
平成 29年度第１回みよし市地域福祉計画審議会 

 

日時：平成 30年３月 20日（火）午後１時から 

場所：市役所２階 201会議室 

 

【事務局】本日、お忙しいところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。定刻となりまし

たので、只今から、平成 29年度第１回のみよし市地域福祉計画審議会を開催します。 

 

１ 委嘱状交付 

【事務局】なお、本日の会議は、みよし市附属機関の設置及び運営に関する要綱第６条の規定により、

公開されておりますので、了承いただきますようお願いします。 

     始めに、委嘱状の交付を行います。お名前を紹介しますので、自席にて御起立をお願いし

ます。なお、資料２に委員名簿を添付してございますので御参照ください。 

（委嘱状交付） 

 

２ 市長あいさつ 

【市長】 本日は、年度末のお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。委員の皆様

におかれましては、本市の福祉行政に御理解と御支援をいただき、ありがとうございます。

今日は、小学校の卒業式ということで、子ども達が心を込め、心が洗われる式典に参加させ

ていただきました。私の席は在校生の５年生の側であったわけですが、卒業生のお別れの言

葉に男の子２人が涙していて、私も感動して帰ってきたところです。小学生だと気持ちがう

まく表現できないが、中学生だと気持ちが出てきて表現にでる。そういった意味では今日は

良かった。涙を流すことが良いことかどうかは別として、皆が心を込めて参加していたこと

が素晴らしいことだと思います。 

     さて、地域福祉のために、第３期みよし市地域福祉計画を平成 28年３月に策定しまして、

２年を迎えているところであります。今年度につきましては、第３期みよし市地域福祉計画

の進捗状況について、御意見を賜りたいと考えています。今後の予定としましては、平成 30

年度は、進捗状況の確認。平成 31年度は、第４期計画策定に向けてアンケート調査による実

態調査を予定しております。アンケートにより把握した課題や意見、そして、委員の皆様の

御意見を反映させ、平成 32年度中に第４期計画を作成していく予定をしていますのでよろし

くお願いします。 

     比較的若いまちと言われている本市ですが、高齢化は着実に進んでいます。３月１日現在

で高齢者が 10,574人で高齢化率が 17.29％となっています。こうした中、４月から地域包括

支援センターを３地区に配置し、高齢者の皆さんやその御家族が必要とするサービスの提供

に努めております。 

     また、経管栄養など医療的ケアを必要としているお子さんが保育園などで訪問看護を利用

した時の費用の一部を給付する「障がい児医療的ケア支援事業」を全国に先駆けて本市は採

用しました。 

     平成 28年７月に開設しました「くらし・はたらく相談センター」では、２月末時点で 1,883



件の相談を受けまして、障がい者の就労支援のため、新規の職場を 23社開拓し、企業への就

労実績は 18人となっております。 

     高齢者のデイサービスについては、民間参入が増加し、サービスが充実してきており、み

よし市高齢者デイサービスセンターが一定の役割を終えたと考えています。一方、重度身体

障がい者へのサービスを提供している障がい者福祉センターが手狭になってきていることも

あり、平成31年度の移転に向けて平成30年度は移転を進めていくというところであります。 

     委員の皆様には、本市の地域福祉推進のために今後とも御協力をお願いしまして、私の挨

拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

３ 会長・副会長の選任 

【事務局】みよし市地域福祉計画審議会設置要綱第４条第２項で、会長は委員の互選により決定する

ことになっています。会長について、どなたか御推薦していただけますか。 

【石原委員】会長には、知識と経験があります浅野俊夫様にお願いしたいと思います。 

【事務局】浅野俊夫様にお願いしたいとの声がございましたが、賛成の皆様は拍手をお願いします。 

（一同拍手） 

【事務局】全委員の皆様の御賛同により、浅野俊夫様に会長をお願いすることと決定いただきました。

浅野様、よろしくお願いします。 

     続きまして副会長の選任についてですが、要綱によれば委員の互選となっていますが、事

務局からの提案として、副会長は会長の指名によることとしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

【石原委員】異議なし 

【事務局】異議なしとの御意見がありましたが、いかがでしょうか。 

（一同了承） 

【事務局】皆様の御賛同により副会長は、浅野会長の指名によることと決定いただきました。それで

は浅野会長、副会長の指名をお願いします。 

【会長】 それでは、副会長には、民生児童委員代表の野﨑又嗣さんにお願いしたいと思います。 

【事務局】会長より野﨑又嗣様に副会長をお願いしたいとの指名がございましたが、皆様いかがでし

ょうか。 

（一同了承） 

【事務局】会長の指名と、皆様の了承がありましたので、野﨑様に副会長をお願いします。 

【事務局】会長、副会長から就任の御挨拶をいただきたいと思います。始めに浅野会長お願いします。 

【会長】 会長を４年間務めさせていただきます。よろしくお願いします。皆様の自己紹介でも年代

の話が出ていましたが、実は大学にも定年がありまして、その時にアメリカの友人から、そ

れは差別に当たるのではないかと言われました。日本はまだその様なことをやっているのか

と。差別にはリストがあって、年齢、性別などがリストに入っている。本人が辞めたくなっ

たら辞める。大学では授業の科目など負担を減らしていき、最後は自分で辞めるものだ。頑

張る人はいつまでも頑張る。逆に解雇することが難しいという話を聞いた。日本は、評価が

苦手な文化があり、年齢はみな平等ということで年齢制が採用されている。また、国では、

裁量労働制の問題も出ているが、これも時間は平等ということで労働時間を計る。これも世

界ではあまり行われていないものですが、日本は年齢や時間は平等であるということで採用



している。私も委員の皆様に助けていただきながら、やれる限りは頑張って委員を務めてい

きますので、委員の皆様よろしくお願いします。 

【事務局】野﨑副会長お願いします。 

【副会長】民生児童委員も 13年やってきました。今の任期が後２年ありますが、民生児童委員にも年

齢制限がありまして、審議会委員の任期途中に民生児童委員の任期が終わります。その時に

は後進に道を譲ってまいりますので、その時にはよろしくお願いします。 

【事務局】それでは議事に入ります。みよし市地域福祉計画審議会要綱第５条第１項により、会長が

議長を行うこととなっています。お願いします。 

 

