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第３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12月22日(月) 13時30分～15時30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 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） 

和田委員（活動計画策定委員会委員） 

欠席委員 亀田委員 

 

 

委員の欠席および会議の成立について報告（市事務局） 

 

保健福祉部長あいさつ 

 師走の慌ただしいなかご出席いただき、感謝する。本日は活動計画と合同の策定委員会とし

て開催し、それぞれの議題と合同で実施する市民アンケート調査について、ご協議をお願いす

る。限られた時間だが、よろしくお願いします。 

 

報告事項（市事務局） 

①前回委員会の会議録は市のホームページに掲載しているので、ご確認をお願いしたい。 

②前回委員会の委員報酬は10月31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。今回分は来月末に振り込む予定である。 

③前回委員会で、吉田四郎副委員長から、委員を部門別にグループ分けして検討するようご意

見をいただき、事務局で福祉計画と活動計画、個別計画との関係性等の検討を行った。その

結果、地域福祉をすすめるための方向性や理念、推進方策は福祉計画・活動計画で共有して

検討し、高齢、障がい、子育てなどの部門別の議論は各個別計画で検討するよう、当委員会

ではグループ分けは行わず、活動計画の専門部会や個別計画の策定における意見などをもと

に、総合的な観点からご議論をお願いしたいと考えた。ご理解いただきたい。 

④前回委員会で、亀田委員からご質問をいただいた点について、ご回答する。 

・障害者団体（５団体）は、鈴鹿市身体障害者福祉協会、鈴鹿市聴覚障害者福祉協会、鈴鹿

市手をつなぐ親の会、鈴鹿視覚友の会、鈴鹿市青年学級である。 

・男女共同参画センターの登録団体は、男女共同参画社会意識を深める観点から、男女共同

参画社会づくりを目的として学習や活動を行うとともに、市が行う事業に積極的に参加で

きる団体と規定しており、先行して貸部屋の予約ができるなどの利点がある。なお、貸部

屋の予約については登録団体以外も、３か月前から利用申請が可能である。 

 

１．策定委員の取り組みと課題について 

（貴島委員長） 

 福祉計画と活動計画の委員会を合同で開催しているので、時間的に長くなりがちだが、前回

委員会でのご意見もふまえて２時間をめどにすすめたいので、ご協力をお願いしたい。 

 本日は、事項１と事項２は福祉計画と活動計画に共通するので合同開催とし、事項３は活動

計画の協議を行う。事項１では、前回委員会で各委員の取り組みや課題を提出するようお願い

したので、それを取りまとめた資料をもとに協議したい。 

（市事務局が資料１に基づき説明） 

［補足事項］ 

・資料１－１は、前回委員会で情報提供をお願いし、ご回答を取りまとめたものである。市に

とっても気づきの要素が多く含まれており、検討課題やキーワードを書き出した。スペース
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の関係で要約しているため、違和感があればご意見をいただきたい。 

