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第８回鈴鹿市地域福祉計画策定委員会 要旨 

 

日  時 平成27年９月７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 杉本委員 

田中委員 西村委員 橋爪委員 松本委員 吉田四郎副委員長 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 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） 

 

福祉総務課長あいさつ 

 保健福祉部長は公務で欠席させていただく。２週続けての開催となり委員のみなさんに大変

ご苦労をおかけするが、よろしくお願いするとのことだった。 

 

報告事項（市事務局） 

①前回委員会の委員報酬は、９月末日付けで指定口座に振り込ませていただく予定である。 

②前回委員会の会議録は、各委員に内容確認をさせていただいたうえで、市のホームページに

掲載する。 

③前回委員会でも申したとおり９月に素案、12月に最終案を作成することを目標としており、

今回の委員会の議論をもって素案をとりまとめたいと考えているので、よろしくお願いする。

前回は素案の途中で審議が終了したため、本日はその続きからお願いしたい。 

 

資料の確認（市事務局） 

 

１．第２期地域福祉計画素案について 

（貴島委員長） 

 素案の審議を本日で終えるよう、よろしくお願いする。資料の26ページからの部分で、気づ

いた点はないか。 

（白岡委員） 

 27ページに「ワンストップで対応」と書かれており、関連するサービスをひとつのところで

するということだと思うが、第１期の計画にも出ていたのか。 

（市事務局） 

 第１期計画に記載されていたかどうかは、記憶が定かではないが、「行政のワンストップサ

ービス」という言葉は、昨今よく耳にする。鈴鹿市の庁舎は、物理的な問題もあって必ずしも

ワンストップになっていない部分もあるが、以前からご指摘をいただいており、素案に記載し

たような方向で考えていかなければならないという思いはもっている。 

（白岡委員） 

 庁舎を、ワンフロアを基本としてまとめていけるとよいので、ワンストップ対応が一刻も早

く実るように、いろいろな面でバックアップしてもらえるとよいと感じる。 

（貴島委員長） 

 今回の資料では「ワンストップ」の語句説明が入れられている。 

 27ページの「身近なところで相談できるようにします」に４つの項目があるが、「福祉事業

所や医療機関・薬局等」が１番目ではないか。また、相談機関として、社会福祉協議会や障が
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い者総合支援センター「あい」などがどこに入るかイメージしにくいが、含まれているのか。 