４ 議題 

（１）第３期みよし市地域福祉計画について 

【会長】 それでは、議題に入ります前に、会議の成立の報告をします。出席は 10人で、定足数の８

人を超えていますので会議は成立しています。それでは議題の（１）について、事務局説明

をお願いします。 

【事務局】議題１の第３期みよし市地域福祉計画について、説明させていただきます。概要版２ペー

ジの最初に、この地域福祉計画の根幹でもあります地域福祉について記載させていただいて

います。 

     文章にあるとおり、地域福祉とは、誰もが暮らしやすい地域であるために地域が困ってい

ることや必要なことを市民や地域、行政などが協働して取り組み、解決する仕組みをつくる

ことと書いてあります。 

     地域にある課題について、市民（自助）、地域（共助）、行政（公助）が、それぞれの役割

を理解し、地域社会の一員として、誰もが暮らしやすい地域にするための仕組みを作ってい

くこととなります。 

     市民、地域、行政のそれぞれが単独で行うこともありますが、それよりも２行目にありま

す「協働して」がとても大切で、それぞれの役割を理解し、共に協力して地域課題を解決す

る仕組みづくりがされていくことを目標としてこの計画は作成されています。 

 続いて、３行目以降は計画策定の背景及び趣旨について記載しています。 

 みよし市では、第１期計画、第２期計画において、地域福祉施策に取り組んできましたが、

地域福祉を取り巻く状況は、刻々と変化してきています。少子化の進展、単身世帯の増加な

ど、地域福祉における身近な生活課題は、住民相互の支え合いにより地域力を高めていくこ

とが望まれています。 

全国の地域福祉計画の策定状況について厚生労働省のホームページで調べたところ、平成

29年４月１日時点で、全国 1,741市町村の中で、74％の 1,289市町村が策定済みで、未策定

の市町村が 452市町村あります。本市では、平成 17年度に第１期計画を策定しており、比較

的早い段階で地域福祉計画策定の取り組みを始めています。 

 ３ページに計画の基本目標を「地域住民が互いに思いやり、支え合い、誰もが安心してい

きいきと暮らせる福祉のまちづくり」とし、目指すべき将来像としています。この目標に対

して４つの基本方針を立て、それぞれ施策の方向性を示しています。 

４ページをご覧ください。本計画は、市の総合計画を上位計画として、高齢や児童、障が

いの各分野別計画で個々の対象者について細かい施策や事業について計画していただき、そ



こでは対応しきれない福祉施策について、地域福祉計画で補完するものとなります。 

     また、地域福祉計画と連携するのが、（４）にあります社会福祉協議会策定のみよし市地域

福祉活動計画となり、共に地域福祉の推進という目標を掲げる中、それぞれの立場において、

それぞれの役割を担い、地域福祉を推進していくものとなります。５ページに移りまして、

第３期計画の期間は、平成 28年度から 32年度までの５年計画となっていることの記載をし

ています。 

【会長】第３期計画は、平成 28年度から平成 32年度までで、審議会ではＰＤＣＡサイクルに基づ

き各事業の進捗状況の確認を行うとなっている。今回は、次の議題で平成 28年度事業の評価

を行っていく。計画について、委員から意見等がありましたらお願いします。 

（なし） 

 

