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会議結果 
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（委員） 
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推薦する者）、熊谷 かの子（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） 

 

欠席／翠 健一郎（医療関係者）、鈴木 隆（福祉団体の推

薦する者）、木戸 美代子（関係行政機関の職員） 

次 回 開 催 予 定 日 令和３年２月 
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令和２年度第２回みよし市地域福祉計画審議会 

日時 令和２年１１月９日（月）    

午後１時３０分         

場所 みよし市役所３階 研修室４・５ 

 

１ あいさつ 

発言者名 発言内容 

事務局 本日は大変お忙しいところ御出席いただき、ありがとうございます。 

定刻になりましたので、ただいまから令和２年度第２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。恐れ入りますが御起立をお

願いします。 

－ 礼 － 

御着席ください。 

本日の会議は一般公開されております。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、御承知ください。 

本日、翠委員、鈴木委員、衣浦東部保健所の木戸委員が御欠席との連絡を

受けておりますので御報告いたします。 

まず初めに、配布させていただきました資料の御確認をお願いいたしま

す。資料は事前に郵送させていただいております、次第、委員名簿、２ 議

題（１）、（２）の資料（１枚）、資料 No.１から４までとなっております。 

ここで会長からのごあいさつをいただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

浅野会長 

 

 コロナがなかなか収まらず、でも世界の様相は少し頭打ちになってきだし

たような状態です。ただ、日本は大変な状況で、特に医療関係者は大変なよ

うですが、特に保健所は本当に大変ですし、我々も協力して頑張っていくし

かないようです。ワクチンも出てきたようですから、早く問題なくマスクも

外せる時代が来るよう、そう願っています。 

 今日は１５時までに終了したいと考えていますので、よろしくお願いしま

す。 

事務局  ありがとうございました。本日はコロナ対策として窓を開けるなどしてい

ますので、大変冷えています。御迷惑をおかけしますがよろしくお願いしま

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、会長が議長を務めることとなっていますので、会議の



取り回しについて浅野会長よりお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

浅野会長 

 

 それでは議事に移る前に、会の成立の状態を確認したいと思います。出席

者１３名で定足数が８ですので、要綱第５条第２項の規定で本会議は成立し

ています。よろしくお願いします。それでは議題の１番、第４期みよし市地

域福祉計画（案）について、事務局より説明をお願いします。 

 

