．第２期地域福祉計画骨子（案）について 

（貴島委員長） 

 次期計画の骨子（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］ 

・前回の委員会でいただいたご意見をふまえ、貴島委員長にもご指摘をいただきながら加筆、

修正した。総合計画や条例・指針等の名称が固まってきたため表記を修正するとともに、

「サービス」や「地域包括支援センター」などの言葉に注釈を追加するなど、文言を修正し

たが、章立てなどの大きな変更は行っていない。 

（貴島委員長） 

 前回の委員会でのいろいろな議論をふまえて文言等を修正したもので、私も何度かやり取り

をさせてもらった。基本目標の表現の流れを整えることに一番苦労したが、このようなかたち

でまとまった。 

（白岡委員） 

 「課題３」に「多彩な力の協働」と書かれているが、どのように理解すればよいか。 

（市事務局） 

 福祉計画全体の考え方として、地域福祉をすすめていくうえで、行政だけでできないことは

たくさんあるので、市民、団体、事業者などの協力が必要不可欠であり、それぞれの立場で力

をあわせて協働するという意味で、「多彩な力」という言葉を使っている。 

（白岡委員） 

 資料４の「あなたが取り組むこと」につながるということだと理解するが、団体アンケート

の回収率が団体種別によっては低く、70％ぐらいはほしかったと思う。 

（貴島委員長） 

 団体アンケートの回収率は、ＮＰＯ法人などはもう少し高ければよかったと感じるが、傾向

としてはこんなものではないかと思う。「多彩な力」については「地域福祉の推進目標」のな

かに「多彩な力の役割分担の考え方」として書かれている。また、協働推進指針にはさらに突

っ込んで説明してあるので、あわせて見てもらえるとよいが、骨子案では説明が後になってい

るので、記述の順番がこれでよいかという問題はある。 

（田中委員） 

 団体アンケートで対象とした「福祉関係の活動を行っているＮＰＯ法人」は、どんな活動を

行っている団体か。 
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（市事務局） 

 調査票の送付先のデータが手元にないので、後ほど回答させていただく。 

（安藤委員） 

 問２の回答に活動内容が書かれているのではないか。 

（白岡委員） 

 問３の回答をみると、ＮＰＯ法人は長期間活動している団体が多い。 

（貴島委員長） 

 差し支えなければ資料を出してほしい。個々のデータを検討するとかなり時間がかかるので、

おおまかに見て、骨子案の検討に関連があるものがあればあげてほしい。 

（田中委員） 

 問２の回答をみると、ＮＰＯ法人は介護保険事業を行っている団体ではないか。 

（市事務局） 

 子育てサークルなども含まれている。 

（渥美委員） 

 50法人を対象としているので、介護保険事業を行っているところも、子育て支援や障がい者

の就労支援をしているところも含まれるのではないか。 

（貴島委員長） 

 骨子案についてはこれでよいか。よければ、これに沿って計画を考えていきたい。 

（市事務局） 

 新たに就任した近藤委員が出席したので、あいさつをさせていただく。 

（近藤委員） 

 遅れて申し訳ない。このたびの異動で社会福祉事務所長を仰せつかった。福祉行政は問題が

山積しており、みなさまのお力をいただきながら頑張っていきたいので、よろしくお願いする。 

 

