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第２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26年10月14日(火) 13時30分～16時00分 

場  所 市役所本庁12階1203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 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） 

和田委員（活動計画策定委員会委員） 

欠席委員 山本委員 

 

 

委員の欠席および会議の成立について報告（市事務局） 

 

会場の変更について報告（市事務局） 

 台風19号の接近にともない、予定していた会議室に災害対策本部が設置される可能性を考慮

し、会場を変更した。 

 

委員会の持ち方について（市事務局） 

 前回は地域福祉計画策定委員会と地域福祉活動計画策定委員会を別々に開催したが、今回は

合同会議として開催する。委員会のすすめ方は事項１で説明するが、今後も会議内容によって、

共通する部分は合同で、固有の部分は別々に開催したい。なお、今後、合同で開催する場合は

通知も１枚とさせていただくので、ご了承いただきたい。 

 

報告事項（市事務局） 

①前回委員会の会議録は、各委員にご確認いただき市のホームページに掲載しているので、ご

覧いただきたい。 

②前回委員会の委員報酬は９月30日付けで指定口座に振り込ませていただいたので、ご確認い

ただきたい。今回分は今月末に振り込む予定である。 

③前回策定委員会でのご指摘をふまえ、当委員会の傍聴要領を修正した。具体的には「５」に

「また、傍聴者は、会議終了後等に退室する場合、傍聴証を返却しなければならない。」の

一文を追加した。傍聴者の意思で途中退室することも想定して「会議終了後等」という表現

を用いることで、随時退室することが可能としている。 

 

資料確認（市事務局） 

 事前に資料を郵送したが、資料２－１は字句の修正があったため差し替えさせていただく。

また、資料２－２を追加で配付させていただいた。 

 

１．地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係について 

（貴島委員長） 

 委員会の開催案内に書かれていたように、各委員にも資料３に意見を書き込んでいただくこ

とになるが、本日の会議においても、闊達なご意見をお願いしたい。 

 事項書に基づき、まず、地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係について議論する。前回委

員会でも説明があったが、もう一歩踏み込んだ資料が出されているので、説明をお願いする。 

（市事務局が資料１に基づき説明） 

［補足事項］ 

・前回委員会のなかで、市が事務局となって策定する地域福祉計画（福祉計画）と社会福祉協

議会（社協）が事務局を担って策定する地域福祉活動計画（活動計画）の２つの計画で混乱



 

－2－

があったため、あらためて整理するために資料１を作成した。２つの計画について鈴鹿市ら

しい関係を議論していくうえでの仮説の案として、整理したものである。 

・２ページの図で、活動計画の部分に「実施主体：社会福祉協議会」と記載しているが、全部

を社協が実施すると誤解されると困るので訂正したい。活動計画を実施するのは市民、団体、

事業者、社協であり、「計画を策定する主体」が社協だということでご理解いただきたい。 

（貴島委員長） 

 前回委員会の議論をふまえ、２つの計画の関係を少し整理した方がよいと感じたので、資料

をつくってもらった。基本的に、福祉計画は市が作成する行政計画、活動計画は社協という民

間団体が作成する自主的な計画という性格になるが、取り扱う内容はいずれも「地域福祉の実

現」である。２ページの図で福祉計画と活動計画が重なっている部分は、課題を共有している

部分である。重ならない部分についても関連しているので、２つの計画の策定委員会を合同で

行うことは意味があり、委員も同じメンバーなので、共通認識の上で議論がすすめられるとい

うことである。こうした考え方でよいか。 

 ２ページの図の訂正については、「計画作成主体」が社協だということである。１ページの

「１．地域福祉とは」の説明の１行目にも誤字があるので、修正してほしい。 

 

