
様式第3号(第9条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 令和２年度第１回みよし市地域福祉計画審議会 

開 催 日 時 
令和２年９月７日（月） 

午後２時から午後３時４５分まで 

開 催 場 所 みよし市役所６階 ６０１・６０２会議室 

出 席 者 

（会長） 

浅野 俊夫（市長が必要と認める者） 

（委員） 

久野 文仁（民生児童委員の代表）、翠 健一郎（医療関係者）、

制野 司（福祉団体の推薦する者）、松平 幸彦（福祉団体の

推薦する者）、加納 幸治（福祉団体の推薦する者）、前澤 晏

（福祉団体の推薦する者）、木戸 雅俊（福祉団体の推薦する

者）、佐久間 章貴（教育関係者）、畑中 丈彦（教育関係者）、

渡邊 祥子（教育関係者）、猪島 智美（市民）、柴田 直之（関

係行政機関の職員）、木戸 美代子（関係行政機関の職員） 

 

欠席／熊谷 かの子（福祉団体の推薦する者）、鈴木 隆（福

祉団体の推薦する者） 

次 回 開 催 予 定 日 令和２年１１月 

問 合 せ 先 

福祉部 福祉課 

担当者 清水 慎太郎 

電 話 ０５６１－３２－８０１０（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０５６１－３４－３３８８ 

e-mail fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp 
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令和２年度第１回みよし市地域福祉計画審議会 会議録 

 

日 時 令和２年９月７日（月）        

午後２時から午後３時４５分まで    

場 所 みよし市役所６階 601・602会議室   

１ あいさつ 

２ 諮問 

事務局 本日は大変お忙しいところご出席いただきまして誠にありがとうご

ざいます。定刻となりましたので、ただいまより令和２年度第１回みよ

し市地域福祉計画審議会を開催いたします。 

開会にあたり礼の交換をしたいと存じます。恐れ入りますがご起立を

お願いします。一同、礼。ご着席ください。 

本日の会議は、みよし市附属機関の設置及び運営に関する要綱第６条

の規定により、公開されておりますので、ご了承いただきますようお願

いいたします。 

なお、みよし市地域福祉計画策定業務委託の受注者であるアシスト株

式会社の担当者が同席しておりますので、ご承知ください。 

初めに、今年度、公職等の異動により６人の委員が交替されておりま

す。交替された委員は、配布資料の委員名簿のうち、みよし市身体障が

い者福祉協議会の前澤晏様、いきいきクラブみよし連合会の鈴木隆様、

ボランティア連絡協議会木戸雅俊様、小中学校長代表の佐久間章貴様、

愛知県立三好特別支援学校の畑中丈彦様、豊田加茂福祉相談センターの

柴田直之様です。よろしくお願いいたします。 

なお、委嘱状につきましては、机上交付とさせていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

ここで、みよし市長の小野田よりごあいさつを申し上げます。 

市長 改めて、こんにちは。みよし市長の小野田賢治です。委員の皆さまに

は、御多忙の中、御出席を賜りありがとうございます。また、日頃は、

本市の福祉行政推進に対し、格別な御理解と御協力を賜り、重ねてお礼

申し上げます。 

本審議会は、「みよし市地域福祉計画」の策定及び推進について調査、

審議をいただくものでございます。 

平成２８年３月に策定しました「第３期みよし市地域福祉計画 あっ

たかプランみよし」は、令和２年度が５年間の計画期間の最終年度とな

るため、本年度は、第４期みよし市地域福祉計画の策定にむけて３回の

会議を予定していると聞いています。 

令和元年度は、その第４期計画策定の基礎資料となる、市民アンケー

ト調査を実施しました。このアンケート結果も参考に、次期計画を策定

していただくこととなります。 

本審議会の委員の皆さま方におかれましては、計画の策定に加え、本

市における地域共生社会の実現に向け、お力添えをいただきたいと存じ

ますので、今後とも格段の御理解・御協力をお願い申し上げ、ごあいさ

つといたします。 

事務局 続きまして、審議会の浅野会長からご挨拶をいただきたいと存じま

す。会長、よろしくお願いします。 



浅野会長 愛知大学の浅野でございます。この地域福祉計画に対してはずいぶん

長い間関わってまいりましたが、特に今年はコロナで、しかも今日は台

風で大変な中集まっていただいています。市長からお話もあったよう

に、今年は新しい計画の策定年度であり、我々がこの１年間で新しい計

画を作り上げていくことになります。世の中はどんどんリモート会議と

いうことで、ネットワークを使って会議をやります。８月末に３日間、

我々が関与している全国学会もリモートで学会をやり通すということ

が出来ました。やってみると、コロナが収まっても同時にこういった

サービスをやった方がいいのではないかという声があり、いつも集まっ

てやる会議では出来ないことがいろいろ出来る良さがあるということ

で、ネットワークをうまく活用するということが大事になってきたと思

います。 

今年度、計画策定にあたっても、コロナがいつ収まるか分からない状

態で、企業等は今年度末までは海外出張はダメだというところもあるよ

うですし、なかなか終わりが見えない。だけど、ネットワークはどんど

ん進んでいますから、リモート会議をもっと開ける体制をみよし市、中

でも、特に市役所で意見聴取などをやる時に、メールよりは顔を見なが

らやると非常に違います。しかも気楽に話せるということもあって、資

料も同時に提供出来ます。PowerPoint をやりながら話すこともできま

すので、なかなか便利です。市役所もリモート会議を推進するというこ

とが大事だろうと思いますので、ぜひその方向で支援していただきたい

と思います。 

皆さんも今日はよろしくお願いします。 

事務局 ありがとうございました。 

では次に、みよし市地域福祉計画の策定に関して、市長から審議会へ諮

問をいたします。 

市長、会長お願いいたします。 

【諮問、会長】 

ありがとうございました。 

なお、市長におかれましては、他に公務がありますので、ここで退席

させていただきます。 

それでは、議事に移らせていただきます。 

みよし市地域福祉計画審議会要綱第５条第１項により、会長が議長をつ

とめることになっておりますので、会議の取り回しについて、浅野会長に

お願いしたいと思います。浅野会長よろしくお願いします。 

 

