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第７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８月31日(月) 13時30分～16時35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 杉本委員 

田中委員 西村委員 橋爪委員 松本委員 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 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。市は本日から９月議会が始まったが、保健福祉関係

はいろいろなところから注目を浴びている。本日も活動計画と合同の策定委員会として開催し、

自治会アンケート調査の結果報告と第２期地域福祉計画の素案の説明と意見交換、活動計画に

つい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） 

①前回委員会の委員報酬は６月10日付けで指定口座に振り込ませていただいているので、ご確

認いただきたい。 

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。 

③今後のスケジュールについては前回委員会でもご説明したとおり、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ので、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。

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）は、

総合計画の策定状況との兼ねあいから、10月中旬～11月中旬になる見込みだが、策定作業全

体としては９月に素案、12月に最終案を作成するという基本的な流れは変更しないため、今

回と次回の策定委員会で素案をまとめていただくよう、よろしくお願いする。 

 

資料の確認（市事務局） 

 

１．自治会アンケート調査結果について 

（貴島委員長） 

 大変限られた時間だが、15時を目処に事項書の１と２をすすめ、休憩を取って事項書３に移

って16時を目処にしたい。長丁場になるがよろしくお願いする。 

（市事務局が資料１に基づき説明） 

［補足事項］ 

・全自治会長に向けてアンケート調査を実施し、有効回収率は82.5％と高かった。 

・この結果についても、他のアンケートとともに、計画素案に活かしていきたいと考えている。 

（貴島委員長） 

 調査結果は素案にも反映されているということだが、質問や意見はないか。 

（白岡委員） 

 自治会役員の確保と活動のマンネリ化が課題として示されているが、その中身はどのような

ことか。マンネリ化が一番の問題であり、継続するだけでなく満足度はどうかをみると、答え

が出るのではないかと思う。また、地区による格差もあるという気がする。 
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（貴島委員長） 

 今のご意見に対して、事務局からコメントがあるか。 

（市事務局） 

 私も市民として自治会の役をしており、個人的な感想として役員のなり手がなく、毎年同じ

活動をしていることは確かだが、活発に活動している自治会もあるので、情報交換をすれば、

自分の自治会でできることが見つかるのではないかと思っている。 

（白岡委員） 

 やはり、コミュニケーションが大事だと思う。 

（橋爪委員） 

 私の自治会では、老人会長がいろいろなことを考え、次々と新しいものを取り入れて活動さ

れている。私がＮＰＯでしている活動も見て、いろいろなことに挑戦されており、他の人では

できないと思うぐらいである。一方、ごみ出しの手伝いなどはあまりしていないが、民生委員

がＮＰＯや老人会に入っていないことがネックになっていると考えられる。 

（貴島委員長） 

 ８割ほどの自治会から回答があり、活動状況の濃淡はかなりあるのではないかと思うが、７

割で役員のなり手の課題あるなど、全体的な傾向は把握できたと思う。せっかくのデータなの

で、福祉計画だけでなく、いろいろなところで活用してもらえるとよい。 

 

２．第２期地域福祉計画素案について 

（貴島委員長） 

 第２期計画の素案について説明してほしい。 

（市事務局が資料２－１・２に基づき説明） 

［補足事項］ 

・前回委員会でご報告した「骨子（案）」を庁内で報告して「骨子」とし、その内容を、イメ

ージしやすいように文章表記を加えて肉付けを行い、素案の（案）として提案させていただ

いた。基本的な構成は骨子と同じである。 

・「先導的に取り組む事項」は、本日は項目のみを記載している。次回にご協議いただきたい。 

・自治会アンケート調査の結果は記載していないが、今後、加筆する。 

・資料２－２は、「取組の柱と方向性」を全体的な体系を見ながらご協議いただくものである。

「市民・団体・事業者等の取組」は各委員の調書を取りまとめたもので、「＊」は他の団体

等に期待することとして書かれたものだが、取り組めるものであれば「○」に変更したい。

また、書かれたこと以外で取り組めるものもあれば、あわせてご協議いただきたい。 

（貴島委員長） 

 資料２－２の内容は資料２－１に含まれているので、こちらをメインにして議論をすすめた

い。今回と次回で審議しないといけないので、ページを追って、できるだけ丁寧に確認したい。 

 

