
様式第 3号(第 9条関係) 

会 議 結 果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 平成 30年度第１回みよし市地域福祉計画審議会 

開 催 日 時 
平成 30年 11月７日（水） 

午後１時 30分から午後３時 30分まで 

開 催 場 所 市役所６階 601・602会議室 

出 席 者 

（会長） 

浅野 俊夫（市長が必要と認める者（愛知大学名誉教授）） 

（副会長） 

野﨑 又嗣（民生児童委員の代表者） 

（委員） 

熊谷 かの子（福祉団体の推薦する者）、松平 幸彦（福祉団体

の推薦する者）、石原 正裕（福祉団体の推薦する者）、髙以良 

弘美（福祉団体の推薦する者）、 鈴木 伸幸（福祉団体の推薦

する者）、佐宗 正行（福祉団体の推薦する者）、増岡 潤一郎

（教育関係者）、木村 豊（教育関係者）、猪島 智美（市民）、

塩之谷 真弓（関係行政機関の職員） 

（事務局） 

小野田福祉部長、太田福祉部次長、海堀福祉課長、深谷副主幹 

 

欠席／翠 健一郎（副会長・医療関係者）、制野 司（福祉団体

の推薦する者）、渡邊 祥子（教育関係者）、永田 達夫（関係

行政機関の職員） 

次 回 開 催 予 定 日 平成 31年８月 

問 合 せ 先 

福祉部 福祉課 

担当者 深谷 文雄 

電 話 0561－32－8010（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0561－34－3388 

e-mail fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 議事録全文 要約した理由   

審 議 経 過 別紙のとおり 

 

 



平成 30 年度第１回みよし市地域福祉計画審議会 会議録 

日 時 平成 31年 11月７日（水）       

午後１時 30分から午後３時 30分まで 

 場 所 みよし市役所６階          

601・602会議室            

 

１ あいさつ 

福祉課長 平成 30年度第 1回みよし市地域福祉計画審議会を開催します。 

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。傍聴はありませんが、ご了承いただきます

ようお願いいたします。初めに、今年度、公職等の異動により１人の委員が

交替されております。交替された委員については、配布資料№２の委員名簿

のうち、豊田加茂福祉相談センター永田様が新しく委員になられましたので

よろしくお願いします。なお、永井様は本日欠席のため、委嘱状につきまし

ては、後日交付させていただきますことを報告させていただきます。 

福祉部長 委員の皆さまにはお忙しいところ、平成 30年度第１回みよし市地域福祉計

画審議会にご出席いただきまして、大変ありがとうございます。この地域福

祉計画ですが、５年間の計画期間であり高齢者、児童、障がい者など分野ご

との縦割りではなく、住み慣れた地域で行政と住民が一体となって支え合

う、総合的な地域福祉に取り組む計画であります。平成 28年３月に策定しま

した、第３期みよし市地域福祉計画「あったかプランみよし」については、

現在引き続き地域福祉の推進に努めているところであります。今年度につい

ては、委員の皆さまには、第３期みよし市地域福祉計画の進捗状況につい

て、平成 29年度事業を確認いただき、ご意見を賜りたいと考えています。 

また、今後の予定としまして、後程、担当から説明させていただきます

が、来年度には第４期計画策定に向け、アンケート調査による実態調査を予

定しております。そのアンケートにより把握する課題や意見、そして委員の

皆さまの意見を反映させ、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、委員の皆さまには忌憚のない意見を賜りますようお願いし

まして、簡単ですが、挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いし

ます。 

浅野会長 浅野です。みなさんお忙しいところ来ていただきありがとうございます。

今、ちょうどアメリカは中間選挙をやっていて、大統領の信任投票に近いこ

とを行っているのですが、我々の地域福祉計画もちょうど中間点でして、中

間報告を出す時期となっております。何が出来ていて、何が出来ないでいる

のか、整理をしておかないと、来年のアンケートに向かって間に合わないこ

ともあると思います。忌憚ない意見をどんどん出していただいて、事業の実

行に反映して行かないと、この審議会の意味がないと思いますのでよろしく

お願いします。 

 

 

 

 



２ 議題 

（１）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 

福祉課長 それでは、早速、議事に移らせていただきます。本日は議題としまして、２

つ上げてございます。１つは第３期みよし市地域福祉計画あったかプランみよ

しの進捗状況について、もう１つが、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の２点でございます。よろしくお

願いしたいと思います。それでは、みよし市地域福祉計画審議会要綱第５条第

１項により、会長が議長をつとめることになっておりますので、会議の取り回

しについて、浅野会長にお願いしたいと思います。浅野会長よろしくお願いし

ます。 

浅野会長 議題に入ります前に、会議の成立を確認したいと思います。定数が 16 人で、

定足数が８人、現在の出席者数は 12 人ということで、審議会定数の２分の１以

上の出席であり、要綱第５条第２項の規定により、本会議は成立しております

ので、報告いたします。それでは、議題１「第３期みよし市地域福祉計画進捗

状況について」について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 最初に配布資料の確認をさせていただきます。事前に送付させていただきま

した資料、次第、資料ナンバー１「みよし市地域福祉計画審議会要綱」、資料ナ

ンバー２「みよし市地域福祉計画審議会委員名簿」、資料ナンバー３「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」、資料ナンバー４「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」、送

付させていただいた資料は以上となります。また、昨年配布いたしました、第

３期みよし市地域福祉計画の冊子をお持ちいただくようお願いしましたが、お

持ちでない方がありましたらお知らせください。 

こちらの計画ですが、平成 28 年度から 32 年度までの計画期間で作成されて

いますが、冊子の６ページをご覧ください。本市を取り巻く状況と課題が記載

されておりこの計画を立てた時の見込みがどうなっているか、人口、世帯数、

障がい者手帳所有者数の推移について、平成 29 年度の実績がございますので、

それと比較して、この計画が、策定時から環境的な大きな変化がないか確認を

したいと思います。人口ですが 32 年度計画値で 61,744 人に対し、30 年４月１

日現在で 61,070 人となっています。世帯数については 30 年度計画値で 23,300

世帯に対し平成 30年４月１日現在で 23,843世帯、障がい者手帳所有者数につい

ては、平成 27年度 1,977人に対し、平成 29年度末の実績で 2,112人となってお

り、概ね計画で想定した環境から変化はありません。 

続いて進捗状況の説明に入らせていただきます。多くの事業がありますの

で、資料３の目次にある４つの基本方針毎に、審議を進めていきたいと思いま

す。 

では、「基本方針１ みんなで共に支え合う地域づくり」について、お手元の

資料３により説明させていただきます。  

先ずは、表の見方からご説明させていただきます。表紙の裏面、目次をご覧

ください。本計画は４つの基本方針からなっており、基本方針１、「住民みんな

で共に助け合い、支え合う地域づくりの充実」については、「地域福祉に対する

意識の醸成」始め４つの中項目、基本方針２、「地域で安心して利用できる福祉

サービスの充実」については、「ニーズの把握及び情報提供の充実」をはじめ３

つの中項目、基本方針３、「安全に安心して暮らせる地域づくりの充実」につい

ては、「健康づくり・生きがい活動の推進」を始め６つの中項目、基本方針４、

「地域福祉推進に向けた仕組みづくりの充実」については、「地域福祉を担う人

材の育成」を始め５つの中項目があります。中項目の下には、各項目３つから



８つの具体的な事業が設定されています。１ページをご覧ください。ページの

一番上に凡例が載っています。 

基本方針と中項目が記載されており、その下の表の一番左のナンバー、①か

ら次ページの⑤までが、この中項目に設定された具体的事業になっており、計

画の事業とも一致しています。計画冊子の 54 ページでご確認ください。表は左

から、欄外に整理番号、中項目内の事業番号、事業名、事業内容、担当課、平

成 29 年度に行った事業内容、進捗状況の順に並んでいます。進捗状況について

は、事業拡大がＡ、事業維持がＢ、事業縮小などがＣ以下の評価となっていま

す。どの事業も基本的には継続事業となりますので、進捗状況は「Ｂの事業維

持」の評価が多くなっています。Ｃ以下の評価は今回ありませんでした。で

は、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、106 項目の事業があり、具体的な事業として整理番号で

