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第９回鈴鹿市地域福祉計画策定委員会 要旨 

 

日  時 平成27年12月２日(水) 13時30分～15時55分 

場  所 市役所本庁12階1202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 杉本委員 

田中委員 橋爪委員 松本委員 吉田武委員（名簿順） 

近藤委員（活動計画策定委員会委員） 

欠席委員 西村委員 吉田四郎副委員長（名簿順） 

 

 

委員の出席状況と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 

 12月になり慌ただしいなか、ご出席いただき感謝する。本日は福祉計画と活動計画の合同の

策定委員会として開催し、福祉計画の素案に対するパブリックコメントの結果報告と修正した

計画案、活動計画についてご協議をお願いする。限られた時間だが、よろしくお願いする。 

 

報告事項（市事務局） 

①前々回、前回委員会の委員報酬は、指定口座に振り込ませていただいている。また、会議録

は、市のホームページに掲載させていただいている。 

②前回までにご協議いただいた計画素案について市として意思決定を行い、10月15日に市議会

の全員協議会でもご議論いただき、10月16日～11月16日までパブリックコメントを実施した。

次期総合計画の策定作業もすすめられており、来年１月30日に鈴鹿市文化会館でシンポジウ

ム等が予定されているため、福祉計画もあわせて取りまとめて周知を行いたい。そのため、

福祉計画の計画案についての市として意思決定を今月中に行いたいと考えており、本委員会

でのご協議が今回で一区切りとなるよう、ご協力をお願いしたい。 

③１月30日のシンポジウムについて、貴島委員長にご講演のお願いをさせていただいた。お時

間があれば、委員のみなさまにご参加いただきたい。 

 

資料の確認（市事務局） 

 

１．パブリックコメントの実施結果について 

（貴島委員長） 

 福祉計画は素案のパブリックコメントが終了し、本日、最終的な計画案を決定する。活動計

画は初めて冊子のかたちで示されたので、本日の会議ではできるだけ時間を割きたいと思う。 

 パブリックコメントの実施結果について、事務局から説明してほしい。 

（市事務局が資料１に基づき説明） 

［補足事項］ 

・福祉計画の素案に対するパブリックコメントは、１人の方から28件のご意見が寄せられた。 

・ご意見への対応は、①ご意見の趣旨をふまえて計画素案を修正、②既に素案に含まれている

旨を説明、③ご意見に対する考え方を説明、の３つの方法で取りまとめた。 

（貴島委員長） 

 ご意見をいただいたのは１人だけだったが、非常に細かく丁寧に見ていただいており感心し

ている。ご意見や対応について質問や意見があれば出してほしい。 

（吉田武委員） 

 ご意見に対して、この対応案で回答したということか。 
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（市事務局） 