２ 協議事項 

（１）第４期みよし市地域福祉計画（案）について 

事務局 それでは、資料 No.１の第４期みよし市地域福祉計画（案）について御説明

させていただきます。量が多いので、前半として第１章と第２章を、後半の

第３章以降に分けて説明します。 

 先週末に会議資料を送付させていただいていますが、今日までの期間が短

く、なかなか目を通すことが出来なかったのではないかと思います。申し訳

ありません。また、誤字・脱字や文字の大きさ、表記の統一など、細かい点

につきまして、確認が後回しになっている部分もあります。委員の方々で気

づいたところ等あれば後日でも結構ですので御指摘をいただき、また、複数

の職員によるチェックも行った上で、パブリックコメントで素案を公表する

までに修正させていただきますので、御理解くださいますようお願いしま

す。 

それでは、説明に移ります。まず、策定の方針としまして、地域福祉計画

は５年単位の計画とはいうものの、地域福祉の目指すものは長期的に継続し

ていくものと考えますので、第４期計画につきましても、基本的な考え方や

目標については、前期までの計画を踏襲しつつ、第３期計画策定後の福祉を

取り巻く現況の変化に対応するために修正を行っていくという形で策定を

進めていきます。 

その中で、第３期計画の振り返りや、昨年度の市民アンケート、団体ヒアリ

ングや職員ワークショップで出された意見、新たな制度や国の方針等を反映

させながら、施策の展開を作成していく予定です。まずは第１章と第２章に

ついて説明します。資料１ページ、第１章の計画策定にあたってですが、ま

ず、１地域福祉の定義では、地域福祉の考え方について触れ、続いて近年の

少子高齢化の進行や単身世帯の増加など、人々の日常生活上の課題が複雑

化、複合化していることにふれ、社会構造や人々の暮らしの変化を踏まえ、

前期計画策定以後に示された概念として、「我が事、丸ごと」の地域づくりと

いうものがあり、「地域共生社会」の実現に向けた体制整備が求められてい

ることを記載しています。資料２ページ、地域共生社会の実現は、制度・分



野ごとの「縦割り」では解決できない課題（複合的課題、制度の狭間など）

や社会的孤立の対応、また、地域のつながりの弱まりや地域の持続可能性の

危機などの諸問題に対応するため、公的支援と地域づくりの仕組み、双方へ

の転換を目指すものです。今回の計画案は、この「地域共生社会の実現」と

いう考え方をベースに作成させていただいています。次に資料３ページの２

計画策定の背景及び趣旨では、国と愛知県、本市の動向を、法律や計画の視

点から触れさせていただいています。今回の計画はそれらも踏まえて作成さ

せていただいています。続いて資料５ページ、計画の位置づけですが、本計

画は地域福祉法第１０７条に基づく市町村地域福祉計画であることを述べ

ています。また、第３期計画期間中の平成３０年４月に改正社会福祉法が施

行され、今回の改正では、地域福祉計画の充実が図られることとなっていま

す。地域福祉計画は、地域福祉を推進することを目的として資料８ページに

ありますように①から⑤までの事項を一体的に定めることが求められてい

ます。次に資料９ページでは、平成２８年３月に策定した「みよし市福祉・

医療・介護長期構想」を始め、各分野計画との関係をイメージ図化したもの

です。本計画はみよし市総合計画を上位計画とする福祉部門の総合計画であ

り、その理念は高齢福祉、児童福祉、障がい福祉の各個別計画にも及ぶ計画

です。また、その他関連計画との連携について示しています。続いて資料１

０ページは計画の期間です。これまでの地域福祉計画は１期５年としていま

したが、高齢者福祉計画兼介護保険事業計画や障がい福祉計画、障がい児福

祉計画、あいち健康福祉ビジョンと策定時期を合わせ、第４期からは１期６

年とさせていただきたいと考えています。この他、関連する計画の期間も掲

載しています。次に資料１１ページからは、計画の策定体制です。計画は本

審議会で審議、策定すること、また、市民アンケートと関係団体ヒアリング、

職員ワークショップ、今後行うパブリックコメントで出された意見を踏まえ

て作成することを明記します。さらに、本市の策定する計画は、SDGｓの視点

を踏まえたものとする方針となっており、このことにも触れています。以上

が第１章の説明です。 

続いて、第２章 本市を取り巻く状況と課題 についてです。１４ページ

から２０ページまで、地域の現状として人口や障がい者、高齢者、子ども等

の状況から、犯罪や自殺者、生活困窮者支援の状況を表を入れながら紹介し

ています。データについては、基本的には過去５年分とし、平成２７年から

の分を掲載しています。２１ページからは、令和元年度に実施した市民アン

ケート調査の結果について主なものを掲載しています。今後、グラフの色分

けにつきましても、濃淡ではなくパターンにするなどわかりやすくしたいと

思います。３６ページからは、第３期地域福祉計画目標指標の評価です。第



３期計画において、４つの基本方針に対して、平成２６年度に実施した市民

へのアンケート調査結果から目標指標と目標数値を設定しました。それに対

して、令和元年度の市民アンケート結果により達成度を記載しています。基

本方針１については、みんなで共に支え合う地域づくりの成果指標として公

益活動に参加している人の割合を５０％と設定しましたが、結果は３４．

５％と未達成でした。今後、活動を活性化していくためには、事業や活動に

ついて地域住民に広く周知するとともに、事業や活動などの内容を見直すな

ど質的向上を図る必要があります。基本方針２の地域でサービスを利用しや

すい体制づくりでは、成果指標として毎日の暮らしで不安を感じている人の

割合を８５％と設定しましたが、結果は９１．４％と未達成でした。この数

値は、平成２６年度より高くなっており、今後も相談件数の増加が予想され

ますので地域住民等と連携し、福祉サービスを必要とする方を積極的に把握

し、支援につなげていく必要があります。３８ページに入りまして、基本方

針３の地域で安心して暮らせる環境づくりについて、福祉サービスが必要に

なった時の利用に対する意識で、利用したいと思う人の割合を９５％と設定

しましたが、結果は９５．５％で達成しました。ただし、地域住民の福祉サ

ービス利用への期待が高まる中で、地域住民のニーズの変化を敏感に捉え、

事業や活動、サービス内容の見直しを適宜検討し、更なる充実を図っていく

必要があります。基本方針４の地域福祉の推進に向けた仕組みづくりでは、

「福祉」の取り組みに対する考え方で、住民と行政が協働で取り組むべきも

のと考える人の割合を６０％と設定しましたが、結果は５９．５％と、平成

２６年度より高くなりましたが、未達成でした。地域住民の参加・協働によ

り「地域福祉を推進していく」という意識の醸成を図るとともに、協働の中

核を担う専門機関・専門職など様々な主体の幅広い参加と多職種連携を強化

し、地域住民と共に包括的な支援体制づくりを進めていく必要があります。 

 以上、第２章までの説明とさせていただきます。皆様からは特に、第４期

計画の期間を６年間にすることに御意見をいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

浅野会長  ありがとうございました。１章・２章、特に国の説明があります。今回は

包括的ということで、「我が事・丸ごと」の地域づくりというのをとても強く

打ち出しています。なかなか難しい言葉ばかり使うものですから、なかなか

分かりにくく、皆さんも読んでいて大変だったと思います。 

 まず御意見を伺いたいのが、今回の計画期間。前は５年間でしたが、それ

を６年間の計画期間にしたいということです。これについて御意見があるか

