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委員の「地域福祉に関連する取り組み」と「課題と感じていること」（2014/11/17版）              【資料1-1】 
 

基本目標１ 地域福祉の土壌づくり 

（１）社会福祉の理念の養成及び浸透に向けた福祉教育の推進 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・認知症理解の啓発や認知症サポーター養成講座などを行っている。

・高齢者虐待防止の啓発を広報や出前講座を通じて行っている。 

・認知症が正しく理解されず、地域で排除されたり、家族が不適切な

対応をしている場合もあるため、サポーター養成講座に加え、人権

研修等で虐待防止法の周知なども含めて取り組んでほしい。 

磐城委員 ・法人全体で人権に関する研修を継続的に行っている。また、外部研

修にも職員を参加させ、事業所で発表している。 

・障害者総合支援法に基づくバリア（特に心理的バリア）を取り除く

取り組みや、障害者虐待防止法、差別解消法、優先調達法等の理解

を通じた人権尊重の意識づくりが必要である。 

亀田委員 ・発達障害児・者の見方・感じ方・感覚の違いの疑似体験を、教員、

保護者、小学生への体験授業として実施している。 

・親が子どものころに受けた教育や地域・行政などの関わりにより、

子どものマナーや福祉意識に違いがある。 

貴島委員長 ・大学で福祉理念や権利擁護の講義を行っている。 

・社会福祉士会で、虐待防止や権利擁護の講演や活動を行っている。

・高齢者、障害者、児童等に対する権利侵害や虐待がなくならない。 

・障害者の働く権利としてのディーセントワークが実現していない。 

白岡委員 ・「笑顔の街すずか」「日本一綺麗な街すずか」をめざすことを、市民

事業提案として提案した。 

・健康づくりリーダー研修会は各ブロックのプログラムを統一し、年

度の早い時期に開催すべきである。 

田中委員 ・認知症の人や家族を支援するため、事業所内のケアマネジャーに研

鑽を積ませている。 

・小中学生の授業として、高齢者施設での体験をすすめたい。 

・急増する認知症の人を地域で支えることが急務であり、サポーター

養成講座を店舗や企業ぐるみで受ける気運をつくるべきである。 

西村委員 ・子育て支援の催しに大学・短大の学生に参加してもらい、子どもや

保護者との関わり方を学ぶ機会を設けた。 

 

橋爪委員 ・老人会やＮＰＯの事業で、福祉教育に取り組んでいる。 

・ＮＰＯとして、継続して研修を受けている。 

・福祉教育に関して、家族による問題がある。 

・福祉協力校を増やし、体験学習も含めた地域福祉と連携した福祉教

育を推進する。 

山本委員 ・広報に掲載された記事を読むとともに、講座等に参加している。 

・小学校支援ボランティアやコミュニティスクールに関わっている。

・人権講演会は市全域を対象として実施すべきである。 

・毎年約50人が自死しており、自死防止の学習機会も必要である。 

吉田四郎 

副委員長 

・地区社協での講演会、小中学校での出前講座を行っている。 

・若年層の参加意識を高めるよう、ＪＣなどにはたらきかけたい。 

・若年層の福祉活動への参加が少ない。 

・地域の各組織による地域づくりの活動が一本化できないか。 

吉田武委員 ・障害者の自立のための自助具の展示と製作体験を行った。 

・小学校の総合学習で、自助具についての出前講座を行っている。 

・市民の関心が低く、モラルアップを図る必要がある。 

・総合学習の取り組みが学校間で共有されておらず、温度差がある。 

【検討課題】・認知症の人や障害者の権利への理解の推進、認知症サポーターの養成、健康づくりリーダー養成の充実 

・子どものころからの福祉教育の充実、地域と連携した取り組みの推進、学校間の温度差の解消、家族への教育の推進 

・人権尊重の意識づくりの充実、自死防止の取り組みの推進、市民のモラルアップ 

・若年層の福祉活動への参加の促進、地域づくり活動の一本化 
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（２）福祉意識の形成に向けた魅力ある研修会・講演会の実施 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・認知症サポーター養成講座、「介護の日」の公開講座、ご近所の見

