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第１回鈴鹿市地域福祉計画策定委員会 要旨 

 

日  時 平成26年８月25日(月) 13時30分～15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 亀田委員 貴島委員長 白岡委員 田中委員 西村委員 

橋爪委員 松本委員 山本委員 吉田四郎副委員長 吉田武委員（名簿順） 

欠席委員 磐城委員 

 

 

１．あいさつ 

（末松市長） 

 本日は大変ご多忙のなかお越しいただき、心から感謝する。平素は鈴鹿市政各般、特に福祉

行政に大きく関わっていただき、感謝申し上げる。このたび地域福祉計画策定委員会の委員へ

の就任をお引き受けいただき、重ねてお礼申し上げる。 

 鈴鹿市では、平成17年３月に鈴鹿市地域福祉計画を策定し、「個人として互いに認め合い尊

重される福祉のまちづくり」、「互いに支え合う福祉のまちづくり」、「いきいきと生活しつづけ

ることができる福祉のまちづくり」、「だれもが参加・参画できる福祉のまちづくり」の４つの

基本理念のもと、「地域福祉の土壌づくり」、「地域における生活関連サービスの充実」、「地域

福祉推進のための仕組みづくり」の３つの基本目標を掲げて、地域福祉の推進に努めてきた。

このたび計画期間の満了を迎えることにともない、第２期計画を策定する。相互に深く関わり

をもつ、社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と一体的に策定しようと考えているので、

よろしくお願いしたい。 

 地域福祉計画は、だれもが住み慣れた地域、あるいは新たに住みはじめた地域でその人らし

い生活を営むために、地域社会を構成する一人ひとりの住民が、地域における支え合いのしく

みづくりに参加・参画していただくための指針である。ご存じのとおり、わが国では少子高齢

化や核家族化の進行など、地域社会やそれをとりまく社会環境が大きく変化し、それらを背景

とした新たな課題とともに、福祉に対するニーズが多様化している。このようななか、住民サ

ービスの提供のあり方をめぐり、地域を構成するさまざまな主体がそれぞれの役割を担い、地

域の皆で支えることの重要性が増している。行政としても、市民のみなさまが地域でいきいき

と自分らしく生活できる環境の整備に向け、多くの地域の方々にご参加いただきながら、努力

してまいりたいと考えている。 

 本年度、本市では地域福祉計画のほか、個別分野の計画として「高齢者福祉計画」と「子ど

も・子育て支援事業計画」の策定作業をすすめており、「ハートフルプラン」、「次世代育成支

援行動計画」も推進中である。また、「第５次鈴鹿市総合計画」終了後の新たな中長期計画の

策定作業もすすめており、地域福祉の観点から各計画が連携しながら、効果的な施策の推進を

図ってまいりたいと考えている。みなさま方から活発なご意見をいただき、本計画が本市福祉

行政の将来への希望を、ともに描ける計画となるよう、お願い申し上げる。 

 

２．委員の委嘱・紹介について 

（市長から委員に委嘱書を交付し、名簿順に自己紹介） 

（渥美委員） 

 社会福祉協議会は、地域福祉を推進する中核的な団体として社会福祉法に位置づけられてい

る。今回、地域福祉計画と地域福祉活動計画を、委員のみなさまと一緒になって策定してきた

いと思っているので、よろしくお願いする。 

（安藤委員） 

 高齢者福祉と障害者福祉を介護からさせていただき、もうすぐ20年になる。非常に緊張する
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が頑張りたいと思う。 