・資料１－２は、資料１－１と前回委員会でお示しした事業等の実施状況から、検討課題をま

とめたものである。 

（貴島委員長） 

 これらの資料は、今後の福祉計画、活動計画の要点になってくるものであり、現行計画の基

本目標に沿ってまとめられている。多岐にわたっており、意見が重なっている部分もあると思

うが、まとめ方などについて意見があれば出してほしい。 

（山本委員） 

 資料１－２の p.2 の（１）には「児童」も含まれているが、現行の福祉計画では児童につ

いてあまり触れられていないと感じるので、次期計画では取り上げてもらえるとありがたい。 

（貴島委員長） 

 資料１－１では、障がい児や子育てに関する記載がある。 

（市事務局） 

 現行計画では高齢者、障がい者が大きく捉えられていたが、次期計画では児童や子育ても取

り上げていければと考えている。 

（貴島委員長） 

 資料１－２には現行計画にはない新しい課題もあげられており、p.2 の（１）の「地域包括

ケアシステムの構築」や、（２）の「相談窓口に出向くことができない人などへの配慮」とし

てアウトリーチのことなどが書かれている。また、「サービス評価を行ううえでの自律の考え

方の共有」も新たに出ているので、説明してほしい。 

（市事務局） 

 地域包括ケアシステムは、考え方としては当然のことだが、言葉として使われるようになっ

たのは最近のことであり、新たに入れていく必要があると考えている。相談窓口については、

来る人への対応だけでなく、こちらから出かけるという考え方が必要になってくる。「自律」

については、福祉が「措置」から「利用」に変わり、行政が何もかもできる時代ではなくなっ

てきているなかで、何でもお金を出して利用するのではなく、自分でできることはやってほし

いという思いが書かれたものだと理解している。 

（貴島委員長） 

 自助・互助・共助・公助の役割を明確にしていくためには、自律という考え方も整理してい

かねければならない、ということではないかと思う。 

（渥美委員） 

 市の考えは理解できるが、自律の捉え方はＡＤＬ（日常生活動作）の面や精神的な面など個

々人で違ってあたりまえで、線を引いて共有するのは違うような気がするので、文言を変えた

方がよいと思う。 

（田中委員） 

 非常に範囲が広く、高齢者の場合は、例えば右半身が麻痺した人に、左半身の残存機能を活

性化する訓練をサポートし、日常生活でできることが増えていくことも自律だと思うが、共有

するとなると問題が深い。その人にどのような支援が必要なのかを考える出発点として大切な

ことなので、それぞれの場面でどのように考えるかを、明確に示してほしい。 

（貴島委員長） 

 この問題は、どちらかといえば「地域福祉の土壌づくり」と関連が強いのではないかと思う

ので、場所や書き方は検討してほしい。 

 新たな言葉として、生活困窮者自立支援も入れられているが、介護保険制度の改正による生

活支援についても入れた方がよいと感じた。 

（山本委員） 

 p.6 の（４）にボランティア活動への支援について書かれており、大事なことだと思うが、
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社協のボランティアセンターを主体に考えているのか。ＮＰＯ法人などの市民活動団体も多い

が、それらも含めた考え方なのか。 

（市事務局） 

 この項目は、社協のボランティアセンターだけを意識してあげているわけではない。 

（貴島委員長） 

 同じ項目に「市民活動」も記載されており、当然含むという理解でよいと思う。 

 

２．市民アンケート調査について 

（貴島委員長） 

 事項１で議論した検討課題を次期計画に盛り込んでいくうえで、市民のみなさんのニーズを

拾い出していくよう、市民アンケート調査の実施を計画している。調査票の案も出てきている

ので、説明をお願いしたい。 

（市事務局が資料２－１、２－２に基づき説明） 

［補足事項］ 

・市民アンケートは来年１～２月に実施したいと考えており、調査票の案をお示しした。他の

調査についても準備が整い次第、委員のご意見をいただきたいと考えているが、委員会の開

催日程との関係で、郵送等でご意見をいただき、修正については委員長と調整させていただ

きたいと考えているので、ご了承願いたい。 

（貴島委員長） 

 10年前の第１期福祉計画の策定時には、市民アンケートを4,000件実施して約2,000件の回答

があり、中学生、ボランティア・ＮＰＯ団体、事業所、労働組合へのアンケートも実施した。

本日は、次期計画の策定に向けた市民アンケートの案が示されているが、その他の調査につい

ては、まだできていないということである。 

 前回の市民アンケートでは福祉に関心がある人が85％だが、福祉に対する満足度は高い数字

ではないということをはじめ、市で取り組まれた他の調査の結果や現行計画の課題もふまえて、

今回のアンケート調査で確認したいことを整理し、市民アンケートの調査票の案が示されてい

る。各委員の意見や質問はないか。 

（白岡委員） 

 調査結果について、単純集計で全体の傾向を掴むだけなのか、それとも、クロス集計を行っ

て性別や年齢別などの属性ごとの傾向や、全体と比較したなかでの特徴を出すのか。地区によ

っては大変巧みに活動しているところもあると思うし、次期計画での検討課題としても学校間

の温度差の解消があげられているので、クロス集計を行う必要があると思う。 

（貴島委員長） 

 調査結果をどのようなテーマで分析するか、ということだと思う。 

（事務局） 

 属性ごとの結果をふまえて分析を行うことで、違うものが見えてくると思う。計画策定のコ

ンサルティングを委託している事業者から説明する。 

（委託機関） 

 当然のご指摘をいただいた。調査結果を属性別に見るとともに、年齢によって回収率が異な

ると考えられ、全体集計が必ずしも市民のご意見の全体像を示しているとはいえない場合もあ

るため、クロス集計が大事だと考えている、調査票の１ページの項目はクロス集計のために属

性をお訊きすることを意識しており、まずこれらの属性ごとに結果を見るとともに、他の各項

目についても、委員会でのご意見もいただきながらクロス集計を行っていきたいと考えている。 

（白岡委員） 

 民生委員児童委員協議会連合会の機関紙に書かれている栄地区の「京田カフェ」の記事を見

て、この地区はすごい力があると思い、伺ってお話を聞いた。自分たちの地区でも、男性の力
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を活かしていくうえで、このような活動ができたら良いと思っており、活発に活動している地