３ 議題 

（１）地域福祉計画の概要について 

浅野会長 それでは、議題に入ります前に、会議の成立の報告をします。 

本日の出席委員は１４人で、審議会定数の２分の１以上の出席ですの

で、要綱第５条第２項の規定により、本会議は成立しますので報告しま

す。 

それでは、議題（１）地域福祉計画の概要について、事務局から説明

をお願いします。 

事務局 まず、配布資料の確認をさせていただきます。 



事前に送付させていただきました資料は、次第、資料ナンバー１「地

域福祉計画の概要について」、資料ナンバー２「令和元年度進捗状況 第

３期みよし市地域福祉計画」、資料ナンバー３の「今後のスケジュール

（案）について」、参考資料としてみよし市地域福祉計画審議会要綱に

なります。送付させていただきました配布物は以上となります。ご確認

ください。 

また、以前、配布した「第３期みよし市地域福祉計画【冊子】」をお

持ちいただくようお願いしておりますが、お忘れの方があれば、予備冊

子をお貸ししますので申し付けください。よろしいでしょうか？ 

それでは、資料No．１ 地域福祉計画の概要について、をご覧くださ

い。まず、「地域福祉計画」の根幹でもあります「地域福祉」について

説明させていただきます。文章にありますとおり、「地域福祉」とは、

誰もが暮らしやすい地域であるために、地域が困っていることや必要な

ことを市民や地域、行政などが協働して取り組み、解決する仕組みをつ

くることです。地域にある課題について、市民（自助）、地域（共助）、

行政（公助）が、それぞれの役割を理解し、地域社会の一員として、「誰

もが暮らしやすい地域」にするための仕組みをつくっていくこととなり

ます。市民、地域、行政のそれぞれが単独で行うこともありますが、そ

れよりも２行目にあります「協働して」がとても大切で、それぞれが、

それぞれの役割を理解し、共に協力して地域課題を解決する仕組みつく

りがされていくことを目標として、この計画は作成されています。 

続いて、７行目以降は計画策定の背景及び趣旨について記載していま

す。みよし市では、第１期から第３期計画において、地域福祉施策の推

進に取り組んできましたが、地域福祉を取り巻く状況は、刻々と変化し

てきています。少子化のいっそうの進展、単身世帯の増加など暮らしや

社会構造の変化を踏まえ、人々が課題を抱えながらも、住み慣れた地域

で自分らしく暮らしていけるよう、住民相互が「支え合い」、地域を共

に作っていく「地域共生社会」の実現に向けた体制整備が求められてい

ます。これを受けて、本市では、「地域共生社会」の実現を目指し、市

民が地域の課題を我が事としてとらえ、市民の参画と協働のもとに地域

福祉の総合的な推進を図ることができるよう努めるため、それらの基本

方針や具体的な目標、施策展開の方向性を示した第４期地域福祉計画を

策定することとします。全国の地域福祉計画の策定状況を厚生労働省の

ホームページで調べてまいりましたが、平成３１年４月１日時点で、全

国１７４１市町村の中で、７８．３％の１，３６４市町村が策定済みで、

未策定の市町村が３７７市町村あります。みよし市では、当時は三好町

でしたが、平成１７年度に第１期計画を策定しており、比較的早い段階

で地域福祉計画策定の取り組みを始めました。 

次のページに進みますと、計画の位置づけが記載されています。前回

の策定から大きく変わった点として、地域共生社会の実現に向けた改革

の一環により、平成３０年４月１日から改正社会福祉法が施行されまし

た。この改正社会福祉法におけるポイントは資料にあるとおりです。 

次のページには、地域福祉計画の法的根拠が記載されています。社会福

祉法第４条には、地域住民等は、相互に協力して、地域福祉の推進に努

めなければならない、と規定されており、本市では、地域福祉を推進す

るため、市民、関係団体、福祉サービス事業所などに計画の策定段階か



ら協力していただくこととします。 

次のページには、地域福祉計画に盛り込む内容と、分野別計画・関連

計画との関係が書かれています。みよし市地域福祉計画は、みよし市総

合計画の部門計画として、また「（資料を読み上げる）」など個別計画の

上位計画として位置付けられており、各個別計画だけでは解決できな

い、それぞれの計画の隙間を補っていく計画としての機能を果たしま

す。 

また、次のページに移り、市民、ボランティア、NPO法人等の民間団

体が自発的に取り組む指標として、みよし市社会福祉協議会が策定する

「みよし市地域福祉活動計画」とも相互に連携を図ります。この両計画

は、ともに地域福祉の推進という目標を掲げる中、それぞれの立場にお

いて、それぞれの役割を担い、相互に連携し、保険、補強し合う関係に

あります。 

計画期間として、第４期計画は、令和３年度から令和７年度までの５

年間の計画とします。なお、国の福祉制度などの変更や、市民のニーズ、

社会情勢の変化などに対応するため、必要に応じて計画の見直しを検討

します。 

以上により、みよし市地域福祉計画の概要についての説明を終わりま

す。 

浅野会長 ただ今の説明の件につきまして、何かご意見等ございましたら、挙手

のうえ発言をお願いします。ご意見等はございませんか。 

加納委員 社会福祉協議会の加納と申します。よろしくお願いいたします。 

ただいまの説明の中で、地域福祉活動計画は、最後のページの地域福

祉活動計画と連携をしていくということになっております。今、みよし

市では第３期の地域福祉計画と、それから社会福祉協議会が作っており

ますみよし市の第３期地域福祉活動計画が別々に存在しているわけで

ございます。たまたま今年、社会福祉協議会も新たな地域福祉活動計画

を策定するという時期に来ております。そうした中で、周りの市を見て

みますと、西三河の９市では地域福祉計画と地域福祉活動計画を一体で

作っております。みよし市の周りの東郷、日進、豊明等も一緒に作って

いる状況です。東郷さんについては昨年度、新たに作られたという状況

でございまして、内容的には地域福祉計画の理念をベースに活動計画を

作っていくというものでありますので、出来ましたら同じような形でみ

よし市だけ別々ということではなく、他と同じような形で作っていけれ

ば、より実践的で有効な計画が出来るのではないかと考えております。

その辺りを今からでも検討出来るようであれば、検討していただきたい

と思いました。どうでしょうか。 

浅野会長 活動計画というのは社会福祉協議会が作られるのですか。 

加納委員 はい。もともと社会福祉協議会として地域活動計画というものを作っ

ておりまして、もう３期作っております。 

浅野会長 みよし市全体の計画の中で、社会福祉協議会が行政の下請けのような

社会福祉協議会の評価指標というのは難しいものがありますが、これは

全国的な問題です。戦前からいろいろなものを引き継いでおりますし、

地域行政というものの中では社会福祉協議会が非常に貢献している部

分もあります。それを他の法人や組織と融合して、どうしても総合とい

う名前の計画になってしまうのだと思いますが、みよし市の場合は社会