（２）第３期みよし市地域福祉計画（あったかプランみよし）進捗状況について 

【会長】議題２の第３期みよし市地域福祉計画（あったかプランみよし）進捗状況について事務局

より説明をお願いします。たくさんの事業がありますので、資料３の目次にある４つの基本

方針について、１つの方針ずつ区切って進めていきたいと思います。 

【事務局】資料「第３期みよし市地域福祉計画進捗状況・平成 29年度実施・進捗確認１回目」をご

覧ください。53ページが計画の体系です。分野別の施策一覧となっています。54ページを見

ていただくと、具体的な事業が①から⑤まであります。資料の進捗状況と照らし合わせてみ

ますと、計画の冊子と一致していること確認いただけると思います。１ページから２ページ

のまで、一つの事業名に対して担当課がそれぞれ一つあり、⑤までで終了しています。次の

２ページの（２）をご覧ください。整理番号の８から 10まで③が続いており、③の事業名に

対して具体的な事業の記載がその右に記載してあります。一つの事業に対して、複数の課が

具体的な事業を行っている場合があり、地域福祉計画は、市役所内の複数の課や社会福祉協

議会が連携して基本目標の実現に向けて、多くの具体的事業を行っています。 

配布資料３の１ページに進捗状況について凡例に従って、評価を付けさせていただくこと

としました。どの事業も基本的には継続的に行っているものが多いですので、進捗状況はＢ

の評価が多くなっています。Ｃ以下の評価があった場合には理由を記載していますが、今回

では１事業だけＣがあっただけとなっています。 

進捗状況の説明に移らせていただきます。地域福祉計画には、４つの基本方針を基にして、

106 項目の事業があり、具体的な事業として整理番号で 142 まであります。全てをご説明す

ることはできませんので、基本方針ごとに抽出して御説明させていただきます。 

１ページ、１番「地域福祉に関する学習機会の提供」について「障がい福祉」に関して、

民生児童委員の専門部会で、福祉施設の視察研修等を行い、地域福祉の理解を深めてもらっ

ています。障がい者自立支援協議会主催のシンポジウムを開催し、約 120名の御参加をいた

だき、講演会と実践報告を行い、市民を始め、市議会議員や民生児童委員、福祉事業所の職

員に参加していただき、動向紹介や周知・啓発を行いました。 

次に２ページ７番「学校と地域の連携による体験活動の推進」について、学校教育課で、

近隣の大学を訪問し、学校ボランティアの趣旨説明を行い、登録者の拡大を図っています。 

次に３ページ 13番「家庭における福祉教育の推進」について、子育て支援課で、専門の講

師を招き、乳幼児期の子育ての大切さを学んだり、体験できる講座を合わせて 24回開催して



います。 

次に５ページ 22番「既存施設などの活用による交流の場の提供」について、資料館で評価

にＣがついています。こちらは、資料館を大規模な改修を行ったため、展示室の休業期間が

あり、平成 28年度としては事業が縮小されたと判断したと担当課から聞き取りをしました。 

次に６ページ 31番と 33番「ひとり暮らし高齢者などへの声かけ、見守り活動の促進」及

び「地域で困っている人の情報把握及び地域住民への周知」について、福祉課で、民生児童

委員の活動の一環として、ひとり暮らし高齢者などへ普段から声かけなどを行っていただき、

安否確認を行っていただいたり、「災害時避難行動要支援者制度」に基づき、対象者の把握に

努め、各行政区にあります「自主防災会」や民生児童委員をはじめとして、地域社会全体で

の見守り活動を行っていただいています。 

【会長】基本方針１の事業の中からピックアップして説明がありましたが、委員の方から委員自身が

関係する事業を含め話したいところがありましたらお願いします。 

【石原委員】５ページの 22番で資料館の事業について、工事施工に伴い展示期間が少し短くなったと

のことで事業進捗状況が事業縮小のＣと担当課で判断されたとの説明がありましたが、事業