（市事務局） 

 社協や「あい」は、「だれでも気軽に相談できる窓口を充実します」の項で意識している。 

（貴島委員長） 

 この項は、現在ある相談機関は当然関連してくると思うが、地域包括支援センターや福祉・

医療の事業所などの新たな取り組みが記載されているのに対して、従来からある機関の役割が

見えにくいので、一言でもふれた方がよいのではないかという気がする。 

（委託機関） 

 庁内検討部会でも議論があり、「身近な」の項は距離的な近さで整理した。社協や「あい」

などの全市的な相談機関は「気軽に」の項に入れる方向で検討させていただきたい。 

（磐城委員） 

 27ページの「地域包括支援センターの連携をすすめ」という表題の記述は、４つのセンター

が連携すると理解できるが、説明文の内容は違っていると感じる。 

（市事務局） 

 ご指摘のとおりニュアンスがずれているので、表現を修正したい。 

（貴島委員長） 

 地域包括支援センターの事業には訪問活動もあるので、それが書かれているのだと思う。 

（吉田四郎副委員長） 

 民生委員の立場で、地域の高齢者、障がい者、子育てをしている人などから直接相談される

場合があり、どこにつなげばよいか悩むことがある。民生委員は、行政や社協などの専門職へ

の橋渡しが基本的な任務だが、現在、12地区の民生委員協議会と地域包括支援センターの専門

職が情報交換をする方策を練っている最中であり、この項のすすめ方は社協で考えていると思

う。このように、民生委員と市、地域包括センター等のパイプを太くするように活動をすすめ

ているということを、理解していただきたい。 

（貴島委員長） 

 そうした内容が、「地域の相談活動への支援と連携をすすめます」の項に書かれているとい

う理解でよいか。 

（田中委員） 

 「福祉事業所や医療機関・薬局での相談を推進します」の項の、「連携や支援を充実します」

の主語は誰か。 

（市事務局） 

 《市の取組の方向性》として記載したものであり、主語は市である。 

（田中委員） 

 具体的には、地域包括ケアシステムを推進するなかで、このような方向にもっていくという

感覚で書かれていると理解してよいか。 

（市事務局） 

 そうしたことも含んでいると理解してほしい。 

（貴島委員長） 

 28ページの《市民・団体・事業者等の取組の例》に、他の団体等に期待することとして書か

れた「＊」の項目があるが、「○」にしてもよいか。ここに書かれた「民生委員とＮＰＯの協

働」は、これからしたいということか。 

（橋爪委員） 

 私はＮＰＯ法人で一次予防の活動を行っている。利用者の平均年齢は82歳で、ひとり暮らし

の人が３分の１ぐらいなので、ここに参加してもらえれば、友愛訪問をしなくても対象者の把

握ができると思って民生委員に声をかけたが、「自治会長にそこまで入らなくてよいと言われ

た」ということで、残念ながら参加してもらえていない。 
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（貴島委員長） 

 そうした現状があるので、計画のなかですすめていくということであれば、この項目が生き

てくると思う。 