（亀田委員） 

 この委員会は、地域のなかで何をしていければよいかを考える場だと思っている。 

（貴島委員） 

 私が所属している大学では社会福祉士、精神保健福祉士を養成しており、学生がそれぞれの

現場で実習をしている状況である。 

（白岡委員） 

 このような会議は初めてだが、鈴鹿市民が地域に根を張るのは心のあたたかさだと感じてお

り、日本一心のやさしいまちをみんなの力で実践していけるとよいという一念で、勉強しなが

ら参加させていただきたい。 

（田中委員） 

 ４人いる副会頭のなかで、自分からすすんで参加させていただいた。医療法人の理事長をし

ており、医療や介護の専門家の話はよく聴くが、このような会議に参加するのは初めてであり、

鈴鹿市の高齢者や子どものことを考えるうえで、少しでもお役に立てれば幸いである。 

（橋爪委員） 

 医療職として定年を迎えた後に、社会福祉法人で13年間、福祉の勉強をさせていただいた。

民生委員も４期やり、自治会長とともに地域でできることを考え、地域の福祉改善と高齢者の

元気の維持のために介護予防事業などを行ってきて、10周年を迎えた。このような場に参加す

るのは初めてだが、勉強させていただきたい。 

（松本委員） 

 気軽に引き受けたが、立派な役職な方ばかりで身の縮む思いである。これからみなさんに混

じって勉強したいと思う。 

（山本委員） 

 地元では自治会長を長くさせていただいており、自治会のなかでの福祉の課題もそれなりに

把握しているつもりである。地区社協を設立する際の話し合いなど、いろいろ経験させていた

だいているので、それらもふまえて、これからのことをみなさんと議論したい。 

（吉田四郎委員） 

 民生委員はこの10年あまり、大変注目される仕事になっている。高齢化社会の真っ只中にあ

るためだが、鈴鹿市では362人の民生委員（うち33人は主任児童委員）が広範な地域のなかで

活動しており、ひとり暮らしや夫婦世帯の高齢者、障害のある人に加え、最近では赤ちゃんの

支援にも手を伸ばしている。民生委員のなり手がないのも事実だが、民生委員無くして地域の

福祉活動は前にすすまないという立場で精一杯頑張っており、地域福祉計画を検討するなかで

民生委員としてどれだけ発言していけるかという、重要な任務を仰せつかったと思っている。 

（吉田武委員） 

 ボランティア連絡協議会では、個人・団体含めて約1,500人のメンバーが日々福祉ボランテ

ィア活動を行っているので、みなさんのお目にかかったときは、よろしくお願いする。 

（事務局・計画策定コンサルティング事業者が自己紹介） 

 

３．鈴鹿市地域福祉計画策定委員会について 

（１）運営要領について 

（事務局が資料２に基づき説明） 

［補足事項］ 

・本委員会は、鈴鹿市市民委員会規則を設置根拠として所掌事項等を規定しているが、別途、

運営要領を本日付けで制定し、今後の会議をすすめたいと考えている。 

（事務局） 

 本日配布して意見を求めるのは無理もあるが、特に意見がなければ、資料のとおり制定する
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よう、ご了解いただきたい。 

 

（２）会議運営について 

（事務局が資料２に基づき説明） 

［補足事項］ 

・情報公開に関する条例や審議会等の会議の公開に関する指針に基づき、本委員会も原則公開

で行っていくことが求められているため、傍聴要領を設けたいと考えている。資料は他の市

民委員会等の要領を参考にして作成したものである。なお、傍聴も含め会議の開催について

は、市の広報紙やホームページで市民に周知していく。 

・本委員会の会議録は記名の要点筆記を作成し、市のホーム-ページに掲載する予定である。

会議録作成のため録音させていただくことを、予めご了承いただきたい。 

（山本委員） 

 傍聴者の退室について、傍聴者の意思で退室する場合は自由にすればよいのではないかと思

うので、そうしたことも記載した方がよいのではないか。 

（事務局） 

 その点を加えて修正するということでよいか。 

（亀田委員） 

 傍聴証とはどういうものか。 

（事務局） 

 事務局で準備し、決定された傍聴者にお渡しする。他に意見がなければ、山本委員のご意見

に基づく記述を追加し、制定する。 

 