守りさん講座などを行っている。 

・商工会議所青年部の依頼で、関係機関と交流する勉強会を行った。

・専門職や行政だけでなく市民に向けた普及啓発活動が重要である。 

西村委員 ・地域の保育士や教師などを対象として、子どもへの関わり方などの

勉強会を実施した。 

 

橋爪委員  ・老人会などの集いや「地域の縁側」をたくさんつくる。 

・利用できる場所がなかなかない。 

山本委員 ・公民館、ジェフリー、文化会館を利用している。 ・文化会館は市民団体が利用しやすい料金にすべきである。 

吉田四郎 

副委員長 

・自治会、地区社協、民児協が協働し研修会や講演会を開催したい。

・公民館が主導し、地域が協議して、研修計画を実行に移したい。 

 

吉田武委員 ・介護や認知症について、ボランティアの集いで啓発している。 ・会員を対象にした取り組みのため、市民には浸透していない。 

【検討課題】・市民を広く対象とした学習の推進 

・地域での集いの場づくりの推進、利用しやすい場の確保や料金設定 

 

（３）地域福祉推進の担い手としての責務の確認 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・回想法の講座を実施し、地域の民生委員が主体となった高齢者のサ

ロンに発展した。 

・ボランティアの希望による講座、民生委員や各種サロン参加者への

情報提供を行っている。 

・地域には意欲のある人が多くいるので、そうした人を支援し、困っ

ている人とコーディネートする場や核となる人が必要である。支援

することで、自己承認欲求も満たされる。 

磐城委員 ・在宅介護支援センターで、老人会単位で介護予防教室を実施してい

る。 

・ひきこもりの高齢者や障害者へのアプローチが課題である。 

・支援を求めない人の潜在的なニーズの掘り起こしが必要である。 

橋爪委員 ・自治会があいさつ運動や登下校の見守りを行う。 ・自治会の福祉活動への理解が不足している。役員の任期が短い。 

・福祉委員をつくる地域のアンテナが必要である。 

山本委員 ・日頃からいろいろなボランティア活動に参加している。  

吉田四郎 

副委員長 

・部門別のボランティア活動はあるが、表面化していない。 

 

・地域住民を対象とした活動しやすい行事が少ない。 

・各種委員会が多すぎるので一本化し、部会で活動する。 

・自治会、町民会議、ＰＴＡなどから参加を得るよう工夫する。 

【検討課題】・意欲のある人の支援やコーディネートの推進 

・自治会、町民会議、ＰＴＡなどからの参加の推進、福祉活動に対する自治会の理解・福祉委員づくりの推進、各種委員会の一本化 

・ひきこもりの高齢者、障害者へのアプローチ、潜在的ニーズの掘り起こし 

・住民が参加しやすい行事の充実 
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基本目標２ 地域における生活関連サービスの充実 

（１）児童・障害者・高齢者等に対する福祉施策の充実 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・地域包括支援センターで、各種事業を実施している。 

・要支援の人へのサービスの一部か地域支援事業となることをふまえ

て、市や広域連合と連携を図る。 

・地域包括支援センターの業務が増加しており、内容を精査し合理化

する必要がある。 

磐城委員 ・障害児、障害者、高齢者を対象とした福祉サービスや相談支援を実

施している。 

・困難ケースとして、経済的虐待が増えている。 

・福祉の支援すべき人が、まだ埋もれている。 

・障害者の家族から、入所施設整備への切実なニーズが聞かれる。 

亀田委員  ・学校（教育委員会）や家庭の問題から、子育ての悩みがある。 

・子どもが成長すると、親のつながりが途切れる。 

貴島委員長 ・障害者に関連して、認定審査会委員、施策推進協議会委員、成年後

見人、社会福祉法人の理事・評議員として活動している。 

・障害者の余暇活動の機会が不足している。 

白岡委員  ・学校給食のデータ分析を行い、安全性を確保する。 

田中委員  ・地域包括ケアシステムの構築が円滑にすすむよう、市の各窓口を一

本化できる課が必要である。 

・多くの組織が連携する組織をつくるには、困難事例を協働して解決

する過程を共有する環境をつくる必要がある。 

西村委員 ・気になる子どもには個別支援計画を立て、保護者と子どもの理解を

共有しながらすすめている。 

・必要に応じて、個別療育やグループ療育も行っている。 

 