（吉田四郎副委員長） 

 ＮＰＯの責任者の方と、各地区の民生委員の責任者や連合会の役員が意思疎通を図る場をつ

くることにより、各地区でのそうした問題が解決に向かって前進するのではないか。ＮＰＯか

ら協力を求められたときに、その人が民生委員の支援を受けるための登録をしているのか、あ

るいは、そのための条件が整っているのかなどを確認するためにも、話しあう機会をぜひつく

ってほしい。条件が整っていれば、自治会を通じて支援を要請してもらうことは可能だと思う。 

（貴島委員長） 

 計画全般をみても、ＮＰＯ法人が担う役割が従前とくらべてかなり重要なものとして取り上

げられており、この項目の方向性も入れておいた方がよいと思うので、「○」にしたい。 

 28ページの「福祉的な支援が必要な人と、地域のつながりづくりをすすめます」の「地域と

も連携した支援」という記述は、意味がわかりにくく、くどいような感じがする。 

 また、細かなことだが、「地域に出向いた相談支援」、「さまざまな事業を通じたニーズや課

題の把握」は、「出向いて」、「通じて」に変えてはどうか。 

（市事務局） 

 計画全体のトーンとの兼ねあいがあるので、全体を通じて見直す必要がある。 

（貴島委員長） 

 全体をみて考えてほしい。「た」だと何かをした結果ということになるが、「て」は積極的に

するというニュアンスにも受け取れて微妙に違うと思うので、言葉を練ってほしい。 

 30ページの《基本的な考え方》の最下行に誤字がある。 

 31ページの《市民・団体・事業所等の取組の例》の「介護からの“卒業”」は、関係者はわ

かるが、市民に通じるかが気になった。言葉のニュアンスを大切にしたいという意見もあるか

と思うが、何か言葉を追加しなくてもよいか。 

（磐城委員） 

 これは、具体的にはどういうことなのか。 

（市事務局） 

 介護が必要でなくなるようにするという意味だと考えている。 

（田中委員） 

 この４月から、介護保険の通所リハビリで「３か月で卒業」という言葉が出ており、それと

混同されないかと思う。通所リハビリを卒業して地域のデイサービスなどに通うようにすると

いう方向であり、ひとりでトイレに行けるなどの目標を達成し、自宅で暮らせるようにするこ

とが「卒業」だが、デイサービスやヘルパーを使う場合もあるので、「介護からの卒業」とは

違うと思う。また、介護サービスを卒業するのか、支援自体が要らないようにするということ

なのかも、わかりにくい。 

（貴島委員長） 

 田中委員が言われた意味で「卒業」という言葉が使われているのであれば、リハビリや支援

が必要な状況から自立するという方向にはなるが、「介護から」というと、おかしいというこ

とである。 

（吉田四郎副委員長） 

 専門用語のなかで、市民はわかりやすいものはないか。 

（磐城委員） 

 「自立支援」という言葉はよく使われる。 

（委託機関） 

 ここでは「要介護状態を改善する」という意味あいであり、通所リハからデイサービスに、
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さらに地域の居場所に移っていくという話もあると思う。 