（３）委員長、副委員長の選出 

（事務局） 

 市民委員会規則により、委員長は委員の互選により選出することとなっているが、いかがか。 

（田中委員） 

 事務局案はないか。 

（事務局） 

 事務局として提案させてよいか。よければ、貴島委員に委員長をお願いしたいと思うが、い

かがか。拍手で承認していただいたので、貴島委員にお願いすることとする。 

（貴島委員長） 

 委員長という重要な立場に推薦していただき、責任を重く感じている。委員のみなさんの活

発な意見をもと、計画が無事に策定できるようすすめていきたいので、よろしくお願いする。 

（事務局） 

 本委員会運営要領により、副委員長は委員長が指名することとなっているが、いかがか。 

（貴島委員長） 

 民生委員児童委員協議会連合会会長の吉田四郎委員にお願いしたい。 

（事務局） 

 委員長・副委員長が選出されたので、以降の議事進行は委員長にお願いする。 

 

４．鈴鹿市地域福祉計画について 

（１）第１期計画の概要について 

（２）第２期計画の策定について 

（３）意見交換 

（事務局が資料３－１、３－２に基づき説明） 

（貴島委員長） 
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 質問や意見があれば、出していただきたい。 

 第１期計画の策定過程において、地域懇談会が開催されている。第２期計画の策定方法にも

「懇談会等を実施したりするなど」と書かれているが、地域懇談会を実施する予定があるか。 

 また、第１期計画の評価については「評価推進委員会」が平成19～20年度に設置され、それ

以降は実施されていないのは、どういう理由によるものなのか。 

（事務局） 

 懇談会については、回数や時期は定めていないが、市民の方々から意見をいただく機会を設

けていかなければならないという思いは持っている。 

 第１期計画の評価については前任の担当者から伝え聞いたレベルだが、今回、事務局を担当

する福祉総務課が本年４月に新設される前は、生活保護を所管する生活支援課が地域福祉の推

進を担当していたが、平成20年に生活保護の不正受給の事件があり、生活支援課はその対応に

軸足を置かざるを得ず、地域福祉計画の推進評価に時間をかけられなかったということである。 

（白岡委員） 

 第１期計画の32～33ページに数値目標が記載されているなかに空白の項目があるが、５年間

空白だったのか。地域福祉活動計画には各部会・協議検討会で出された課題が320項目あげら

れており、そのなかには計画期間の途中からでも実施できたことがあるのではないかと思うが、

これらの資料は、そのような見方でよいか。 

（貴島委員長） 

 少し説明が必要だと思う。本委員会は「地域福祉計画策定委員会」で、地域福祉計画につい

て議論する。一方、本日、３時15分から予定されている「地域福祉活動計画策定委員会」は、

地域福祉活動計画について議論する。したがって本委員会では、地域福祉計画を中心に話をす

すめていきたい。 

（事務局） 

 数値目標は、３つの基本目標のもとに、当時、市の各課で実施していた地域福祉に関わりの

ある事業を再整理して記載したものであり、数値の欄が空白の項目は、事業の継続そのものを

目標として示していたと認識している。 

（貴島委員長） 

 数値に表せるものと表せないものがあるが、事業は継続されていると理解すればよい。 

（渥美委員） 

 第２期計画は４年で見直すということだが、１年ごとの評価の積み重ねをふまえるかたちに

なると思うので、策定のしくみのなかに評価のシステムとして、例えば、評価委員会の位置づ

けや内容、メンバーなどを記載すればよいと思う。 

 また、今は、地域福祉は「みんなでつくりあげる」という考え方であり、対象者と担い手を

分けるものではなくなっているが、ややもすると障害のある人や高齢者などが対象というイメ

ージがある。それらの方々も重要だが、閉じこもりやニートなどで生活に困難がある人が地域

に出られるような態勢になれば、鈴鹿市がもっと元気になるという気がするので、第２期計画

は、幅広く全庁的に集約するシステムにして、それに参加する地域の住民やボランティア、福

祉施設などの方々が、同じ方向を向いて手を結んでいけるとよい。先日の台風では避難指示が

出たので、そうしたことも計画策定の視点に入れてもらえるとよいと思う。 

（事務局） 

 評価のシステムについては、第１期計画の反省もふまえて記載していきたい。 

 対象者についても、第１期計画を策定した10年前にはなかった生活困窮者支援や地域包括ケ

アの話も出てきているので、個別計画との関係もふまえ、地域福祉の視点で何らかの記載はし

ていかなければいけないと考えている。 

（貴島委員長） 

 これから計画の大枠を決めていくので、そのなかでもいろいろな意見をいただければと思う。 
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（田中委員） 