が縮小された訳ではないので事業維持のＢ判定でも良いと思います。 

【会長】工事施工を行うため展示期間が短くなったことをもってＣにして良いかということになると

思いますが、工事期間中は別の場所で展示を行うことを考えることが出来たとも考えられる。

工事期間中に施設を閉め展示期間が短かったためＣと判断されたと考えています。 

【事務局】資料館の工事は、資料館が開館して 35年経ち展示もだいぶ古くなったため、リニューアル

工事を行った。その辺りも含めて委員の方々で判断されるか、代替案を出していないとの判

断となるか、その意見で資料館に審議会での御意見を伝えていきたい。 

【佐宗委員】資料館は入館者数が評価の対象指数になると思う。入館者が少なければ、いくら良い施

設でも評価は低いものとなる。 

【事務局】平成 28年度の工事を行う時期については、年間を通じて入館者が一番少ない時期に工事を

した。指標は入館者数ではないかとの委員からの御意見であるが、リニューアル工事をした

ことにより平成 29年度の入館者数は増加していると聞いています。来年度の進捗状況調査で

はＢ若しくはＡで資料館は評価すると考えています。 

【佐宗委員】この資料に過去の入館者数が列記されていれば評価の判断材料になると思います。その

上で企画が良かったとか悪かったとかの判断材料を増やすことになると考えます。 

【会長】新しい施設を建てたのではなくリニューアル工事を行ったとのことですので、全館閉館し展

示をしないのではなく、代替場所を作るべきだったのではないか。 

【佐宗委員】小学校や中学校での持ち回りの展示室開設でも良かったのではないか。 

【会長】評価はＣのままで、来年度以降の資料では常設展示では入館者が何人、企画展では入館者が

何人と入館者数を記載するようにとの審議会の意見とします。 

【石原委員】資料では、担当課の記載で社会福祉協議会が載っている。社会福祉協議会は市の組織と

は別である。社会福祉協議会は法人化された組織ですので、担当課として名前が載るのは資

料としてはおかしい。市民がこの資料を見た時に市が事業を丸投げしていると勘違いする方

も出るかもしれない。資料の書き方として担当課はあくまでも市の組織の課を書き、社会福

祉協議会と連携しているとの表示にするのでいかがでしょうか。 

【会長】担当課を窓口課にして括弧で社会福祉協議会とするのではどうでしょうか。 



【石原委員】社会福祉協議会は別組織ですので、市の担当課と社会福祉協議会は連携したと事業の具

体的記載のところに記載にしていくというのでいかがですか。 

【佐宗委員】社会福祉協議会では「地域福祉活動計画」を策定していて、その策定委員会が組織され

ていたと思います。 

【石原委員】社会福祉協議会で「地域福祉活動計画」を策定し、社会福祉協議会で活動展開している

事業がその計画に掲載されています。 

【会長】社会福祉協議会が独立した法人化された組織であることを市民でも知らない人はいて、それ

は日本全体として言えることであると思う。資料の担当課のところは市の組織を記載し、社

会福祉協議会と連携しているなどの記載をしていくこととしたい。 

【事務局】委員の意見を踏まえまして、資料作成について社会福祉協議会の担当と話し合っていきま

す。 

【石原委員】審議会の開催時期についてです。今回の審議会では平成 28年度の進捗状況を確認してい

くこととなりますが、もう平成 29年度も終了近い時期である。８月ぐらいで審議会を開催出

来ないか。その時期に審議会を開催し、審議会でも意見を出し、次年度につなげていけるよ

うになれば良いと思う。 

【事務局】市で行っている全ての事業について１事業ずつ評価を行っています。この評価をまとめ終

わるのが９月ぐらい。地域福祉計画に記載される事業も同様ですので、次回の審議会開催時

期を秋ぐらいにしたいと考えています。 

【鈴木委員】３ページの整理番号 15番です。団体の記載名ですが、老人クラブは平成 29年度からい