３．第２期地域福祉計画の「取り組みの方向性」の検討について 

（貴島委員長） 

 次期計画の「取り組みの方向性」について説明してほしい。 

（市事務局が資料３、４に基づき説明） 

［補足事項］ 

・資料３は、基本理念、基本目標の実現に向けて、さまざまな主体の協働による取り組みを体

系的に推進していくための「取り組みの柱」についての方向性を検討するにあたり、主体の

ひとつである「市が取り組むこと」について、５月11日に開催した庁内検討部会で現時点で

のアイディア出しを行って取りまとめたものである。今後さらに検討、協議を行っていく。 

・本日は、資料３に記載したことも含め、さまざまな主体が取り組む必要があると思われるこ

とを、誰がするかは別にして自由に意見交換をしていただき、「市民・団体・事業者等が取

り組むこと」について、アイディア出しをお願いしたい。 

・各委員のご意見をお出しいただくよう、資料４を作成した。これがそのまま計画になるわけ

ではないので、実現の可能性に拘りすぎずに自由にお書きいただきたい。なるべく多くの方

のご意見を反映するため、所属されている団体等のメンバーのご意見も含めて、６月末ぐら

いを目処として事務局にお返しいただくよう、ご協力をお願いしたい。メールアドレスをお

知らせいただいている方にはファイルでお送りするので、それをお返しいただいてもよい。 

（貴島委員長） 

 資料４は持ち帰って、６月末までに提出するということである。書き込んでいただいたうえ

で議論すれば多くの意見が出ると思うが、本日は資料３に基づいて、現時点で取り組まれてい

ることなども含めて話題を共有しながら、「市民・団体・事業者等が取り組むこと」について

意見をいただきたい。 
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（亀田委員） 

 現在取り組んでいることをお話したい。本日の午前中も、障がいのある子どものお母さんが

ワークショップ的に悩みを出しあい、みんなで話しあった。また、障がいのある子どもの特性

を子どもたちに説明する授業を、年３回ぐらいしているが、特定の学校からしか依頼がないの

は寂しいと思っている。 

（貴島委員長） 

 障がいに対する理解を広めるための活動を紹介していただいた。他にはないか。 

（亀田委員） 

 「健康・生きがいづくり」に関連して、高齢者が積極的に運動に参加するよう、活動してポ

イントを貯めると商品券などに交換できるということを他県の取り組みだがテレビで放映され

ていた。面白い取り組みだと思う 

（白岡委員） 

 ２年前に老人会を立ち上げ、対象となる60歳以上の人150人ぐらいのうち、60人ぐらいが集

まってくれた。１年目はお茶を飲みながら意見を出しあう「語ろう会」を行い、メンバーの趣

味の活動などがわかってきたので、それをすすめたり、鈴鹿市をもっと知るよう外に出る活動

などをすすめた。旅行などの計画もしたが、２回目はなかなかできなかった。そこで、仲間づ

くりをめざして会を立ち上げたことをふまえ、年齢が高くなると閉じこもりがちになるなかで、

健やかに暮らせるように４つの活動（四つ葉のクローバー）を考えた。１つめは「男の料理教

室」だったが、先生の都合でうまくいかなかった。２つめはみんなで集まって映画を観る「ナ

イトムービー」をしたが、１年も続かなかった。３つめは「囲碁・将棋」だったが、参加者が

いない。そのため、やはり健康づくりだと考えた。「自分が変わらなければいけない」ので、

役員だけでなく、会員のなかでスポーツをしていた人、映像や音楽に強い人などがクラブ的な

かたちで活動するよう、先生も生徒も一緒の「めだかの学校」にして、会場づくりなどもみん

なでやることにした。既に20回ぐらいやっているが、年に600人ぐらいが集まるようになった。

今年度は出前講座もお願いして健康の学習をしたり、身体を動かして汗をかく輪をつくってい

る。これは費用をかけずに健康になれるので、継続してやっていきたいと考えている。 

 老人会は会員から募集して「友遊会」と名付け、年に500円の会費のほかは自己負担で活動

している。「めだかの学校」が一番よいので、作文や絵を募集したりＤＶＤを配るなど参加の

きっかけづくりをしてきて、花が咲いた。今年度は「ナイトムービー」もやることにしている。 

（田中委員） 

 すばらしい活動に感心した。地域包括ケアシステムや介護予防の考え方は、これまでのよう

にすべてを介護保険で乗り切ることは、財源的にも人的にも無理だということである。私が仕

事で関わっている通所リハビリテーションも、今年の４月から、３か月で卒業する制度ができ

た。これは、いつまでも介護保険のサービスを利用するのではなく、集中的なリハビリを受け