どうかなのですが、どなたかありますか。少し長い、その間に委員も変わる

だろうし、会長も代わるかもしれません。特に御意見ありませんか。 



 それでは 6年間ということで。これだと３年毎で、既存の計画とも都合が

良いのですか。 

事務局  他の関連計画との策定時期を考慮して、６年間とさせていただければと考

えています。 

浅野会長  では、計画期間は６年間で、よろしくお願いします。 

 他に１章で何か御意見ありますか。この「我が事・丸ごと」というのは、

国が言い出したことですね。要するに「我が事」というのは、支援を受ける

相手の立場に立ってものを考えましょうということ。それが例えば子どもで

あれば、その子どもの立場に立って、通っている学校のことや、それから受

けている支援、親からどういう扱いを受けているか、全部その子どもの立場

に立ってまわりを見なさいと。「丸ごと」というのはまた少し分かりにくい

ですが、よくホームページを読んでみると、要するに価値観が非常に多様に

なって、そういうこれはダイバーシティーという、その個人を全部尊重しな

ければいけないと。これは人権意識が非常に強くなったということですが、

個人の尊重からその多様性を受け入れるということで、「丸ごと」は丸ごと

受け入れるという意味のようです。ダイバーシティーとインクルーシブとい

うのは、ありのまままず受け入れて、それをどう支援すれば良いか考えなさ

い、ということのようです。要するに既成の価値観の押し付けはするなとい

うことを国が強く打ち出してきたというのが、今回のテーマです。 

 何か御意見なり質問なり、ありませんか。まず１章のところでいかがです

か。この基本的な考え方のところで、分かりにくいところとか。とにかく包

括的という言葉が盛んに出ていますが、これは、行政の縦割りを超えてとい

うことを言っているのですが、縦割りで考えると個人を救えなくなるときが

あるということで、もっと縦割りを超えたルール作りを地域でやりなさいと

いうようなこととなり、それで包括的という言葉が盛んに使われだしたよう

です。 

 何か、この包括的になって、具体的に何か自分の周りではこういう面倒が

便利になるなというような実感があるような方、委員でおられる方、具体例

を教えていただきたいのですが、何かありますか。ありませんか。またじっ

くり読んで考えてみてください。 

それから、事務局が気が付いている部分もあり、最終案では修正が行われ

ると思いますが、タイプミスが結構ありますので、皆さんも気が付いた箇所

があれば事務局に教えてあげてください。 

 それから STLCというのは何の団体かは分かりますか。 

事務局  防災活動を主とした団体です。 

木戸委員  ストックといいまして、救命救急関連の活動団体です。 



浅野会長  分かりづらい団体名は、注釈を付けるなり括弧で入れるなりして分かるよ

うにしていたほうが良いかもしれません。みんながよく御存知のもの、みよ

し市ではみんなに知られていることなら良いのですが。 

 他に誤字等ありましたら、事務局に教えてあげてください。 

佐 久 間 委

員 

 教えていただきたいことが一点あります。３６ページ以降の第３期地域福

祉計画目標の評価とありますが、ここからの基本方針１・２とあるのですけ

れど、この後出てくるのが基本目標、あと目標の今後の活動と、方針と目標

の使い分けの意味合いというのは何があるか教えてください。 

事務局  前期計画では、今計画で言う基本理念のところは基本目標という文言にな

っていまして、今回そこを変更しています。 

 前期計画では基本目標の下に基本方針１・２・３・４というようになって

いましたが、今期計画では基本理念の下に基本目標をおくという、他計画等

との整合性を合わせた形で言い方を訂正したということです。意味合いとし

てはそれほど変わらない内容で進めていただきたいと考えています。 

浅野会長  要するに、方針を目標に言い換えたということですね。 

事務局  そのとおりです。 

浅野会長  他にはありませんか。 

第２章の２２ページ、グラフが２種類あって、２３ページの下は非常に見

にくいですから、ちょっと直せないかと思います。 

 令和元年度調査と横の棒グラフがあるでしょう。項目との対照をするとき

に見にくいので、数字を入れておいてくれるだけでこれは３番、何％とすぐ

見られます。その改善を検討してください。 

浅野会長  それから１９ページで、子ども会の推移というのがありますが、これは子

どもが減ってきているというので、子ども会の加入者が令和２年で減ってい

るというのが出ていますが、少し確認したかったのは、市外に通学する子ど

もというのはいるのですか。それは把握されていますか。要するに、子ども

の数というのは、この小学生数というのは、みよし市に住んでいる小学生で

すよね。この数は、みよし市の学校に通っていなくても小学生ですよね。 

事務局  そう考えています。 

浅野会長  そうすると、会員数はみよし市の子ども会ですよね。 

事務局  そうです。 

浅野会長  その差はないのですか。瀬戸市であれば藤井聡太などいましたが、明大の

附属へ行ってしまったりなどしている子もいるのでしょうが。 

事務局  子ども会については任意加入の行政区もあります。 

浅野会長  入れますか。 

事務局  原則加入の所もあれば、任意で加入という所もあるので、必ずしも加入が



義務化はされておらず、そういった行政区もあってこの差が生まれると捉え

ています。 

浅野会長  僕が聞いたのは、名古屋市の場合だと結構子ども会、要するに PTAの、小

学校の数と、それから子ども会の数が違うのです。子ども会の数の方が、そ

の地域の小学校に通っている子の数よりも多いのです。理由は、私立の所に

行っていたり、よその学校に行っているからです。そういう所があるので、

子どもの数は今ちょっと増減が気になっているところです。今の話で分かり

ました。特に気にしなくても良いのかもしれませんね。それにしても加入率

が 77％はとても少ないなという気がします。これは結果ですから仕方ありま

せん。他に何か、どうぞ。 

渡辺委員  国の制度だけは細かくなっていますが、現状をどうするのか、誰一人取り

残さないとかを求められて、現場は、自治体は、どこからどのようにやって

いけば良いのかというのは本当に一番の悩みです。ですからあまり欲張り過

ぎると、文言だけで何にもできなくなるのではないかと思います。 

 例えばこの現状のところですごく個人的に気になったのは、数字だけ見れ

ば、例えば不登校出現率というのも、小学校では 0.51％となって 0.76％に

平成３１年度になっているのも、だんだん増えているのだという驚異もあり

ますが、これを人数に、少し粗い計算ですがその前の６歳から１１歳までの

人数で掛け合わせると、人数で言うと２９人とか３０人程度なのです。でも

中学校になるとがぜん多くなるのです。それも数字でいけば 3.44％とそう驚

く数字ではないのですが１３３名、平成３０年は１４２名、平成 29 年１２

８名と計算して出すと、これはどう対応するのでしょう。このまま放ってお

くのでしょうか。 

 私は、ただこういうような率が出ましただけではなく、原因は何なのか、

我々がそれぞれの立場でどのようなことができるのだろうかという、それぞ

れ全部はできなくても、少なくとも私たちができることとは何だろうという

指針だけでもつかめれば良いと思います。その辺の原因とか、それから自治

体としてもどのような対応を呼び掛けるのか、何かその辺が、ただ数字だけ

なのはどうかと。どこで誰が何をしたのかも分からないまま、時代の流れと

いうのはもうこういうものからだんだん離れていっているのだな、と。でも