福祉協議会の民間色が強い形になっているのだと思います。弱いと結

局、行政と一体化していくというところもあって、これは各地域によっ

て違ってきます。みよし市は社会福祉協議会が強いと言いますか、財政

もしっかりしておりますし、事務局で練っていただかないといけない

と。ただ、この地域福祉計画に関しましては次の議題で、現行の計画に

関してのチェックをやることになっております。第３期のみよし市の地

域計画の進捗状況を見ると非常に広範囲に渡っていて、先ほど事務局か

らの説明もありましたが、地域福祉計画、社会福祉計画、国がここ20

年ぐらいの間にいろいろ変えてきています。高齢化、少子化、潜在的な

障がい者たちがどんどん声を挙げてきたので、障がい者の範囲も大きく

なってきました。問題が起きるたびに色々な施策を国が町に押し付け

て、町に押し付けてくるとそれを福祉課に押し付けてくるということ

で、福祉課関係の施策がいろいろと手直しされてきました。事務局から

説明がありましたように、任意であったものが義務になってきて力の入

れる方向が変わってくる。その度に法律も変わり、地方自治体も国を忖

度していろいろと動きます。後で福祉計画の進捗状況について考えると

思いますが、私自身もこの計画を何期にも渡ってお手伝いしておりまし

て、三好町の頃からやっていました。問題が起きる度にやらなければい

けない事が増えてきています。おそらくこのコロナで地方自治体が何

か、どうして自治体と付いているのかということをみんな認識したと思

います。例えば大阪府が、独自でコロナ対策について動き出す。やはり

自治体というのは、自分達が思う方向で地域の特徴を生かして動いてい

いのだということを認識し出したと思います。みよし市も地方自治体で

す。自治体とは何かと言うと、全員が加入しています。みよし市も福祉

に関して自治体としてどう動かすのか。法律でも地域福祉に関しては市

が責任を果たすという流れがあって、市が責任を果たすにはみよし市の

特徴を生かし、市がやらなければならない事は何かということをもう少

し進めていかなければならないと思います。民間に任せる部分と行政が

やる部分を絞り、少し贅肉をそぎ落とすような事を新しい計画でやらな

ければ、この進捗状況を見ていると広げすぎているように思われます。 

加納委員 よろしいでしょうか。会長からお話がありました今の計画自体でも、

内容を見ていただきますと担当課のところには福祉課なり長寿課なり

がありますし、本来、地域福祉計画は市の計画ですので、市役所の所管

が入ってくるのが当然かと思いますが、そこの中に社会福祉協議会も

入っているわけですよね。そうしますと、今の計画自体が社会福祉協議

会を含めた上での計画になっていると思いますが、その方が実態に合っ

ているだろうと考えられます。市長から会長へ諮問がされましたけれど

も、それは地域福祉計画の策定についての諮問ですので、この会議は地

域福祉計画を作って答申すればいいと思いますし、社会福祉協議会も地

域福祉活動計画を、私共も審議会で作って諮問して通していただくわけ

ですが、同じものを一体で作ったという形で出してくれば、お互いの審

議会がそれぞれ役割を果たせると思います。そういうことで進めていた

だけたらという風に思います。 

浅野会長 社会福祉協議会というのはあくまでも民間団体ですから、全員入るわ

けではありません。市の審議会は市が決めることですので、それは市民

が全員入っています。ですので、そこで決めたのが大筋であって、そこ



で出来る内容を実際に実行していかなければならない。これは社会福祉

協議会だけではなくて行政や子ども会、老人会などの組織があります

し、今回来ていただいている皆さんもいろんな組織を代表して来て下

さっています。市の地域福祉計画を実践するためにどのように法人や市

民団体が関与していくのか、それぞれのところで方針を決めていくこと

になると思います。もちろん、計画を作る段階で特に社会福祉協議会な

どの法人の意見を聞きながら計画を策定していき、この部分は市が決め

ても実際にやり手がいない場合は最初から入れないようにするなど、そ

ういう所を計画の中に盛り込んでいただければ、実際の現場は動きやす

い。そういう形で作っていくということですので、社会福祉協議会も計

画策定の段階で、これから作業が始まりヒアリングがあると思いますか

ら、そこで現場のニーズをどんどん出してもらってはどうかと。市とし

ては、議会を通す形になり、市民に合意をかけることになりますので、

計画そのものに意見を出していただきたいと思います。 

後で、議題（３）に今後の計画というところで、この計画を作ってい

く作業の話があると思いますので、ヒアリングの段階で各団体の方々も

ぜひ意見を出してもらって、計画を練っていきたいと思います。 

社会福祉協議会と市の計画が一体というのは難しいと思います。出し

ているところがあるということですが、それはどういう形で出している

のか知りませんけれども、計画を練る過程の中で意見を出していただき

たいです。事務局、それでよろしいですか。 

事務局 会長がおっしゃられたように、一体的に策定している市町村もあると

いうことですので、そちらの動向も伺いつつ、どのような形が本市に

とって一番実用的なのか、市民の地域福祉の向上に向けて役立てていけ

るのか、再度、社会福祉協議会と調整をしながら進めていきたいと思い

ます。加納委員がおっしゃられたように、この審議会自体は地域福祉計

画の審議会であり、かつそのことの諮問を受けています。事務局と社会

福祉協議会で検討させていただいた結果の報告は、後日させていただき

ます。今日のところはそのような回答でご理解いただければと思いま

す。 

浅野会長 社会福祉協議会だけではなく他の団体もいろいろあると思いますの

で、ぜひ忌憚のない意見を出して次期計画は出来るだけスッキリしたも

のを作っていきたいと思いますので、ご協力お願いします。 

福祉の現場というのは、地域福祉でいうと行政府だと思います。市町

村によっては町内会と言っているところもあり、いろいろと担っている

と思いますが、ヒアリング団体なんかでは意見が入ってくると思います

けれども、地域福祉と言えば当然地域を、全国的に町内会長たちがいる

わけです。私自身も熱田区の町内会長を５年間やりまして、まさに現場

です。特に子ども会、老人会、防災、全部町内会に入ってきます。民生

委員や選挙管理委員もありますし、そういうものがあるはずです。そう

いったことも計画策定の段階で、ヒアリングで出てくるかと思います。

ただあまり意見を聞きすぎると組織が疲弊してきて、肥大化しすぎた感

じはあります。みよしらしいもの、市おこしというのも必要かと思いま

す。みよしは力のある地域もあって特殊ですので、それを生かして。逆

に言うと交通の便が悪いというところもありますが、それをどう克服す

るかというのも、いろいろと他の組織でやっております。資料の４ペー



ジの右端のところ、健康みよしは体育祭などいろいろなイベントをやっ

たり、市民の健康をどのように高めていくのか。地域防災計画は台風の

問題が起こっておりますけれども、地域防災、自主防災会、消防署との