 本日ご協議いただいて修正したものを市の内部でも協議し、ホームページで公表する。 

（磐城委員） 

 ご意見をいただいた方は詳しい方だと感心した。No.2 への対応の「取り組んでいよう」は

修正が必要だと思う。 

（市事務局） 

 ご指摘のとおり脱字で、申し訳ない。「取り組んでいけるよう」に修正する。 

（貴島委員長） 

 No.2 に関して、本委員会でも自治会については多様性があることなどを議論し、計画では

地域組織に含めるという流れになっている。 

 ご意見をいただいた方は「地域包括ケア」と「地域包括ケアシステム」という言葉に引っか

かっておられるようである。対応では「地域包括ケアシステム」は介護保険下のもので高齢者

が対象となるが、「地域包括ケア」は地域福祉を推進する基本的な考え方として使い分けてい

ることとしている。そういう認識でよいか。 

（市事務局） 

 No.19 への対応案は、委員長が言われた内容を含めて記載している。 

（安藤委員） 

 地域包括ケアについては実際に連携が取れており、障がい分野の自立支援協議会に地域包括

支援センターも参加していたりする。地域包括支援センターに相談されたケースを障がいの窓

口につないだり、児童虐待があれば子ども家庭支援課につなぐなど行政との連携も行っている

ので、可能であれば、No.27 の対応に「既に連携が取れており、今後も推進していく」という

ことを、少しでもよいので記載してもらえるとよいと思う。 

（貴島委員長） 

 この項の対応は、「地域包括ケアシステム」という言葉は高齢者の福祉・介護分野で使って

いるという文脈で記載しているので、障がいのことを書くとおかしくなってくる。計画の項目

が「あらゆる主体の連携による「地域包括ケアシステム」を連携します」となっているので、

そのなかに含まれるということではないか。 

（安藤委員） 

 そのような文言を入れてもらえると、意見を出された方の理解も深まるのではないかと思う。 

（貴島委員長） 

 実態としては連携がすすんでいるということである。 

（田中委員） 

 一般の人はこんがらがるのではないかと思うので、「地域包括ケア」と「地域包括ケアシス

テム」の違いをどこかに書いて、「そこに記載している」という対応の方がよいのではないか。 

（貴島委員長） 

 「地域包括ケアシステム」については p.6 や p.8 に記載しており、計画の後半では全体で

「地域包括ケア」をすすめていくという使い分けをしている。 

（安藤委員） 

 福祉計画と活動計画をリンクして策定しているが、活動計画では地域包括ケアでひきこもり

の人や生活困窮者などに幅広く対応すると書かれているので、そうしたことも含めて取り組ん

でいるということを記載すれば、よりわかりやすいのではないかと思った。 

（貴島委員長） 

 今の意見をふまえると、「これらを地域福祉活動計画にも反映できるようにしたいと考えま

す。」という程度のことを追記してもよいと感じる。 

（市事務局） 

 No.27 の対応に補記するかたちで検討させていただきたい。 
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（貴島委員長） 

 他に気づいた点はないか。対応案は妥当だと感じるので、意見がなければ、指摘された点の

修正を含めて了承する。 

 資料１でアミ掛けがされた部分はどうするのか。 

（市事務局） 

 事前送付資料からの修正点を示したもので、公表時には削除する。 

 