区はなぜできているのかが、アンケートの結果から推測できるのではないかと思う。 

（貴島委員長） 

 今回の調査は、地区や年齢別など、細かな分析になっていくと思う。 

（磐城委員） 

 今回の調査は、結果を計画に反映できるスケジュールで実施するのか、また、前回は4,000

人が対象だったが、今回はどうか。 

 資料１－２で、「情報提供サービスの充実」の項に「体力増進のための体操づくり」が挙げ

られているが、どのように情報提供につなぐのか。また、「地域活動への支援」の項に「ボラ

ンティア活動のコーディネー力の充実」と書かれているが、「コーディネート力」ではないか。 

（事務局） 

 スケジュールについては、今回の調査は福祉計画、活動計画の策定にあわせて実施するもの

であり、結果を活かしていきたいと考えている。また、標本数は、前回とできるだけ同じ条件

とするよう4,000人で考えている。 

 資料１－２の誤植については申し訳ない。他の部分も含めて、確認のうえ修正する。 

（貴島委員長） 

 「体力増進のための体操づくり」は、委員の回答ではこの項目に記載されていたということ

だと思うが、「健康・予防施策の充実」に入れるのがよいように思う。 

 質問項目について、具体的に意見を言いたい。 

 問13は、「参加しているか」と「今後参加したいか」の２つをまとめて訊いているが、「参加

していなかった」という選択肢は要らないか。 

 問14の設問の「現在・以前」という表現は、よく読まないと意味がわかりにくいと思う。 

 問17の選択肢の「わからない」は、何を訊きたいのかがわからない。 

 問18は「○」か「◎」を付けてもらうかたちになっているが、番号に「◎」は書きにくいの

で、回答欄をつくった方が付けやすいと思う。 

 問20の設問の「気に掛かる人」は概念的に広くなり、こちらが訊きたい答えが返ってくるか

どうかが気に掛かるので、少し定義を書いた方がよいのではないか。 

 問22の「ある程度」について、設問に「名前や年齢」と書かれているが、住所や電話番号も

必要ではないかと思う。それらが「ある程度」に入るのかどうかがわからないので、答えにく

いのではないか。 

（事務局） 

 事務局とは違った視点でご指摘をいただき、感謝する。答えていただく方の立場に立った質

問のしかたなどに注意して、表現などを検討し、あらためて提示させていただきたい。 

（山本委員） 

 今回は事業所や労働組合に対するアンケートは実施しないということだが、前回の調査で何

か問題があったのか。 

 また、活動団体アンケートの対象として、鈴鹿市内のいろいろな団体が想定されているが、

民児協は連合会だけなのか。また、地区社協はどのように実施するのか。すべての人から意見

を訊く必要があると思うので、直接市民と関わり重要な立場にある自治会長や民生委員・児童

委員の意見を、個別に訊いて集約してもらえるとありがたいと思う。 

（事務局） 

 事業所・労働組合のアンケートを実施することは可能だが、標本数が限られることもあって、

１回だけのアンケートでは把握しにくい面があるため、お話が聞ける場をつくるなど、別の方

法で情報を収集したいと考えている。 

 民児協や地区社協は、まだ具体的には決まっていないが、連合会や市社協を通じて各地区に

お願いする方法などを考えていく。自治会長を対象に加えることについても検討したい。 
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（山本委員） 

 福祉計画の策定にあたっては、すべての自治会長や民生委員・児童委員の意見を集約してお

く必要があるのではないかと思うので、参考にしてほしい。 

（貴島委員長） 

 いろいろな意見が出されたので、それらを加味して市民アンケートの調査票を修正し、実施

してほしい。また、中学生アンケートや活動団体アンケートはこれから詰めていき、事業所・

労働組合については話しあいのなかで現状やニーズを把握していくということが確認されたの

で、その方向ですすめてほしい。 

 