【Ⅰ．計画の策定にあたって】 

（貴島委員長） 

 １ページに四角囲みの説明があるが、これは計画書の冊子にも記載するのか。 

（市事務局） 

 そのように考えている。 

（貴島委員長） 

 ３ページの「５．計画の推進方法」に「市民参加による審議会組織を設置し」と書かれてお

り、本委員会のことだと思うが、このような表現でよいか。 

（市事務局） 

 現在は計画策定に関する協議を本委員会にお願いしているが、策定後は進捗管理や評価をお
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願いするよう、本委員会は一旦終了し、例えば「地域福祉計画審議会」など名称の新たな組織

を設置したいと考えている。 

（貴島委員長） 

 この章は、１ページの四角囲みや３ページのＰＤＣＡサイクルの説明など、全体としてわか

りやすい感じになっており、特に問題になるところはないと思う。 

 

【Ⅱ．鈴鹿市の地域福祉をすすめるうえでの課題】 

（貴島委員長） 

 自治会アンケートは、５ページの（３）の後に（４）として記載するのか。 

（市事務局） 

 自治会アンケートは団体アンケートの一環として実施したため、（２）のなかに追加して記

載したいと考えている。 

（貴島委員長） 

 ５ページの（２）のタイトルが「活動を通じている」となっており、おかしいと思う。 

（市事務局） 

 「活動を通じて把握している」ということであり、誤植を訂正したい。 

（磐城委員） 

 ４ページの（１）の②に「近所づきがいが少なくなり」と書かれている。新しい団地は近所

づきあいをしなくても済む、という方向を市も推進していたと思っていたが、今は、地域で支

えあうという方向になっているのか。 

（市事務局） 

 市がそうした方向ですすめたことはないが、行政だけでは市民のニーズに十分対応できなく

なってきているので、協働や地域づくり、地域福祉の視点がさらに重要になると考えている。 

（貴島委員長） 

 この計画は全体的に「地域でみんなでつくろう」という流れになっている。 

 「有償の活動」が４ページ、６ページ、８ページに書かれており、計画全体と読めば理解で

きるが、この部分だけを見ると何を有償にするのかがわかりにくい気がした。また、「有償」

という表現を繰り返しすぎではないかというイメージもある。 

（橋爪委員） 

 私のＮＰＯで行っている介護予防の事業は、無料であれば多くが参加するが、たとえ100円

であっても有償の活動には出て来てもらえない。地域でも新たに200円のサロンが立ち上げら

れたが、高いのではないか。有償というのは難しいと思う。 

（田中委員） 

 今後は、たとえ有償でもサービスを使いたいという人がますます出てくると思うので、元気

な人が登録制で、気持ち程度のお金で活動する組織があれば、例えば、要介護認定されない高

齢者のごみ捨ての手伝いや、子どもを産んだ若い世代の人の支援などができると思う。しかし、

勝手にやったのでは事件などが起きる恐れもあるので、金額などを一律にできるとよいと思う。

そういう意味で、私も「有償」という表現には目が行ったが、具体策がわからないので、もう

少し言葉を加えてもらえるとよいと思う。 

（市事務局） 

 今後は、田中委員が言われたような取組が必要になってくると考えており、活動計画でも議

論していただきながら、すすめていく必要がある。福祉施設などで活動すればポイントが貯ま

る制度も立ち上げていくことにしており、いろいろなやり方があるので、表現は検討したい。 

（貴島委員長） 

 ４ページの「日常的な福祉活動を有償で行う」という表現はかなり幅広く受け取られ、現在

受けている活動が有償になると誤解される可能性もあるので、注釈や表現を工夫した方がよい。 
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（渥美委員） 