国は地域とともにと、誰一人取り残されないように、とかそういうところと

も矛盾とギャップをどのように捉え、このみよし市は何をやろうとしている

かというのが、一つでいいのでこういう中に出してもらいたいです。 

 一つ二つの小さいところから、これなら実現できるというものが欲しいで

すし、この表の一部だけ見ても、これの原因は何とかそういうところを、何

かもう少し気付いていけるような、このせっかくこれだけ数字を出してもら



ったのに、数字だけは目にしますが、私たちは手を付けられないというのが

状況ではないでしょうか。でも手を付けられないで終わったら、数字だけで

虚しく終わっていくというようなことを感じます。 

浅野会長  この数字を受けてどうするかは、次の後半で盛り込むことになるのだと思

います。今の質問に関しては、どう施策を打つのかというのは計画の方です

ので、次の後半の説明で何か少し分かりやすいことが出てくるかもしれませ

ん。これは現状把握だと思われますので、よろしいですか、他に。 

松平委員  すいません、市民の方に御意見を頂く上で、資料の中で結局いろいろな数

字が入ってきていると思うのですが、例えば括弧の上にパーセンテージがあ

るではないですか。表の中にパーセンテージの記号とか何人などを入れたほ

うが、人は分かりやすいのかと思います。他の資料を見させていただくと、

表の中に３か所とか６人など単位が付いていますので、手間でなければ付け

たほうがなお分かりやすいかと思います。あと細かいことなのですが、数字

が、全角と半角が入り乱れているので、これは半角なら半角で統一したほう

が良いと思います。 

浅野会長  パーセントの所に一緒に実数を書いておいてくれと。実数があったほうが

良いというところは実数をできるだけ入れるように。要するに母数が５人ぐ

らいの話のときと１００人のときと全然違うので、ということだと思いま

す。 

 他にありませんか。 

木戸委員  少しいいですか。17ページの要介護認定者の状況ということなのですが、

毎年増えているわけです。これのピークはどのぐらいだと思っていますか。

今、団塊の世代が徐々に高齢化していきますので、まだ増えてくると思いま

すが。 

事務局  先ほどの話にもありましたように、長寿介護課が作成します高齢者福祉計

画兼介護事業計画でそういった数値的な見込み等も算出していますので、ま

た次回の審議会の折に回答させていただくということでよろしかったでし

ょうか。 

 ２０２５年問題や２０４０年問題というものが国も言っていて、団塊の世

代が６５歳になったり後期高齢者になるということで、本市は比較的高齢化

率、県内でも 2番目に若い町といわれている中で、そのピークはいつになり

そうだということを確認した上で御回答させていただければと思います 

浅野会長  他にありますか。時間がありますので、後半に入りたいと思います。 

 では後半の説明をお願いします。 

事務局 続いて、資料４０ページ、第３章 計画の基本的な考え方について説明し

ます。１ 基本理念として、第３期計画までは、「地域住民が互いに思いや



り、支え合い、誰もが安心していきいきと暮らせる福祉のまちづくり」を基

本目標として、地域住民等との「協働」のもとに地域福祉を推進してきまし

た。一方、その間も我が国の少子高齢化や家族構成の変化などにより、制度

の狭間の問題や、複合的な課題を抱える世帯の問題が増えており、今後は地

域住民の複雑多様化するニーズに対応するための、地域住民を含めたさまざ

まな主体の参加・協働による包括的な支援体制の構築が求められています。

第４期計画においては、第１期計画から掲げられている基本目標の趣旨を継

承しつつ、計画を推進していく観点から、基本理念を「地域住民が互いに思

いやり、支え合い、誰もが安心していきいきと暮らせる共生のまちづくり」

に改め、地域住民同士が支え合い、住み慣れた地域で自分らしく暮らしてい

けるよう、地域をともにつくる「地域共生社会」の実現をめざします。４１

ページからは現状からみた課題の整理として、アンケート結果等から、新た

な基本目標を４つ掲げました。基本目標１では、住民の福祉意識の高揚を目

指し、地域住民等が共に助け合い、支え合う環境（関係）を作ることを目標

に、地域住民等の交流機会の提供や、交流のための活動を促進します。基本

目標２では、地域福祉ネットワークの強化を目指し、誰もが必要な福祉サー

ビスを利用できる体制づくりを目標に、誰もが安心して住み慣れた地域で暮

らし続けることができるよう、身近なところで気軽に相談できる環境を整備

し、必要に応じて支援機関につなぐことのできるネットワークづくりを促進

します。資料４２ページ、基本目標３では、多様な主体の参加促進を目指し、

地域福祉の活動に積極的に関わる担い手づくりを目標に、地域住民等が地域

について関心を持ち、地位の活動や課題に対して主体的に関わっていくこと

ができるよう、地域福祉について学ぶ機会を設けるなど地域福祉の担い手の

確保・育成に努めます。基本目標４では、地域共生社会の基盤整備を目指し、

地域福祉の推進に向けた仕組みづくりを目標に、課題を抱えていても住み慣

れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、包括的な相談支援体制を構築

し、全世代・全対象型地域包括支援体制を整備します。資料４３ページ、３

計画の体系は、基本理念から基本目標、施策の方向性を図で示したものです。

以上で第３章の説明を終わります。 

続いて資料４４ページ、第４章基本施策の展開ですが、ここでは基本目標

ごとに施策と具体的な取組を記載しています。具体的な取組については、第

１回審議会で、前期計画は指標となる事業がたくさんあって、入り乱れてい

て分かりにくくなっているため、整理して削ぎ落したほうがよい、との御意

見をいただいていますので、厳選しました。具体的には、分野別の各計画に

掲げられている細かい内容は取り上げず、地域福祉に関連の深い取組につい

て記載するようにしています。今回、取り上げている具体的な取組は、現に



実施され継続されている事業が大半ですが、今期計画において新たに掲げた

取組について説明します。なお、具体的な取組の現状値は、それぞれ確認で

きる最新の数値等を記載しています。基本目標１の施策２ 地域住民等の交

流・支え合い活動の促進では、市民団体などによる自主的な課題解決への支

援として、指標をがんばる地域応援補助金と地域文化活動等推進事業補助金

の活用としました。これは、一定の要件を満たした、まちづくりに取り組む

団体、文化活動や生涯学習を推進する団体に対し補助金を交付することで、

その活動を促進するものです。また、関係団体ヒアリングでは、団体間の連

携強化のための情報提供を積極的に行ってほしいという意見もありました。

各種団体の交流イベント等について、現在行っているものは定着してきてい

るため、さらに新しい層に情報が届くような機会の増加について検討が必要

です。施策３ 地域ぐるみの防災・防犯活動の推進では、災害時の対応連携

強化として、指標を防災訓練の実施回数等としました。団体ヒアリングでも、

災害対策等については協力できることはあるので連携したいという意見が

聞かれており、防災という共通の目標に向かって取り組めることがないか、

今後、検討していきます。基本目標２の施策１ 各分野における相談支援体

制の整備では、各分野における相談支援窓口の充実として、指標を地域包括

支援センターや障がい者相談支援事業所の体制強化、子育て支援センターの

利便性の向上について触れています。これらの窓口は現在も機能しています

が、今後、柔軟、迅速かつ的確に問題解決できるよう、更なる充実を図りま

す。また、職員ワークショップでは、地域住民にとって身近な学校を「地域