（田中委員） 

 そういう意味であれば、「卒業」という言葉は使わない方がよいのではないか。 

（亀田委員） 

 「自立生活を徐々に支援する」などの表現にしてはどうか。障がい分野でも、いろいろな支

援を受けながら、その人にあった自立を支援するという考え方があるが、言葉にすると難しい。 

（市事務局） 

 その人に応じて日常生活ができるように「改善」するというイメージでよいか。そうした方

向で表現を整理したい。 

（貴島委員長） 

 32ページの《市民・団体・事業所等の取組の例》の「＊」は、「○」にしてよいか。この表

現だと取組が遅いようなイメージを持たれてしまうかもしれないので、「推進」ではなく「充

実」や「拡充」の方がよいのではないか。そのように変えて「○」にしてよいか。 

 33ページの《市民・団体・事業所等の取組の例》の「メンバー」が何を指すかがわかりにく

い。団体の構成員ということだと思うが、「当事者のメンバー」ということもある。 

（亀田委員） 

 障がい当事者は、意外と自分たちの権利についてわかっていない場合もあるので、そういう

表現の方がわかりやすい。 

（貴島委員長） 

 「当事者による」とした方がぴったりくるということだと思う。 

（白岡委員） 

 その項目に書かれた「学習」は静的な勉強というイメージだが、それでよいか。 

（亀田委員） 

 私たちがしているのは体験型で、疑似体験などを含んでいる。 

（貴島委員長） 

 それなら、「学ぶ機会」としてはどうか。 

（白岡委員） 

 そうすれはイメージが変わるし、やさしい言葉の方がよいと思う。 

（貴島委員長） 

 34ページの「虐待につながらないように支援を充実します」の項の「危険性」という表現は、

誤解を与える可能性があるので、「発生の危険性」とした方がよいのではないか。 

 36ページの《基本的な考え方》は文章が長く、何を言っているのかがよくわからない。２行

目の「すすめていく」で切って、「そのため」と続けてはどうか。また、「この計画や関連する

分野別計画とあわせて、市民が・・・」とすれば、わかりやすくなると思う。 

 また、「ＣＳＷ」という言葉が出ているが、ここでは説明をする必要はないか。また、表題

に（ＣＳＷ）と記載する必要があるか。英語の名称を知らないとつながらないので、むしろ

「コミュニティソーシャルワーカー」と書いた方がよいようにも思う。 

（田中委員） 

 他の箇所にも出てくると思うので、表現をあわせた方がよい。 

（市事務局） 

 前後を確認して、整理する。 

（渥美委員） 

 コミュニティソーシャルワーカーの役割は「つなぎ役」ということでよいか。個別のニーズ

にも対応して、地域の組織化もすすめていくのがコミュニティソーシャルワーカーであり、こ

こに書かれているのはコミュニティワーカーではないか。単に「つなぎ役」ということでは、

意味あいが違うという気がする。 
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（委託機関） 

 コミュニティソーシャルワーカーにはいろいろな定義があるので、これから鈴鹿市でどのよ

うなしくみにするのかをご議論いただく必要があると思う。そのため、現段階で突っ込んで書

くことは難しいが、この項はソーシャルサポートネットワークや組織化などの機能を強調して

いるので、「コミュニティソーシャルワーカー＝つなぎ役」と受け取られる表現は修正したい。 

（貴島委員長） 

 45ページに「コミュニティワーカー」について記載されており、混乱しているかもしれない

と思うが、45ページの表現はどうか。 

（渥美委員） 

 こちらがコミュニティソーシャルワーカーではないかと思う。 

（貴島委員長） 

 この項目に「鈴鹿市に応じたしくみ」と書かれている。他にも「鈴鹿市」と書かれている箇

所があるが、全体的には「市」と書かれており、調整してほしい。 

（安藤委員） 

 36ページの「地域福祉をすすめるための協議の場をつくります」の項の説明分では、「協議

の場をつくります」と言い切られている。私が関わっている高齢者分野ではケアシステムなど

のネットワーク会議があり、他の分野でもあると思うが、それらを横断的につなぐ場ができる

ということか。また、その事務局は福祉総務課になるのか。 

（貴島委員長） 

 「各分野のネットワーク」は、どこまで広がるのか。 

（市事務局） 

 地域包括ケアシステムの本来の理念では、対象者は高齢者だけではなく、障がい者や子ども

なども含め、どの制度からも落ちてしまうことを防ぐために、いろいろなネットワークを使っ

てシステムをつくっていくものと思っている。地域包括ケアシステムを推進する組織のあり方

は庁内で協議しているところだが、福祉総務課が担当することになれば、私どもで担っていく。 

（貴島委員長） 

 多問題や困難な事例に、必要に応じて高齢、障がい、児童などの分野を横断して対応してい

くという意味あいだと思う。 

（市事務局） 

 それぞれの分野ではネットワークをつくっているが、横断的に関わらないと解決できない問

題も生じてきており、協議の場が求められてくる。そうしたことも含めて調整していく役割は、

福祉総務課が担っていくべきだと思う。 

（貴島委員長） 

 37ページの《市民・団体・事業所等の取組の例》に、【教育機関】として福祉事業のことが

書かれているが、これは希望的なものなので削除してほしい。 

 38ページの《市民・団体・事業所等の取組の例》で「障害者」と書かれている。法律の名称

などは漢字のままだが、ここは平仮名の方がよいと思う。 

（亀田委員） 

 三重県では「障がい者」で統一されていると思う。 

（貴島委員長） 

 「＊」の項目はどうか。「身近に行ける場」という表現はぼんやりしていて、イメージしにく

いのではないか。 

（田中委員） 

 文章はわかりやすくしてほしいが、2025年問題と言われるように高齢者が増えてくるなかで、

身近に行ける場は非常に重要だと思う。白岡委員が以前の委員会で報告された「めだかの学校」

のように、身近なところでお茶を飲んだり、集う場があれば、リハビリを終わった人などが孤
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立せずに暮らしていけるので大事だと思う。 