２．施策の進捗状況について 

（貴島委員長） 

 それでは次の事項に移りたい。施策の進捗状況について、説明をお願いする。 

（市事務局が資料２－１、２－２に基づき説明） 

［補足事項］ 

・資料２－１は、現状を認識して新たな計画に活かすために、現行の福祉計画に基づく施策等

の実施状況を市の関係各課と社協に依頼して調査し、とりまとめたものである。 

・市内では団体や事業者によるさまざまな活動が行われており、取り組み状況や課題を共有す

ることで、次期計画で検討すべき課題や方向性を的確に抽出し、「公」と「民」の協働を効

果的にすすめる方策を検討したいと考えている。そのため、まずは鈴鹿市の地域福祉を推進

するうえで大きな役割を担う団体などから参加していただいている、当委員会の委員のみな

さまの取り組みを共有できればと考えている。次の事項で依頼させていただき、ご報告いた

だいた課題も含めて、次回委員会でご議論いただきたい。 

・資料２－２は、現行の福祉計画で数値目標を掲げた事業の実績を取りまとめたものである。

数値の推移だけで地域福祉が推進されたかどうかを判断することは難しいが、なんらかのか

たちで寄与していると考えている。 

（貴島委員長） 

 資料２－１には市の担当課に加え、社協や広域連合の取り組みもあげられ、資料２－２も含

めて実施状況をまとめて、次期計画での検討課題があげられている。質問はないか。 

（亀田委員） 

 課題【１Ｃ】に、福祉教育についての教職員の理解の推進や、取り組みに対する支援の充実

があげられている。連番［６］に書かれた取り組みは昔から体験学習として行われるが、発達

障害などの目に見えない障害やダウン症が増えているなか、そうした障害のある子どもの困り

感を体験する学習は行われておらず、間違った捉え方をしている教職員もいる。子どもがクラ

スが変わるごとに説明しなければならないので、親の会がキャラバン隊として学校に出向き、

体験学習を行っている。そうした取り組みは学校のなかでは行われていないということが、理

解されていないのではないか。 

 ２-(4)「健康・予防施策の充実」に、歯科に関することが全く書かれておらず、歯の健康に

ついてはあまり考えられていないのかと思った。また、課題【２Ｊ】の、発達障害の早期発見

から早期支援に確実につながるシステムの構築では、子どもだけでなく母親の支援も必要であ
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る。障害のある子どもの子育てはかなりハードで、心身ともに疲れる。話相手や支援してくれ