松本委員  ・身体障害者福祉協会に入会する人が少なく、呼びかけても「入らな

くてもよい」という人が多い。 

山本委員  ・個別計画で抜けがないように、地域福祉計画で担当課を明確にして

おく必要がある。 

吉田四郎 

副委員長 

・高齢者が参加しやすい行事を計画する。 ・現在の民児協の訪問活動の対象者はひとり暮らしや夫婦世帯の高齢

者だが、協力者が増えれば対象が広がる。 

【検討課題】・ニーズに対応した取り組みの推進、既存事業の見直し、地域活動への参加の推進 

・埋もれたニーズの発掘 

・地域包括ケアシステムの構築、地域福祉計画と個別計画の連携 

・当事者活動への参加の推進 
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（２）相談活動の充実 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・高齢者・家族等への総合相談支援として、初期段階の相談対応や継

続的、専門的な相談支援を行っている。 

・介護保険以外の民間サービスやボランティアを今後も活用したい。

・ライフステージにあわせた支援を行うよう、専門機関や各課が情報

を共有する場が、地域包括ケアシステムでできるとよい。 

・虐待や生活困窮など複雑化する相談に対応するため、必要な関係課

はケース会議に参加してほしい。 

磐城委員 ・市役所内の障害者総合相談支援センターに２名の職員を出向させ、

障害者や家族の相談に対応している。 

・特定相談支援事業所として、相談窓口を開設している。 

・潜在的なニーズの掘り起こしができておらず、行政や地域等と連携

と情報共有が必要だが、個人情報保護が壁になっている。 

亀田委員 ・ペアレントメンターとして障害のある子どもの親の電話相談を受け

ている。母親の勉強会でも子育ての相談を受けている。 

・出張相談などが利用されるよう、広報の工夫が必要である。 

白岡委員  ・陽だまりスポット情報の広場をつくる。 

・福祉会館を改築する。 

・ありがとうの気持ちを伝えるように、「家族の絆の一行詩コンクー

ル」を行う。 

西村委員 ・園児の保護者の相談を、臨床心理士や子育て支援コーディネーター

が受けている。園庭開放を通して、園児以外の保護者の相談もうけ

ている。 

 

橋爪委員 ・ＮＰＯ法人で医療職や福祉関係者がいろいろな相談を受けている。 ・福祉サービスのＰＲが不足しており、苦情が多い。 

山本委員  ・それぞれの課がバラバラに相談するのではなく、集約した方がよい

のはないか。 

吉田四郎 

副委員長 

 ・行政、社協、自治会、民児協が総合的な視点で相談に対応できる組

織づくりが必要であり、各々が協議すべきである。 

【検討課題】・総合的な視点で相談できる組織づくり 

・ライフステージにあわせた支援を行うための情報共有、情報共有を行ううえでの個人情報の問題 

・相談窓口の広報の充実、福祉サービスのＰＲの充実、情報提供の広場づくり、福祉会館の改築 

・ありがとうの気持ちを伝える取り組み 
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（３）情報提供サービスの充実 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・「地域包括支援センターだより」を広報折り込みや市民センターで

配布し、情報を掲載している。 

・出前講座や地域の会議で情報提供やセンターの周知を図っている。

・相談者にパンフレットを配布している。 

・制度の狭間にある人などを関係機関につないだ際に連携して動ける

ように、定期的に情報交換ができる場が必要である。 

磐城委員 ・ホームページを開設して事業を紹介するとともに、ブログでイベン

ト等の情報を発信している。法人の情報開示も行っている。 

・パソコンやＳＮＳを使い慣れない高齢者、障害者等にわかりやすく

情報提供する手段が課題である。 

亀田委員  ・ＣＮＳは加入していない人は視ることができない。 

・市のホームページがわかりにくいので、各課の事業の一覧があると

よい。 

白岡委員  ・ユニバーサルデザインを積極的に展開する。 

・市民の体力増進のためのオリジナル体操をつくり、普及する。 

橋爪委員 ・新たな制度については、その都度、講演をしてもらっている。 ・もっと市民が公共施設を利用して活動すべきである。 

山本委員 ・自治会で広報を各戸に配布している。 

・市のホームページをときどき見る。 

 