きいきクラブに名称が変更されています。今回は平成 28年度事業なので老人クラブで良いで

すが、来年度からは名称をいきいきクラブに変更するようお願いします。 

【事務局】29年度分から名称を変更します。 

【会長】他に意見がなければ、次の基本方針２に移ります。 

【事務局】基本方針２の説明をさせていただきます。 

     ９ページ、42番「福祉に関する相談体制の充実」について、福祉課で、市長のあいさつの

中にもありましたが、平成 28年７月に、ふれあい交流館内に「みよし市くらし・はたらく相

談センター」を設置し、障がい者児、生活困窮者の生活及び就労の相談体制の充実を図りま

した。 

次に 10～11ページ、整理番号 51,52,53,54番「高齢者や障がい者がサービスを利用しやす

いような配慮」について、福祉課で作成している総合福祉ガイドブックを利用しながら窓口

等で市民に制度を分かり易く説明するように努めたり、都市計画課では、福田老人憩いの家

の改修工事において、バリアフリーに配慮・対応した施設設計を行い、社会福祉協議会で、

事業を広くＰＲするように、行政区回覧板の利用や市役所、サンネット、サンライブの情報

ラックにチラシの設置を行っています。 

次に 11 ページ、56 番「福祉サービスの提供事業所の整備の促進」について、長寿介護課

で、みよし市第６期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画に基づき、認知症対応型共同生活介

護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を１事業所ずつ公募しています。 

【会長】委員から意見がありませんので、次の基本方針３に移ります。 

【事務局】基本方針３の説明をさせていただきます。 

14ページ、76番「地域包括ケアシステムの推進」で、第３期計画から新規で追加された項



目になります。長寿介護課で、長寿介護課内に設置された市内唯一の地域包括支援センター

を平成 29年度に市内３地区に分割する準備段階として、市内３箇所にある在宅介護支援セン

ターを機能強化し、ブランチの位置づけとしています。また、医療・介護連携事業において、

電子連絡帳の導入準備として、豊田加茂医師会、豊田市との連携を構築し、運用ルールの作

成や、デモ機を実施し、地域包括ケアシステムの推進を図っています。この２つから評価が

Ａの事業拡大となっています。 

次に、15ページ、79番「さんさんバス事業の充実」について、企画政策課で、平成 28年

７月１日から乗合タクシー「三好下地区」乗降場を追加し、利用者の利便性向上を図ったた

め、こちらも評価がＡの事業拡大となっています。 

次に 15 ページ、80 番「障がいに応じた支援サービスの充実」について、第４期障がい者

福祉計画を今年度の平成２９年度に策定を行っているところです。平成 28年度は、その基礎

資料として、障がい者福祉についての意識調査アンケートを平成 28年９月 10日から９月 24

日まで実施しています。 

次に 17ページ、89,90,91番、こちらは基本方針３の（４）として「生活困窮者への支援」

の項目となります。冊子の計画の３ページを開いてください。３ページの下から９行目、平

成 26年３月には「生活困窮者自立支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」が

厚生労働省から通知されています。みよし市では、平成 27年４月からの生活困窮者自立支援

事業が全国的に実施されるのに先行して、平成 26年度に国のモデル事業として生活困窮者自

立支援事業を実施しています。そして、第３期計画から新たに「生活困窮者への支援」の項

目を追加し、平成 28年度から整理番号 89,90,91番にある具体的事業を実施しています。 

【会長】整理番号 89,90,91番は第３期計画を策定した時に国からの通知に従い、計画に盛り込んだ事