る地域の人などによる早くからのケアがなければ、虐待にもつながり得るので、充実が必要だ

と思う。 

（貴島委員長） 

 学校教育では、発達障害を含めた障害のある人とのふれあいや出会いの機会も必要である。

また、口腔ケアへの配慮を地域福祉にも取り入れてよいのではないか、というご意見である。 

（市事務局） 

 いただいたご意見について、次の計画で取り組みができるか、ご議論いただければと思う。 

（貴島委員長） 

 資料２－２を見ても、この10年間で相当変わってきていると思う。市役所の建物もこの10年

の間にできて、地域はずいぶん変わったが、制度も変わっており、資料２－１には盛り込めな

かったものもあると思う。 

（白岡委員） 

 資料２－１を読んで、資料３の「地域福祉に関する取り組みについて」を自分なりに考えて

みた。 

（貴島委員長） 

 それについては、次の事項で議論する。 

 連番［19］には、児童虐待のことは書かれているが、障害者の虐待防止法もでき、市の相談

窓口も設置されていると思うので、記載した方がよい。 

（磐城委員） 

 昨年、障害者自立支援法が障害者総合支援法に変わり、すべてのバリアを取り除くというこ

とが謳われている。ハードだけでなく、ソフトの面の差別意識の排除も強調されてきているの

で、一人ひとりの差別感を取り除くためにどうすればよいかも反映していけるとよいと思う。 

（貴島委員長） 

 福祉教育や広報・啓発などのいろいろな分野に関連し、建物や取り扱いなどでのバリアフリ

ー化も必要だと思う。 

（亀田委員） 

 連番［72］に書かれている「障害者５団体」とは、どのような団体か。また、連番［89］に

男女共同参画センターの使用料を低額にしていると書かれているが、金額を教えてほしい。親

の会も以前は登録団体として活動していたが、お手伝いをしないと登録できないということで、

敷居が高くなった。障害の子どもをもつ親の小さな団体なので、お手伝いはできず、利用でき

ない状況になっている。 

（市事務局） 

 詳細の資料が手元にないので、調べてお答えする。男女共同参画センターは、使用料は他の

施設とくらべてかなり低額にしており、登録団体も一緒になって男女共同参画意識を高めてい

くという考え方だと思うが、詳細については担当課に聞いてお答えする。 

（貴島委員長） 

 現行の福祉計画について、大枠での捉え方にはなると思うが、10年間の取り組みを把握した

うえで次期の計画をつくっていく。本日は次の事項が本題なので、移りたい。 

（田中委員） 

 健康や予防施策については課題【２Ｊ】にまとめられており、こうしたことに取り組むこと

はよくわかるが、例えば、医療と介護・福祉の連携や、かかりつけ医と医療の推進と急病時の

対応体制の充実は、地域包括ケアとして、市が主体となってすすめていかなければならないこ

とである。これらは大事なことだが、医師会や福祉事業所、市の健康づくり課、長寿社会課な

どが一体となって詰めていく話であり、この委員会であるべき姿を示せば、その方向ですすむ

と考えて、意見を言えばよいのか。言葉は正しいが、できないことを言ってもしかたがない。
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通学路の安全についても、警察も含めた連携をつくっていくということなども、この委員会で

言えばいいのか。 

（貴島委員長） 

 前の事項で、資料１の図についての福祉計画と活動計画の説明があったが、これら以外に福

祉に関する個別計画も描かれている。そのなかの高齢者福祉計画と介護保険事業計画も、現在

策定がすすめられており、医療と介護・福祉の連携については、そのなかで議論されている。

これらの計画と福祉計画は連動しており、この委員会では、地域福祉の立場で地域包括ケアの

必要性を述べ、高齢者福祉計画と介護保険事業計画のなかで、より具体的に取りまとめられて

いる、と理解すればよいと思う。 

（市事務局） 

 ご指摘いただいたことは重要な点であり、うまく連携が図られないと、少子高齢社会を乗り

切っていくことは難しいと理解している。委員長が説明されたとおり、具体的な部分は個別計

画で謳っていくことになるが、福祉計画は鈴鹿市の地域福祉をすすめるうえでの理念や方向性

をまとめるものであり、当然、個別計画も整合性を図らないといけないので、この委員会では、

考え方の部分を議論していただきたいと思っている。 

（田中委員） 

 現実に縛られずに、理念や理想を考えればよいということか。理念と現実があまりにかけ離

れてしまうのもいけないと思うので、個別計画での議論の状況も質問させてもらえばよいか。 

（市事務局） 

 すぐに回答できなければ、担当課に確認して報告させていただく。貴島委員長はいくつもの

計画策定に関わっていただき、議論の中身に精通されているので、各計画の整合性を図ってい

く役割も担っていただけると思う。 

（渥美委員） 

 田中委員のご意見は、例えば、地域包括ケアの内容や構築方法について、高齢者福祉計画や

介護保険事業計画で具体的に示されたものを、福祉計画として、地域福祉の観点からどのよう

に具現化していけばよいかを、この委員会で議論していけばよいのではないかという意見だと

思う。しかし、現時点では、地域包括ケアについての計画がどこでつくられるのかが知らされ

ていないので、３つの計画が情報を共有し、協議がすすめていければよいと思う。 

 地区社協とまちづくり協議会は、地域において同じような方が参画されており、どのような

関係をもつのかの整理を活動計画のなかで行っていくべきだと思っているので、検討課題に加

えてほしい。 

（貴島委員長） 

 全くできない計画はつくっても意味がないので、めざすかたちに向かって、年次ごとに確認

できるようにしていく。地域包括ケアや生活困窮者自立支援などを福祉計画のなかにどのよう

に入れ込んでいくかも、これから議論していかなければならないと思っており、「こういう地

域をつくりたい」という意見を、どんどん出してもらえるとよい。 

 ２つの事項が残っており、みなさんの意見を腰を据えてお聞きしたいので、休憩を取りたい。 

 