関連、こういったものも全て地域福祉計画に含んできますし、みよしは

防災計画の中で障がい者の避難計画や登録など、そういったことは全国

的にみて進んでいます。そういうことで、ぜひ皆さん身の回りの組織で

意見をどんどん吸い上げ、優先順位をつけて新しい計画に盛り込んでい

ただきたいと思います。消防や民生児童は成り手がなくて困っていると

いう状況が、全国的に起こっています。それについて国は全く指針を出

さず、放っておくとなくなってしまう状況です。その辺りについてみよ

しとしてはどうするのか、国が指針を出さないなら地方自治体で考え

る。優先順位を出して、その中で事務局が練り上げていって欲しいと思

います。 

異議があれば申し出ていただきたいのですが、異議がなければ賛成と

いう方向でやらせていただきたいと思います。 

続きまして、議題（２）第３期みよし市地域福祉計画の進捗状況につ

いて、説明をお願いします。 

 

（２）第３期みよし市地域福祉計画の進捗状況について 

事務局 それでは、第３期みよし市地域福祉計画の進捗状況についてご説明さ

せていただきます。事前に配布させていただいています、資料No．２の

｢令和元年度進捗状況 あったかプランみよし 第３期みよし市地域福

祉計画｣を使用させていただきご説明をさせていただきます。まずは、

表の見方からご説明させていただきます。 

 第３期計画冊子の５３ページ、計画の体系にありますように、本計画

は４つの基本方針からなっており、基本方針１、住民みんなで共に助け

合い、支え合う地域づくりの充実については、地域福祉に対する意識の

醸成始め４つの中項目（施策）、基本方針２、地域で安心して利用でき

る福祉サービスの充実については、ニーズの把握及び情報提供の充実を

はじめ3つの中項目、基本方針３、安全に安心して暮らせる地域づくり

の充実については、健康づくり・生きがい活動の推進を始め６つの中項

目、基本方針4、地域福祉推進に向けた仕組みづくりの充実については、

地域福祉を担う人材の育成を始め5つの中項目があります。中項目の下

には、各項目３つ～８つの具体的な事業が設定されています。 

 １ページをご覧ください。基本方針と施策分野が記載されており、そ

の下の表の一番左のナンバー、（１）から（５）までが、この中項目に

設定された具体的事業になっており、計画の冊子とも一致しています。 

表は左から、中項目内の事業番号、事業名、事業内容、担当課、令和元

年度に行った事業内容、進捗状況となっており、右端は今後の課題が記

載されています。 

評価については、Ａが実施した、Ｂが一部実施した、Ｃが検討したが未

実施、Ｄが検討も実施もしていないで、事業担当課の自己評価となって

います。どの事業も基本的には継続事業となりますので、進捗状況はＢ

以上の評価となっています。Ｃ以下の評価は今回ありませんでした。 

では、進捗状況の説明に移らせていただきます。この資料を見ていた

だいても分かりますとおり、地域福祉計画には、１０６項目の事業があ



ります。全てをご説明することはできませんので、基本方針の中から主

な事業をピックアップして、内容について、ご説明させていただきます。

また、会長の説明にもありましたとおり、新型コロナウイルス感染症予

防の観点から会議時間の短縮を図るため、事務局から一通りご説明させ

ていただき、その後、質疑・応答に移らせていただきます。 

それでは基本方針１の進捗状況の説明に入ります。ご説明させていた

だきます箇所の整理番号を挙げ、ご説明させていただきます。 

まず１ページ（１）番「地域福祉に関する学習機会の提供」について

ですが、福祉課で、「地域福祉」の担い手である民生児童委員の３年に

１回の一斉改選がありました。民生児童委員は高年者、障がい者、児童

の３つの部会があり、各部会ではそれぞれの分野の施設視察を行った

り、担当課職員を講師に招いた研修会を企画したりするなど、福祉課が

事務局となって学習機会を提供し、民生児童委員に参加していただきま

した。 

また、障がい者福祉分野では、市が委託する事業所の相談支援専門員が、

障がい者団体からの依頼に応じて勉強会の講師を務めたり、記載にはあ

りませんが、障がい者自立支援協議会精神保健福祉部会において、精神

障がいのある人のシンポジウムを開催するなど、地域福祉に関する研修

会等を開催し、住民の参加を促しています。今後の課題としては、地域

社会の変化により、相談内容等が多様化しており、学習機会の内容や開

催方法についても、リモートなど検討が必要と言えます。 

次に同ページ（３）番「地域における男女共同参画社会の推進」につ

いて、協働推進課で、「みよし男女共同参画プラン パートナー２０１

９－２０２３」を発行するなどし、男女が対等なパートナーとして互い

にその人権を尊重しつつ、責任を分かち合える男女共同参画社会の一層

の推進を図りました。今回、評価がBとなっているのは、事業自体はコ

ロナウイルス感染症拡大防止の時期を除けば計画通りに実施できたの

ですが、課題に対する取組は未実施であり、今後、検討し実施につなげ

ていきたいという思いから、担当課としてはＢの評価をつけています。 

続いて、同ページ（５）番、「総合福祉フェスタへの参加推進」につ

いて、福祉課が担当課となり、総合福祉フェスタへの市民の参加を促進

し、福祉への理解と周知を図る、とあります。こちらは例年、文化セン

ターサンアートを使用しての開催となっていますが、令和２年度中に改

修工事を予定しており、また、新型コロナウイルス感染症の予防を考慮

して、令和２年度の開催は見合わせることとなりました。来年度以降の

開催については、より福祉への理解や周知につなげられるよう、令和２

年度中に、関係各課による会場や内容等の検討を予定しています。 

次に、２ページの（２）番「学校と地域の連携による体験活動の推進」

について、学校教育課で、近隣の大学（愛知教育大学、東海学園大学）

を訪問し、学校ボランティアの趣旨説明を行い、登録者の拡大を図って

います。ボランティア活動から市内小中学校の教員としての勤務につな

がるなど、市内での雇用にもつながる取組として期待されており、学校

教育課は今後も継続したいと申しています。 

続いて、同ページ（５）番「家庭における福祉教育の推進」について、

子育て支援課で、専門の講師を招き、乳幼児期の子育ての大切さを学ん

だり、体験できる講座、親子で参加できる講座、子育てサークル学習会



などを合わせて６１回開催しています。課題として、こういった場に参

加できる方は良いのですが、閉じこもってなかなか外に出ることのでき

ない親子へのフォローが挙げられています。 

次に、３ページ（２）番「生涯学習活動を通じた仲間づくりの推進」

について、生涯学習推進課で、各種講座を８４９回開催し、合計２３３

４人が受講して、市民の交流を促す場づくりに努めました。今回、評価

がBとなっているのは、年度末に予定していた芸能発表会が新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のために中止となり、計画通りに開催できな