２．第２期地域福祉計画案について 

（貴島委員長） 

 パブリックコメントのご意見に基づく計画案について、事務局から説明してほしい。 

（市事務局が資料２に基づき説明） 

［補足事項］ 

・パブリックコメントのご意見に基づく修正を反映したものであり、修正箇所は下線とアミ掛

けで表示している。なお、市議会全員協議会での計画素案についてのご議論をふまえて、以

下の２点をあわせて修正した。 

①p.2 の計画の位置づけの図について、各計画の関連度合がわかるように示せないかという

ご意見をいただいたが、度合を視覚的に表現することは難しく、別の図を追加しても混乱

を招きかねないため、各計画の性格を書き加えて関連性を表現した。 

②並行して策定されている次期総合計画に記載されている「生活支援コーディネーター」と

本計画に記載している「コミュニティソーシャルワーカー」の関連性について質問された

ことをふまえ、p.37 のコミュニティソーシャルワーカーの説明に生活支援コーディネー

ターとの関連性を加筆した。 

・あわせて、p.32 の３行目に脱字があったため、「スーパービジョン」に修正した。 

（貴島委員長） 

 説明を受けて気づいた点などはないか。 

（亀田委員） 

 p.51 の体系図で、「先導的に取り組む事項」の（３）の語尾の「り」が抜けている。 

 p.2 の計画の位置づけの図の「（※）」の部分に「など」と書かれているが、他に計画がある

のか。私は自立支援協議会に参加しているが、どの枠に入るのか。 

（市事務局） 

 p.51 は修正する。p.2 の「など」は、今後、この計画の期間中に国の施策が変わり、新た

な計画を策定する可能性もあるため、そのような表記にしている。自立支援協議会は「すずか

ハートフルプラン」のなかで、障がい者福祉に取り組むひとつの主体として謳われている。 

（貴島委員長） 

 パブリックコメントでも、他の計画との関連についてご意見があったのではないか。 

（市事務局） 

 この図についてではないが、資料１の No.9 で他の計画との関連に関するご意見があった。 

（貴島委員長） 

 あまり良いことではないかもしれないが、ご意見に書かれた計画も含めて他の計画との関連

を考える必要が生じた場合の逃げ道ということで、大きな影響があることではない。また、自

立支援協議会は「すずかハートフルプラン」の「障害福祉計画」に謳われている。 

（吉田武委員） 

 p.12 の「（※）」で「ＮＰＯ」が「Nonprofit Organization」と書かれているが、「P」は間

を空けて大文字にすべきだと思う。 

（貴島委員長） 

 ご指摘のとおりなので、修正する。 
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（白岡委員） 

 p.51 の体系図はカラーにするのか。基本目標１→２への矢印と、基本目標３→２への矢印

は濃さが違い、「多様な主体の役割分担と協働」や「各エリアでの取組と連携」からの矢印も

あるが、どこが強調されているのか。また、《取組の柱》の各項目の番号には根拠があるのか。 

（市事務局） 

 冊子にする際には装飾をするよう考えている。 

（委託機関） 

 図は感覚的になってしまうので、ご意見をいただければと思う。基本目標は小さな一人ひと

りの「人」から「みんな」でやっていくという流れとなっていることふまえて、矢印の大きさ

も変えており、色だけで強弱を示しているわけではないが、誤解されるようであれば揃えた方

がよいかもしれない。なお、図のなかの番号は、計画の各項目の番号に対応している。 

（白岡委員） 

 色によって見たときの視線が変わるので、それによって強調されていると感じる見方もある。 

（貴島委員長） 

 矢印で示すのは簡単なように感じるが、つくる側の意図を矢印だけで受け手に伝えるのは、

なかなか難しい。 

（田中委員） 

 p.22 の《市民・団体・事業者等の取組の例》に、【教育機関】が「福祉の専門職を養成しま

す」と書かれているが、具体的にはどこなのか。また、福祉専門職には介護福祉士なども含ま

れているのか。 

（貴島委員長） 

 鈴鹿医療科学大学で取り組んでいくということで回答し記載されたもので、もちろん介護福

祉士も含んでいる、ヘルパーなども専門職のなかに入ってくるので、養成機関で実施する場合

もあり、そうしたことも含めて考えていけばよい。市外には介護福祉士を養成する高校もある。 

（田中委員） 

 記載された表現だけではわかりにくいが、幅広く取り組まれるものと理解する。 

（貴島委員長） 

 ずいぶん時間をかけ、回数も重ねて福祉計画について議論してきた。本委員会だけでなく、

庁内の会議や市議会でもチェックしていただいた。パブリックコメントも行い、実際にどれだ

けの人が見られたかはわからないが、非常に細かな指摘をいただき、本日はそれらをふまえて

検討した。まだ表紙やあいさつ文はなく、資料もこれから付けられると思うが、計画の中身に

ついては承認していただけるか。異議がないので、承認していただいたことにする。 

 

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） 

 地域福祉活動計画について、事務局から説明してほしい。 

（社協事務局が資料３に基づき説明） 

［補足事項］ 

・福祉計画と一体的に策定するよう、基本理念は同じで、基本目標も共有している。また、計

画期間は４年とし、福祉計画の４年目の見直しと連携して次期計画を検討していく。 

・新たな取り組みとして、以下の事業を掲げている。 

子どもたちの認知症サポーター養成講座の開催（１－１－②） 

鈴鹿ふくし大学(仮称)の開講（１－２－③） 

何をするかを明確にしたボランティアスクールの開講（１－４） 

コミュニティソーシャルワーカー、生活支援コーディネーターの配置（１－７） 

市民後見人の養成（１－７） 
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心のバリアフリー交流授業の実施（２－１） 