（休憩） 

 

３．委員の皆様の地域福祉に関連する取り組みについて 

（貴島委員長） 

 それでは引き続きすすめたい。資料３に基づき、委員のみなさんの地域福祉に関する取り組

みについて、これまでの活動を通した意見などを、ひとりずつ発言していただきたい。順番は

決めていないが、さきほど発言された白岡委員からお願いしたい。すべての項目に触れると時

間がかかるので、関わっておられる項目だけでよい。 
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（白岡委員） 

 連番［４］について、現在、高齢者の健康づくりのリーダー研修が行われているが、年度が

終わりかけた時期なので、年初に開催すべきだと思う。 

 連番［５］について、「親なびワーク」の状況がわからないので知りたい。 

 連番［16］について、学校給食はお金よりも安全を優先するよう認識を新たにした方がよい。 

 連番［19］について、自立した社会実現に向けて、ひだまり、福祉会館の改築が必要である。

また、ありがとうの気持ちを伝えて家族の絆を大切にする「一行詩コンクール」をするとよい。 

 連番［22］について、ユニバーサルデザインを積極的に展開すればよい。 

 連番［28］について、健康教室の学習プログラムがわからないので確認したい。 

 連番［33］について、ホームドクターに関する話を年齢を問わず実施し、ベスト１の「鈴鹿

健康シティ」を掲げるべきである。 

 連番［47］について、健康福祉病院の指定、または、市立病院の設立ができるとよい。 

 連番［72］について、健康づくりをコラボでやる組織が必要であり、こころのやさしいまち

づくりの面のキャッチコピーを打ち出し、リズムと体操を組みあわせたご当地体操を企画して、

健康ベスト１という意気を出してもらってはどうか。 

（貴島委員長） 

 健康で、いきいきに活動できる地域づくりが打ち出せないかという指摘が多かったと思う。 

（亀田委員） 

 今までしてきたことを話してもよいか。 

（貴島委員長） 

 今までやってきたことや、今後取り組みたいことをお願いしたい。 

（亀田委員） 

 私は自閉症の理解をすすめる活動をしている。子どもが小さい頃は、自閉症という言葉すら

聞き慣れなかったが、平成14年に会を始めて、講演会を開催してきた。最初は資金を集める方

法がわからなかったので参加費をいただいていたが、人が集まらないので、市や男女共生の助

成金の審査を受けて実施してきた。しかし、講演会に行くのはお母さん方の負担になるので、

「鈴鹿キャラバン隊」として学校で疑似体験をしたり、先生や学習ボランティアの人に話を聞

いてもらう活動を始めた。母親支援として、子どもとの過ごし方の相談にのったりもしている。

また、自閉症協会のペアレントメンターとして電話相談にのり、市などのどの窓口に相談に行

けばよいかを教えるなど、つなぐ立場にいる。 

（貴島委員長） 

 自閉症の子どもに関するいろいろな取り組みをされており、家族を含めて将来的な展望が持

てるつながりを、地域社会のなかでどのようにつくっていくか、という課題の提案だと思う。 

（磐城委員） 

 私の職場は社会福祉法人で、介護保険と障害福祉の事業を50％ずつぐらいの比重でさせてい

ただいている。主に在宅支援を行う施設だが、最近、金銭にまつわる困難事例がたくさん出て

おり、金銭の虐待や、経済的な理由で十分な支援が受けられない人が多いと感じている。鈴鹿

市と亀山市の利用者がいるが、鈴鹿市は困難事例に対しても厳格で、差を感じている。 

（吉田武委員） 

 提案をさせていただきたい。この会議は２時間の予定のはずだが、既に経過している。事項

がもう１つ残っているので、資料３を書いてから話をした方がよいのではないか。 

（貴島委員長） 

 ご意見はよくわかるが、２つの委員会を重ねているので、時間的には長くなってしまう。今

回は終わりの時間を設定していないので、次回からはしないといけないが、２時間半が限界だ

と思うので、４時には終わりたいと考えている。「これだけは言いたい」ということがあれば

話していただくかたちで、時間短縮を図りたい。 
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（安藤委員） 