吉田四郎 

副委員長 

 ・個人情報保護が障害になることがある。 

【検討課題】・高齢者・障害者等にわかりやすい情報提供、ホームページの充実 

・ユニバーサルデザインの展開 

・関係機関の情報交換の場づくり、個人情報の問題 

・公共施設の活用 

・体力増進のための体操づくり 
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（４）健康・予防施策の充実 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・出前講座で介護予防の情報提供や動機付けを行っている。要支援の

人にはケアプラン作成時に健康づくりの動機付けをしている。 

・医療機関から連絡を受けて、必要な支援を行っている。 

・65歳時に介護保険証発送するのではなく、少しでも自身の健康状態

改善に目を向けて頂く動機づけの機会の一つとして、健康講座受講

後にお渡しする等の工夫があるとよい。 

磐城委員 ・地域で介護予防教室を開催している。 

・職員に対して、健康増進や感染症対策等の研修を行っている。 

・介護予防教室に参加しない人や引きこもりの人へのフォローが課題

である。 

亀田委員  ・口腔ケアは非常に重要だが、他市とくらべて遅れており、地域福祉

計画でも一切触れられていない。 

白岡委員 ・健康づくり研修会に出席した。 ・健康寿命を伸ばすご当地体操があるとよい。 

・広報の健康のスペースを大きくしてほしい。 

・ホームドクターについての話をしてもらうとよい。 

・「健康ＣＩＴＹスズカ」を推進する。 

西村委員 ・医療機関に子どもにあった対応を考えてもらうよう、受診に同行し

て文書で依頼している。 

・卒園した子どもと保護者に個別療育や相談を行うとともに、小学校

と保護者を仲介して、子どもへの対応を一緒に考えている。 

 

橋爪委員 ・ＮＰＯでだれでも参加できる生きがい活動を行っている。 

・介護予防の一次予防事業で、生活習慣予防に取り組んでいる。 

・二次予防の事業も実施したい。 

 

山本委員 ・町内ではデイサービスに通う人が増えている。 

・ひとり暮らし高齢者の介護予防は、民生委員に対応してもらってい

る。 

・家族と同居している高齢者へのフォロー体制も必要である。 

・ほとんど病気にかからない人は、かかりつけ医をどうすればよいか

わからない。 

吉田四郎 

副委員長 

・障害児の支援は保護者の要望を聞いて対策を立てている。 ・各団体等との会合で要望を取りまとめで、一歩前の気持ちで具体的

な施策を立てるよう、英知を絞ってほしい。 

【検討課題】・健康づくりの動機づけの充実、健康に関する広報や学習機会の充実、参加しない人へのフォロー、家族と同居している高齢者への支援 

・口腔ケアの充実、かかりつけ医の推進 

・ご当地体操づくり、「健康ＣＩＴＹスズカ」の推進 

・団体等の要望をふまえた施策化の推進 
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（５）雇用・就労支援の充実 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・必要時に障害者総合相談支援センターや障害福祉課と連携してい

る。 

・送迎がないため就労施設が利用できない障害者がいる。精神科デイ

ケアにも送迎がないので、高齢者のデイサービスのように送迎があ

ればよい。 

磐城委員 ・障害者雇用やパート職員が働きやすい環境づくりを行っている。 

・キャリアアップ制度を発足させた。 

・定年再雇用で70歳ぐらいまで働ける制度を模索している。 

・求人広告やハローワークで求人しても、人が集まりにくくなってい

る。 

貴島委員長  ・障害者の就労の場が不足している。 

山本委員 ・ワークライフバランスの講演会にスタッフとして関わった。 

・障害者雇用をしているＮＰＯ法人の実態調査を行った。 

・経営者の理解を推進するよう、企業等との連携強化が必要である。 

・障害者雇用をしている経営者に対して、経営ノウハウも含めた支援

を市が行っていく必要がある。 

吉田四郎 

副委員長 

 ・障害者支援を推進するよう、市内の企業が就労の場を増やすように

模索してほしい。 

【検討課題】・障害者の就労の場の充実、障害者を雇用している企業等への支援の 

・就労や社会参加のための送迎の充実 

・ワークライフバランス推進のための企業等と連携 

・福祉事業所での人材確保 
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（６）緊急時・災害時の施策の整備・充実 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・「ご近所の見守りさん講座」や出前講座で防災や見守りの意識づけ