 計画の推進に関して、地域福祉活動計画は各年度の評価が行われていると理解してよいか。

また、平成20年に出された評価推進委員会の答申書は、どのようなものなのか。そうしたこと

もふまえて、第２期計画を考えた方がよいのでないか。 

 市民へのアンケートを行ったということだが、対象者や内容はどのようなものか。市民の意

向も示してもらったうえで、第２期計画をつくっていかなければならないのではないか。 

（貴島委員長） 

 委員のみなさんに混乱があるように感じるので、私の方から説明する。地域福祉計画と地域

福祉活動計画という似た名前の計画だが、根拠となる法律も違うし、所管するところも違い、

地域福祉計画は鈴鹿市、活動計画は鈴鹿市社会福祉協議会が所管しているので、別のものと考

えてほしい。資料３－１に（※）で活動計画のことが書いてあるのは「参考」ということであ

る。鈴鹿市の地域福祉計画と活動計画は大部分がだぶっているので、当初は策定委員会も一緒

にして、同時進行ですすめてはどうかという意見もあったが、所管するところが別の組織だと

いう事情があるので、本日は、前半は市の地域福祉計画の委員会として市長にあいさつしてい

ただき、後半は活動計画の委員会として社会福祉協議会が主催する。そのあたりのしくみにつ

いて、本日初めて知った方もおられるかもしれないが、少し意識していただきたいと思う。 

 さきほど質問のあった「答申」は、第１期計画の75ページから記載されている「鈴鹿市にお

ける地域福祉の在り方及び鈴鹿市における地域福祉の課題に関する報告書」のことだと思う。

これは、第１期計画をつくるにあたって市民アンケートなどもふまえて出され、これに基づい

て計画がつくられたのではないか。不足や間違いがあれば、事務局から補足してほしい。 

（事務局） 

 田中委員が言われた答申書は、評価推進委員会から平成20年８月に出された「答申書」のこ

とである。委員のご指摘のとおり、第２期計画の策定にあたってベースとして考えていただく

よう、のちほど配付させていただく。 

（貴島委員長） 

 答申書については私の説明が間違っていた。地域福祉計画と活動計画についてはどうか。 

（事務局） 

 地域福祉計画と活動計画は、委員長のご指摘のとおり策定主体が別である。また、地域福祉

計画は、「基本計画」として基本的な考え方や方向性を定め、活動計画は、その考え方のもと

に具体的に取り組んでいく「実施計画」にあたるイメージで策定されている、という位置づけ

になると考えている。 

 田中委員が指摘された市民アンケートについては、第１期計画の３ページに当時実施した調

査の概要を記載している。また、調査の内容は34ページ以降に記載している。 

（田中委員） 

 計画書に記載されているのは平成15～16年に実施した調査であり、こうしたものをふまえて

第１期計画かつくられたということか。計画の策定と実施の主体が別だとしても、計画に基づ

いて実施するのが社会福祉協議会ということなので、同じ枠のなかでなければいけないのでは

ないかと思う。実際にはつながっていると思ってよいか。 

（貴島委員長） 

 もちろん、そうである。 

（事務局） 

 地域福祉計画と活動計画は、所管が違っても密接にすすめていくべき計画なので、今回は一

体的に策定していくという方向性であり、みなさまには２つの委員会の委員を兼ねていただく

というかたちですすめている。そうした点も含めて、よろしくお願いする。 

（田中委員） 

 第１期計画のときは違ったのか。 



－6－

（事務局） 

 第１期計画は別々につくったので、その反省もふまえて、このようなかたちにした。 