 介護保険法が改正され、介護予防のデイサービスと訪問介護が保険給付から外れて、市が委

託する事業になる。その受け皿のひとつとして、有償での居場所づくりの活動なども出てくる

と思うので、そうしたことも想定しながら、計画を立てる必要があるという気がする。 

（貴島委員長） 

 ８ページの［課題３］に「地域包括ケアシステム」と書かれているが、「地域包括ケア」と

書かれているところもあり、説明があった方がよいと感じた。 

 また、［課題２］に「コミュニティビジネス」が出ているが、委員には違和感はないか。 

（松本委員） 

 私も「コミュニティビジネス」にどこまで含まれるのかが、わからなかった。 

（市事務局） 

 「コミュニティビジネス」に限らず、専門用語については、巻末に付けるか、出てきたペー

ジに付けるかは別にして、注釈を付けたいと考えている。 

（田中委員） 

 「コミュニティビジネス」という言葉は使う人によって内容が違うが、市としてはどのよう

に考えているのか。 

（市事務局） 

 用語説明としては「市民の生活に密接に関わる課題を解決するために、地域の人材や資源を

活用して、ビジネス的な手法で取り組む活動や事業」としている。 

（貴島委員長） 

 辞書的な説明だけでなく活動の例などを入れると、少しはイメージしやすいと思う。 

 この章は課題を８ページのように整理したということであり、骨子案の段階で協議した内容

なので、指摘のあった表現などを検討してほしい。 

 

【Ⅲ．地域福祉の推進目標】 

（貴島委員長） 

 ここから、時間をかけて議論しないといけない。質問や意見があればお願いしたい。 

（白岡委員） 

 「基本理念」に「一人ひとり」と「みんな」という言葉が出ているが、昨夜のテレビ番組で、

日本は老人が漂流する社会だと言われていたように、課題を早めに発見することが大切だが、

そのためのふれあいがないということが切実な問題だと思う。 

（貴島委員長） 

 その番組は大半の委員がご覧になったと思う。また、「下流老人」という本も売れており、

そこにも明るい先行きは書かれていないが、本日はその話はやめて、計画について審議したい。 

 11ページに「予防」と書かれており、介護予防や健康づくりのことだと思うが、少しわかり

にくい気がする。 

 13ページの「③地域ケア圏域」は、エリア名称と内容のイメージがつながりにくく、「地域

包括ケアシステム」とこの圏域がどのようにつながるのかが、はっきりしないと感じた。 

 しかし、全体としては「受け手」と「担い手」ということが強調されていると思う。 

 