福祉のハブ」として活用できないか、といった意見も出されていました。こ

のことについては、担当の学校教育課と協議し、実現に向けた可能性等を探

っていきたいと考えています。施策２ 地域における福祉ネットワークの形

成では、各分野のネットワークの強化として、指標を地域ケア会議、障がい

者自立支援協議会の設置としています。この両会議は、高齢者、障がい者各

分野の個別の事例から確認できた地域の課題を確認し、その解消に向けて協

議する場であり、すでに設置されていますが、地域福祉の充実に向けて更な

る推進を図ります。施策３ 誰もが働きやすい就業環境の整備では、各分野

の就労支援体制の充実として、指標を高齢者、障がい者、子育て家庭の就労

支援の件数としました。それぞれの就業環境、雇用情勢等にも目を向けつつ、

まずは就労に関する相談体制の充実を図り、就労意欲のある人たちの雇用促

進に向けての取り組みを継続します。施策４ 生活困窮者への支援では、生

活困窮者への支援体制整備として、指標を生活困窮者への相談・就労支援件

数とし、また、新規の取組として子どもの学習・生活支援の整備を掲げまし

た。生活に困難を抱えた人を地域で見守るとともに、就労やこどもの学習の



支援など、生活困窮者の自立・社会参加への支援体制の充実を図ります。施

策５ ひきこもりに対する支援では、ひきこもり状態にある人や家族の支援

体制整備として、新しくひきこもり支援体制の整備を掲げました。ここ数年、

ひきこもり状態にある本人や家族からの相談が徐々に増えてきています。国

や愛知県からも地域で支援体制を構築するよう依頼があり、また、関係団体

ヒアリングの意見でも不登校児やひきこもり等の居場所づくりに向けた提

言もあるため、市として体制整備を検討していきます。基本目標３の施策は、

地域福祉の担い手として一般の方と専門人材とに分けて記載しました。特に

専門人材の不足は全国的に課題となっており、その確保と育成を計画的に行

う必要があります。施策２ 地域福祉を担う人材の育成では、地域の身近な

相談相手である民生児童委員の活動にも触れています。団体ヒアリングで出

された意見でも、地域住民に知ってもらい、つながりを深めるとともに、自

主研修会を計画的に実施したいというものがあり、市としてもより一層、協

力していきたいと考えています。施策３ 専門人材の確保・育成では、その

支援として、指標に補助や研修回数を掲げました。また、施策４ 福祉事業

所の体制強化では、新規の指標として、地域リハビリテーション活動支援事

業の実施を掲げ、地域の介護予防の機能強化に向けた支援を行います。地域

福祉の担い手は、地域福祉推進にとって欠かせない存在ですので、一般の方、

専門人材ともに確保・育成に努めていきたいと考えています。基本目標４の

施策１ 包括的な相談体制の整備では、包括的な相談窓口の設置として、指

標を、本市で設置している総合的・複合的な相談窓口での相談件数を掲げま

した。福祉総合相談センターでは、高齢者と障がい者（児）、児童の発達に関

する相談を受け付けており、くらし・はたらく相談センターでは、生活困窮

者と障がい者のくらしやはたらくことに関する相談に対応しています。どち

らも相談件数は年々増加しており、更なる充実や機能強化に向けた検討が必

要です。関係団体ヒアリングでは、周知不足だという意見もあったため、今

後はその周知方法についても検討していきます。また、新規の指標として、

地域において包括的な相談窓口を設置すること、また、その核となるコミュ

ニティソーシャルワーカーの配置を目標に掲げ、今後、具体的に検討してい

きます。今後、市として断らない相談支援体制を構築するに当たり、その入

り口として機能する部分ですので、地域の方々の協力を得ながら充実させて

いきたいと考えています。施策２ 多機関協働の促進では、指標を認知症が

疑われる方や医療的ケアが必要な方の支援の数とし、個別の事例に対して多

職種で関わる機会を増やしていきます。他職種協働、連携を図るには、事例

に基づく支援がもっとも効果的であると考えています。認知症や医療的ケア

だけでなく、その他の事例においても実践を積み重ねるとともに、ICT など



オン活用も積極的に行っていきたいと考えています。施策３ 地域における

活動場所の提供では、新規の指標として、（仮称）活動場所マップの作成を掲

げました。これは、地域住民や福祉団体が使用できる活動場所が一目でわか

るようなマップを作成するものです。このマップは、紙面だけでなくネット

等でも見られるようにし、活動場所が広く周知されるようにしたいと考えて

います。施策４ 成年後見支援・日常生活自立支援の充実について、この部

分は、成年後見制度利用促進法に規定される成年後見制度利用促進計画とし

て位置付け、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的な

推進を目指します。現状と課題を踏まえた今後の方針として、指標を成年後

見支援センターの設置や制度の周知・啓発とし、具体的な内容は、関係者で

構成された成年後見支援ネットワーク会議で協議・検討を行って、目標達成

に向けて取り組んでいきます。施策５ 再犯防止に向けた取組について、こ

の部分は、再犯防止推進法に規定される地方再犯防止計画として位置付け、

再犯防止に向けた取組を推進します。再犯防止に向けた取組等については、

保護観察所等の関係機関にも相談していますが、限定された地域の数値等の

データがあまりないようです。そのため、指標等を設定することも難しいの

ですが、今後も関係機関に相談し、この後も記載内容についての検討を行い、

パブリックコメントまでにはまとめたいと考えています。新規の取組等を抜

粋しましたが、以上が、第４章の説明となります。 

続いて資料５９ページ、第５章 計画の推進に向けてですが、（１）協働に

よる計画の推進として、地域福祉推進に関わる各主体による役割を掲載して

います。資料６２ページ、（２）計画の評価と進捗管理は、PDCA サイクルの

手法に基づいて行うことを記載しています。資料６３ページからは資料編と

して、地域における活動者等の紹介、また、関係団体ヒアリングや職員ワー

クショップで出された意見を抜粋して掲載しています。以上で、第５章と資

料編の説明を終わります。 

浅野会長  それでは第３章以降について、御質問ありますか。 

佐 久 間 委

員 

 お願いします。まず第１点目が、前回も少し話題にしていましたが、４５

ページの地域ぐるみの防災・防犯活動の推進ですが、地域福祉の観点でいっ

た場合にここに盛り込まれているのは、地域福祉を要する方々の防犯である

とか防災に関わるのであって、この指標名の最初の防災訓練の実施回数とい

うのは、自主防災会などと共同実施しますと、誰が共同実施をするのかとい

うことが１点です。２５回という現状値というのは、地域で福祉を必要とす

る人の団体と自主防災会とかが共同実施した回数という解釈で良いのか、も

しくは市がやっているやつですと、これは地域防災計画の方が主体になって

いるので、今回の地域福祉とは少し意味合いが変わってくるのではないかと



いうことを感じられました。 

 ２点目は、基本目標２のところにあります、５１ページ、生涯学習の推進

があって、ページの一番下段で「福祉に関する理解と認識を得るとともに」

という生涯学習に対して、５２ページの取組で、指標名が生涯学習講座の開

催、受講者数とあり、内容が生涯学習相談体制の推進とあるので、これは相

談体制が２０２講座というのは少し意味が伝わりにくいのと、これが福祉に

関わる生涯学習という意味で２０２講座を予定しているのか、これはかなり

大きな数だと感じました。ですので、生涯学習全体で考えるのか、やはり地