142番まであります。全てをご説明することはできませんので、基本方針の中か

ら主な事業をピックアップして、内容について、ご説明させていただきます。

また、会長の説明にもありましたとおり、基本方針ごとにご説明させていただ

き、その都度、質疑・応答を行って参ります。 

 まず１ページ、整理番号１番「地域福祉に関する学習機会の提供」につい

てですが、福祉課で、地域福祉の中の障がい福祉に関して、民生委員の各専門

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ました。 

障がい者自立支援協議会主催のシンポジウムを開催して、来場者数約 110 名

のご参加をいただき、第１部で「障がい者、高齢者等の権利擁護支援」の講演

会と第２部で実践報告をし、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、整理番号４番「ボランティアに対する意識啓発」につい

て、みよし市社会福祉協議会の事業として機関紙の発行事業、ボランティアセ

ンター活動事業を行っていただいております。 

整理番号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、愛知教育大学、東海学園大学を訪問し、学校ボランティ

アの趣旨説明を行い、登録者の拡大を図りました。 

次に、４ページをご覧ください。整理番号 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、体験できる講座などを合わせて 27回開催しています。 

次に、６ページをご覧ください。整理番号 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、平成 28 年度に資料館の改修が終わったため、改修

の影響から昨年度Ｃ評価であったものがＢ評価になっています。改修が終わり

入館者も増加しています。 

次に７ページ、整理番号 25 番同じく「既存施設などの活用による交流の場の

提供」について、昨年度まで健康推進課で実施していた親子交流事業について

は、子育て支援課が子育て総合支援センターの交流室の貸し出し事業を始めた

ため、健康推進課の親子交流事業については事業を廃止したため、事業内容が

置き換わっています。 

次に８ページ、整理番号 31 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９ページ、整理番号 33 番「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。以上で、基本方