【Ⅳ．地域福祉の推進方向】 

（貴島委員長） 

 15ページに各項目の説明が書かれているが、これも冊子に記載するのか。また、資料では15

ページに「（※）」の説明があるが、これは記載しないということか。 

（市事務局） 

 そのとおりである。 
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（貴島委員長） 

 「市民・団体・事業者等の取組の例」に、空欄のところがある。 

 15ページに各項目が説明されているが、それぞれの項目があるところとないところがあるの

で、関係がわかりにくい。 

（市事務局） 

 「基本的な考え方」と「あなたやあなたが所属している団体等で取り組みたいことは」は、

細かく分けると煩雑になるので「項目の柱」ごとに記載しているが、「推進・評価のポイント」、

「市の取組の方向性」、「市民・団体・事業者等の取組の例」は細分化しているので、説明を加

えたい。なお、「市民・団体・事業者等の取組の例」は空欄のところがあるが、それ以外でも

他の委員の意見を見て、自分でもやりたいと思われることもあればお出しいただき、市民の参

考になればと思っている。また、他の団体等への期待として「＊」で記載しているものについ

ても、ご協議をお願いしたい。 

（貴島委員長） 

 「＊」についても議論したい。16ページに「地域で情報を共有する人材」と書かれているが、

他の項に書かれている「福祉委員」や「協働をすすめる“つなぎ役”」などとは別なのかなど、

説明が必要だと感じた。 

（市事務局） 

 困りごとを抱えている人に寄り添う人としては民生委員のお名前が出てくるが、年々負担が

大きくなっているので、民生委員をサポートするよう、福祉委員などの肩書きをつくっている

市もあると聞いている。 

（橋爪委員） 

 民生委員はいろいろ活動されているが、さまざまなお仕事の方がおられ、福祉や医療のこと

を100％理解して活動されているわけではない。また、民生委員に相談できない人もいるので、

鈴鹿市でも福祉委員をつくり、相談を受ける役割の人を増やしてはどうか。 

（貴島委員長） 

 「○」でよいということだと思うが、「情報を共有する」という表現は少し気になる。 

（安藤委員） 

 「地域で情報を共有する人材」という表現を読んで、社協のコミュニティソーシャルワーカ

ーのことだと勘違いしていた。社協では多くのボランティアを養成しているので、福祉協力員

の養成講座もしてもらえれば、民生委員と連携できると期待するが、そのためには社協の人件

費について、きちんと支援する必要がある。 

（渥美委員） 

 亀山市には福祉委員の制度があるが、鈴鹿市では民生委員のなり手が厳しいという現実があ

り、すべての自治会から推薦していただくような旧来型の福祉委員の制度は難しいのではない

か。例えば、ボランティアや地域で精力的に活動されている人などになっていただくなど、鈴

鹿市にあった制度が要るのではないかと感じる。 

（貴島委員長） 

 この項目は「○」にしてもよいが、説明が必要だということだと思う。 

 18ページの２つの「＊」はどうか。 

 【大学】の取組は私が書いたものだが、市内には２つの大学があり、他の大学から異論が出

る可能性もあるので、表現を考えてはどうか。また、「実習やボランティアの受け入れを推進」

と書かれているが、「実習」が何を指すのかがわかりにくいので、「体験学習」などに変えては

どうか。 

 「あなたやあなたが所属している団体等で取り組みたいことは」の欄を設けることはとても

ユニークな取組で面白いと思うが、「ご自分で記入してみましょう」などの説明があると、こ

の枠が活きるのではないか。 
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（亀田委員） 

 「ファシリテーション」については実施している団体があるので、学校に入ってもらせると

先生も助かるのではないかと思って書かせてもらった。福祉に限らず、今の学校の現状をふま

えたものである。 

（貴島委員長） 

 お話をお聞きすると、地域福祉計画とは離れていると感じるので、外すということでよいか。 

 19ページの「“いきいき生活プランノート”」も、解説を付けてほしい。 

 各項目の表題がわかりにくいので、地紋を入れてはどうか。 

 「市民・団体・事業者等の取組の例」の項に「（計画策定委員会での意見から）」と書かれて

いるが、これは冊子に入るのか。 

（市事務局） 

 各委員からいただいたご意見なので、消すことは考えていない。 

（田中委員） 

 「だれもが１つの健康づくり・生きがいづくりに取り組む」と書かれているが、最低１つで

も取り組むという意味か。 

（市事務局） 

 そのように理解しているが、お書きいただいたニュアンスが違えばご指摘いただきたい。 

（貴島委員長） 

 気持ちはわかるが、要介護状態の人は難しいのではないかという気がしないでもない。「１

つの」を入れた方がよいか検討してほしい。 

（磐城委員） 

 私は【事業者】の立場だが、明日、福祉施設連絡会の理事会があるので、各事業者で取り組

むことがあれば、出してもらってもよいか。 

（市事務局） 

 次回の策定委員会は９月７日なので、それまでにご連絡いただけるとよい。 

（貴島委員長） 

 20ページの「市民・団体・事業者等の取組の例」は空白だが、何もなければ削除した方がよ

いと思う。 

 22ページの「＊」はどうか。この表現で内容が伝わるかという気もするが、むしろ、幅広い

表現なので「○」にできるかもしれない。 

 23ページの「福祉委員」は、16ページの「地域で情報を共有する人材」と重なっているのか。 

（市事務局） 

 さきほどは福祉委員について説明したが、「地域で情報を共有する人材」はいろいろな情報

を伝える人材というイメージである。 

（貴島委員長） 

 さきほどの議論で了解されているので、23ページの「＊」は「○」にしたい。16ページの

「＊」は、多様な情報の伝達を、多様な人に担ってもらうという意味だということである。 

 それでは、25ページまで見ていただいたということで、休憩を取りたい。 

 