を行っている。 

・災害時要援護者台帳や緊急通報システムの利用を推進している。 

 

磐城委員 ・「安心生活応援事業」でひとり暮らしの障害者を訪問している。 

・福祉避難所の役割を果たせるよう、防災備品の設置や避難訓練を行

っている。 

・安心生活応援事業に登録していない人の見守りが不十分である。 

・実際に大規模災害が発生した場合に、地域の人を受けられるかどう

かは課題である。 

亀田委員 ・東日本大震災を経験した家族の講演を企画したが予算の確保が難し

く、特別支援学校の主催で四日市市で実施することになった。 

・避難所で生活することが難しい障害児と家族への情報提供や物資の

配付方法を考える必要がある。 

白岡委員  ・救急が多くなっていることをふまえ、「健康福祉病院」の指定・設

立（市立病院）が必要である。 

西村委員 ・危機管理マニュアルを見直したので、職員や保護者への研修会を開

き、地震、津波、警戒宣言などへの対応と予防をすすめる。 

・避難所までの園児の避難訓練を実施した。 

・避難路が車・自転車等の通行やブロック塀の倒壊の恐れなどで危険

である。 

橋爪委員  ・地域の防災隊員のなり手がない状況があり、緊急時の障害者・高齢

者のケア体制を、自治会、民生委員で考えてほしい。 

松本委員  ・高齢者・障害者への緊急時のケアが少ないので、民生委員からの連

絡がもう少しあればよい。ひとり暮らしの高齢者、障害者をきちん

と把握すれば、人の輪が広がる。 

山本委員 ・自治会で自主防災を組織し、災害時要援護者名簿で支援の対象者を

把握している。 

・小学校のみまもり隊で活用している。 

・市から貸与された消化器の薬剤の交換が、費用の問題できない。 

・みまもり隊に対して、行政からの情報は入っていない。 

・災害時要援護者台帳の登録者の半数は元気な人で、昼間独居で身体

が不自由な人が対象になっていなし。 

吉田四郎 

副委員長 

・組織化に向けてまちづくりのなかで議論していきたい。 ・自主防災隊の組織化を、自治会などにもっと具体的に指導してほし

い。 

吉田武委員  ・担当を決めて災害時に要支援者を支援する制度をつくっていたが、

東日本大震災で支援を待って被災した事例があったため中止した。 

【検討課題】・災害時に支援が必要な高齢者、障害者等の把握と支援体制の確保、福祉避難所での対応の推進 

・避難所、避難路の整備、資機材の充実 

・健康福祉病院の指定 
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（７）防犯施策の充実 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・相談や出前講座で消費生活センターを紹介している。 

・出前講座で悪徳商法や高齢者虐待の啓発を行っている。 

・虐待を発見したときは、市と連携して対応している。 

・要介護認定を受けていない高齢者が虐待を受けたときやＤＶ被害者

等のシェルターとして、一時的に市営住宅に入居できるようにして

ほしい。 

亀田委員  ・いかに家族で健やかに子育てができるかが重要であり、子育ての第

一歩から見守る必要がある。 

田中委員  ・下校時の見守りを老人会などで組織化してできれば、親の安心度が

増し、地域の防犯にもつながる。 

西村委員 ・職員に児童虐待の正しい知識を身につける研修を行っている。 

・子育てに関する相談を臨床心理士、子育て支援コーディネーター、

保育士が受けている。 

・虐待を受けた子どもへの心理療法や、不登校の子どもの保護者の相

談、心理療法を実施していた。 

 

