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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 平成２８年度第１回みよし市地域福祉計画審議会 

開 催 日 時 
平成２９年１月２４日（火） 

午後１時３０分から午後３時３０分まで 

開 催 場 所  みよし市役所 ６階 ６０１，６０２会議室 

7 
浅野俊夫（会長）、野﨑又嗣（副会長）、松岡 宏、高濱 潔、佐宗正

之、石原正裕、大井千草、田口良子 

次 回 開 催 予 定 日  平成２９年８月下旬 

問 合 せ 先 
 福祉部 福祉課  

 電話 ０５６１－３２－８０１０（直通） 

下欄に掲載するもの ・議事録全文 要約した理由   

審 議 経 過  別紙のとおり 
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【事務局】本日、お忙しいところありがとうございます。ただいまより、平成２８年度第１回のみ

よし市地域福祉計画審議会を開催します。開会にあたりまして、礼を致しますので、ご起

立お願いいたします。 

（一同礼） 

【事務局】本日の会議は、要綱により、公開となっているので、了承いただきますようお願いいた

します。今年度、異動により、４名の委員が交代されております。 

（ご紹介・自己紹介） 

【事務局】残任期間まで、よろしくお願いいたします。 

 

１ あいさつ 

【部長】本日は、忙しい中、審議会に出席ありがとうございます。委員の皆さまの任期は平成29年

１月31日までであり、今回の審議会が最後となります。長きにわたり、お忙しい中で沢山

の貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。昨年度は、合計で３回の審議会を

開催し、第２期計画の進捗状況の報告、「第３期みよし市地域福祉計画」策定に向けご審

議いただき、お陰様をもちまして平成28年３月に第３期計画の策定ができました。第３期

計画が既にスタートしておりますが、平成23年３月に策定しました第２期地域福祉計画の

５か年計画が平成27年度に終了し、本年は第２期計画の進捗状況の最後の報告となります。

委員の皆様からは、奇譚のない意見をいただくことをお願い申し上げ、あいさつとさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

【事務局】会長からご挨拶、お願いします。 

【会長】こんにちは。忙しいところ、ありがとうございます。実は事務局のあいさつにもありまし

たが、第３期計画が平成28年３月に策定されています。今後は、その第３期計画の進捗状

況のチェックが必要となります。第３期計画を作る際に第２期計画の進捗状況のチェック

をしていますので、既に議論済みのところがあるとは思いますが、今のタイミングで新し

いことが出て変わっていることがないかなど最後のチェックのしていきたいと思います。 

【事務局】議事に入ります。会長が議長を行うこととなっています。お願いします。 

 

２ 議題 第２期みよし市地域福祉計画進捗状況について 

【会長】それでは、会議の成立の確認は、出席は８人で、定足数の８人ちょうどで会議は成立して

います。それでは議題の１について、事務局説明をお願いします。 

【事務局】それでは、「第２期みよし市地域福祉計画進捗状況（平成２７年度事業）」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、資料ナンバー２の｢平成２８年度実施（進捗確認

５回目）あったかプランみよし・第2期みよし市地域福祉計画進捗状況（平成２７年度事

業）｣を使用させていただきご説明させていただきます。 

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、４つの基本方針を

基にして、１０１項目の事業があり、具体的な事業として整理番号で１３９まであります。 

全てをご説明することはできませんので、事務局からそれぞれの基本方針の中から特に

前年と取り組みが変わったところや、今後の方向性で現状維持以外の評価がついていると

ころで、主なものをピックアップしてご説明させていただきます。会長からもお話があっ
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たとおり、基本方針ごとにご説明させていただき、その都度、質疑・応答を行ってまいり