（休憩） 

 

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】 

（貴島委員長） 

 それでは再開したい。本日は活動計画の専門部会の報告もあるので、素案の残りの部分の審

議は次回に行うこととして、次の事項に切り替えたい。社協事務局から説明をお願いする。 

（社協事務局が社協資料に基づき説明）（未） 
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（貴島委員長） 

 ４つの専門部会について報告された。部品がたくさん並べられ、これからどのように組み立

てていくかを各部会で検討し、活動計画としてまとめていくということだと思う。 

（吉田武委員） 

 第１回発足会議の出席委員数で、策定委員の出席者数の合計があわないので直してほしい。 

 第４部会で議論された社協のＰＲに関して、社協もホームページを開設しているが、古くな

っている記事もある。県や他の市町も鈴鹿市社協を非常に注目して見ており、県の会議で指摘

されることがあるので、タイムリーに刷新するようお願いしたい。 

（社協事務局） 

 第１回発足会議の出席者数は、２回の会議の両方に出席された方がおられるので合計が違っ

ているが、累計として修正する。 

 ホームページについても貴重なご意見をいただいた。市民に親しまれるように、なるべく新

しい情報にしていきたい。 

（白岡委員） 

 子どもから家庭に入った情報が親（特に男性）に伝わることがよいので、イメージキャラク

ターは自治会の行事などに、出前で参加してほしい。また、イメージカラーは何なのか。 

（社協事務局） 

 イメージキャラクターは妖精という設定し、オレンジや黄色の身体をしている。いろいろな

事業やイベントへの出前については、活動内容を精査しながら、多くの方に親しまれるように

広げてきたい。 

（貴島委員長） 

 活動計画の今後のスケジュールは、どうなっているのか。 

（社協事務局） 

 各専門部会がすすんでおり、10月に課題を共有するための合同の部会を開催し、その後に具

体的な方策を立てて、計画にのせていく方向である。12月には、ある程度の素案的なものがお

示しできればと考えている。 

（貴島委員長） 

 １月のシンポジウムでは、活動計画はどうするのか。 

（社協事務局） 

 活動計画は、その時点ではまとまっていないため、かたちとしてはお示しできないが、福祉

計画を市民にＰＲにする機会なので、協働して策定していることをＰＲしたいと考えている。 

（貴島委員長） 

 概要版的なものも示せないか。 

（社協事務局） 

 細かな事業計画までは難しいが、ねらいや目標の概要はお示ししたいと思っている。 

（貴島委員長） 

 福祉計画を具体化したものが活動計画だという認識であれば、多少の姿は見えた方がよいと

思う。スケジュール的には大変かと思うが、念頭に置いてすすめてほしい。 

 私もＣＮＳで社協のみなさんが一所懸命やられているのを見て、その準備も大変だと思うが、

ホームページの更新とも両立できるようにしてもらえるとよいと思う。 

 

４．次回委員会 

（市事務局） 

 長時間にわたる審議に感謝する。本日は、福祉計画の素案は25ページまでご議論いただいた

ので、26ページ以降と、今、配付させていただいた「先導的に取り組む事項」について次回の

９月７日の策定委員会でご議論いただき、素案をまとめ上げていただきたい。 
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 次回の会議まで１週間しかないが、資料にお目通しいただき、当日にご意見をいただきたい。

事前にお問いあわせいただいてもよいので、活発にご議論いただけるよう、準備をお願いする。

また、本日ご議論いただいた部分で新たにお気づきの点などがあれば、あわせてご連絡いただ

きたい。 

 次回の策定委員会で素案をまとめ上げ、庁内に報告して意見を受け、議会でも説明させてい

ただいて、10月中旬から１か月間、パブリックコメントを実施する。そのご意見への回答や修

正を行い、12月ごろにまとめあげる策定委員会を開催させていただきたいと考えている。タイ

トなスケジュールだが、よろしくお願いする。 

（貴島委員長） 

 本日は進行は拙くて、時間がかかってしまった。次回はスピードアップを図りたいので、よ

ろしくお願いする。 

 