（貴島委員長） 

 例えば「地域で身近に行ける場」としてはどうか。 

（吉田四郎副委員長） 

 民生委員の連合会の高齢者福祉部で研修に行った桑名市では、市が独自に元駐在所の建物や

空き家などを安く購入し、自力で来れる高齢者の集う場所を10か所つくっている。お世話をし

ているのは周辺に住んでいる民生委員やボランティアである。こうした取組を鈴鹿市でしよう

とすると、民生委員が世話をしないといけないので、前にすすまない。民生委員は高齢者や障

がい者などの訪問活動をしており、これ以上活動が増えると大変なので、将来的には地域全体

で高齢者を見守れるように、2025年に向けてモデルケースができないか。自治会が中心となっ

て地域づくり協議会ができているので、先進的な取組をしているところからすすめていけると

よい。具体的な方法は各地域で考えないといけないが、市の役割についての答えも見出してい

かないといけない。 

（田中委員） 

 桑名市は先進的に取り組まれているが、これは、今後、高齢者が爆発的に増えていくなかで、

元気な高齢者が虚弱になった高齢者を支えるシステムだと思う。「高齢者の、高齢者による、

高齢者のためのサロン」のようなものが自発的にできてくることが、今後10年のなかで役に立

つと思うので、そういう気運を市がつくっていけば、できるのではないか。退職後に自分の家

の近くで人の役に立つことができるのであれば、動いてくれる人はいると思うので、そうした

ことがこの項目に入ってくればすばらしいと思う。 

（貴島委員長） 

 おそらく、そういう思いで書かれていると思うので、「地域で身近に行ける場」という表現

のなかに入っているということで「○」にしてもよいか。 

 また、【教育機関】として書かれている当事者のピア活動も、身近に行ける場に入ると思う。

ただし、現在は大学で実施しているが、今後は社会福祉法人に移行することも想定されるので、

【団体】や【事業者】に変えてほしい。 

 39ページの「だれもが“できること・したいこと”で・・・」は、「だれもが」を後に持っ

ていった方がすっきりすると思う。 

 また、《市民・団体・事業所等の取組の例》の「＊」は特に問題はないと思うが、「○」に変

えてよいか。 

（渥美委員） 

 39ページに地区社協の組織や活動について書かれているが、市が推進している地域づくり協

議会の取組と、既存の地区社協をどのように整合させるのか。以前からお願いしているように、

２つが共存するのがよいのか、地域づくり協議会に包含する方がよいのかなどの議論はこの計

画でも謳って、今後、より具体的にすすめていかないといけない。地域で活動する人は同じな

ので、同じような組織があるとうまくすすまない。社会福祉協議会としても提案していく必要

があると考えており、近いうちに十分な議論が必要だと思う。 

（貴島委員長） 

 記述としては「協力して充実」ということでよいか。それとも「検討をすすめる」という表

現が必要か。また、「学校（コミュニティスクール）」という表現は、学校側から問題を指摘さ

れることはないか。 

（渥美委員） 

 地区社協の活動を、地域づくり協議会の協力を得てすすめるという書き方になっている。 

（市事務局） 

 市の地域づくり協議会のポンチ絵では、協議会のなかにいろいろな団体が包含されるので、

地域づくり協議会のなかに地区社協が入るというイメージである。ここで明確に言える状況で
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はないが、組織の成り立ちや活動状況は地区によって一律ではないので、今後の各地区での議