針１の説明を終わります。 

浅野会長 今かい摘んで説明がありましたが、委員の方の関連する分野もあると思いま

すので、説明にあった項目以外も含めご意見を伺いたいと思います。整理番号

をおっしゃって発言をしていただけるとありがたいです。 

野﨑委員 ８ページの整理番号 31 番、９ページの 33 番、前にもほかの審議会で質問さ

せていただきましたが、避難行動要支援者の名簿について、31 ページは個別計

画、33ページは個別支援計画となっていますが、どちらが正しいですか。 

事務局 個別計画が正しいです。 

野﨑委員 各行政区で計画の策定がまちまちになっている。出来上がっている行政区と

そうでない行政区がある。地区防災会の会長である区長から民生児童委員へ依

頼があって、一緒に活動するよう民生児童委員で統一している。行政区の区長

は１年で替わるところが多い、２年のところは真剣にやっていただけるが、１

年のところは次の区長に任せればよいという話をよく聞くので、出来ていない

行政区が多いと思います。実績はどうでしょう。 

浅野会長 名簿の作成は本人の申し出になっている。名簿に載っている方の中で個別計

画が出来ているのが何パーセントか。それが年度を追って増えてこないといけ

ない。計画の中間点でどこまで来ているか、委員は気になっている。災害が起

こった場合、どんな人が支援を必要としていて、だれが支援を行うのか、そう

いうことが書かれている、これがどれだけ出来ているかは非常に大事です。 

事務局 区長会で年度当初にお願いしていますが、なかなか進まないのが現状です。 

浅野会長 名古屋市でも個別計画の作成が進んでいない。 

野﨑委員 いつまでに作るという期限もないから、なかなか作成が進まないのだと思い

ます。 

事務局 ６月１日現在で名簿の登録者数が 814人です。 

浅野会長 これは増えているのですか。 

事務局 微増です。 

行政区が 25 あるのですが、各行政区で取り組みの差がある。６月１日現在で

個別計画の作成率は 12.6パーセントとなっています。 

浅野会長 一番計画の作成が進んでいる行政区の作成率は。 

事務局 今は数字を持ち合わせていませんので、後ほど、お示しします。 

佐宗委員 進捗状況がすべてＢですが、これは 28 年度と全く同じです。会長が言われる

ように目標値があって、それに対し何パーセントに達しているかが分からない

と、良いか悪いかの判断ができない。先ほどの話でも、行政区ごとの進捗状況

が分からないといけない。これが分かるような目標を立てないといけない。 

豊田市の地域福祉計画は具体的な目標数値が出ている。行政区を決めて、作

成率を上げていくようなことをしないと進歩がない。 

浅野会長 個別計画を作成していない行政区はどれだけありますか。 

事務局 資料はあるのですが、手元にないので、後ほど、お示しします。 

浅野会長 個別計画を作成していない行政区と、作成が進んでいる行政区の区長を会わ

せて、進め方や問題点を議論してもらうのはどうでしょう。 

進捗状況でＢとなっていますが、ＢプラスもあればＢマイナスもある。進捗

状況を把握した時にいろんな課とか協議会にヒアリングを行っていると思いま

すが、その時にいろいろな要望や、問題点が出されているのではないかと。そ

れを集めて来て、そのうち重要なものを出してもらうと、委員がいろいろ議論

しやすくなる。 

最初に立てた事業計画について、何をやりましたとしか書いてないので、な

にが障害になっているのかが分からないし、課題どう解決していったらいいか



分からない。 

今の件も、計画の作成率が非常に低い、これをどう上げていったらよいかと

いう問題なので、それについていろんなアイデアがあるかもしれない。僕が先

ほど言ったように、行政区による差があるなら、上手くいっているところと、

上手くいかないところと、どういう方策があるかを議論するという方法もある

かもしれない。 

それと気になるのは、みよし市も大きなマンションが増えてきている。マン

ションは外から中が伺えません。戸建てはまだ中が伺えるし、民生委員も非常

に動きやすいと思います。マンションとなるとなかなか大変で、この頃のよう

にオートロックになって入れない、ノックもできないというような状況になっ

てくる。都会はみんなそれで困っています。みよし市もそういうのがだんだん

増えて来ているかもしれない。そういうマンションが多い行政区だったらそれ

なりに対策を考えないといけないところがあって、ここに、問題点として出し

てもらえると、その担当課の施策にアドバイスすることも出来る。 

すべての進捗状況を見たけどほとんどがＢです。計画を作ったところだけが

Ａになっている。計画だから、何もやってないに等しいと思うのですが。実質

どう変わってきたか、それから年度変化がどうだったかも一言くらい、先ほど

ＣからＢになった事業がありましたけど、年度変化が非常に大事です。前年度

からこうなりました、あるいはここが滞っていますということが、結構記載さ

れてある課もある、抽象的で一番素気ないのが福祉課の書いているとこです

ね。 

そういう訳で少し、次回、来年に向かってなのですけど、実際事業を進展さ

せることが先決ではあるのですが、進捗状況の報告のところには出来るだけ、

単にＢだとか評点だけでなく、実際に進捗させていく上での問題点があれば、

それを特に書いてほしい、それを今後は気を付けてほしいと思います。 

事業の実施を協議会などに委託しているころもあると思うのですが、そうい

ったところからの要望も載って来ていない。きっと聞けば、２年やってきて、

必ずこういったことがネックになっているとか困ったなというところが絶対あ

ると思います。そういうものも是非この進捗状況には載せてほしい。幸いこの

地域福祉計画審議会はいろいろな分野の責任者が来ています。それぞれの視点

で、今説明のあった整理番号 36 番までの項目を、自分の関連している分野では

こうだったとか、こういう問題がありますというのがあれば、是非言っていた

だきたいと思います。 

増岡委員 学校関係からお願いします。先ほど野﨑副会長の発言に関して、先日、「手を

つなぐ親の会」の研修会でも話題となりました。そこにはオブザーバーとして

参加しているのですが、防災安全課の方に来ていただいて、障がい者・児を抱

えるご家庭の防災について、いろんな市の取り組みの話が出た中で、避難行動

要支援者名簿の作成について、民生委員さんが聞きに来られた地域と、一回も

聞きに来られたことがない地域があったこと。また、個人情報になるので、そ

れをどう使うのですかということを尋ねた時、あまり納得いく説明がもらえな

かったという問題がありました。 

本校天王小学校校区の新屋行政区や東山行政区はしっかり名簿を作っておら

れるという事でしたが、その更新はどうなっているのでしょうか。うちはもう

自立出来て大丈夫という家庭もあるかもしれないし、逆に新たに障がいを抱え

てしまったので名簿へ載せてほしい家庭ある。その場では行政区の区長さんが

防災の長になっており、毎年更新されているはずですという回答がありました

が、障がいを抱える方のご家族も心配しておられるところなので報告しておき



ます。 

学校では、市の方で講師の派遣などに協力いただき、人権移動教室や福祉実

践教室等、学校ニーズに合わせた事業を実施しています。特に、平成 28 年、29

年、30 年の３年間をかけて、国の委託で三好ヶ丘中学校区において中学校、小

学校、保育園、幼稚園と地域が一体となって人権教育地域推進事業というのを

行っています。これについては、この１月に研究発表をさせていただくことに

なるので、教育関係だけでなく、ここにおられる委員の皆さまにも足を運んで

いただけるよう、学校教育課から案内する予定です。 

「住民の福祉意識の高揚」というのがこの基本方針１の目標なのですが、担

当課として、この２年間やってきて、みよし市民の福祉意識が高まって来てい

る実感があるのか、あるならどんなところから言えるのか、伺いたいと思いま

す。 

各小学校、五年生が、認知症予防サポーター養成講座を出前授業で受けてい

ます。先ほどの説明でも、いろんなイベントをやって実績がどれだけあったと

報告がありましたが、福祉に関心のない方にどうやって広げていくかというと

ころが、一番大切なところだと思うので、それについて、見通しを持ってやっ

ていただけるといいのではないかと思います。 

浅野会長 この基本方針１は「住民の福祉意識の高揚」ということについて、地域活動

への参加をどう促進するか、それに具体的な手を打たなければだめだというの

が前計画での反省にあって、各事業計画が立てられています。みなさんも基本

方針の１をご覧になるときは、いろんな年代、いろんな層が地域活動に参加し

たくなる、するような具体策になっているかどうか、その視点で見ていただき

たい。 

増岡委員の話だと、学校教育関係は国が主導して人権教育に関して教科など