かったためです。 

続いて、同ページ（７）番「既存施設などの活用による交流の場の提

供」について、健康推進課が担当となって開催していた親子交流支援事

業は、平成２９年度に子育て総合支援センターが開所したことに伴い、

子育て支援課が、子育て総合支援センターの交流室の貸し出し事業を始

めたため、実施した事業の内容が置き換わっており、廃止・休止となっ

ています。 

次に４ページ（４）番「ひとり暮らし高齢者などへの声かけ、見守り

活動の促進」及び（５）番「地域で困っている人の情報把握及び地域住

民への周知」について、福祉課で、民生児童委員の活動の一環として、

ひとり暮らし高齢者などへ普段から声かけなどを行っていただき、安否

確認を行っていただいたり、「災害時避難行動要支援者制度」に基づき、

対象者の把握に努め、各行政区にあります「自主防災会」や民生児童委

員をはじめとして、地域社会全体での見守り活動を行っていただいてい

ます。今後の課題としては、被観光同様支援者名簿を活用してより多く

の個別支援計画を作ることで、自主防災会への働きかけに関する検討が

必要です。 

次からは、基本方針２の説明に入ります。 

６ページ、（１）番「福祉に関する相談体制の充実」について、福祉

課で、これまで未設置だった成年後見等に関する相談窓口設置に向け

て、有識者も参加した準備委員会を設置し、会議を４回開催しました。

この結果、令和２年度に成年後見支援センターの設置が決定しました。

事業は、みよし市社会福祉協議会に委託して、令和２年７月１日に相談

受付を開始しています。ただ、このセンターだけですべての相談に対応

できるはずがなく、福祉関係者や司法関係者、地域の方々も含めた成年

後見支援のネットワーク構築が今後の課題となっています。 

次に同ページ（２）番、「子育て相談窓口の充実」と（３）番、女性

の悩み事相談窓口の充実」についてで、（３）の担当課は、協働推進課

の誤りです。申し訳ありません。こちらはそれぞれ児童虐待の防止及び

女性の悩みごと、なかでもDVに関する相談対応を各課で行ってきました

が、双方の問題は関連することが多いため、令和２年度からは相談窓口

を一本化し、市役所２階に家庭児童相談室を設置しました。ただ、相談

件数の増加や体制整備は課題としても挙げられており、今後も適切な対

応が求められます。 

続いて７ページ（３）番、「福祉サービス提供事業所の整備の促進」

について、子育て支援課が３歳未満児の定員の増員、児童クラブの運営

補助等を行いました。３歳未満児の入所希望や児童クラブの入所待機児

は年々増加しており、それらの解消に向けた検討は今後の課題です。 



次からは、基本方針３の説明に入ります。 

資料８ページ（１）番、「高齢者や障がい者への生涯学習活動への支

援」の生涯学習推進課の評価欄と事業の方向性が空欄になっています

が、それぞれB、現状維持となります。また、同ページ（７）番、「各年

代やニーズに応じた生涯学習の内容充実」について、生涯学習推進課で

すが、各種講座等を開催し、多数の参加者もあって、市民のニーズも反

映させた内容の講座を開催できていますが、今回、評価がＢとなってい

るのは、先ほどもお伝えした通り、年度末に予定していた講座等が新型

コロナウイルス感染症拡大防止のために中止となり、計画通りに開催で

きなかったためです。 

次に同ページ（８）番、「みんなで取り組める健康づくりの企画」に

ついて、みよし市社会福祉協議会で、共同募金配分金事業として「地域

介護予防教室」を年７７６回実施しましたが、長寿介護課の生活支援体

制整備事業や地域包括支援センター事業と内容が重複しているため、こ

の内容は廃止・休止し、別事業の意向を検討していくこととなっていま

す。 

続いて資料９ページ（２）番、「地域包括ケアシステムの推進」では、

福祉課及び長寿介護課で、それぞれ地域包括ケアの推進に向けた話し合

いを行っています。地域包括ケアシステムは、一般的には高齢者の分野

にてよく聞かれる言葉ですが、本市においては、高齢者だけでなく、子

どもや子育て家庭、障がい者などを含むすべての市民が安心して生活で

きる「みよし市版地域包括ケアシステム」の実現を目指しています。そ

のために今後は、高齢者と障がい者、子育て分野など異分野との協調が

必要で、定期的な話し合いを持つ等、具体的な進め方に関する検討も必

要となります。 

次に同ページ（５）「障がいに応じた支援サービスの充実」について、

福祉課で、平成２９年度に策定した「第4期みよし市障がい者計画」「第

5期みよし市障がい福祉計画」「第1期みよし市障がい児福祉計画」を基

に、当事者団体や関係者からの意見を聞き、市単独での障がい者グルー

プホーム家賃助成制度の創設や、タクシー料金助成制度の見直しを行い

ました。また、令和２年度からは、障がい者に対するさんさんバス料金

助成も開始し、障がい者手帳所持者は福祉課での申請を経て助成利用券

が交付され、無料でさんさんバスに乗車できることとなりました。これ

は、同ぺージ（４）番、さんさんバス事業の充実にも関連していると言

えます。 

続いて１０ページは、防災・防犯活動の推進となっており、特に近年、

他県ではありますが、災害発生時の被害が拡大しており、今回は評価A

となっている項目に関しても、被害の想定範囲の定期的な見直し等が今

後の課題として挙げられています。 

次に１１ページ、（１）番から（３）番、こちらは基本方針３の（４）

として「生活困窮者への支援」の項目となります。令和元年度の実績と

しては生活困窮者支援調整会議を６回開催、生活困窮者自立支援事業と

して新規相談受付８３件、プラン作成１７件、訪問・同行支援２９８件、

面談３２３件、生活困窮者就労準備支援事業として新規支援３件、継続

支援２件となっています。今回の新型コロナウイルス感染症により、こ

の分野の相談件数は著しく増加しています。このことに伴う支援体制の



整備、充実は今後の課題であり、対応策に関する検討が必要です。 

続いて１２ページは、高齢者や障がい者、子育て家庭の就業関係の整

備となっており、それぞれで就業を促進する取組が挙げられています。

今回は全て評価がAで事業の方向性も現状維持となっていますが、令和

２年度は新型コロナウイルスの影響もあ受けるため、新たな課題とその

対応策の検討が必要になると思われます。 

次に１３ページ（６）番、「地域との連携によるグループホームの設

置」について、福祉課と長寿介護課で、それぞれ障がい者と高齢者のも

のです。これは住み慣れた地域で安心して共同生活を営める事業形態と

なっており、一般的には民間事業者により運営されています。令和元年

度は、それぞれの計画に沿って、福祉課では民間が設置するための補助

への協力、長寿介護課では整備事業所の公募を行い、双方とも令和３年

４月に開所予定で整備を進めています。 

次からは、基本方針４の説明に入ります。 