地域力を高めるあいさつ運動の実施（２－２） 

外国人が情報を取得しやすくするネットワークづくりとキーパーソンの育成（２－３） 

ひきこもり相談窓口の設置（２－５） 

子ども救済ネットワークの構築（２－７） 

見守り支援ネットワークの構築（３－１） 

くらしサポートかりん(仮称)の実施（３－２） 

地域におけるふれあい拠点づくり（３－３） 

かりんちゃん党(仮称)の結成（４－３） 

地元大好きかりんちゃん(仮称)の推進（４－４） 

いつでもどこでもかりんちゃん(仮称)の実施  （４－６） 

・最終の会議が終わっていない専門部会もあり、さらに変更や整理を行っていく。 

（貴島委員長） 

 すでに開始から１時間半以上が経過しているが、このまま続けてよいか。 

 活動計画は、冊子としては初めて出されたが、お気づきの点やご意見があれば出してほしい。 

（亀田委員） 

 ２－１の「心のバリアフリー交流授業」について、これまでは身体障がいに関する車いすや

アイマスクの体験が行われていたが、発達障がいの理解について具体的にどのようなことをす

るのか。私たちの団体では疑似体験を行っており、１月にも小学校に行く予定だが、そのよう

なことをしていくのか。 

 かりんちゃんの活用についていろいろな工夫をされていて、すごいと思う。募金活動につい

て、どこかの自治体で「ガチャガチャ」を活用していると聞いたが、カプセルのなかにかりん

ちゃんのピンバッジと活動の説明を入れるなどの方法もあると思う。 

（社協事務局） 

 「心のバリアフリー交流授業」は、亀田委員が実際にされている活動をふまえたもので、可

能であれば、講師をお願いするなど連携していただければと考えている。 

 募金について、専門部会には学生や青年会議所、商工会議所などの産業に関わる委員もたく

さん入っていただいており、ガチャガチャの活用についても意見が出ているが、そうしたこと

まで記載すると細かい計画になってしまうので、話しあいながら取り組んでいきたい。 

（白岡委員） 

 この計画は、第２次活動計画のダイジェスト版のようなかたちにするのか。ダイジェスト版

は新規で取り組む項目が示されているのでわかりやすいが、それらがどのようになったのかを

示すものがあるのか。また、第３次計画でも、鈴鹿初のものがたくさん出るのか。 

（貴島委員長） 

 第２次計画と第３次計画のつながり方についてのご質問だが、どのようになっているか。 

（社協事務局） 

 今回お示ししたのは冊子版で、福祉関係者などに見ていただくよう考えているが、市民の方

にはダイジェスト版のようなかたちで、わかりやすい言葉を使って周知したいと思っている。

第２次計画との関係は、継続するものと新たに取り組むものが明確にわかるように考えたい。 

（白岡委員） 

 鈴鹿初のものが非常に多く、すばらしい活動だと思う。協働連携機関は相当多いが、漏れの

ないように、「等」とするのではなく具体的に示してもらえるとよいという気がする。 

（貴島委員長） 

 この点は私も気になっている。第３次計画で新しいネーミングがされている事業もあるが、

第２期計画との関連性が示されないと分断されている感じを受けるので、つながりが見えるよ

うな書き方をすればよいと思う。 



－6－

 私からも少しお願いしたい。「計画策定の目的」にいろいろな問題が書かれているなかで、

「子育て家庭の問題」だけ抽象的で、違和感がある。また、「自助」「互助」「共助」「公助」の

説明について、「自助」は括弧を取っても文章が流れるが他は流れないので、統一した方が読

みやすい。社会福祉法が抜粋されているが、ここに掲載されている意味あいがあまり伝わって

こないので、説明がほしいという気がする。 