に入れてやって来ているので、意識がだいぶ高まっている。もう一つ大事なの

は、人権なのですが、そこから先に個性、個人の尊重というのがあり、それで

今、ハラスメントとかいじめが取り沙汰されている。特に日本においては個人

の尊重が非常に大事であると思うのですが、その辺が文科省の教科書を見ると

少し欠けている。人権について少し抽象的に話をしていて、人間を束ねて一括

りにして、これの権利を守らなければいけないではなく、個人の自由、個人の

権利、それをいかにして保証するかが基本的人権の大事なところなのです。そ

れを一言でいうと人格の尊重というのですが、パーソナリティー、それは一人

ひとり違うのだと、これが国連がさかんに言っている人格の尊重で、そちらの

視点から見ると、ちょっとまだ教科書では足りないかも知れない。これは現場

で補うしかないと思うのですけど、いじめとかが一つの指標になっていて、そ

れが無くなるにはどうしたらいいかという話になってきます。いまの話だと現

場はよく頑張っているという話でした。 

整理番号２番「人権尊重意識に啓発活動の推進」でも、小中学校人権教育と

連携したＰＲ活動といっているけど、これは実績が上がっているのですか。 

増岡委員 子ども達は総合的な学習の時間を通して探求的な活動をしているのですが、

今年も例えば、天王小学校３年生も入り口として、今から４年かけて福祉も含

めた人とのかかわりをやっていくということで、今年はブラインドウォーク等

の体験をしながら人権移動教室をしたりしています。人権擁護教室は人権擁護

委員さんに来てもらい、ここ数年はいじめを無くそうという内容の話をしてく

ださったり、紙芝居をしてくださったりしてもらう小学校が多いのですが、こ

れについて子どもたちは、関連する道徳の授業も行いながら、しっかり定着し

ているのではないかと思います。その道徳の授業も親に見てもらうように授業



参観にからめている学校ばかりなので、保護者にそれが広がる、ただ学校でで

きるのはそこまでなので、もっと地域に広げていく方法を各校の校長も考えて

いかないといけないと考えています。 

浅野会長 関連するのですが、整理番号 10 番③番「子どもの自主的なボランティア活動

の推進」で、そこに活動費の助成が小学校８校と中学校４校と高等学校１校で

57 万円となっています。大学で体験授業をやったことがあるのですが、車いす

や、それから足の不自由な体験のため重い重りを付けたりするのですが、そう

いった器具はすごく高価ですよね。 

増岡委員 みよし市では福祉センターで借りられます。 

浅野会長 人数分だけありますか。 

増岡委員 その学年が体験できるだけの数があります。 

浅野会長 それなら良いのですが。車いすに子どもが乗って、人に押してもらって、い

ろんな不安を感じたり、階段を上る時にどんな気持ちになるかとか体験をして

もらうのが一番早くて、自分が押さなければならなくなったときに本当に気を

付けるようになるのですね。大学生でもそうです。体験させるのが大事という

のがどこかにあったと思いますが、予算が無くて、前の授業でも車いすが高く

て買えなくて困ったことがあったのですが、そういったことができるだけ無い

ようにサポートできるといいと思います。 

増岡委員 この 57 万円はボランティア委員会とか福祉委員会などの委員会活動の活動費

になっている学校が多いです。あとは各学年で行う福祉実践教室等に必要な経

費があればここの補助金を充てることがあります。これ以外にも特別支援学校

との交流を行っていますが、学校教育課の予算でバスを借上げ、三好特別支援

学校のお子さんが南部小学校へ来るバスを出していただいたり、南部小学校の

子どもたちが交流に行くためのバスを出していただいたりして助かっていま

す。 

石原委員 これは確認と、私の意見なのですが、事前に資料をいただき読んでいまし

て、先ほど少し話題になっていました、進捗状況の部分がありますが、Ａから

Ｆという凡例で示されています。ここ部分が進捗状況になっているのですが、

実際は例えばＡというと、ここに書いてある、事業をもっと拡大して取り組ん

でいるのですよ、あるいはＢだと現状のままで市民の方への福祉サービスある

いは各種サービスというのが十分ですという、そういう位置づけであって、こ

れは進捗状況とは違うのではないかと思うのですが、その辺りどうでしょう。 

というのも先ほど会長が言われたとおり、進捗状況の評価について、拡大と

現状維持と縮小などは現状とは違うと思います。 

これ実際の進捗状況という話になれば、会長が冒頭におっしゃられましたよ

うに、目標に対して現状はここまで来た、現状分析した中で今後の課題あるい

は対応策として、こんなことが必要だということを事業毎にやるというのが、

これが進捗状況に記すべきことだと思っています。 

その部分に関連するのですが、この進捗状況はＡからＦまであるのですが、

その横の欄なのですが、ＣＤＥＦの理由と書いてあります。これは事業拡大だ

とか、事業維持については特に記載しない、縮小とか完了についてはその理由

を付す形になっています。例えば、事業の拡大の部分でなぜ、拡大が必要であ

ったかというようなこと、例えば 23 ページ整理番号 96 番「放課後児童クラブ

の受入体制の整備」で、児童数の増加によって、もっと対応が必要ということ

で受入体制を強化したというようなことが書いてありますが、こういう子ども

さんに対して対応する必要であるということで拡大したのだ、Ａを付けました

ということをここには書く必要がある。ＣＤＥＦだけではなく、Ａについても



Ｂについても、ここには書いておく必要があるのではないかなと思います。そ

こにはある部分では市の姿勢、市民からの評価、市の行政ＰＲにも繋がってい

くと思うので、こういう書き方のほうがいいのではと思ったのですが、もっと

違うところに意図があって整理しているのであれば、それはそれで良いと思う

のですが、その辺どうなのでしょう。 

事務局 本年度、こういった方法で記載させていただいたのは、そもそもこの計画自

体が計画冊子 54 ページから載っているのですが、数値的な目標については、45

ページ、46 ページの各カテゴリーの中の目標数値ということころになり、ほと

んどが市民の意識だとか参加に対して割合が何パーセントだといったようなも

のになります。そのためにはどう具体的に事業をやろうかというのを表したの

がこの表です。昨年度に具体的な事業をどれだけやっているのだと、どういう

状況にあるかというところをお示ししています。進捗状況という評価の方法に

ついては、実際に行った事業が、どれくらいの規模でやっているのかというこ

とで、ＡからＦまでの評価が書いてあると思います。おそらくＦ未着手の事業

はあり得ると思いますが、計画の時点で事業を縮小していくとか、そういった

ことは、考えられないことなので理由を付すようになっています。この方法が

良いのか、昨年の３月の審議会でもそういった議論は特に無かったものですか

ら、今年度も同じ形で作成しました。 

ただ先ほどの目標数値につきましては、あくまでも基本方針の目標指標とい

うところだけであり、これについては本来、毎年、調査すべきものなのかな

と、進捗状況に合わせて何パーセントでしたとか、目標指標が 32 年度に向けて

今はこれくらいですというようなことはお示しすべきだと、今話を聞いて思っ

ています。そこは改善して行きたいと考えています。 

石原委員 いま事務局から説明をいただいたのですが、それでいいと思うのです。計画

に盛り込んだ目標値に対する評価でいいと思うのです。進捗状況の部分の評価

というのは今理解できたのですが、この進捗状況という言葉を置き直すことに

よって、例えばこれが適当な言葉かは分からないですが、事業の取り組む位置

付けというか、そのような形にしておけば、これは拡大する必要がある事業だ

とか、現状維持で良いとか、未着手というのは無いと思うのですが、目標がほ

ぼ達成されたから縮小するのだ、あるいは場合によっては廃止しても差し支え

ない事業だったという、そういう事業の位置付けというか格付けというか、そ

ういう表現にしておくといいのかなと思います。 

進捗状況というと、これに対する今の状況がＡＢＣという形で、Ａというの

が高度なところへいった、Ｂが近づきつつある、Ｃが標準的だという評価にな

ってしまうここのところですが、石原委員のおっしゃるような内容を入れ込む

とすれば、進捗状況のＡＢＣというのは、事業を拡大するか、縮小するか、廃

止するかは非常に大事な事なので、その視点で福祉課は見るのだと思います

が、それはそれでいいから、とにかく大事なのは年度変化だとか、今の達成状

況が 70 パーセントなのか 10 パーセントなのか状況が分からない。それとＣＤ

ＥＦだけ理由を書くことになっているが、そうではなく評価の理由としてしま

って、Ｂの場合も全て評価の理由を書けばいい。そこに昨年と比べて増えてい