 市民アンケートについては、12月ぐらいの委員会で検討していただくようスケジュール案に

記載している。内容についてはご意見をいただいて修正するが、第１期計画と同様の規模で実

施し、市民の意見を計画に反映していきたいと思っている。 

（山本委員） 

 計画の推進に関して資料３－１に記載されているのは、毎年実施されている単位施策と事務

事業の評価のことではないか。 

（貴島委員長） 

 資料には、社会福祉協議会において活動計画の評価が毎年行われているということが、参考

として記載されている。 

（事務局） 

 （※）の記述で混乱を生じてしまい、申し訳ない。ここに記載しているのは活動計画の評価

のことであり、山本委員が言われた市の単位施策評価・事務事業評価も実施しているが、地域

福祉計画としての評価はできていなかった。 

（貴島委員長） 

 後半の活動計画の委員会で、活動計画の評価に関する資料が配付されるので確認してほしい。 

（山本委員） 

 資料３－１の計画の策定方法の項に、第１期計画では市民公募の委員が４人だったと記載さ

れているが、今回は２人である。減らした理由は何か。 

 地域福祉計画は総合計画と連動しているが、現在、総合計画の見直しも行っていると聞いて

いる。別の委員会で検討して整合性が取れるのか。 

 平成26年度のスケジュール案に「施策進捗状況調査」を実施すると記載されているが、第２

期計画の策定にあたって、第１期計画の課題のまとめを示してもらえるのか。 

（事務局） 

 市民公募委員について、第１期計画の策定時は「策定推進委員会」とその下に「地域福祉検

討委員会」という２つの委員会が設置されていたが、今回は１つの委員会にした。市民公募委

員の人数については前回をそのまま踏襲するのではなく、13名の委員のなかに男女１名ずつ入

っていただきたいと考えた。 

 総合計画との整合性については、次期の中長期計画の作業部会に福祉総務課も参加しており、

事務局で進捗状況が把握できるので、本委員会にも報告し、方向性のずれなどがあれば、その

都度修正していただければと思っている。 

 第１期計画の進捗管理はできていないが、庁内各課で地域福祉に関する事業を行っているの

で、それらの実施報告を集約し、資料として提示させていただく。 

（山本委員） 

 進捗状況については、ぜひ教えてほしい。 

 総合計画には、本委員会で議論する地域福祉計画の考え方が反映されると考えてよいか。 

（事務局） 

 計画としての上下関係はあるが、総合計画の地域福祉に関わる部分には、本委員会で審議さ

れる内容がかなり反映されるべきだと思う。 

（貴島委員長） 

 いろいろな意見をいただいた。意見や質問はまだまだあると思うが、地域福祉計画と活動計

画の関係が十分把握しきれない部分もあるので、本委員会は終了し、休憩を挟んで活動計画の

委員会でも説明を聞いていただけば、両方の理解がすすんでいくのではないかと思う。 

 どうしても本委員会で言いたいことがあれば最後にお聞きするが、よければ、次回のことな

ども含めて、事務局にお願いする。 



－7－

 

５．その他 

（事務局） 

 委員のみなさまのご都合をお聞きし、最も多くの方に出席していただける日として、次回の

委員会は10月14日(火)の午後１時30分から開催したい。ご希望に添えなかった委員の方には、

当日の会議の内容をご説明させていただく。場所等については案内文を送付させていただくの

で、よろしくお願いする。 

（貴島委員長） 

 以上をもって、本日の事項書をすべて審議していただいたこととし、議長としての役割を終

わらせていただく。 

 