１４ページ、（７）番「高齢者の生活支援・認知症の人の支援を担う

人材の育成」について、長寿介護課で、住み慣れた地域で生きがいを持っ

て在宅生活を継続していくために、支援ニーズとサービスのコーディ

ネート機能を担う生活支援コーディネーターを配置し、生活支援等サー

ビスの提供主体等が定期的な情報共有や連携強化を推進する場として

協議体会議を開催しました。今回、評価がＢとなっていましたが、担当

に確認したところ、計画通り実施したということでＡに修正をお願いし

ます。 

次に１５ページの一番下、新規事業の「行政とボランティアの連携に

よるネットワークの充実」について、社会福祉協議会で、地域福祉の推

進及び総合相談機能の充実として、コミュニティソーシャルワーカーを

配置した取組が掲げられており、コミュニティソーシャルワーカーの設

置についての検討が今後の課題となっています。今回、策定する第４期

地域福祉計画や社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画において

も、この内容について話し合う必要があります。 

続いて、１６ページは、関係団体との連携の強化となっており、補助

金の交付や各団体の交流や語る場の開催協力等を行っています。 

次に１７ページ（２）番、「ボランティア団体の相互連携及び交流の

場の提供」について、社会福祉協議会で、ボランティア団体のネットワー

クの形成として、ボランティア室の設置、提供のほか、令和２年度から

は部会の設置を準備することとなり、事業の方向性が改善となっていま

す。 

続いて同ページ（４）番、「ボランティア・NPO団体の育成推進」につ

いて、協働推進課でボランティア団体やNPO団体の活動内容の充実に向

けて、相談事業を行うなどの支援を推進しました。 

今回、評価がBとなっているのは、事業自体はコロナウイルス感染症

拡大防止の時期を除けば計画通りに実施できたのですが、課題に対する

取組は未実施であり、今後、検討し実施につなげていきたいという思い

から、担当課としてはＢの評価をつけています。 

最後になります、１８ページ、（２）番、「民間施設の連携による活動

の場の確保」について、福祉課ですが、市内障がい福祉事業所や高齢者

施設では、地域活動の場として市民に開放していただいていますが、民



間施設で連携していることは確認ができておらず、今回は評価をBとさ

せていただきました。ただ、障がい者福祉分野に関してですが、令和元

年度は市内にあります泰山寮にて、障がい者自立支援協議会が企画して

の勉強会を年４回開催しており、この場には障がい者福祉分野だけでな

く、高齢者分野で働く職員や社会福祉協議会職員、司法書士など異なる

業種が参加しており、他職種協働を目指すひとつの機会となっていま

す。今後もこのような機会を継続し、活動の場をより広げられるような

仕組みづくりに向けて検討します。 

 ここまで、第３期みよし市地域福祉計画の進捗状況について説明させ

ていただきましたが、今回、すべての項目に共通して言えるのが、新型

コロナウイルス感染症の影響を受けたといことです。従来の方法では、

事業実施が困難となることもあり、世でいう新しい生活様式も踏まえた

地域福祉の推進の方法を検討する必要性が感じられました。次期計画策

定では、この点に関する御意見も皆様から頂けると幸いです。 

 以上で、議題（２）第３期みよし市地域福祉計画の進捗状況について

の説明を終わります。 

浅野会長 ただ今の説明の件につきまして、何かご意見等ございましたら、挙手

のうえ発言をお願いします。 

渡邊委員 同じ項目が何度も出てきているので、もっとまとめられないでしょう

か。例えば、子育ての地域に未就園児のぴよぴよが３回ぐらい出てきて、

見ていると頭が混乱してしまいます。もう少し見やすく、項目をもっと

シンプルに出来ないのかなと思います。むしろその中の内容で、子ども

会やジュニアリーダーが少なくなっている。これは時代を考えるとどう

対応していけばいいのか。ジュニアというのは中学、高校生ですよね。

実際に今、何割の方がやっていらっしゃるのか。ただ少なくなっている

のではなく、我々もニーズによって変えていかなければ、ただ典型的に

やっているというのでは。福祉フェスタも最初は活気があったかもしれ

ませんが、どこを残してどこを変えていくのか、時代に合わせてみよし

市ならではのやり方というのが、この中から浮かび上がってきません。

私は子どもに関するところを読ませていただいておりますので、もう少

し整理の仕方、アンケートにしても同じことを繰り返すと何が目的か分

からなくなります。 

それからもう一つお願いがありまして、交通安全は幼稚園も保育園も

協力しています。２ページの（４）に中学生の職場体験など幼稚園も参

加していますが、ここに書いていないのは何か意図があってなのか。今

はみよし市も一体化となって幼稚園も保育園も一緒に参加するという

こともあります。中学生の職場体験というのは非常に大事で、幼稚園も

なるべく受け入れを努力しておりますので、保育園だけではなく書いて

いただきたいと思います。幼稚園は書かないのかと思ったら、交通指導

は書いてあったので統一をしていただきたいと思います。 

事務局 ありがとうございます。冒頭でも会長がおっしゃっていただきましたが、

現計画ではこのような形で非常に多岐に渡る計画として、いろんな課に評

価をしてもらいましたが、皆様からご意見を聴取しづらいと意見を渡邊委

員からいただきました。お伺いした意見は次期計画の策定について反映さ

せていきたいと考えております。と言いますのも、地域福祉計画は各福祉

計画の上位計画であり、各個別の計画では、具体的に事業や取り組み等が

謳われていて、その内容と今回の地域福祉計画が重複する部分もあります。



また、この地域福祉計画の中でも重複している部分というのは見受けられ

ます。会長のお話にもあったように、地域福祉計画では各計画の上位計画

として何を盛り込まなければいけないか、また地域福祉活動計画や他の関

連計画をどう絞っていくかということを事務局の方でも検討させていただ

き、より見やすくそぎ落とした形で、かつ、効果的に実施していけるよう

な計画にしていきたいと考えております。渡邊委員のご意見を、次期計画

の策定に反映させていきたいと考えております。いかがでしょうか。 

渡邊委員 ぜひ、よろしくお願いします。 

浅野会長 今の段階では、各分野の委員が自分の関連するところを見ていくしかな

い状況ですので、計画をそぎ落とすためには、この進捗状況のチェックの

シートも、少々難しい。いろんなところが一つのことを評価するとなると、

どうやって評価するのか難しくなると思います。それをやりやすいような

形を事務局と相談して、どういう形で評価表を作ればいいか、一緒に考え

ていかないと進捗状況のチェックが難しくなってきます。進捗状況の