るとか、減ってはいが理由はこうだとか、名簿の整理がここまで来たからと

か、順調に増えているとか、そういうことを一言付け加えるだけで、Ｂなの

か、Ｂと言っているけどＢプラス位なのかＢマイナス位なことも分かるよう

な、せっかく欄があるのだから、ここにＢを付けた理由を簡単に書くようにし

ておけば。そこに項目よって年度変化が大事な場合もあれば、もっと質的な変

化が大事な場合もあるので、それを一言書いておけば、委員は非常に分かり易



いと思います。 

ので、置き直した方がいいのかなという気がします。 

浅野会長 ここのところですが、石原委員のおっしゃるような内容を入れ込むとすれ

ば、進捗状況のＡＢＣというのは、事業を拡大するか、縮小するか、廃止する

かは非常に大事な事なので、その視点で福祉課は見るのだと思いますが、それ

はそれでいいから、とにかく大事なのは年度変化だとか、今の達成状況が 70 パ

ーセントなのか 10 パーセントなのか状況が分からない。それとＣＤＥＦだけ理

由を書くことになっているが、そうではなく評価の理由としてしまって、Ｂの

場合も全て評価の理由を書けばいい。そこに昨年と比べて増えているとか、減

ってはいが理由はこうだとか、名簿の整理がここまで来たからとか、順調に増

えているとか、そういうことを一言付け加えるだけで、Ｂなのか、Ｂと言って

いるけどＢプラス位なのか、Ｂマイナス位なことも分かるような、せっかく欄

があるのだから、ここにＢを付けた理由を簡単に書くようにしておけば。そこ

に項目よって年度変化が大事な場合もあれば、もっと質的な変化が大事な場合

もあるので、それを一言書いておけば、委員は非常に分かり易いと思います。 

佐宗委員 そういう細かいデータはバックデータとしあるのではないですか、各課に

は、それを整理して、ここに載せていただければ分かりやすい感じがする。一

つの例として、整理番号 29 番②「助け合いチケット事業の継続実施」、これは

よくやっていただいていると思うのです。ただし、福祉センターでやっている

だけで、中部地区で助け合いチケット事業をやっていても、北部地域にいた

ら、あまり関心がない。だから私は各行政区に支店を作れと、各行政区単位も

しくは、コミュニティー単位でもいいですが、そういう地域に割振った、助け

合いセンターみたいなものを作ったらどうかと。そうすると、行政区の民生委

員さんとか子どもたちを世話する厚生委員とか事務の人とか、にも関わっても

らう形にしないと難しいとか、次のステップの事業も考えられるのですよ。こ

の段階でやっていることはそれなりにいいことをやっていただいているけれど

も、もっと本当に良くしようと思ったら、そういう支店を作るとか、そういう

発想が出て来ないともったいないと思う訳です。 

浅野会長 この助け合いチケット事業は、確かこれの立ち上げを僕が協議会でやったと

思うのだけど、佐宗さんも委員としておられましたね。これは少なくともＢを

付ける時に流通数とか登録会員数とかが増えてきているのか、減ってきている

のかとか、それともう一つ大事なのは、ジャンの消費内訳、何に使っているの

か、それくらいは分からないと、助け合いチケットが地域の活性化のどの点に

役立っているかが見えて来ない。 

昔は確か、チケットを使うのに店舗は入ってなかったのだけど、店舗での消

費になっているのか、それとも他の人のボランティアを買うという形になって

来ているのか。一番望ましかったのはボランティアを買うことだった。自分が

ボランティアをして稼いで、それでもって今度は自分が欲しいボランティアを

してもらうというのが一番望ましいということだったのだけど、買い物だけに

使うようになって来ている可能性もある。 

そうすると助け合いチケットが、どういう方向に動いて行っているのか、も

っと促進すべきなのか、それとも役目を終えたのか、判断をしやすくなるの

で、ジャンの消費内訳の傾向とか全体の登録者数とか、流通数の増減、これが

年度を追ってどう変わって来ているか位は分かるようにする。それを総合する

と評価はＢだという方が分かり易い説明になる。この理由のところでもう少

し、そういうのが書かれてこないと、ただＢですということなので。実際、事

業を維持していくのも大変だと思いますし、苦労もあると思います。担当課か



らはいろんな要望も出ているかもしれない。そういう意味でヒアリングした時

の要望などもこの理由のところに書いて、まだまだやることがいっぱいあるの

でＢだという評価もあるわけです。 

増岡委員 先ほどお願いしたのですが、説明いただく時に、福祉意識の高揚でも、地域

参画でもいいのですが、実感としてどうかをお聞かせいただけないか。数値目

標 50 パーセントというのが基本方針１の目標になっているのですが、この数字

があればいいんですが、なければ実感としてどうなのかという、概要だけでも

話していただけると。今の話を伺って、進捗状況にあることは今後の事業の方

向として拡大していくか、このまま同じようにやっていくかという受け止めで

まいりますが、実際の進捗状況というか、手をつけようと思ってもなかなか進

みません、というところがあれば知恵の出しようもあると思うのですが、いか

がでしょうか。 

浅野会長 先ほどの説明の仕方でいいから、せめてＢならＢの理由の部分を口頭でいい

から少し付け加えて、それについては少し進捗状況の説明、評価の理由を少し

事務局の方であれば説明してほしい。その事業に関連している委員の方がおら

れると思うので、その方が説明を補足されてもかまいません。 

野﨑委員 先ほど、増岡委員から避難行動要支援者名簿の作成について、民生委員がお

宅へ来ていないということを言われたのですが、これは最初に申し上げたとと

おり、区長が主導して、民生委員が訪問します。その前に登録制度ですから市

から案内して、登録する意思のあるお宅を訪問しています。だから登録する意

思を示していない所には行っていません。家に上がって体の悪い方が常時どこ

の部屋にいるのか、ものすごく細かい図面も書くことになっています。簡単に

家には入れないので、区長と民生委員で訪問していろいろ調査して来ます。単

独で民生委員だけで訪問することはありません。それだけはご理解をいただき

たいと思います。 

鈴木委員 少し戻りますが、先ほど石原委員が言われた進捗状況のところですね、これ

あくまでも事業状況みたいな形にしておいて、進捗はその横の欄に、ＣＤＥＦ

の理由とかいてありますけど、ここを進捗状況にして、この欄に先ほどからい

ろいろ出ていますように、どの程度まで進んで来ているだとか、何パーセント

とかという話もありましたけど、そういうような具体的な事を書いていく、そ

うすると状況がよく分かってくる。どういう理由でそれくらいの数字になって

いるのかとか理由がここに出てくると具体的な方向、これからのやり方等が分

かってくるのではないかという気がします。 

整理番号 31 番、32 番、33 番は一人暮らしの高齢者に関連する事業です。い

きいきクラブでも、現在の会員が大体 65 歳以上の人の３分の１くらいしか入っ

ていないのですね。会員は３千人くらいいるのですが、会員以外で一人暮らし

をされている人がいくらでもいるわけです。どこまでいきいきクラブとして関

与していったらよいかという問題がありまして、非常に難しいところです。こ

れからは福祉について相当意識してやっていかなければいけないということ

は、いきいきクラブ連合会の方も考えてはいるのですが、その辺をもう少し福

祉関係の行政の方と、話をしながら、もっと高度なところへ持って行きたいと

考えています。 

浅野会長 進捗状況は前にはもっとＣがありましたか。 

事務局 昨年度はＣが一つでした。 

浅野会長 みんなＢだとあんまり意味がないです。今おっしゃったように、ここにＡと

かＣとか出てくると、読むとき目に付き易いので。確かに何か評価があった方

がいいのだけど、どうしますか。今のままでＢにしておいて、理由を空欄の所



に、折角だから何か書いた方がいいのでは。 

事務局 大変良い意見をいただきましたので、評価の理由の欄を付け加えさせていた

だきます。実績はどこまで載せるのか難しく、ここに持ってこられる資料も限

られるので、事前に資料を送付した時点で必要な資料を言っていただくように

する方法はどうでしょうか。 

佐宗委員 それは逆だと思います。市の方で重点施策をこれにしたいと、市の方で決め

てそれを説明してこの場に出す方がいいのでは。市がたくさんある事業うち、

この施策に対しては重点でやっています、予算も付けているので説明しますと

いう形で持って来ないとおかしいのではないか。 

事務局 ここにあげてある資料３の事業ですが、そもそも「あったかプランみよし」

の中で、例えば何々事業を開催しますといった表記がありますが、では具体的

に何をやっていくというところで、例えば「ふれあいバード事業」を開催しま

すとして、29 年度に開催したのなら、それは事業的には達成度 100 パーセント