３．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） 

 ここからは活動計画について協議したい。 

（社協事務局が資料に基づき説明） 

［補足事項］ 

・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、取り組むことが

重要だと考えているが、専門部会は住民の意見を集約する場であり、課題やニーズに沿った

テーマのもとに設置することが大事である。そこで、福祉計画との整合性を保つために現時

点で考えられる課題をテーマとするよう、現行の福祉計画、活動計画で残された課題や社会

の変化にともなう課題をふまえて設置したいと考えている。なお、市民アンケートやニーズ

に沿った話しあいも含めて議論するよう、その都度テーマを吟味しながらすすめていきたい。 

・専門部会のテーマとなる基本目標は、現行計画から継続して取り組む課題も含め、社協とし

て検討すべきテーマや福祉課題を分類して３つを設定した。次期福祉計画の基本目標の議論

に先行して提示しており、意見をいただきなから少しずつ変えていきたい。 

・専門部会は３つの基本目標を柱として、特化して協議すべき事項についてはワーキンググル

ープ等で協議する予定である。 

（貴島委員長） 

 意見や質問があれば出してほしい。 

（山本委員） 

 いろいろ計画されているのは結構なことだが、予算の裏付けがあるのか心配する。福祉関係

の予算がどんどん上がっていくなかで、活動計画と予算の兼ねあいはどうか。 

（社協事務局） 

 予算あっての事業なので、予算を前提として、その範囲内で計画を立てたいと考えている。 

（山本委員） 

 そうであれば、当委員会ではあるべき姿を決めるが、事業をどこまでやるかは、事務局にお

任せになるということか。 

（社協事務局） 

 そのように考えている。 

（渥美委員） 

 社協事業の基本的な財源の多くは共同募金の配分金であり、計画ができれば既存の事業に加

えて新たに申請していきたい。また、この計画は社協だけの計画ではないので、施設やＮＰＯ

などで分担していただくものなどについても協議しながら、事業をすすめていきたい。 

（貴島委員長） 

 現行の活動計画は福祉計画の理念を共有しているが、次期の活動計画の基本目標案は微妙に

文言が違っており、福祉計画と活動計画の関連をもう少し明確にした方がよいのではないか。 

（社協事務局） 

 大きく変化したということではないと考えているが、現在考えられる課題を中心として先行
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して検討したものであり、今後の協議のなかで福祉計画とあわせるなどの調整を行いたい。 