チェックの仕方も一緒に議論して欲しいと思います。お願いします。 

第３期を作った当時の調査で、民生委員が国の定員に満たないという事

態があって、それがどんどん悪化している。評価表でも民生児童委員が書

いてあるけれど、やはり定員に満たない。その前の計画書で平成２８年の

調査では定員に満たしていないのがずいぶんあって心配していました。 

事務局 今も担い手探しに各行政区は苦労しています。 

浅野会長 どこもそうなのですね。お願いしても皆やらないという事態があって、

その辺りをどうするかが課題です。他に意見はありますか。 

翠委員 １０ページの災害で（３）要支援者のところ。以前、民生委員に来て

いただいて、要支援者をどうやって災害時に支援するのか話し合ったこ

とがありますが、他にもたくさん人工呼吸器とか、そういう人を地域で

安心できるように名簿を作ることは出来ると思いますが、その先のス

テップが何年も進んでいないと思うので、そこを計画として入れてはど

うでしょう。少しでも進めておくことによってノウハウが分かると思い

ますし、そのような人が南海トラフ巨大地震が来た時に、どこへ避難す

るか、どこの病院に行くかあまり分かっていないと思うので、今後はそ

ういうことも含めて記載してはいかがでしょうか。 

避難所を開設するということも計画にあると思いますし、実際に医師

がどこに行くかは分担されていますが、実際に災害が起こった時、状況

によっては何も出来なくなる可能性があるので、そういう避難計画の次

のステップもやらないと、災害が起きた時に、市はどの医師が行ってい

るのかということを実際に計画した方がいいのではないかと思います。 

浅野会長 医療分野からの貴重な意見がありました。名簿に関しても、本当は毎

年見直さなければならないですよね。あと個別に、誰と誰がサポートす

るかというのも計画を作ることになっておりまして、今、その計画は何

パーセントまで出来ているのですか。 

事務局 数値として今ここで申し上げることは出来ませんが、作成の主体が自

主防災会になっておりまして、課題があるということはお伝えさせてい

ただきました。要支援度の高い方の個別の支援については、自主防災会

だけにお任せするのではなくて、本市の障がい者の関係者等も協力しな

がら作成していく必要があるのではないかと考えております。別の分野

からの取り組みとしては、検討も開始しております。 

浅野会長 前に会があったと思いますが、何パーセントかというのが確か出てい



て、１０％もいかなかったのかな。全国的に見ると計画の段階に踏み込

んでいるだけでも進んでいる。名古屋はまだ名簿も出来ていないという

ことで、名簿が出来ているだけでも立派です。計画の何パーセントまで

かあるということは、書式までは出来ている。今ご意見があって、お医

者さんが関心を持っていただいて避難所はどうするのか、福祉避難所の

開設の問題、そういうのも一応議論に上がっている。それを今度は新し

い計画で示すことができるとよい。防災関係と別のことをやっているの

ですか。そこも当然同じ議論をしているはずですよね。 

事務局 地域防災計画があります。 

久野委員 要支援者の名簿作りについては自主防災会さんが主体となっており、

その際、民生委員が必ず同行して面談しながら作っております。自主防

災会は区長が中心で役員がされていると思います。私は新屋に住んでい

ますが、先日、役員と民生委員が全員集まり、これから１０月いっぱい

にかけて全員に訪問して作ろうという話になっております。名簿は半年

に１回ずつ福祉課から更新されたものをいただいて、それぞれの地区で

管理はきちんとしているのではないかなと。ただ、翠委員が言われたよ

うに避難所ではどうするのか、実際に起こった時にはＡさんは誰がどう

して、どこへ連れていくかというところまでははまだ話が決まっていな

いのが現状だと思います。区長は継続される方もおられますが、だいた

いのところが１年で変わられていきますので、その辺りの引継ぎが課題

になるかと思います。 

浅野会長 もう一つ、これは地域防災計画の会議でやるべきことかもしれません

が、地域防災計画というのは避難所に避難することしか考えていなかっ

たのが、コロナの問題が起こってから在宅避難を最優先するという方向

になりました。在宅避難者をどうやって支援するかは県が決めていて、

在宅避難者等支援体制というガイドラインを出しています。九州の地震

などで駐車場に避難するということがありましたので、愛知県は在宅避

難者等という名前で在宅避難者、あるいは駐車場で避難している人達に

どうやって物資を送るのかという計画を作っておかないと、行政府など

にいったん人数を集めてそこから駐車場などに送り込むというのは大

変なことになります。在宅避難者等支援体制というのは非常に大事に

なってきた。そうすると逆に、要支援者が在宅で避難となった場合に、

どうやって医療体制などを確保していくのか、新しい問題が課題となっ

てくると思います。在宅避難が中心になってきて体制の見直しが起こっ

てきてしまうので、防災計画にはその辺も踏まえ、今回は具体的な要支

援者と避難計画がどうなっているのかという意見が出ましたし、新しい

事態に備えて新しい展開をしていこうということを他の部局と話し

合っていただきたいと思います。 

それからもう一つ、この自主防災会というのが問題です。先ほども言

いましたが、自主防災会の役員の成り手がなくなってきているというの

は全国的な問題でして、これについて国は議論しているようです。一番

の問題は全員加入ではないことです。全員加入ではないというのは実組

織ではないと言われています。ですので、国がいくら号令をかけても、

入らないと言われればそれまでです。町内なり地域の市民と同じよう

に、区民としての責任があるのだと、義務を果たさなければならないの

だという意識にはなりません。末端の地域まで全員加入にするよう国が



号令をかけなければ、絶対に動かないと思います。 

実は名古屋市の勉強会では、世界中のそういう支援組織の問題につい

て講演会があったりして、ドイツは進んでいて、今回の医療関係ではド

イツが注目されました。中央の自治組織について出まして、国はいろい

ろ考えて議論を始めているようで、国の委員会の先生が来て話をしてく

れました。今後、国がどういう号令をかけてくるかですけれども。 

今日も話が出ていましたが、コミュニティソーシャルワーカーという

話も出ています。コミュニティソーシャルワーカーの動きというのは、

社会福祉協議会やNPO法人などでそういう専門家を育てていき、自主防

災会や行政府、町内会など、民生委員がやるようなことをやっていくよ

うになるかもしれません。みよし市からもコミュニティソーシャルワー

カー育成の話が出てきていますので、一つの方向だとは思います。 

コミュニティソーシャルワーカーを広げようというのは、今はどうな

のですか。 