です。やれていませんということであれば、達成度としては０パーセント、な

いし準備までやったのなら 30 パーセントであるとか各課の主観的な達成度は出

ると思います。 

100パーセントでないものが問題になるものですから、ずっとやれているもの

に関しては何ら問題無いということですので、達成していない理由とか、細か

い数値、どこまでやれているとか、そういったものを右の欄に書いて、このＡ

ＢＣＤというのは事業自体の評価になってしまいます。事業自体はこれをやる

ことが決まっているものですから、これを拡大するとか縮小するとか、理由が

あって止めざるを得ないこともあるかと思いますが、そういった場合は０パー

セントとしてその理由をちゃんと示して行くというような形で、事業自体の拡

大だとか維持だとか縮小というところよりも、実際にやれているのかとか、こ

の事業で問題があるのかとか、やれてないなら理由は何かとか、そういったも

のでその事業の達成度を毎年度示していくような形でやっていきたいと思いま

す。 

客観的な数字は先ほど申し上げたとおり、目標数値というものがございま

す。こちらの方も毎年度住民にアンケートを取らせていただいておりますの

で、その質問項目に加えさせていただきます。その結果をお示しして、この事

業がやれていないから、この目標数値を達成しないのではないかとか、そうい

った事を、もう少し分かり易いように各課にヒアリングします。また、この場

には事務的取りまとめをした福祉課しか来ておりませんので、正直に言って所

管の違う分野のことで細かい数字を聞かれても分からないという申し訳ない形

になっておるものですから、各課の協力も求め、会議の出席してもらうよう

に、次回の進捗状況の確認時にはしたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

鈴木委員 先ほどから出ている進捗状況という表現そのものが違うと思います。それを

また同じ形でおっしゃっているようなところがあるので、そうではなくて、あ

くまでもＢとかＣとかが事業内容、事業達成度でないと、進捗状況が評価であ

ると感じてしまうのですね、評価ではない訳ですよね。 

事業を縮小しているとか、維持しているかはいろんな状況があって、それは

説明を求めてもいいのですが、そうではなくて、やはり進捗状況というのはこ

れがどの程度まで達成されているかというのが進捗状況の意味であると思いま

す。ここで進捗状況という言い方をしているから、ここにＢとかＣが出てくる

と評価ではないかと思ってしまう。だからこの表現が違うと思います。これを

直すようにした方がいいと思います。 



石原委員 この表だけ見ると鈴木委員が言ったとおりのイメージを私も持ちました。進

捗状況が事業の評価になっているのだということで、評価は、この審議会で決

めることではないかもしれませんが、審議会で話し合った上で、ある事業が十

分成果が上がったことを確認する、そういう評価を行う審議会だと思うので

す。だからこの会に市としての情報を提供していただくときは、進捗状況では

なくして、今の状況を列記していただく。いま課長が言ったように、これは昨

年度の状況ですので、まだ 30 年度に事業を予定している部分もあると思います

ので、評価がゼロというものはないと思うのですが、計画に従い、その年度に

ついてはＡになっていますとかＢになっていますとか、進捗状況という意味で

はなくて、実際の事業を実践した意味での評価として、最終的には委員会とし

て右側に書いてあります、意見が必要なもののところ、委員会としての評価を

まとめていくという形でいいのではないかと私は思います。 

浅野会長 ＡＢＣというのが評価というより、事業の達成状況ということですか。 

石原委員 事業に取組む姿勢だと思いますが。 

事務局 主観的な各課の達成度で良いと思います。それについてこの審議会で評価を

していただく。 

浅野会長 達成度にしてその隣の理由のところを何としますか。 

事務局 達成できてない理由でしょうか。 

浅野会長 僕が一番聞きたいのはそれぞれの事業の課題なのです。 

事務局 実施してフィードバックして評価して、この事業の内容が少し薄いのではと

いうようなことがあれば、会長の言われるようにＰＤＣＡサイクルで次の計画

に載せていくような形がいいのかなと思いますが、先ず委員の皆さんおっしゃ

られているのは、そもそもこの事業についての達成度合いとかが分かりづらい

という話ですので、その辺りを、今の話をうかがって改善をして、次年度示し

していきたいと思います。 

浅野会長 評価は、特に今、中間点であることもありますが、当然みんなＣはＢになっ

てしまう、むしろ全部Ｂというのは順調ということかもしれない。また、そう

簡単には計画を縮小とかは出来ないだろうし、みんな B になるのも分かるのだ

けれど、ここでＡだとかＣだとか出てくると非常に重点項目だよということに

なる。それと別に、それぞれの項目について、数値に表せない具体的な事業の

中で出てきたこと、いろんな数値で特記すべき、事業が上手くいっているこ

と、まだ工夫がいることが分かるような、傾向と課題について特記してもら

う。その材料は各事業を推進している組織があるので、その課だったり外部の

協議会だったりする。そこに必ずヒアリングすると思います。その時にいろい

ろ出てくると思うのですよね。それをここに全部出すのではなくて、佐宗委員

が言われたとおり、事務局で聞いたものをまとめて、その中から大事な事だけ

を特記すると。そうすると、それぞれの事業の進捗状況が我々に分かり易くな

る。B評価というのは事業としては順調に進んでいるのは分かるが、ここに特記

すべき内容ということで、具体的なことが分かるように、事業内容を具体的に

記載することになっているので、ここの記載と合わせて書けるとよい。 

事務局 具体的な事業とそれに対する各課の評価を項目に入れて、その中から大切だ

と思うところを次年度から説明していく形にしたいと思います。 

浅野会長 それをこの、この今はＣＤＥＦの理由となっている欄に記載するように。こ

の欄を何という名前にしますか。 

事務局 主観的な達成度になるものですから、それについては本来 100 パーセントに

なるのが望ましいですが、そうでない場合の理由だとかを特記します。 

浅野会長 ここを進捗状況にすればいいのでは。 



事務局 進捗状況という言葉では事業として既にやれていることについて、100パーセ

ントなのかどうかという話になってしまいます。 

浅野会長 事業はある意味やれていても、内容が問題なのです。例えば会議を開く、参

加人数が何人かというと少なかったりする。事業としてはやっているけど一番

肝心の基本方針で狙った福祉に対する意識の醸成に対する寄与がどの程度なの

か、自己評価できるかということなのですが。 

事務局 各事業の内容に、この事業はこれだけ集めなさいというようなことが実際明

記されていないものですから、それを各課に何人だとか内容について評価して

くださいという事業の内容自体の評価はまた少し難しいとところがあります。 

浅野会長 それだったら問題点にすればよい。 

事務局 ただ、各事業の問題点というか、例えばこの 56 ページ①にところに「世代や

障がいの有無を超えた交流機会の充実」について事業を実施することになって

いますが、では具体的に何やるのですかと言ったら、「ノーマライゼーションの

理念に基づき、高齢者や障がいのある人、ボランティアなどが一堂に会して、

交流を深めることを目的とした「ふれあいバード」を開催します。」と言うこと

が書いてあります。ここで 29 年度にふれあいバードを開催すれば、それはもう

100パーセントでいいのかなと思います。 

佐宗委員 ふれあいバードをやるのは何月何日にやって、何人呼ぶと決めますよね。 

事務局 何人なら 100 パーセントになるのかというところが難しいのと、そこまで踏

み込んだ計画ではないというのがあります。成果を測る数値が計画の中で一個

ずつ決められているのなら評価のしようがあるのですが、指標がありません。 

佐宗委員 それは決めているのではないですか。ここには書いてないけれども。 

事務局 それはこの計画の進捗状況とは別の事務事業評価、個別の事務事業の評価は

また別にあるのですが、この計画の進捗状況という意味では無いです。 

佐宗委員 だからここは、この内容で問題なしでいい訳です。ただし参加人数は何名予

定したけど何名の参加だったと備考欄に書けばいいのではないですか。 

事務局 それは実績なので書けるのですが、何人だから、評価が何パーセントという

のは難しいです。 

鈴木委員 パーセントに拘るとそうなってしまう、だから非常にやりづらい。そうでは

なくて、状況としては例えばＡでいいと思うのです。ＡというのはどこがＡな

のだということではなくて、これはまあ順調にできました、参加者が順調に増