て地域に帰っていただくということだが、地域での行き先の選択肢として非常にすばらしいも

のができていることがわかった。地域で自主的にできた楽しそうな活動なので、介護認定を受

けた人が「めだかの学校に入りたい」と思える目標にもなる。歌詞のように、先生になったり

生徒になったりする場が、鈴鹿市中の身近なところにたくさんできるとよいが、その先駆的な

活動だと思うので、もっと早くお話を聞ければよかった。 

（白岡委員） 

 ラジオ体操などを基本として30分ほど身体を動かし、今年からは薬剤師にも来てもらったり

出前講座を頼んで話を聞いたりしている。このようなかたちで、ひとつのことを続けて、さら

に新しいことを始めるのがよいのではないかと思う。 

（貴島委員長） 

 福祉計画のモデルケースを紹介してもらった。こうした活動がもっと広がればよいと思う。

地域のなかではいろいろな介護予防の取り組みが行われているので、そうした情報も集めなが
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らすすめていきたい。健康や障がい児も含めた子どもの問題などの話が出たが、地域のなかに

はまだまだいろいろな課題があると思う。空き家、就労、引きこもり、認知症の人の徘徊、ご

み屋敷、高齢者や児童の虐待など、薄々感じてはいるが、どのように情報を発信したりアプロ

ーチすればよいかがわかない問題もあると思うので、地域の課題や不足しているサービスなど

も出してほしい。 

（亀田委員） 

 障がい児のお母さんが、どの窓口に相談すればよいかがわからないと言って来られることが

あるので、例えば、子ども家庭支援課、障害福祉課、障害者総合相談支援センターなどでどの

ような相談ができるかを情報収集し、どこに相談すればよいかを考えてもらうようにしている

が、敷居が高い。障がいの診断が出ても、「障がい」という文字がある窓口には相談に行けな

い人もいるので、適切な対応ができる窓口にいかにうまくつなぐかが課題だと思う。 

（貴島委員長） 

 相談窓口の現状を指摘していただいた。 

（安藤委員） 

 本日はＮＰＯで活動されている橋爪委員が欠席されているが、白岡委員のお話を聞いて、以

前に課題を書いて提出したときに「団塊世代の人に活動してもらえるようになればよい」と書

いたことが既に取り組まれていると知り、すごく嬉しく思った。 

 地域包括支援センターは高齢者の総合相談窓口なので、個人的な相談をたくさんお聞きし、

社協や障害者総合相談支援センターなどの専門機関との連携もうまくできているが、一番課題

となっているのは身元保証人の問題である。ひとり暮らしや老老介護などでショートステイを

利用したいと思っても、施設から「しっかりした身元保証人がいないと受けられない」と言わ

れることもある。後見人を立てるだけでなく、いざというときのための意思決定について元気

なときから取り組めていれば、安心して老いることができると思うので、関係機関を巻き込み

ながら、市と連携して頑張っていきたい。 

 また、民生委員さんとは顔のつながりができてきたので、お金がなくて有料のサービスが利

用できない人の、例えば、草取りなどの支援について相談することがあるが、地域には草取り

が好きな高齢者などもおられると思うので、そうした人に手伝っていただけるとありがたい。 

（貴島委員長） 

 制度にのるほどではない地域のさまざまな“困りごと”を表面化させ、支援につなぐ人がい

ればよいということである。 

（白岡委員） 

 最近は出前サービスがあり、例えば、市のインストラクターの会や県立大学などは無料で来

てくれるので、そうした情報を探せばお金はほとんどかからない。健やかに暮らすことは誰も

が望んでいるので、意識を変えながら、参加できる場をたくさんつくり、選択して行けるよう

にするのがよいのではないかと思う。 

（貴島委員長） 

 その他のことについては、資料４にしっかり書き込んでほしい。 

 資料に「地域づくり協議会」について書かれているか、説明してほしい。 

（市事務局） 

 担当課ではないのであまりうまく説明できないが、いろいろな団体等が集まって地域づくり

協議会をつくり、「地域のことは地域のなかで解決していこう」という取り組みをすすめてい

る。各地域で立ち上げていこうという動きになっており、先進事例も紹介しながら設立を促進

しているところである。そのなかで、高齢者や子どもの見守りなどの地域福祉についても、検

討していただけるようなかたちになればよいと思っている。 

（貴島委員長） 

 調べてみたがイメージしにくかったので質問した。今後、少しずつかたちができあがってい
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くのだと思う。 