 「計画の策定方法」で、策定委員会は委員について説明があるが、専門部会の部会員につい

ても、どういう人なのかの説明があった方がよいと思う。 

 「計画の推進方法」で、「地域福祉活動計画推進会議」は文章では仮称と書かれているが、図

には書かれていないので、統一した方がよい。４年間の計画期間にずっと「仮称」と載るのは

どうかと思う。 

 「鈴鹿市の地域福祉をすすめるうえでの課題」は部会の意見がそのまま出されているので、

理解が難しい部分がある。例えば「現役世代」は幅が広い言葉だし、「リーダー養成以前の問

題」として民生委員・児童委員のことが書かれているため、リーダーの前提が民生委員・児童

委員だという文章になっている。 

 「学校教育の中で障がいに関する学習を通じて、子どもたちの理解が深まることが望まれて

います」という文章は、目的語を入れた方がわかりやすい。 

 「様々な国の人たちとの共生活動を通しての地域づくり」の２つめの項目には「異なる」が

２回出てくるが、同じことの繰り返しになっているのではないか。 

 「地域における若者支援」では、ひきこもりの人と若者がイコールになっているが、それ以

外の若者や、若者以外のひきこもりの人はいないのか。ネットで調べるとひきこもりの人の平

均年齢は36歳ということなので、この表現はどうかと感じた。 

 「基本計画の内容」の１－４は、事業名は「ちょこっとみまもりたい」で事業内容には「地

域みまもり隊」と書かれているが、これらは同じものなのか。 

 １－７のコミュニティソーシャルワーカーと地域生活支援コーディネーターは、役割の違い

を書かないとわかりにくい。また、「専門ボランティアの検討」は、事業内容は市民後見人の

養成のことで、事業名とあっているか。また、事業内容は「検討する」ということだが、それ

だけでよいか。さらに、検討するのに１年の準備が必要なのか。 

 １－８の「地域協議体」や「地域ケア会議」は、市民のレベルでは一般的な名称になってい

ないのであれば、説明が必要だと思う。また、この事業の準備に２年もかけてよいのか。部会

によって「準備」と「実施」の捉え方が違うので、統一した方がよい。例えば、２－６は事業

名が「創設」だが、28年度から実施となっており、調整が必要だと思う。また、この項目につ

いては、現在行われているサロン活動と違いについても説明がほしいと思う。 

 ２－１の方向性の「障がい」の使い方について、「障がい者を理解し」、「障がいを抱える方

々」にした方がよいのではないか。 

 ２－５の「ひきこもり総合相談窓口の設置」について、現在このような活動をしている団体

などがあれば、協働連携機関に入れないといけないと思う。 

 ２－７の方向性の「虐待」は子どもの虐待を指しているように読めるが、事務局の説明では

高齢者も含めるということだった。この点はどのように考えているのか。また、「子ども救済

ネットワーク」の協働連携機関について、学校関係は福祉協力校だけでよいか。 

 ３－１の「見守り支援ネットワークの構築」は、現在あるシステムと今後の取り組みの違い

を明確に示した方がよい。 

 かりんちゃんを使ったアイディアがいろいろ出されており、現時点では事業内容は詳しく書

けないかと思うが、財源を必要とするものもあるので、そのことも書いた方がよいのではない

か。３－２の「くらしサポートかりん」も、バウチャー方式でするのか、時間積み立て型なの

かなど、どのように捉えればよいか。 

 基本目標４の方向性に「鈴鹿独自の」と書かれているが、「鈴鹿市」なのか「鈴鹿市社協」
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なのか「鈴鹿という地域」なのかがあいまいなので、こうした表現にも気をつけてほしい。 