えていると思いますと考えたらＡです。でもこれだけのことをやって参加者が

すごく少なかったとか、状況が思うように行かなかったとかであれば、Ｂだと

かＣだとかという評価をすればいいのでは。 

事務局 そうです、それが今言った各課の主観になります。どれだけ達成しているか

は各課の主観になってしまいます。 

鈴木委員 そのところに、例えばＣだとかＤになったときには、その内容、理由を少し

書いていただけますか。 

事務局 そのつもりでいます。 

鈴木委員 事業の拡大だとか維持だとかについての進捗状況は、進捗状況とはちょっと

違う気がします。基本的にある事業内容があって、これが大きく拡大したり、

縮小したりすることは基本的にそうはないことです。 

事務局 進捗状況のＡＢＣＤ表記は止めます。達成度として各課の担当の主観で、何

パーセント程度達成していますとし。その事業達成度合いを示していくと、達

成していないものに関しては理由を付すという形だと分かり易いのかなと思い

ます。 

浅野会長 全部に理由を書いたらいいのでは。 



事務局 問題のあるところには書きます。 

浅野会長 今、ふれあいバードの話があったのだけど、参加者 185 人だったのですよ

ね。これは去年もやっていると思いますが、初めての事業なら０人から 185 人

になったということで非常に大きく飛躍していると言える。去年もやっている

なら去年に比べどれくらい増えたか、あるいはそこに 185 人の内訳があるはず

です。どういう人たちが来ていたのか、それがどういう風に変わったのか、そ

れが分かると、地域住民の交流活動の促進という趣旨からいってどういう層に

影響が出て来ているのかが分かり易くなる。パーセントとかカッチリした目標

がない場合は、変化が望む方向へ動いて行っているかを見られればいいです。

もし望む方向に行かないのであれば、それを阻害するものが何かを、この委員

会で考える方向に、要因が何かというものも是非、特記してほしい。 

ここの欄に、課題とその事業の内容、それがある程度達成しているのか、進

行しているが、内容はこうですと、少し書いてくれると非常に分かり易くな

る。事業やっていてもしょうがないのではないかという判断だって有り得る。 

熊谷委員 基準が難しいですね、ひとつひとつの事業に対する。 

浅野会長 特に数値で大事なのは、何パーセントも大事な時もありますが、全体の傾向

で望む方向に動く、少なくとも 10 パーセントが 20 パーセントに上がって来た

というのは非常に大事な話なので、動いている方向が知りたいのですよ。行っ

た事業は具体的に書くことになっていますが、具体的に書いてあるところもあ

るけど抽象的にしか書いてないところもある。 

事務局 この地域福祉計画というのは、冊子の４ページを見ていただきたいのです

が、この計画の下に高齢者福祉計画ですとか児童育成計画、障がい福祉計画が

あり、これらが目標を掲げた計画、各個別の計画となっています。その上に地

域福祉計画があり、ある意味理念的な計画になっているものですから、あまり

具体的なところまでは踏み込んでいない、数値を目標としたものではないとい

うことだけご理解ください。 

浅野会長 目標値みたいなものは無くてもいいです。むしろ今言った、ふれあいバード

だとか、世代や障がいの有無をこえた交流機会の充実ということを目的に、こ

ういうことをやりました、それの参加者はこういう人たちが参加してくれた、

というのが分かるような書き方が分かり易い。 

佐宗委員 ちなみに、ふれあいバードの場合でいうと、28 年度の参加者が 119 人でし

た。それが 185 人に伸びている訳です。それから障がいの方の出品作品が 75 点

だったのが、今回は 110 点になっている。ということは良い方向に来ている訳

です。そういうことで今年は順調にやれましたとかいう解釈ができる。これが

減っていたら何で減ったのだろうか、天気が悪かったから減ったとか、そうい

う議論が出てくるのではないかと思うのですが。 

浅野会長 ちょうどいい例ですね。そういうのを書いてほしい。いちいち数字を書くの

が面倒であれば、前年より増えているのか減ったとか大事なところだけ書いて

くれればいい。これだけの欄があるのだから、行った事業の欄の具体的な記載

と上手く連携させて書けば、スペースとしてはあると思う。そういう記載にし

てくれるとこの審議会もやり易くなる。 

佐宗委員 28年度と 29年度を見比べると、やっている施策はほとんど同じです。追加し

た事業もないし、削った事業もないのです。だから内容を、人が増えたとか減

ったか、そういうところに焦点を絞っていかないと、検討が難しいかなという

気もします。 

もう一つ 62 ページ、基本方針２の計画数値の項目「福祉サービスが必要にな

った時の利用についての意識の割合」が、26 年度 94.4 パーセントに対し 32 年



度で 95 パーセントとなっている。これを本当に目標にしてもいいのかなという

感じがする。94 パーセントまで行っておれば、施策的には十分ではないかと。

それを 95 パーセントにするのはどんな施策があるのか。もう少し違う内容の計

画数値でもいいのではと思ったのですが。 

浅野会長 目標を数値化しなければならない前提があり、これは数値の設定が難しいと

分かっていてやったのかも知れない。具体的に佐宗委員が言ったように、参加

の人数がどうだったとか、内訳がこう変わって来ただとか、そういうものは前

もって目標値が立て難いし、変に立てると現場は困ることもある。むしろ傾向

を掴んだ方が良いという考えで、計画数値の項目が決められたのだと思いま

す。「安全に安心して暮らせる地域づくりの充実」の項目くらいは、アンケート

でみよし市に住むことが安心できるようになったという率が増えてほしいと思

います。 

基本方針１のところではいろんな意見が出ましたが、一番大きなところは書

き方のところで工夫してくださいということだったので、事務局の方で対応を

してください。 

では、基本方針２の説明をお願いします。 

事務局 説明の仕方としては、基本方針１と同じになってしまいますので、気になる

点を、その事業からあげてもらうという形で進めたいのですが。 

浅野会長 基本方針２からは委員の方から意見のあるところだけをお聞きして行きたい

と思います。基本方針２は整理番号 37 番から 62 番までです。ここで何かご意

見ありますか。基本方針２は情報提供の充実について述べられている項目にな

ります。 

松平委員 私は平成８年からみよし市で福祉の仕事をさせていただいて、ほぼ毎日みよ

しのホームページは見させていただいています。整理番号 40 番には「広報など

を利用した情報提供の充実」でホームページに分かり易く情報を掲載と書かれ

ています。私も福祉の仕事をしていますので友人からいろいろな相談を受けま

す。いろいろな市町村のホームページを見て相談窓口を調べるのですが、どこ

も分かり難いです。５、６回クリックしないと辿り着けないところがあって、

そういったことを考えるとホームページのトップに入口がある、せめて２、３

クリックで相談窓口に辿り着けるホームページがいいなと思います。決してみ

よしのホームページも分かり易くないなというのが実感です。 

浅野会長 ホームページの設計は誰がやっていますか。 

事務局 ホームページの内容は各課で作成、全体の構成は広報情報課が委託業者に委

託しています。 

浅野会長 委託業者と記事を作る各課とホームページ全体の構成をについて議論する場

はありますか。 

事務局 はい、ただ、松平委員が今言われたのは、おそらく福祉課で構成している部

分だと思うので改善の余地はあります。 

浅野会長 松平委員からも直接意見が出てきたけれど、この基本方針２では相談体制の

整備を取り扱っています、相談窓口になかなか行きつかない、ルートを工夫し

てくれということでしたが、同じように各相談員のところに、あるいは相談員

から意見なりクレームが来てないかどうか、その人たちの意見を集めるのはど

うやっていますか。 

熊谷委員 自立支援協議会で相談員の意見の取りまとめ行っています。 

浅野会長 そういう方の意見は反映していないのですか。 

事務局 計画に反映していないかということですか。 

浅野会長 進捗状況のところに出て来ないのか。企業だとクレームは改善の宝庫だとい



うくらい。特に相談窓口は基本計画のなかでも重視されているのだけど。相談

員たちからホームページが分かり難いとか、いろいろな意見があると思うだけ

ど。それを福祉課で聞き取っているのか。 

松平委員 今のお母さん方がスマホ世代で、よく使われるからそういう意見が出てくる

のではと思っています。相談員から使い勝手が悪いということはなくて、希望

としてはこれからガイドブックとか作られる予定だと思うのですが、そういっ

たものもホームページから見られるようにしていただけたらなと思います。冊

子を配るだけでなくて。 