（渥美委員） 

 既に20地区で社会福祉協議会が設立されており、地域づくり協議会のなかに福祉部門を担当

する地区社協を置いているところも、並立しているところもある。今後、各地域で地域づくり

協議会ができてくると、参加する人は自治会、民生委員、地域で活動している人など、地区社

協と同じになるので、社協の立場としては２つの組織の整合性について次期福祉計画のなかで

明らかにし、地域課とも連携してかたちを整えていく必要があると考えている。 

（貴島委員長） 

 今後、検討すべき課題である。 

 資料４は、できるだけいろいろな角度からの視点をあげてほしいと思うので、各委員が取り

組んでおられることだけでなく、他の団体や市などに期待することもたくさん書いてほしい。 

 時間も過ぎてきたので、次の事項に移りたい。本来は休憩を取りたいところだが、続けてや

って、その分、早く終わるようにしたい。 

 

４．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］ 

・専門部会の検討テーマについて、各部会ではつぎのような事項を検討していただく。 

（第１部会【ひとづくり・組織づくり】）地域福祉サービスの担い手、ボランティア・ＮＰＯ

等の活動の推進、地域で福祉活動を推進するリーダーやコーディネーターの養成など 

（第２部会【サービス・活動づくり】）子どもたちへの福祉教育や、さまざまな福祉課題を抱

える当事者への支援、多文化共生活動や地域づくり 

（第３部会【地域福祉をすすめるしくみづくり】）新しい助けあいのしくみづくりとしての地

域包括ケアシステムや、地区社協などの小地域福祉活動、制度の対象から漏れる問題に対応

する組織づくりなど 

（第４部会【社協基盤づくり】）地元企業や経済との融合や協力体制の構築、社会貢献活動へ

の取り組み、メディアやソーシャルネットワーキングサービス等を活用した情報発信、イメ

ージキャラクターを活用した取り組みなど 

・第１～第３部会は福祉計画の目標とリンクさせているため、福祉計画での意見もお聞きしな

がらすすめていく。第４部会は活動計画で独自に設定したもので、これまでの社協にはなか

ったような取り組みについてもご意見をいただけるものと期待している。 

・各部会で協議事項が違うため、進行スケジュールも異なるが、６回程度開催して11月中には

まとめができるよう、職員一同で頑張っていきたい。部会の状況は策定委員会で報告し、ご

意見をいただければと思っている。また、福祉計画の事務局を担う福祉総務課からも参加し

ていただき、一緒に協議して共有している。 

・４月の発足会議には多くの策定委員の方にも参加していただき、感謝している。当日は活動

計画策定の趣旨や各部会の役割をご理解いただいたうえで、現行計画で残された課題や新た

な課題、部会ごとに基本目標などについてお話をしていただいたが、本日の資料には記載し

ていないので、次回の委員会で提示させていただく。 

（貴島委員長） 

 この委員会は福祉計画と活動計画の策定委員会の２枚看板でやっており、この事項が活動計

画策定委員会になる。専門部会での議論の内容は次回の委員会に出てくると思うので、活動計

画の策定委員会としても議論ができるようになってくると思う。 

 以上で本日の事項書はすべて終了した。長時間のご協力に感謝する。次回の委員会の日程は

どのようになっているか。 
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５．次回委員会 

（市事務局） 

 次回は、これから３か月ほど空けて、８月31日（月）と９月７日（月）の午後１時30分から、

続けて２回開催させていただきたい。会場は庁舎内で調整させていただく。 

（貴島委員長） 

 それでは、その日程でよろしくお願いする。以上で議長の役目を終わらせていただく。 

（市事務局） 

 長時間にわたり感謝する。宿題もお願いしたが、本日もお話しいただいたような取り組みの

報告や、取り組むべきことなどをたくさん書き込んでいただきたい。お書きいただいたことが

すべて網羅できるとはお約束できないが、欠けている視点などを出しあって、少しでも近づけ

るかたちで福祉計画、活動計画が策定できればよいと思っているので、６月末までによろしく

お願いする。 

（吉田武委員） 

 資料４についてグループで話しあいたいと思っているが、ファイルはいつ頃送ってもらえる

のか。 

（市事務局） 

 本日中にお送りする。各委員が所属されているグループで議論していただけると、さらにい

ろいろな方のご意見が反映できると思うので、ぜひお願いしたい。 

 