 ４－１の「ハッピーサポーターズ」は会費を取るのか。こうしたことも大事なポイントだと

思う。この事業や４－４の「かりんちゃんポイント」は創設になるが、28年度から実施となっ

ている。準備が短期間でできるのか。 

（社協事務局） 

 ご意見を取り入れてきちんとした計画にしたいと思っており、専門部会に持ち帰るとともに、

事務局で精査し、次回にお示ししたいと思う。 

（白岡委員） 

 ９月５日号の広報すずかで「コミュニティスクール」の特集が組まれている。これは非常に

幅が広い団体だが、連動があるのか。 

（社協事務局） 

 勉強不足で十分承知していないが、学校と関わりが大きな事業も多いので精査したい。 

（田中委員） 

 １－７に書かれている市民後見人は、「専門ボランティアの検討」という事業名では軽いの

ではないか。後見人の活動は財産や相続の問題などに関わることがあるので、法曹関係者との

協議をなるべく早く行い、いろいろな問題を認知して、どうするかを考えないといけない。市

民が後見人になるのは非常に難しいのではないかと、心配である。 

 ２－５のひきこもりについて、仕事で50歳ぐらいの人に出会ったことがある。また、２－７

の虐待は子どもだけでなく成人や高齢者でもあるので、もう少し幅を広げて、いろいろな場合

に対応できるとよいと思う。 

（磐城委員） 

 協働連携機関の記述について、スペースの問題もあると思うが「鈴鹿市社会福祉協議会」と

した方がよいのではないかと感じたので、検討してほしい。 

（貴島委員長） 

 本日は、これまで各専門部会で話しあいがなされたものを合同専門部会で協議し、似たよう

なものを４つの柱に沿うように調整して、事業を落とし込んだ段階の案が示されているが、言

葉の調整などまでする時間がなかったということだと思う。 

（橋爪委員） 

 ３－２の「有償」の枠組みは、どのように考えているのか。 

（社協事務局） 

 鈴鹿市社協では、平成28年２月から認知症の人を対象とした住民参加型サービスを始めるの

で、そこでつくった枠組みを参考にして、地域に広げていければよいと思っている。なお、認

知症の人を対象にしたサービスは、１時間600円で検討している最中である。 

（橋爪委員） 

 これから考えていかなければならない事業であることはよくわかる。サービス型のサロンを

考えているが、有償にすべきかどうかを迷っている人がおられる。 

（社協事務局） 

 ３－２に記載しているのは、認知症のご本人や家族の方のちょっとした困りごとを支援する

よう、例えば、外出や通院の付き添い、傾聴などの活動を、１時間600円でボランティアの人

にしていただくしくみづくりである。 

（吉田武委員） 

 今の説明では、なぜ、認知症の人に対する活動だけ有償なのかということがわからない。単

発的なボランティア活動は無償でやっているが、定期的にお願いしないといけない活動はタダ

では頼みにくい、ということからスタートしたということである。 

（橋爪委員） 

 ３－３は「だれでも集まれるところをつくる取り組み」ということなので、有償の活動とし
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て考えているのかと思った。 

（貴島委員長） 

 地域福祉計画のなかで明確に触れられているが、活動計画にも「自助」「互助」「共助」「公

助」と書かれているように、「互助」の部分のサービスを増やしていきたいということである。

そのなかには無償のものもあるし、有償の場合もあるということで、ボランティアも重層化、

多様化していくということだと思うが、短い文章で出すといろいろな捉え方ができ、誤解を与

える危険性があるので、すでに検討しているものがあれば具体的な名称を出して、それを参考

にするといった説明を加えないと、書かれたものだけが一人歩きしてしまうという気がする。 

 私も含めて多くの意見が出たので、検討して専門部会と調整するとともに、福祉計画との連

携も確認しながら、社会福祉協議会として、より活動しやすい計画になっていけばよいと思う。 

 

４．次回委員会 

（市事務局） 

 次回は最後の策定委員会になると思う。日程は調整せずに決めさせていただいたが、平成28

年２月29日（月）の午後１時30分からお願いしたい。会場は1201会議室である。 

 福祉計画については、パブリックコメントのご意見への対応も含めて、本日いただいたご意

見をふまえて修正するが、委員長と事務局で調整し、修正後の内容を各委員に送付させていた

だくことでご了承いただきたい。 

 長時間にわたり活発なご意見をいただき感謝する。活動計画に対するご意見への対応は、次

回の委員会でしていただけるものと思うが、福祉計画は今回で案をまとめさせていただき、今

後、市の内部で取りまとめて、来年１月30日には貴島委員長に「福祉計画、活動計画をみなさ

んと一緒にすすめていきたい」という内容の講演をしていただく予定にしている。 

 ２年間にわたって計画をつくる機会はなかなかないが、回を重ねてしっかり議論し、案をま

とめていただいたことに感謝する。今後、装飾を施して資料編も加えた計画書冊子の印刷製本

に向けた作業に入らせていただく。少し時間がかかると思うが、完成すれば配付させていただ

きたい。次回の策定委員会は活動計画の協議が主になるが、市としても、あらためて委員のみ

なさまにお礼を述べる機会にもさせていただきたいと思っているので、ご出席いただくよう、

お願いする。 

 