論になってくると思う。 

（貴島委員長） 

 整理ができていない部分が含まれるので、難しいところである。 

（委託機関） 

 地区社協と地域づくり協議会の関係は他市でも混乱しがちだが、地域福祉の立場からみると、

これまで蓄積された地区社協の活動を大事にすることが基本なので、きちんと位置づけておき

たいと考えている。ただし、表題の「組織」という表現は混乱を招くので、削除してもよい。 

（貴島委員長） 

 40ページの《市民・団体・事業所等の取組の例》は空白になっており、空白であれば削除す

べきだが、社協の取組としてないか。 

（亀田委員） 

 私の調書には、「ユニバーサルデザインについて、当事者の意見を聴く」ということを記載

した。 

（貴島委員長） 

 「心のバリアフリー」については当事者の意見を尊重することが大事なので、そうしたこと

を記述してほしい。 

 また、「ユニバーサルデザインの啓発」と「マナーや思いやりを高める」の２つの項目は、

中身を入れ替えた方がすっきりするという気がするので、２つを混ぜて文言を整理してほしい。 

 42ページの《市民・団体・事業所等の取組の例》の「＊」は、「○」でよいか。 

 43ページの「地域での点検活動と改善を推進します」の説明文は、「弱い立場に置かれがち

な人の視点に立って」を文頭にもってきた方が、わかりやすくなると思う。 

（亀田委員） 

 42ページの《市民・団体・事業所等の取組の例》の「メンバーが防災について学習する機会

をつくります」は、33ページと同じように「当事者」に変えた方がよい。 

（貴島委員長） 

 あわせて、「学習する」を「学ぶ」に変更する。 

（磐城委員） 

 44ページの《市民・団体・事業所等の取組の例》について、特別養護老人ホームなどは福祉

避難所の指定を受けており、その機能を充実して災害時の生活の場を確保するという取組をし

たいという意見が他の事業所から出てきているので、加えてほしい。 

（亀田委員） 

 43ページに福祉避難所のことが書かれているが、大きな災害が来ると福祉避難所にも行けな

い人が出てくると思う。そうした人の支援はどのように考えるのか。 

（貴島委員長） 

 そうしたことは、「災害時に支援が必要な人の把握」の項目に含まれるのではないかと思う。 

（市事務局） 

 災害時の避難に支援が必要な方の台帳を作成し、日常的に自治会や民生委員などで情報を共

有して地域の方々で支えていただくということであり、そのなかで支援を考えていきたい。 

（亀田委員） 

 災害時要援護者の台帳はひとり暮らしの高齢者だけが対象ではないのか。私の子どもは入れ

てもらっているが、支援する人がいても離ればなれになってしまって見つからないことなどが

あると思う。そういうことはどうするのか。 

（吉田四郎副委員長） 

 民生委員と自治会には市から65歳以上の人の名簿が示され、民生委員が個別訪問して支援が

必要な人を判別し、向こう三軒両隣で助けあうための災害時要援護者台帳への登録をすすめて
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いる。身体障害で第三者の助けが必要な人などは登録していくが、登録しても民生委員の日常

の訪問はいらないという人もいる。台帳に登録している人は現在7,000人ぐらいで、毎年増え

ていく一方なので、民生委員と自治会は大変である。 

（亀田委員） 

 自治会の会員で避難所に行けない人や世帯があると思うが、自治会で独自の住民台帳をつく

っているのか。そうしたものがないと、集団での生活が難しいため避難所に行けない障がい者

などが抜け落ちてしまうのではないかと思う。 

（貴島委員長） 

 障がい分野などの個別計画のなかにも、災害時の避難のことは入っていると思う。また、避

難マップづくりなどをしている自治会もあると聞いている。そうしたことは、災害時要援護者

台帳が拡充していけば一本化されると思うが、地域福祉計画に具体的に書かなくても、個別計

画として整合性をもって策定するなかで、包括的に取り扱われるのではないか。 

 ここで休憩を取って、次の項目に移りたい。 

 

（休憩） 

 

（貴島委員長） 

 それでは45ページからすすめたい。事務局から説明をお願いする。 

（市協事務局が資料に基づき説明） 

［補足事項］ 

・「先導的に取り組む事項」は、「取組の柱と方向性」を効果的に推進するうえでのきっかけと

なるよう、市が推進役となって制度的に取り組む事項を、少し具体的に記述したもので、３

つの基本目標ごとに（１）～（３）の取組について、10の事項を掲げている。 

・51ページは、計画全体をイメージしていただけるように体系の図を作成したものである。 

（貴島委員長） 

 今の説明に対して、質問や意見はないか。 

 「取組の概要」は、44ページ以前で使われていたものとは意味が違うのか。 

 49ページの②の《取組の考え方》に「地震や水害」と書かれているが、「風水害」とした方

がよいのではないか。 

 50ページの③の１つめの「取組の概要」に「組織を、庁内・庁外に設置」と書かれている。

３ページには「審議会組織」と書かれているが、そのように書かれていないのはなぜか。 

（市事務局） 

 「＊」は以前のページとは全く違う意味なので、表記の仕方を変える。 

 49ページは、台風による被害が増えていることも意識して、「風水害」にする。 

 50ページは、３ページの内容につながる表記に変える。 

（白岡委員） 

 49ページの①に「福祉みえ」に基づく説明が書かれているが、これは鈴鹿発の考え方なのか。 

（委託機関） 

 さきほども議論になった事項であり、36ページで説明するかどうかも調整したい。コミュニ

ティソーシャルワークについては県社協も一応の定義をしているが、それが鈴鹿市でこれから

すすめられる方法と合うかどうかは、これから議論することである。ここでは一般論として説

明しているということで、理解していただきたい。 

（白岡委員） 

 市制70周年もあったので、これまであったものなのか、先導的なものなのかを知りたかった。

環境も変化しており、話を聞かないと市のようすもわからないので、こうしたものを大事にし

て、花を咲かせていきたいと思う。先導的な取組については、全体的に「協議をしていく」こ
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とが大事だということか。 