域福祉の観点でそこに絞った指標を出して内容と現状値・目標値を出してい

くのか、というところが明確になるとよいと思います。 

 最後の 3点目は５７ページから再犯防止の取り組みなのですが、括弧４の

現状で、本市の令和元年中の犯罪発生件数は３４８件とありますが、この場

合、加害者となった方々が本市の在住であるかどうかが再犯防止の取組に関

わってくるので、被害件数をカウントしても再犯防止の取り組みに直結しな

いのではないかと感じます。ですので、本市の在住で犯罪を犯した方の数が

認知できるのかどうかという問題がここで関わってきますので、この辺の整

理をして、本当に具体的な指標をここに盛り込めるのか。まず最初は自治体

としての把握で留めておいて、多年度経過してこちらが把握できるものが明

確になってから具体的な計画を立てた方が良いように感じます。５８ページ

の、犯罪をした者に対する相談支援件数が３件ですが、これは名古屋刑務所

ですと国全体の広域の施設になりますので、ここにいる方々で本市で犯罪を

犯した方が果たして本当に相談することが可能なのかどうか。その辺も、こ

の現状値の３件というのは一体どういうものが具体像なのかということが

少し分かりづらい部分なので、この辺はあまり踏み込み過ぎるとかえって実

態とずれるのではないかという気がしたので、一言触れさせてもらいます。

以上です。 

浅野会長  ありがとうございます。事務局いかがですか。 

事務局  まず１点目の防災訓練の実施回数ですが、ここに挙げさせていただいたの

が、先ほどの説明の中にあったように、防災という共通の目標の下に参加で

きる訓練としましては、多様な主体がこういった機会に参加できるのではな

いかということで確認させていただいています。例えば障がい者や高齢者、

子育て家庭なども、こういった防災の訓練に参加することでそういった方々

を知っていただくという意味で良いのではないかと考えており、そういった

意味合いでの共同実施ということになっています。この２５回というのは、

実は行政区ごとで実施ていただいているということで回数が２５回という

書き方になっています。その点につきましても、担当の防災安全課等と協議



しまして、記載の仕方を相談した上で、具体的な指標となるような数値につ

いても記載していきたいと考えています。 

浅野会長  今のところで聞きたいことがありますが、質問は協働とはどことどこの協

働なのかということでしたが、これは福祉施設と自主防災会というのか、そ

れとも普通は防災訓練といえば消防署との訓練が多い、協働が多いですよ

ね。消防署とか消防団とかがその地域と協力して防災訓練をやるケースが多

いのだと思いますが、ここで言う協働というのは、何と何が協働するのかと

いうのが分かりにくいという質問でした。 

事務局  市と自主防災会という捉え方でいました。 

浅野会長  行政区であれば、普通は行政区と例えば消防署がやりますが、そうではな

くて行政区と地域の福祉施設とかそういう所が一緒になってやると。 

事務局  いずれはそういったこともやれると良いと考えているのですが、この記載

では少し分かりにくいということでしょうか。 

浅野会長  分かりやすくしてください。地域計画に盛り込む話ですから、ただの防災

訓練ではないと思いますので。それが 1つと、もう 1件。今のところで僕か

らも 1つ質問があったのが、避難行動要支援者名簿の整備というのがありま

すが、これは実はみよし市はかなり名簿の整備が進んでいますよね。ところ

が進んでいないのは、個別の支援計画がまだ少ないです。でも、これは全国

平均から見るとみよし市は結構、名簿のうち計画ができているのが 10％でし

たか。 

事務局  現在、確認できずこの場では申し上げられません。 

浅野会長  少ないですが、みよし市は進んでいるほうです。ところがまだ 10％前後し

かないはずなので、計画を増やさなければいけないし、前に作ったものも更

新していかなければなりません。ただ、10％でもできているということは一

応その体制はできているので、むしろ名簿はかなりできるようになっていま

す。実は名古屋市など大きい所などは支援計画どころか、この名簿もできま

せん。名簿ができていて、行政区の区長も名簿を持っていて、さらにその個

別計画を着手できているところまできているわけですから、その数を増やす

のが大事ではないですか。名簿を作ることはある程度できることになってき

ているから、目標を掲げるのならむしろ個別計画を増やすことが大事だと思

います。少し検討してみてください。それから次は何でしたか。 

事務局  資料５２ページです。生涯学習の推進の所です。この具体的な取組の所で、

佐久間委員がおっしゃるように「福祉に関する理解と認識を得るとともに」

ということでの記載がある中で、具体的な取組の指標が生涯学習講座の開

催、受講者数ということで、かつ内容も一致していないのではないかという

御指摘を受けました。実はこの指標は、担当として非常に悩んだ結果、内容



を修正するのが漏れていました。こちらの内容と指標を一致させるように記

載を改めたいと思います。あとは福祉に関わるものということで、今回書か

せていただいたのは単純に全体の生涯学習講座の開催、受講者数を書かせて

いただいています。この福祉に関わるもので該当するようなものがあるのか

ということを、生涯学習推進課の担当にも確認させていただいた上で、指標

を改めて考えたいと思っています。 

 また続いて再犯防止計画部分は、御指摘いただきましたように、今回初め

てこの計画を作成するということもあり、どういった内容にすれば良いのか

とホームページ等を探したところ、法務省でガイドライン等が出ていて、そ

れに沿った形で作成しているのですが、本当に試行錯誤で、委員からの、ま

ずは実態の把握というところから進めていけばどうだろう、という御意見は

非常に参考になるものとして受け止めています。 

 その部分も視点に入れながら修正を加えていきたいと思うとともに、この

具体的な取組の指標の所の、犯罪をした者等に対する相談支援件数というの

が、実はこれは市民のというよりも、関係機関から相談があって本市の職員

が対応したという件数になっています。 

 名古屋刑務所から出てくる方の中で、実は他の自治体に帰るのですが、本

市の支援を受けた中でその自治体に戻っていったり、他に地域生活定着支援

センターというのが愛知県の機関としてあって、刑務所から出るに当たって

スムーズな地域移行という観点で、こういった機関等との協調が最近非常に

多くなってきているため、その件数を書かせていただいたということです。

この点は、確かによく御存知ない方にとっては分かりにくい記載かとも思い

ますので、この部分の記載についても再度検討した上で修正していきたいと

思います。 

浅野会長  以前、いろいろと刑務所の事情を聞いたことがあるのですが、実はみよし

市にある名古屋刑務所というのは、薬物関係の犯罪者の、薬物依存の人とか

薬物関係の専門刑務所なのです。ですから薬物関係に詳しいスタッフがたく

さんいる所なのです。ですから刑務所に入っている人ではなくて、刑務官の

方にそういう専門家がたくさんいるのです。ですから彼らにいろいろと意見

を聞くということが非常に大事だと思います。僕は、「名古屋刑務所や地域

生活定着支援センターと協調し」というこれは、そういう意味かなと思いま

した。そういう所に専門家がいるということ。 

事務局  会長がおっしゃる専門家については存じ上げなかったのですが、地域との

橋渡しをするところとして分類審議室というのがありまして、そちらに精神

保健福祉士を置いて、社会と刑務所の橋渡し役を担っているのですが、その

方との情報交換としては、障がい担当も高齢担当も、生活保護担当について