 地域包括支援センターで高齢者の総合相談窓口として動いており、委員のみなさんに助けて

いただいている。高齢者虐待については、市が成年後見人の市長申立や措置をしてくれるよう

になったので、肩の荷がだいぶ下りたが、高齢者施設で身元保証人や身元引受人が求められ、

公的な制度がないので入居が断られることに、いちばん困っている。高齢者の方が安心して暮

らすうえでは、地域の施設に入って暮らすのもひとつの方法なので、すぐには解決できないと

思うが、課題として留めてもらえるとありがたい。 

（田中委員） 

 日本社会で今いちばん問題になっているのは高齢化と子育てで、通学時の連れ去りなど不安

も非常に大きくなっている。在宅で暮らしている元気な高齢者が、登下校時の見守りをしたり、

ひとり暮らしの人の買い物を手伝ったりできるとよいが、バラバラにすると計画性がなく、一

人ひとりの生活をしっかりみることができない。また、ひとりで子どもに近づき、変な人だと

思われてもいけないので、そうしたしくみがこの計画のなかでできればよいと思う。 

（貴島委員長） 

 まさに地域包括ケアシステムの話になると思う。 

（吉田四郎副委員長） 

 安藤委員や田中委員のご意見は、民生委員の活動の範疇に入るのではないかと思う。民生委

員連合会の立場でみると、自分たちの活動がまだまだ定着していない部分がある。任期は３年

だが、360人のうち160人は新人なので、最初の１年間は先輩委員と一緒に諸活動に参加して民

生委員活動を肌で体験してもらい、２年目から地に着いた活動をしてもらうように考えている

が、民生委員の仕事に対して断る高齢者もいれば、これ幸いと面倒をみてほしいという人もい

る。災害時要援護者台帳は、民生委員が自治会長と分類しながら訪問し、助けてくれる人がい

ない人を抽出して登録しているが、民生委員の日常活動では、ひとり暮らしで身体が弱い人な

どを中心に訪問を行っている。 

 市も、自治会、民生委員、老人会などが集まって地域づくりをしないといけないと言ってい

るが、先行して組織をつくってしまうと、地域全体でまとまった活動ができなくなるので、全

部を含めて地域づくりをすすめるのが本来ではないか。子育て、高齢者、障害者などを全て含

んで福祉活動を考えていく組織づくりに、福祉計画、活動計画づくりも含めて、取り組んでい

かなければならないのではないかと思う。できれば部門別にプロジェクト的な組織をつくり、

別々に、専門的に話しあっていく方が、きちんとした計画がつくれるのではないかと思うので、

委員長に提案し、市とも相談していきたいと考えている。委員に求められている報告を取りま

とめて、鈴鹿市にマッチした福祉計画をつくっていけば、市民が安心して暮らせる福祉社会が

つくれると思う。 

（貴島委員長） 

 今後の委員会のすすめ方として、各論の部分については委員をグループ分けして検討しては

どうかというご意見であり、事務局でも検討してほしい。 

（西村委員） 

 私の保育園でいちばん取り組んでいるのは、障害児への支援である。園長会議でもグレーゾ

ーンの子どもが多いと言われているが、臨床心理士の資格をもつ保育士を、基準とは別に４人

置き、気になる子どもをピックアップして支援を行っている。また、ボランティアで中学校に

行くまでのケアを行っており、お母さんや担任を交えて月１回ぐらい指導しているが、中学生

ぐらいになると変わってくると感じるので、してきてよかったと思っている。 

 気になっているのは虐待である。認可園になる前から認可外の24時間保育を20年間やってき

て、タバコの跡やあざを見つけ、お父さんを呼び出してけんか腰で話しあったり、相談につな

いできたが、児童相談所や警察に連絡してもなかなか動いてくれない。また、市のチェックか

ら漏れている子どももいるということを、声を大にして言いたい。きちんと組織が組まれ、こ
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うした子どもを助けられるように力を入れてほしいと願いながら、毎日保育をしている。 