（田中委員） 

 基本目標の図に書かれている言葉について、「発展型出前出張所」とはどのようなものか。

「ＣＳＷ」はどのような資格をもち、どのように関わる専門家なのか。また、私はボランティ

アは無償だと考えていたが、「有償ボランティア」の考え方も教えてほしい。 

（渥美委員） 

 有償ボランティアは、この言葉がよいかどうかは別にして、住民参加型のサービスと考えて

もらえればよい。ボランティア活動は無償という大原則があるが、例えば介護保険でできない

サービスのような谷間の支援を行うために、有償でサービスをする組織をつくっていこうとい

うことである。全国的にはかなりあるが、鈴鹿市ではきちんとしたかたちではできていない。 

 ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）は地域福祉活動コーディネーターであり、社会

福祉士が望ましいというぐらいで資格は特にないが、地域の福祉課題を発見し、専門職だけで

なく地域住民と一緒に解決していくような仕事を行っていく。私は社協の職員はすべてＣＳＷ

だと思っており、現在も地域福祉グループの職員はＣＳＷに近い仕事をしていると思っている。 

（社協事務局） 

 出前出張所は、現行の活動計画に基づき、行政の協力を得て、モデル的に４つの地域包括支

援センターのエリアの市民センターで、地域の困りごとの相談などに応じている。次期計画で

はＣＳＷの活動がさらに実践できるよう、「発展型」と表現した。 

（渥美委員） 

 地区社協の役員や民生委員さんに来ていただき、社協職員も出向いて地域の福祉相談を受け

ているというかたちで始めたところで、まだ地域の福祉ニーズが活発に入ってくる状態ではな

いが、今後は地域のニーズをキャッチして専門職につなぐなど、地域の人に関わっていただき、

福祉課題を解決していくための第一歩として、地域に根ざしていきたいと考えている。まずは

社協職員が地域に出向いてお話することを通じて、会議では出にくい課題などを把握し、地域

でのしくみづくりを提案するなどのしかけを行う場所にもなると考えているが、専門部会で議

論していただきながらすすめてきたい。 

（磐城委員） 

 専門部会の委員には、だれがなるのか。 

（渥美委員） 

 ２月に開催するよう、これから調整していく。 

（吉田四郎副委員長） 

 民生委員に関わる話も出ているので、鈴鹿市の状況をお話したい。民生委員は、高齢者の振

り込み詐欺、悪質リフォーム、自死などの事案への対応から、困りごとの相談、サロンの開催

や手づくり弁当の配達まで、本当に幅が広くて奥も深い仕事をしており、いないと困る状況が

多く出てきている。鈴鹿市には360人あまりの民生委員がいるが、昨年の改選では160人が新任

となった。仕事を覚えるのに最低１年半はかかるので、私は２期６年ぐらいはやってほしいと

思うが、自治会が選出母体のため１期３年で交代する人が圧倒的に多く、民生委員のなり手が

ないという、大変な状況も生まれていることを知ってほしい。民生委員は地区社協の主たる担

い手でもあり、高齢者や障がい者を助けている実態を市民に知っていただくよう、事項２のア

ンケートの実施方法についても、民生委員の連合会として市とも相談していきたい。 

（貴島委員長） 

 発展型出前出張所は、趣旨はよくわかるが、誤解が生まれる場合があるので表現を検討して

ほしい。専門部会の委員の選定作業も、すすんでいるものと思う。 

（社協事務局） 

 専門部会の委員については事務局で検討している段階だが、テーマに沿って、地域福祉に理

解を賜っている方々を中心に依頼する予定である。策定委員が所属されている機関・団体等に
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推薦をお願いする場合もあるので、よろしくお願いする。市の関係部署からも多くの部会に参

画していただき、今後の地域福祉の課題に沿った話しあいができればよいと思っている。なお、

スケジュールとしては、12月中に事務局で案を作成し、１月中に依頼させていただいて、２月

に１回目の部会を開催したいと考えている。 

（貴島委員長） 

 ３つの基本目標は大変タイムリーで、時宜を得た表現だと思うが、「１」のしくみづくりと

「３」の組織づくりは似たイメージがあり、違いをもう少し出せる表現がないかと感じた。ま

た、１にも３にも「まち（地域）づくり」という表現が出ており、変えた方がよいと思った。 

（渥美委員） 

 部会委員の選出について、策定委員が所属されている機関・団体には基本的にお願いするこ

とになると思う。また、他にもいろいろな団体からも募っていきたい。現行計画策定時は80人

ぐらいで、同等の方にお願いしたいと考えているので、よろしくお願いする。 

（橋爪委員） 

 基本目標１のテーマとして「2025年問題」があげられているが、社協としてどのような内容

を考えているのか。 

（渥美委員） 

 一般的には団塊世代の人が後期高齢者に移行するということだが、社協としては、その人た

ちがみな介護保険を利用するのではなく、市民参加型サービスやサロンなど、役割をもって地

域で過ごせるしくみづくりができないか、と考えている。 

（山本委員） 

 基本目標２では「次世代・若者」が強調されているが、テーマ・福祉課題に書かれている内

容からはイメージしづらい。次世代とはどのような年代を考えているのか。また、具体的にど

のような支援に取り組むのか。 

（社協事務局） 

 福祉教育の推進を中心にして、小学生・中学生・高校生を対象として考えている。具体的な

取り組みは、福祉教育の現状を検討するなかで、各委員のご意見をいただいて協議したい。 

（白岡委員） 

 自治会活動のなかでは「若者」という言葉は嫌われ、受け入れにくいので、「次世代」への

世代交代ということで、よい表現があればよいと思う。 

（貴島委員長） 

 「若者」という言葉のイメージが良くないという話は初めて聞いたが、情報を収集して検討

してほしい。 

 他に意見はないか。時間どおりに協議をすすめていただき、感謝する。 

 

４．次回委員会 

（貴島委員長） 

 最後に、次回の委員会について事務局から説明してほしい。 

（市事務局） 

 次回の第４回策定委員会は、2月23日（月）の午後にお願いしたい。13時30分からになると

思うが、庁舎内で会議室が確保できないため、保健センターまでお越しいただきたい。また、

次々回の第５回策定委員会は、3月23日（月）の13時30分から、本日と同じ会場でお願いした

い。日程が近づけば、資料とともに開催通知を送付させていただく。 

 地域福祉講演会の開催についてご説明させていただく。これは、現行の福祉計画に基づき、

市民に地域福祉に関心をもち、考えていただく機会として、社協と合同で、毎年さまざまなテ

ーマで開催しているものである。本年度も2月下旬ごろに開催するよう考えており、まだ調整

中の部分が多いが、福祉計画・活動計画の策定に向けた意識啓発的な内容にしたいと考えてい



 

－8－

る。内容等が固まれば委員にご報告し、市の広報紙にも掲載するので、ご承知いただきたい。 

（貴島委員長） 

 以上ですべての事項が終了したので、議長を終えさせていただく。 

（市事務局） 

 多くの貴重なご意見をいただき感謝する。市民アンケート調査票については、本日のご意見

を反映し、委員長と調整させていただくので、ご了承いただきたい。また、市民アンケート以

外の調査票は、整い次第、郵送等でご意見をいただくかたちで、すすめさせていただきたい。 

 本日は委員長の進行で滞りなく終了していただき、感謝する。来年もよろしくお願いする。 

 