浅野会長 ホームページからという発想がお役所的だと思う。最近はアプリを配ってい

る。みよし市でも子育てアプリを配って、ボタンを押せば自分の必要な子育て

情報が見られるのでは。 

松平委員 他の市では自立支援協議会のアプリを作っているところがあったり、ホーム

ページを単独で作っているところもある。お金とか手間がかかることもあるの

ですが。 

浅野会長 スマホのアプリをもっと活用すること。他にありませんか。それでは次の基

本方針３、整理番号 63 番から 106 番です。これは住民同士による日常生活の支

援、昔なら味噌、醤油を借り合う、それくらい顔の見える関係、住民同士で生

活を支え合う、そういう地域づくりを促進しましょうということだと思うので

すが、何か御意見は。 

松平委員 確認なのですが、整理番号 105 番、「地域との連携によるグループホームの設

置」で、さくらの丘の整備費借入金償還金が実績として上がっていますが、こ

れはおひさまハウスの間違いですか。さくらの丘はグループホームではないで

すが。 

事務局 グループホームではないです。ここにさくらの丘の記載のあることはおかし

いので、記載を削除させていただきます。 

浅野会長 長寿介護課の記載は具体的に書いてありますね。 

野﨑委員 22 ページの整理番号 92 番、「高齢者の就業機会の提供」でシルバー人材セン

ターの会員数は間違いないと思うのですが、どんどん減ってきているという現

状です。入会の説明会を毎月 1 回やっているようですが、私も北部地区の公園

管理をやらせてもらっているのですが、病気をしたりして辞める人もいる。ど

んどん会員が減って来ているにもかかわらず、民間からの仕事の依頼件数が多

い。土日、雨天も仕事がある現状で体が持ちません。平均 74 歳の会員で、皆さ

ん疲れて来ている現状で制度の継続ができるのかなと。これが心配です。 

浅野会長 国の施策としては年金 70歳支給、70歳まで就労というのをやろうとしている

けど、シルバー人材センターの会員も 65歳から 70歳の人も多いのでは。 

事務局 みよし市のシルバー人材センター会員の平均年齢は 74歳です。60歳から登録

できるのですが 65歳、70歳までの人も今はリタイアする前の会社等で再任用さ

れるので、なかなか登録が増えないといった現状です。 

浅野会長 老人クラブ、いきいきクラブに入っている人も減っているのでは。 

事務局 減っています。 

浅野会長 これも全国的な傾向です。これらが減っていて、今度は正規雇用を 70 歳まで

定年を伸ばしてしまうと老人の働き場所とか、活躍の場所、ボランティアも含

め受け皿は大きく変わるでしょう。 

事務局 既に変わりつつあります。 

浅野会長 確かに働くと元気になるというのがあるので、シルバー人材センターを無く

せないとは思いますが。 

松﨑委員 会員になり 11 年目になりますが、大きな風邪はひいていません。ありがたい



です。 

浅野会長 次期計画までには国もいろんなことが決まってくると思うので、対策をどう

するのか、よくアンテナを上げて、老人、シルバーとかも年度変化が非常に大

事なのと、それと仕事の絶対量がどれくらいかと、それで以って組織の大きさ

を考えないといけない。やはり年度の変化、他の項目ですけど分かるようにし

ておいてもらうとありがたいです。 

基本方針３は安心安全の関連の項目ですが、防犯カメラ設置のことは一つも

出てこないけれど、みよし市は防犯カメラの設置や補助はどうなっています

か。 

事務局 公の場所は市で設置、行政区にお願いするところは補助金でお願いしていま

す。 

浅野会長 行政区から希望が上がって来るようになっているのですね。 

佐宗委員 北部地区の方は行政区多く取り付けています。 

浅野会長 昔はプライバシー侵害になるからみんな嫌がったけど、この頃は逆に付けて

ほしいというのがどんどん増えている。 

最後に基本方針４、整理番号 107番から最後 142番までです。ここはいろいろ

な組織があるのをどうやって周知するかというのと組織間の連携をどうやって

強化したらいいかというのが課題になっていました。 

増岡委員 ここはで「地域福祉の推進に向けた仕組みづくり」ということですが、地域

包括ケアシステムについての記載は基本方針３までにたくさん出て来ます。こ

の地域包括ケアシステムの対象は高齢者に限らないのですが、書いてある内容

が高齢者福祉に関することが多いようです。地域包括システムには、障がい者

が入ったり、児童、幼児も当然入ってくると思いますので、市としての実際の

全体の仕組みという意味で、基本方針４のところに第４期を作るときは地域包

括ケアシステム全体を示すような項目が入って来るといいなと感じました。 

浅野会長 整理番号 113 番で「地域リーダー育成プログラムの作成」という事業があり

ますが、具体的にやっていることは。地域リーダーという名称の職があるので

すか。生活支援サポーターというのがそれに当るのか、リーダーとかサポータ

ーとか記載されていますが、どういう形で認定しているのか、講習を受けてい

るのかとか。 

事務局 地域リーダーという言葉の職は無いと思います。社会福祉協議会の中で各講

座を受けてもらい、リーダー的な方を養成しているということだと思います。 

浅野会長 社会福祉協議会でいろいろな支援サポーター養成を行っているということ

か。 

増岡委員 先ほどの認知症サポーター養成講座を学校で行うときも、社会福祉協議会で

リーダー研修を受けられた方が講師をされていています。 

浅野会長 何か認定証みたいなものがあるのですか。 

事務局 増岡委員の言われた認知症サポーター講座ですが、そちらは認知症キャラバ

ンの方が講師になります。全国の認知症サポーター連盟で一定時間カリキュラ

ムを受けた人が講師となり、その方が認知症サポーターのリーダーという位置

付けです。その講座を受けた子どもたちとか会社の人たちがオレンジリングを

授与され、それが認定証の代わり、認知症サポーターとして一定の講習を受け

て認知症の方への理解のある方である証明になります。 

浅野会長 消防団だったら、昔から災害に対する組織としてあって、市から非常勤職員

として手当も出している。だけどこういうリーダーには何も無いのですか。 

事務局 ステージを提供するという形でお金に代えられないものでやっているという

ことです。 



浅野会長 名古屋市だと町内会長は災害対策委員と区政協力委員ということで市の委員

になっている。いくらか手当も出て、臨時職員の位置づけになっている。福祉

のリーダー育成についても、その辺も考えないといけないかもしれない。あと

一つ言葉の問題かも知れないが、65 歳以上を高齢者と呼んでいるけど、高齢と

いう言葉が非常に気になります。日本中がそう呼んでいるけど、シニアという

言葉を使っているところはまだないのですかね。シニア市民とか。スポーツ関

係ではありますよね。昔の軍人なら退役といって、社会がそれなりに敬意を払

ったというのがありますが、高齢者、65 歳以上だから敬意を払うのではなく、

経験に対して敬意を払う。敬老という言葉もありますが。 

以上で基本方針のチェック、進捗状況の確認とします。ちょうど中間点で良

かったです。来年の進捗状況には皆さんの意見が反映するよう、この資料を作

るにあたって各実際に分担しているところ、あるいはその組織でいろいろやっ

ているところにヒアリングすると思うので、できたらクレームみたいなもの

や、こうしてほしい要望とか、そういうものの中から大事なものをピックアッ

プして理由のところに書いてください。それが次の計画を作るときの糧になっ

ていく。３期計画の策定時もぎりぎりになっていろいろな意見が出て来て、現

在の計画に反映した。アンケートだけでなく現場の実際に携わっている人たち

の意見を入れてほしい。以上で議題の 1番は終わりにしたいと思います。 

 

 

（２）第４期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 

浅野会長 議次に議題２番で、次の第４期策定スケジュールと地域福祉計画審議会のス

ケジュール、資料４について説明をお願いします。 

事務局  31 年度は第４期計画に向けてアンケート調査を実施することを予定していま

す。８月に第１回審議会を開催いたしまして、ここで第３回目の進捗状況の確

認とアンケートの内容について検討していただきたいと思います。その後、ア

ンケートの結果を受けまして２回目の会議を２月に予定しています。 

浅野会長  委員の方は来年度２回、32 年度は３回来ていただくことになると思うので、

よろしくお願いします。 

事務局  以上で平成 30 年度第１回みよし市地域福祉計画審議会を閉会したいと思いま

す。開会にあたり礼の交換をしたいと存じます。恐れ入りますがご起立をお願

いします。一同、礼。ありがとうございました。 

 

 