（貴島委員長） 

 障害児教育や児童虐待の問題を、地域でいかに解決していくかという提案だと思う。 

（橋爪委員） 

 民生委員を４期させていただいたので、いろいろな相談を受ける。連番［22］にケアマネジ

ャーが情報提供していると書かれているが、地域包括支援センターがすべてをできているとは

いえず、地域の人みんながしていると感じる。自治会長は１年交代、民生委員も１期で交代す

ると、まとまるところがないので、自治会長が１年交代なのは問題だと思う。民生委員の選び

方も考えてほしい。 

 課題【２J】にかかりつけ医について書かれているが、現在言われている在宅医療や訪問介

護の推進の面では、かかりつけ医が24時間診ることはできないと思うので、考えてほしい。 

（吉田武委員） 

 私は、資料３に、思いをしっかり書かせてもらう。 

（貴島委員長） 

 私は教育の立場にいるが、最近は若い人たちの引きこもりがある。委員から少子化の問題も

指摘されたが、これから子どもたちをいかに育てていくかという面で、障害児の教育や若者の

引きこもりなども地域の課題だと思うので、福祉計画にも入れていかなければいけないと思う。 

 本日は、みなさんがどういうところに関心があり、どういうことに取り組まれてきたかを、

ひととおり話していただいた。資料３に書き込んで送ってほしいということなので、ぜひお願

いする。また、今後のすすめ方について、専門部会のようなものをつくってはどうかという提

案が副委員長からあったので、事務局とも検討していきたいと思う。 

 

４．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） 

 最後の事項として、活動計画について、社協から説明してほしい。 

（社協事務局） 

 前回委員会でも説明させていただいたとおり、活動計画の策定プロセスでは、住民の意見を

広く聴くとともに、一緒に考え、取り組んでいく方向性を高めていく場が必要であり、その主

となる部分が専門部会である。第２期福祉計画の理念や方向性は、来年２月ごろに検討される

予定だが、部会の設置をその時期まで待つことは難しいため、第１期福祉計画の３つの基本目

標と、鈴鹿市の特性をふまえて活動計画で加えた「外国人との共生」をテーマとして、部会を

先行して設置して協議をすすめ、文言等は第２期福祉計画と連動させて修正を行うかたちにし

たい。地域包括ケアや生活困窮者自立支援、既存の制度から漏れる人へ対応など、さまざまな

課題が出てきており、そうした部分も含めて部会で検討し、活動計画としてすすめていきたい

と考えているので、ご承認いただきたい。 

（貴島委員長） 

 福祉計画については、市の各担当が集まって庁内検討部会で検討をすすめていくが、活動計

画では、専門部会を設置し、理念の部分は福祉計画と共有して、市民や関係者が集まって積み

上げていく手法をとりたいという提案である。このことについて質問はないか。よければ、確

認していただいたということで、今後はこのような手法ですすめていく。 

 

５．その他 

（貴島委員長） 

 その他について、事務局から伝えることがあるか。 

（市事務局） 

 ２点連絡させていただく。お忙しいところ大変恐縮だが、資料３は10月31日までにご提出を
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お願いしたい。提出方法は郵送、ＦＡＸ、メールなど、どのようなかたちでも結構である。郵

送される方は返信用封筒を用意したので、お使いいただきたい。メールを希望される方は、ア

ドレスを教えていただければ、ワードのファイルを送付させていただく。 

 次回の第３回策定委員会は、12月22日（月）の午後からお願いしたい。分科会にするかどう

かも検討させていただきたいので、細かい時間は調整するが、午後１時30分か２時ぐらいから

になると思う。よろしくお願いする。 

（貴島委員長） 

 次回は12月22日ということである。大変長時間の会議にご協力いただき感謝する。資料３は

10月31日までに提出するということなので、よろしくお願いする。 

 それでは、以上で本日の会議を終了する。 

（市事務局） 

 長時間にわたり白熱した議論やそれぞれの方の思いを聴かせていただき、感謝する。次回委

員会もよろしくお願いする。 

 