事務局 社会福祉協議会と共に検討していきたいと考えています。 

浅野会長 あくまでも法人や組織とか、そういう分野で日頃、専門としてやって

いくというような形にならないと。本来、ソーシャルワーカーというの

は、少なくとも欧米では直接会ってコミュニケーションを取ることで

す。電話とかはダメです。直接会って話をつけるというのが町内会長や

民生委員がやっていることですけれども、そうでないと、その人の周り

の状況が分からないと思います。社会福祉協議会がコミュニティソー

シャルワーカーの育成の業務を提案されているということですが、市と

してはどういう方向で行くのか考えないと。既存の行政区長や民生委員

の体制をどう折り合いをつけていくのか、あるいは、既存の民生委員や

行政区長をコミュニティソーシャルワーカーに認定していく方法もあ

ると思います。ただ問題は、その力が社会福祉協議会として法人だけで

やっているとあくまでも事業としてやっているのか。自治組織について

いうと、全員加入じゃないから力がないです。町内会長に力がないのは

全員加入ではないからです。マンションなどでも全員入ると町内会長は

力があるのですが、名古屋市で一番多いのが３７０世帯、ところが町内

会加入者は１２０世帯、そうなってくると力がありません。 

管理組合は法律で来ることが決まっていますが、自主防災会や町内会

は法律では決まっていない実組織ですので力がない。ところが災害を受

けるのは全員です。自主防災会というのはおかしいと思います。対象と

なるのは全員、しかもその地域以外の人も避難所には来ることになりま

すので、地域として災害をどう全員で受け止めるかを見据えないといけ

ないのに、自主でやっている。国の方も方針を出さないといけないです

し、みよし市としてはどうするのか、国の方針が出ないと決まりません。 

そういう意味ではコミュニティソーシャルワーカーから始めて、世代

の若い人に関心を持ってもらい、支援のプロを育てる。そういう役割の

人を地域として確保していくというのも一つの道かと思います。発案者

の社会福祉協議会とよく話し合ってもらって、意見を出してもらえると

有り難いです。よろしくお願いします。 

佐久間委員 緑ヶ丘小学校の佐久間です。二点ほどお願いします。 

この度コロナ感染拡大の話が出ておりますが、それを受けて来年度以

降も集合型とか対面型の会議の制限が問われてきて、今年度の事業実績



がガタガタになってくることが想像出来るかと思います。相談事業や啓

発事業等も含めて、オンライン型でどれだけこれから事業を転向出来る

のか。特に子どもの福祉相談をしたい場合にも市役所へ出向くというの

はなかなかハードルが高い家庭もありまして、電話だけですと手続きは

やはり窓口になりますので、オンライン上で対面が出来るというシステ

ムが今後必要不可欠になってくるのではないかということが一点です。 

もう一点は、例えば令和元年度の実績のところで１３ページにもあり

ますように、道路河川の自転車通行事故や歩行者安全の自動車のカーブ

ミラーなど、交通安全教室が果たして福祉計画に則ってやっているのか

どうか。これは課が防災安全計画など独自のものに則ってやっている事

業であって、福祉計画にあるのでこれを推進するという意味合いとは、

もしかすると違うような気もします。新たに作る福祉計画からはもう少

し大胆に福祉ということに絞って、関係課でやっているものを全て盛り

込んでくるのではなく、本質的な福祉の意味合いを重視し整理された方

がいいのではないかと思います。以上です。 

浅野会長 ありがとうございました。オンライン化はぜひ。特に相談の場合は一対

一ですし、会議の場合でもスマホでやれば。子ども会などを見ていてもLI

NEで、複数の人が顔を見せながら出来ますので。市はIT関係が入っている

業者がいますよね。そういう市のサーバーなどの面倒を見ている部署があ

ると思うので、そういうところに相談をしていただきたいです。リモート

会議も出来ない状況だと困ります。相談なども簡単にスマホで顔を見なが

ら相談できるように、映像で見ると状況が分かるので、ぜひオンライン相

談なども出来るような体制を考えていただきたいと思います。これは、み

よし市は少し遅れているように思います。名古屋市は町内会で講習会をや

るからと、オンラインでの会議が出来る体制にすると言い出していますの

で、みよし市も少し頑張らないといけないと思います。ぜひよろしくお願

いします。 

他にございませんか。進捗状況についてはいろいろとご意見が出ました

ので、事務局の方でまとめてください。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。今後のスケジュールについ

て、議題（３）お願いします。 

 

（２）第３期みよし市地域福祉計画の進捗状況について 

事務局  資料No．３をご覧ください。今年度は、審議会を３回、開催すること

になっております。１０月中に関係団体ヒアリングと職員ワークショッ

プ、２回目を１１月下旬に予定しており、１２月にパブリックコメント、

２月下旬に３回目の審議会で計画の最終案を確認します。 

現在、事務局では、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から、関

係団体ヒアリングは、書面開催等の方法を検討中です。ワークショップ

等を行うに当たっては、感染予防には万全を期して実施したいと考えて

おり、その方法については決まり次第、会長に御相談させていただきた

いと考えています。以上で説明を終わります。 

会長 １０月のヒアリングや職員ワークショップでは、ぜひ意見を出していた

だきたいと思います。事務局の説明にもあったとおり、新型コロナウイル

ス感染症の予防の観点から、ワークショップ等の開催方法については、内

容がまとまり次第、事務局から会長に相談していただき、決定については

会長に一任していただくということでよろしいでしょうか。（異議なし） 



スケジュールについて何か質問はありますか。長丁場で２月までありま

すが、よろしくお願いします。 

それでは、予定していた議題は全て終わりましたので事務局へお返しし

ます。 

事務局 関係団体ヒアリングにつきましては書面開催とさせていただくというこ

とで、よろしくお願いいたします。 

本日は、貴重なご意見、ありがとうございました。以上で、令和２年度

第１回みよし市地域福祉計画審議会を閉会したいと思います。次回は、１

１月を予定しております。日時が確定し次第、すぐに御案内させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、開会にあたり礼の交換をしたいと存じます。恐れ入りますが

ご起立をお願いします。一同、礼。 

委員の皆様には今後もお世話になりますが、何卒よろしくお願いいたし

ます。本日はありがとうございました。 

－閉会－ 

 