も非常に連絡を密に取り合っています。受刑者の方がなるべくスムーズに地

域生活に移行できるような手続き等の支援というのは、本市としても精いっ

ぱいはやらせていただいているということで、お互いに協調し合いながらや

れているという印象を持っています。 

浅野会長  名古屋刑務所が言っていたのは、刑務所を出てからも相談、受刑者で出所

してからもあそこに専門家がたくさんいるので、いろいろと相談とか指導を

受けに行きたいという人が結構いるらしいです。ですが、塀の中なものです

から、本当は塀の外にそういう施設などを作ってくれると良いのですが、そ

うするといろいろな地域の人が相談に行けるようになるのです。心理関係の

人たちが結構たくさんおり、地域とぜひ連携したいということをおっしゃっ

ていたから、それをここに書かれたのかなと思ったのですが。 

 刑務所に入っている人は、出たら何かみよし市に住みたいという人も結構

いるらしいのです。それだけではなく、あそこに全国で唯一の薬物専門家が

たくさんいる所だと聞きましたから、それは利用したほうが良いと思いまし

た。何か御存知ないなら一応調べて。名古屋刑務所の使い道があるみたいだ

から。 

 他にありませんか。 

久野委員  よろしいですか。５６ページに成年後見制度の周知・啓発ということで、

内容として、制度に関する学習会等を開催しますと、目標値４回とあるので

すが、この学習会とはどういう形で開催されるのですか。市がこういうこと

をいつどこでやりますというのを、例えば広報とかで御案内を掛けて一般の

自由参加というような形でやられるのか、ある程度行政区とかいろいろな団

体さん等を活用して、強制的というのはおかしいですが、ある程度の人数を

それぞれの区から何人出てくださいとかそういう形でやられるのですか。そ

の辺りの、本当に一般的に広報等で「開催しますから参加者は来てください」

ということですと、なかなか参加の頻度というか、参加者は高まらないのか

なということを思うのですが、その辺はどうでしょうか。 

事務局 この制度の周知・啓発で考えていたのは、久野委員がおっしゃるような市

民向けとか、あとは福祉関係機関からの依頼に応じて、成年後見支援センタ

ーや有資格の方々に出向いていただいて講座を開くというものを想定して

いました。 

 例えば民生児童委員対象の研修会や、あとは福祉関係者としてケアマネジ

ャーなどそういった方向けの研修会も含めますし、あとは一般市民向けの公

開講座のような形での周知・啓発の学習会等というようなことを想定してい

たのですが、御意見にあったように広い公開講座のような形ですと、なかな

か集まらないということも考えられます。周知・啓発の学習会等についても



どのような形が効果的かということを、別に設ける成年後見支援ネットワー

ク会議等でも御意見を頂きながら進めていきたいと思います。審議会でもそ

ういった意見が出た中でどういった方法が効果的かということを、具体的に

関係者の方でも協議していきたいと思っています。 

久野委員  いきいきクラブという団体がみよし市にあり、それぞれのクラブの会長か

ら女性部長まで参加される会を、毎月１回程度開催しているのですが、そう

いうところ等を活用していただくと、そこからまたそれぞれの行政区のクラ

ブに伝わっていくなどという、そういう少しいろいろな組織を活用されると

良いかなということを思いますので、御検討ください。６４％ぐらいの方が

知らないという状況ですので。 

併せて、自分自身も民生委員をやっているのですが、民生委員の存在その

ものも６０％以上の方が知らないという状況の中で、やはり自分たちがこう

いう仕事をしていて、地域のそれぞれの人に行政との橋渡しという位置付け

でやらせていただいていますということを、ぜひいろいろな機会を通して発

信していきたいと思います。今までは各小学校やそういうところの行事に出

させていただくことはあるのですが、そこで民生委員はこういうことをして

います、などというようなことを PR というか啓発等のことはほとんどなさ

れていない状況があると思います。これは我々の問題でもあるのですが、そ

ういう場を活用して、ぜひ民生委員はこういう仕事をしています、このよう

な形で市の方へ橋渡しをさせていただきますので、いろいろ情報等を頂きた

いということを、そういう啓発活動をできる場の設定を、自分たちとしても

これから検討していきたいと思っています。 

 他のことも、啓発活動はすごく大事だということを書かれていますので、

ぜひ活用いただけると良いかなと思います。以上です。 

浅野会長  成年後見支援センターというのは、認知度が低くて、どのようにして上げ

れば良いのかですが、一番の問題は信頼性がまだ確認できていない、確保で

きていない、そもそも持続可能性の問題になるとか、後見人になった弁護士

の不祥事が結構出てしまったものだから、やはりみんな信頼していないとい

うのはあります。ですから、むしろこの周知・啓発のところで、できるだけ

何が不安なのか聞いて、それをどうやれば解消できるのかということをやら

ないと、利用者はなかなか増えないのではないかという気がします。要する

にある意味で信託制度なので、そこのところはやはり信用が非常に大事で

す。しかし、僕はもしその立場になったら弁護士に頼む、ただ弁護士がその

組織として続くところなら良いが、個人の弁護士などはその人が死んでしま

えば終わりだから継続性がない、ということは誰でも思ってしまいます。そ

れであれば信託銀行の方が良いかと思ったりしますので、みんなの不安を聞



いて、どういう制度にしていけば良いかを少し考えないと、なかなか普及し

ないかもしれないと思います。ぜひその周知・啓発だけではなく、制度の改

善というか、その辺も周知・啓発ということで、学習会を開けば当然みんな

から意見を聞けますから、それで改良していくというのが大事なような気が

します。そういうのはここに当然入っているのかな。学習会開いて、必ず意

見は出てきますから。 

事務局  地域の課題として、成年後見制度等の周知はしようと思うのですが、制度

そのものは法に基づいたものですので、ここで制度を改定するというのは難

しいと思います。市としては、この地域においてどのように運用していけば

必要な人に利用してもらえるか、といったことを考える必要はあると考えて

います。 

浅野会長  いや、制度はかなり緩やかなのです。ですから、誰が後見人になるかとか、

工夫のしようはいくらでもあります。あともう１つ大事なのは、この支援セ

ンターで支援というのをどこまでやるのかですが、例えば後見制度を使って

後見人ができた、その後のチェック役をするというのも一つの方法なので

す。こういう市の組織が、市の施設がその制度をきちんと見守っていてくれ

ると。きちんと運用されているかどうかの、後見人が変なことをしていない

かどうかきちんと。それで後見人の対象になっている人がハッピーに暮らせ

ているかどうかを、しっかりと後見人制度の担当者だけではなく、第三者の

機関できちんと見て、うまくいっているかどうかをずっと見ていなければい

けない。そういうのをやるような機能を入れてくれという話は、学習会をや

ってみて出てくるかもしれません。これはできてから随分時間がたつのに普

及しません。僕はただ、今のままでは駄目だなと思って心配しているところ

があるので、ぜひ少し工夫ができるところがあれば工夫しないといけない時

期にきたかと思います。その辺は制度を変えなくてもやれるところはたくさ

んあります。 

他に何かありますか。 

加納委員  質問をよろしいでしょうか。この計画を作った後で PDCA サイクルを回す

ということなのですが、ここに出ている指標というのは、具体的な取組だと