橋爪委員 ・あいさつ運動に参加していた。 ・登下校時の見守りをボランティア、民生委員、老人会で行ってほし

い。 

山本委員 ・駐在所の署員にパトロールをしてもらっている。 

・「鈴鹿市市民安全パトロール代表連絡会」に加入している。 

・事件が発生しても自治会に情報が入ってこない。 

・安全パトロール代表連絡会への加入団体を広げる必要がある。 

吉田四郎 

副委員長 

 ・児童相談所が積極的に活動するとともに、主任児童委員と意見交換

を行い、行政も交えた取り組みを早急にすすめる必要がある。 

吉田武委員  ・個人情報保護が足かせとなって、深く入り込めない。 

【検討課題】・登下校時等の見守り活動の充実、地域と関係機関の連携の充実 

・虐待防止と適切な対応の推進、健やかな子育ての推進 
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（８）安全・安心な物的環境の改善 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・介護保険による住宅改修を支援している。 

・移送サービスや介護タクシーを紹介している。 

・認知症ドライバーへの対応機関を紹介している。 

・認知症の人の免許証の自主返還を推進するため、買い物や通院等の

支援に関する情報を提供するとともに、メリットを設けて広報する

必要がある。 

白岡委員  ・自転車や歩行者の安全を確保するため、蓄光シーツを活用する。 

田中委員  ・要介護認定を受けていなくても外出の援助が必要な高齢者に、有料

で付き添う事業ができないか。 

松本委員  ・歩道が坂になっているので、高齢者、障害者、車いす利用者は通行

しにくい。シニアカーも歩道が通行しにくいので、歩道のあり方を

見直してほしい。 

吉田武委員 ・ボランティア連絡協議会の住環境サポートグループで、高齢者や生

活困窮者の住宅の環境改善を行っている（事業者に配慮し、生活困

窮者等に限定している）。 

 

【検討課題】・歩道の整備、歩行者等の安全対策の推進、高齢者の免許証返還の推進 

・外出時に付き添う事業の実施 

 

（９）既存制度の対象から漏れる諸問題に向けての生活関連サービスの整備 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・判断能力が低下した身寄りのない高齢者などが施設に入所するとき

は市と連携して対応している。 

・家族に支援が必要なときも、関係機関につないで対応している。 

・入所や入院時に身元保証人や身元引受人を求められることがあり、

判断能力がしっかりしているうちにリビング・ウィルの表明やエン

ディングノートを作成するよう、広報する必要がある。 

磐城委員 ・障害者地域自立支援協議会に参画して、地域の課題やニーズを発掘

し、社会資源の充実や制度の改善を提言している。 

・予算の問題で新たな社会資源の開発が困難である。 

・タテ割り行政により、地域のニーズに横断的に対応できていない。 

田中委員  ・働く女性の子育て支援として、ベビーシッターを行う民間事業者を

育成し、保育園で対応できない時間帯を埋めていく。 

山本委員 ・自治会長として要援護者台帳登録者名簿を保管している。 

・ＮＰＯ法人で子育て中の親へのアンケート調査に関わった。 

・要援護者名簿を自治会として活用する方法が明確になっていない。 

・アンケートの結果をふまえて施策を提案したが、取り上げてもらえ

ないことが多い。 

【検討課題】・ニーズに対応した地域資源の開発、行政のタテ割りによる弊害の除去 

・災害時要援護者名簿の活用 

・保証人問題への対応 

・地域の課題を施策に反映するしくみづくり 
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基本目標３ 地域福祉推進のための仕組みづくり 

（１）住民参加による地域福祉推進のための推進体制・組織づくり 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・担当エリアの民児協の会議に参加し、地域の福祉課題を共有し、解