業となる。計画に記載されている事業内容と平成 28年度に行った具体的事業の記載がほとん

ど同じものとなっている。来年度の資料では、相談者数や相談数について具体的な数値の記

載していただき、事業についての評価の指標とさせていただきたい。 

【事務局】相談者数は記録として残っていますので、来年度の資料には数値を記載します。 

【佐宗委員】15 ページ整理番号 79 番のさんさんバス事業ですが、一般市民からするとＡの評価はい

きすぎであると思う。現在の路線図は市を北から南まで１つの路線で結び、生活路線と交流

路線の２つの路線があるが、非常に時間がかかり過ぎる。北からは市民病院まで、南はイオ

ンまでで充分であると思う。さんさんバスのことについては他の審議会で話し合われている

と思うが、利用者は増加しているのかどうか。例えば行政区長でもさんさんバスを利用した

ことが無い人も多くいる。 

【会長】乗合タクシーの乗降場を追加したことからＡ判定としているようだが、利用者数は増加して

いるのか。 

【事務局】乗合タクシーの利用者は微増しています。平成 28年度以前に路線図の見直しをしてからも

利用者は増えている報告が企画政策課から出ています。佐宗委員から意見のありました路線

については、市全体の総合計画が平成 30年度に見直されることに合わせて、市内の交通網に

ついてもあり方を見直していくこととしています。 

【佐宗委員】さんさんバスの名前入りのパスポートを検討しても良いのではないか。健康寿命のこと

が世間でも言われている。一つの案として、月１回は市内の公共施設を回りスタンプラリー

をしていくような体を動かすような事業の創設をし、高齢者の方を家から出すような方策を



とっても良いのではないか。 

【鈴木委員】バス路線の見直しは大事である。高齢者が市民病院に向かうにしてもさんさんバスを利

用するとバスに乗っている時間が長時間となり辛いという意見を聞いたことがある。重篤な

病気の高齢者は直接市民病院に行けるようなタクシー利用事業の創設とかの特別な措置をと

っても良いのではないか。バス路線の見直しについては別の審議会があると思うので、ここ

で話し合うことではないが、いろんな視点から見直しをしていただければと思う。 

【事務局】今後、公共交通のあり方を含めた会議があるので、今日の審議会で出た委員の意見も伝え

ていきます。 

【会長】他に意見がなければ、次の基本方針４に移ります。 

【事務局】基本方針４の説明をさせていただきます。 

21ページ、114番「高齢者の生活支援・認知症の人の支援を担う人材の育成」について、

住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために、支援ニーズとサービス

のコーディネート機能を担う生活支援コーディネーターを配置し、生活支援等サービスの提

供主体等が定期的な情報共有や連携強化を推進する場として協議会を開催しています。 

次に、23ページ、122番「認知症等による行方不明者捜索のネットワーク強化」について、

長寿介護課で、「みよし安心ネット」で行方不明者が発生後、直ちに家族から連絡を受け、行

方不明者情報を発信することで行方不明者４件の早期発見につなげました。また、「あいちオ

レンジネットワーク」は、自治体の行政域を超えた広範囲で情報を発信、共有をすることに

より、行方不明者の早期発見を図ることを目的に実施されています。 

次に、24 ページ 129 番「地域福祉に関する計画の推進・チェック体制の確立」について、

平成 29年１月 24日に審議会を開催し、進捗状況確認シートの修正について御審議していた

だきました。 

次に 25ページ、130番「地域の課題抽出、社会資源の開発、多様な主体との情報共有の場

の設置」について、長寿介護課で、専門職や関係機関、地域支援者が連携し、地域課題の抽

出、資源づくり、政策形成の機能を有する「オールみよし推進会議」を設置し、年６回の会