（委託機関） 

 具体的なことについては、これから話しあってすすめていただくことになる。 

（貴島委員長） 

 先導的に取り組む事項は、今後４年間に、市が中心になって、具体的な活動として取り組ん

でいくということである。 

（市事務局） 

 44ページまでは、市だけでなく市民、団体、事業者などのみんなで取り組むよう、主語を

「わたしたち」として考え方を示した。一方、先導的に取り組む事項は、市民、団体、事業者

との連携は不可欠だが、市が推進役となり、社会福祉協議会等とも連携して取り組んでいく。 

（白岡委員） 

 46ページの②に「シルバー人材センター」が出ているが、どのような位置づけなのか。 

（貴島委員長） 

 同じ項目に「ファミリー・サポート・センター」も出ている。 

（市事務局） 

 有償の活動として既に行われている例として記載したもので、こうした活動も広い意味で地

域福祉に関わるものとして、情報発信等で支援していく。 

（貴島委員長） 

 今後は多少の報酬が発生する活動もすすめていくということであり、シルバー人材センター

やファミリー・サポート・センターの側から「もっと幅広い活動をしている」など、有償活動

の枠にいれることに対して異論がなければ、記載するのは問題ないと思う。 

 さきほど指摘した「鈴鹿市」という表現は50ページにも出ているので、全体をみて検討して

ほしい。 

 51ページの体系図には計画の推進体制が出ていないが、入れた方がよいのではないか。また、

図のなかの説明として書かれている「わたしたちの力をあわせて」と「しくみや環境を活かし

て」は、雲のようなマークで囲んだ方がよいのではないか。 

 他に意見がなければ、先導的に取り組む事項については、指摘された点の修正をお願いして

終わりたい。 

 最後に、前回議論した24ページまでで変更になった点を、事務局から簡単に説明してほしい。 

（市協事務局が資料に基づき説明） 

［補足事項］ 

・基本的にはご指摘いただいた点の文言の修正や書式の変更、用語の説明などが主である。ま

た、自治会アンケートの結果について、団体アンケートの項に加筆した。 

・有償の活動については、ご意見をふまえて説明の追加や表記の整理を行った。 

（貴島委員長） 

 私が点検したところ、修正箇所で気になる点はなかったが、12ページの「ＮＰＯ」の説明が

13ページに書かれているので、12ページに収めてほしい。 

 24ページまでで意見はないか。素案について、委員のみなさんからたくさんの意見をいただ

いた。本日の意見をもって素案の審議を一応終了するとして、市にお返ししてよいか。 

 よければ、以上で、私の役割を終わらせていただく。 

 

２．次回委員会 

（市事務局） 

 時間が限られるなかでたくさんのご意見を頂戴し、感謝する。ご指摘いただいた点を修正す

るとともに、表現の確認が必要な点などについても調整し、委員長にご確認いただいて、本委

員会で素案をまとめていただいたこととする。この素案を市長、副市長、各部長等による鈴鹿
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市の最高意思決定機関である行政経営会議に提案し、意見をふまえてとりまとめを行い、市議

会に説明する。その後、市民のみなさんからご意見をいただくパブリックコメントを10月中旬

から１か月間行い、ご意見に対する回答を作成したうえで、12月に策定委員会を開催してご報

告させていただく。その委員会でのご意見をふまえて、最終的に市として意思決定を行うとい

うことにしており、みなさんのご意見を確認させていただきながら、計画をまとめていきたい

と考えているので、よろしくお願いする。 

 次回は、12月２日（水）の午後１時30分から開催し、パブリックコメントへの回答案をお示

しして、ご意見とご承認をいただきたい。会場は市役所の1202会議室である。慌ただしくなる

がお集まりいただくよう、よろしくお願いする。 

 