思います。これが指標なのかどうなのか。前の計画ですと、それぞれの基本

目標に対して計画数値というのがあり、先ほどもそういうものがありまし

た。今回はそれがない。とすると、どうやってこの計画を評価するのかとい

うことです。この具体的な取組が、指標と書いてあるのですが、これは実際

に成果指標なのかどうか。ただ２回会議をやりましたというのが、それが成

果になるかどうかという部分がありますので、この計画を評価するべき成果

指標は、前回と同じように作らないと評価ができないのではないかと考えま



す。 

 それと６年間に延ばしたということで、社会情勢は変わるとすると、これ

も中間評価のようなものをやる予定があるのかないのか、ということをお聞

きしたいと思います。 

事務局  御指摘にありましたように、素案を作成をしていて、目標に対する前期計

画のような数値的なものが今回漏れていたことに気付きまして、今回、その

数値等についても委員の方々に御相談させていただかなければいけないと

考えていました。よって、目標指標となる数値的なものを、前期計画を踏ま

えた形で設定した上でパブリックコメント等に臨みたいと考えています。 

 あと６年に延びたことで中間評価等もなされないのかという御質問・御意

見ですが、本市の地域福祉計画につきましては、毎年１回、計画の評価・見

直しについて検討する機会を設けています。その場で計画を見直すというこ

とまでは難しいかと思うのですが、施策的な取組や、現在進行している事業

等を見据えて報告させていただいて、それに対しての御意見を頂く機会を設

けたいと考えていますので、中間評価もその中で実施していきたいと考えて

います。 

浅野会長  あとソーシャルワーカー、５３ページ。４９ページのひきこもり対策とい

うのが、ひきこもりの支援体制の整備となっていて、あと５３ページにコミ

ュニティー・ソーシャル・ワーカーを配置すると。ここで言っているコミュ

ニティー・ソーシャル・ワーカー、これは国が言っているのは何でしたか、

アウトリーチでしたか。また変なことを言い出したのですが。元々は、英語

でソーシャルワーカーというのは、生身の人間が家庭に、直接本人に会いに

行くことなのです。ソーシャルワーカーとはデスクワークではありません。

だが、日本はどうも役所とか施設にとどまっていて、そこでデスクワークで

相談を受ければ良いみたいなことに、それをソーシャルワーカーと称するよ

うになったが、それで国がまたアウトリーチ、きちんと行けと言い出したの

だと思うのです。ここで言うコミュニティー・ソーシャル・ワーカーとはど

ういうイメージですか。例えば直接家に事情を見に行くとか、そういう意味

なのですか。要するに欧米型のソーシャルワーカーなのか、それとも施設な

り役所なりにいていろいろ相談を受けて、いろいろとマッチングをただして

いくと。それならここに行きなさいとか、そういう話なのですか。 

事務局  訪問型で、アウトリーチ主体を想定しています。 

浅野会長  アウトリーチだとそこに、現場に行かなければなりません。 

事務局  それを想定しています。 

浅野会長  それなら良いです。ぜひ、確かにそれをやってほしいです。ただ、そのと

きに会えないという事態が起こったときに、欧米ですと、ひきこもりにして



も児童虐待にしてもお巡りさんが付いていくのです。お巡りが付いていて、

児童相談員が「会わせろ」と言うので、絶対会えるのですが、日本はそれが

できません。今、警察との連携とか言い出している。ですから、これもこの

６年間でまたどんどん事情が変わっていく可能性があると思いますし、だん

だん欧米型になるのではないかと予測はしています。その辺も念頭に置きな

がら、どうやればひきこもりだとか児童虐待を防ぐことができるかというの

で、こういうソーシャルワーカーを置いて。それで、今度はソーシャルワー

カーを置いたら、それのスーパーバイザー、本当にデスクワークで連携する

人が必要にもなっていくわけです。現場に行くと外に取り込まれてしまうか

ら、別の人がきちんと見ていないといけないのです。きちんとレポートを聞

いて、それでスーパーバイズする人が必要だと思いますが、その辺も配置で

これからということですね。新規ですから、ともかくいろいろとそういうも

のを取り組むということで、これでひきこもりの問題とか虐待の問題など、

その現場に行かせる、アウトリーチしていく。その後、そういう支援の蓄積

が大事になってくるのです。新しい取組に挑戦ということですね。 

 あと１つぐらい質問・意見ありませんか。一応これでやらせていただいて、

まだ最終案までには少し修正があるわけですね。それでは、この議題、第４

期みよし市地域福祉計画（案）については、一応これで次のステップへ進む

ということで、特に異議がないということでよろしいですね。 

では、次の第２番目の議題のパブリックコメントの実施について。 

 

（２）パブリックコメントの実施について 

事務局  それでは（２）、パブリックコメントの実施について、資料 No.２を御覧く

ださい。今後、パブリックコメントの実施が控えています。資料にあります

ように、実施期間は令和２年１２月１１日金曜日から令和３年１月１２日火

曜日までで、同じ時期に閲覧もできることとなっています。閲覧場所は市役

所１階にありますみよし情報プラザと、サンネット、またホームページに公

開を予定しています。意見の提出方法については資料にあるとおりで、『広

報みよし』１２月号でお知らせ記事を掲載予定となっています。意見の公表

につきましては、内容を取りまとめ本市の考え方を付しまして、地域福祉計

画審議会で審議後、ホームページで公表させていただきます。 

 この後、１２月１１日には実施となるのですが、閲覧等の準備は１２月１

０日には終えていないといけませんので、それまでに今回頂いた意見を反映

し、修正を加えたいと考えています。また今日以降でもお気付きの点等があ

れば、どのような方法でも結構ですので、１２月８日までに福祉課担当まで

御連絡いただきたいと思います。修正させていただいた案の最終確認は、会



長にお願いする予定で、会長に一任していただきたいと思っていますので、

よろしくお願いします。以上です。 

浅野会長  ありがとうございました。まだ修正することはできますので、パブリック

コメントの前までに意見を、直すべき所は、特に誤字脱字もあるので、ぜひ

チェックをお願いします。それから分かりにくい表現とか、簡素化したほう

が良いこと、各分野の方で気になることがありましたら、ぜひ意見を言って

いただいて、私が最終チェックをして、それでお任せ願えればと思います。

それではパブリックコメント案はそのようにチェックをするということで、

よろしくお願いします。 

 その他、事務局からありますか。 

事務局  今後のスケジュールについて、口頭での説明になりますが、パブリックコ

メント後に素案の修正を行い、最終案を作成します。その最終案について再

度御意見を頂くために、３回目の審議会を２月中旬に開催したいと考えてい

ます。その場での修正事項等御意見いただいたものを反映させた後に、会長

に御確認いただきまして、印刷製本の発注という流れになります。また第１

回の審議会で市長からの諮問を受けていますので、会長には答申をお願いし

たいと考えています。 

浅野会長 審議ありがとうございました。以上で審議を終わります。事務局へお返し

します。 

事務局 ありがとうございました。 

以上を持ちまして、令和２年度第２回みよし市地域福祉計画審議会を終了

いたします。 

一同、御起立をお願いします。 

― 礼 ― 

委員の皆様には今後も大変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。 

 