議を開催しています。 

    最後になります。27ページ、139番「地域における活動拠点の整備充実」について、協働

推進課で、みよし市地区拠点施設整備基本構想に基づき、３地区の基本計画を作成し、きた

よし地区拠点施設の基本設計を行い、平成 28年８月７日、９月４日、三好丘交流センターに

おいてきたよし地区拠点施設建設に伴うまちづくりワークショップを開催しています。 

【会長】資料 24ページ 129番は、基本方針１でも委員から意見の出ました審議会の開催時期に関係し

てきますので、来年度の審議会は秋ごろの開催するように審議会の意見とします。 

【鈴木委員】認知症高齢者の行方不明者捜索のあいちオレンジネットワークですが、構成市町はどの

市町のことですか。 

【事務局】尾三地区の市町で構成しており、みよし市、日進市、東郷町、長久手市、豊明市の４市１

町の広域で情報を共有し、行方不明者の早期発見につなげることを目的としています。 

【鈴木委員】過去にあった話だが、認知症の方が自転車で出掛けて行方不明になり、次の日に豊田市

四郷町で発見されたということがあった。豊田市も隣接しているので、豊田市もネットワー

クに含める必要があると思う。 

【事務局】現在、豊田市が入っていませんが、平成 30年２月にひまわりネットワーク株式会社と協定



を結び、ひまわりテレビとＦＭラジオ・ラビィートで行方不明者情報を流していただき、豊

田市もカバーしていくようにしました。 

【会長】消防もこのネットワークを使っているのか。 

【事務局】消防はこのネットワークを使っていません。各市町の高齢者担当課とのネットワークです。 

【会長】深刻な行方不明者が出た場合には、警察への届出が必要になると思います。警察と自治体の

連携が必要だと思う。 

【事務局】最初に家族に警察へ届出を行っていただきます。このネットワークを使ったメール発信は

家族から市への要請で行います。 

【会長】高齢者の行方不明者捜索については、民間の警備会社で有料事業化がされているものもある。

どこに居ても届け出ると警備員がすぐに来るようなシステムを作っていたりする。行政が事

業としてどこまで行うのか、民間事業者が行う事業も含め、今後の議論となっていくと思う。 

 

（３）今後の第４期地域福祉計画策定スケジュール及び地域福祉計画審議会スケジュールについて 

【会長】それでは、議題３今後の第４期地域福祉計画策定スケジュール及び地域福祉計画審議会スケ

ジュールについてに移ります。事務局より説明をお願いします。 

【事務局】それでは、議題３の今後の第４期みよし市地域福祉計画策定スケジュールおよび地域福祉

計画審議会スケジュールについて、ご説明させていただきます。 

資料４のスケジュールをご覧ください。本年度を入れて、委員の皆様には、第４期計画の

策定までの４年間の委嘱をさせていただきました。平成 29年度の本日、委員委嘱と、第１回

目の進捗状況確認をしていただきました。平成 30年度は、開催時期は未定となっていますが、

委員の皆様から出ています意見を考慮しまして、平成 30年度の秋ごろの開催としたいと思い

ます。本年度と同じように進捗状況の確認をしていただきます。平成 31年度は、進捗状況の

確認とともに、アンケート調査を実施することを予定しています。平成 32年度は、第３期地

域福祉計画の計画年度が平成 32年度に終了するに当たり、平成 33年度からの次期計画とな

る第４期地域福祉計画の策定を行っていく予定です。 

【会長】今後のスケジュールで委員から意見ありますか。なければ、４年間の審議会委員、よろしく

お願いします。以上で議題を終わります。 

 

５ その他 

【会長】本日は慎重に御審議いただきありがとうございます。これにて本日の議長職を終了させてい

ただきます。 

【事務局】本日は貴重な意見ありがとうございました。平成 29年度第１回みよし市地域福祉計画審議

会を閉会いたします。 

 