決に向けてともに考えている。 

・民生委員からの連絡を受けて支援につないでいる。 

・地域で自主的に活動している人を把握しコーディネートできるしく

みづくりや研修を通じたつながりづくりができるとよい。 

亀田委員 ・子ども支援ネットワークに参加している。 ・子ども支援ネットワークは情報交換のみで、広がりがみられない。 

・自主的に活動している市民団体も助成の審査対象にしてほしい。 

貴島委員長 ・地域活動計画評価委員として活動している。 

・聴覚障害者団体の活動支援を行っている。 

・ニートや引きこもり等の人の把握と支援が必要である。 

白岡委員  ・長寿社会課と健康づくり課がコラボして健康づくりを一元化し、ご

当地体操を企画してほしい。 

田中委員  ・住民による支えあいネットワークは地域包括ケアシステムの大切な

要因であり、活動している団体をどうつなぐかが課題である。 

橋爪委員 ・約50人の高齢者の支援を毎週行っている。 ・高齢者の集いに民生委員も参加し、情報提供や課題の共有をするな

ど、高齢者が増えたなかでの活動をすすめてほしい。 

・民生委員とは別に地域福祉委員を地区ごとにつくる。 

山本委員 ・ＮＰＯ活動や市民活動を支援する立場で取り組んでいる。 

・地区社協の役員をしている。 

・四日市市で結成された人材活用組織に加入している。 

・ＮＰＯ・市民活動とボランティアセンターの接待がない。 

・地区社協を地域福祉計画に位置づける必要がある。 

・退職者が活躍できる組織を、鈴鹿市にもつくるとよい。 

吉田四郎 

副委員長 

・福祉事務所との定期的な意見交換の場をつくりたい。 ・市民センターや小学校単位でまちづくりを組織化すれば前進する。 

・ボランティアの募集を小単位（自治会レベル）で行うべきである。 

・子ども支援課から民児協への協力要請を早くしてほしい。 

吉田武委員 ・個人・団体のボランティアがたくさん登録し、情報交換や交流を通

じて問題の共有を図っている。 

・高齢化によってボランティアのなり手が少なく、会員の確保に苦慮

している。 

【検討課題】・自主的に活動している人の把握とコーディネート、ボランティアの確保・地域での募集、地域福祉委員の設置 

・住民の支えあいネットワークの構築、まちづくりの組織化、民生委員と地域の連携 

・自主的に活動している団体への支援、連携の充実 

・ニートや引きこもりの人への支援 

・福祉と健康のコラボレーション 
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（２）総合的ニーズに応えるための行政関連情報の提供 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・高齢者や家族にニーズにあわせた情報提供を行っている。 

・サービスの一覧表等を作成し、相談に来た人に配布している。 

・地域包括支援センターや行政との会議を通じて情報共有している。

・認知症サポーター養成講座や研修会を行っている。 

 

橋爪委員  ・庁内地域福祉推進委員会は、継続して開催してほしい。 

・民間事業所にはさまざまな問題があるが、十分把握されていない。 

山本委員 ・ＮＰＯ法人の実態調査を行ったことがある。  

【検討課題】・民間事業所の把握 

・庁内地域福祉推進委員会の継続 
 

（３）生活関連サービスに関わる情報の提供 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・新聞等で随時情報を収集し、相談者に提供している。 

・暮らしの便利帳を活用して情報提供している。 

・福祉以外のサービスの情報をタイムリーに把握する必要がある。 

【検討課題】・福祉サービス以外の情報の把握 

 

（４）地域活動への支援 

委員名 取り組まれていること・今後取り組みたいこと 課題と感じていること 

安藤委員 ・依頼に応じてボランティアや専門職の紹介を行っている。 

・公民館で一次介護予防事業ができるように提案した。 

・公民館は、余裕のあるときは随時借りれるようにしてほしい。 

・意欲のある高齢者の活動を推進するよう、行政、社協、包括等が連

携してリーダーを養成し、コーディネートができるとよい。 

貴島委員長 ・大学ボランティアセンターの活動を通じて社協、施設等の行事を支

援している。 

・災害時の要援護者の安全確保と、要援護者に配慮した避難場所の確

保が課題である。 

橋爪委員 ・ＮＰＯで活動を行っている。 

・ボランティア組織、ＮＰＯ組織をつくりたい。 

・活動の場が無料で利用できるとよい。 

山本委員 ・ＮＰＯ活動や市民活動を支援する立場で取り組んでいる。 ・社協の「ボランティア通信」を広くしてもらうために、自治会で回

覧してはどうか。 

吉田四郎 

副委員長 

 ・ボランティア連絡会などの情報をもっと発信してほしい。 

【検討課題】・活動場所の充実 

・リーダーの養成、コーディネートの推進 

・ボランティア活動の情報発信 

・災害時要援護者の安全確保と避難所の整備 