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。 

まず整理番号１番「地域福祉に関する学習機会の提供」について、福祉課で、昨年の第

３期地域福祉計画策定時に説明があったと思いますが、平成２６年３月に厚生労働省から

「生活困窮者自立支援法策について市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項」として通知

がありました。第３期の地域福祉計画にその事項を盛り込んでいますが、既にみよし市で

も生活困窮者の支援事業は始まっていましたので、障がい者自立支援協議会主催の講演会

を開催し、第１部で「生活困窮者自立支援法の概要」の第２部で「生活困窮者支援、実践

から見えてきたもの・・」の講演会と第３部で実践報告として「みよし市の現状と今後に

ついて」市の担当者や福祉事業所の職員に参加していただき、動向紹介や周知・啓発を行

い、来場者数約９０名のご参加をいただきました。 

次に、整理番号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、

今後の事業の方向性で「統合」と成果の方向性に「↑向上」と「↓低下」がございます。

具体的な事業を平成２６年度と平成２７年度を見比べましたが、上から６行目の「市内事

業者向けに「男女共同参画講演会」の開催が新たに盛り込まれていました。先ほど話した

統合・向上・低下ですが、事務事業として、下の男女共同参画交流ネット事業を、上の共

同参画啓発事業に統合させたため、事業の方向性が統合で、成果の方向性の下が低下で上

が向上になっています。 

次に整理番号２１番「高齢者の交流の機会の提供」について、長寿介護課で、「廃止・

休止」とありますが、事業内容自体に変化があるのではなく、資料にありますとおり、「平

成２９年度より介護予防・日常生活支援総合事業に移行」していくために、廃止・休止と

なっています。この総合事業とは、二次予防と呼ばれていた介護予防事業と、なかよしサ

ロン事業では介護認定を受けていない人が対象であるという事業を、総合事業として対象

者の枠を広げて支援を考えていく事業というものです。 

次に、整理番号２５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

進課で、事業の方向性に「拡大」成果の方向性に「↑向上」があります。具体的内容のと

ころにある親子交流支援事業は、母子保健指導事業の一部です。この母子保健指導事業の

中に母子支援があり、母子支援は、妊娠期から出産、子育てと切れ目のない支援に向け事

業が拡大し予算拡大と成果も向上となっています、が、具体的事業内容自体に変化はあり

ません。 

次に、整理番号３１番「地域組織の活性化」について、協働推進課で、２行目終わりご

ろからですが、「行政区、地区コミュニティ推進協議会及び市民活動団体の主体性・自発

的なまちづくりに取り組む公益活動を支援することを目的に「みよし市がんばる地域応援

補助金交付要綱の制定」をしています。 

ちなみに、今年度２８年度に、行政区、地区コミュニティ推進協議会、市民活動団体を

対象に制度の説明会や研修会を開催し、来年度２９年度の事業実施に向け事業採択審査会

が２回開催され、４団体の採決がされています。 

以上で、基本方針１の説明を終わります。 
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【会長】基本方針１の説明について、委員から話したいところがありましたらお願いします。 

【石原委員】整理番号２１番の今後の事業の方向性が廃止・休止になっているが、実際は平成２９

年度から事業が移行していくということですので、止めるという廃止ではないので、表記

を変更することはできないか。 

【事務局】市の事務事業目的評価表からの抜き出しであり表記の変更はできないので、資料に※印

をつけていくことを事務局として提案したいとおもいます。 

【佐宗委員】なかよしサロンは、市の中心にある福祉センター内で行っている。足の悪い方のため

に、他の地域でもやることはできないのか。 

【事務局】なかよしサロンは、要支援にならないが支援が必要な方への通所事業であったが、介護

保険法の改正で要支援１・２の方と要支援にならないが支援が必要な方への支援を一緒に

行うサービスを介護サービス事業所が参入できるようになる事業である。この事業をやる

という事業所が平成29年3月までに出て市の指定を受けることとなれば、事業が出来るよ

うになる。ＮＰＯ法人の事業所などが事業を出来るようになるが、平成29年度は通所介護

サービス事業所が行うことになっていくであろうと思っている。 

【佐宗委員】特別区みたいなものをつくって、全コミュニティではなく、どこかに地区に強化して

やっていくということはできないのか。 

【事務局】平成29年度のすぐにはできないかもしれないが、今後、市が主体となって、エリアとし

てサービスが行えていない地域の掘り起こしを行い、サービスを行ってくれる事業を探す

などの展開をしていく方向になると思うが、まだ事業が始まっていないので、今後の話と

なる。 

【会長】なかよしサロンは一箇所でしかやっていなかったのか。 

【事務局】介護保険事業ではない、市の認定事業として行っていたのは、この一箇所です。 

【会長】名古屋市の熱田区では、最初はサロンが一箇所であったが、行政の支援も入って小学校区

の４箇所となっている。ただ、みよし市は老人憩いの家などがある。そのような場所でこ

の事業はできないのか。 

【事務局】老人憩いの家はある行政区とない行政区がある。介護予防事業では、老人憩いの家や三

好丘交流センターなどを使って事業を行っていく計画である。 

【田口委員】整理番号２５番の事業に対しての意見ですが、述べ人数を回数で割ると５０人以上来

ている計算である。他の地域で携わったことがあるが３０人ぐらいの参加者でいっぱいで

ある。回数を増やす計画はないのか。 

【石原委員】第３期計画を策定した時に回数を増やすように計画されたか。 

【事務局】地域福祉計画は、具体的な回数を記載していく計画ではありません。 

【石原委員】今後の事業の方向性が拡大となっているので、今後発展させていくものであると解釈

できるものであると考える。 

【事務局】健康推進課の事業である。ご意見があったことを伝えていきます。 

【佐宗委員】整理番号６・７・８番で小中学校の児童生徒のボランティア事業の記載がある。例え

ば、市のゴミゼロ運動が年２回あるが、北部地域の中学生の参加がほとんどない。中学校

のクラブが午前７時から始まることが原因であった。市全体の事業であるし、ゴミゼロ運

動も長い時間やるものでもないので、その日のクラブの開始時間を午前９時からにするな

ど学校教育課を通じて、各学校に依頼できないか。 
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【事務局】各学校の考えもあるかもしれない。学校が佐宗委員の言っていることを知らないでクラ

ブを開催していることであるならば、年２回の開催日は予め決まっているので、学校教育

課には委員から意見があったことを伝えていきます。 

【佐宗委員】整理番号１１番で学校の空き教室の利用を考えていくこともできるが、校長先生の話

を聞くと、不特定多数が入ってきてしまうためにダメであるとの回答が返ってきてしまう。

教育委員会をからませて考えていかなければならないと思うが、難しい問題である。緑丘

小はフラットに作られていて老人も使えるようになっていると聞いたことがある。 

【会長】小学校の校地および施設の利用について校長に責任がいく体制になっているため、校長先

生としては慎重になってしまう部分があると思う。この議論は１０数年前から意見として

出ている。最近では災害時のための備蓄をしていくなど変化してきている。校地利用につ

いては、今後も考えていって欲しいことである。 

【石原委員】資料の全体で言えることであるが、各担当課から報告されているものをまとめている

資料となっているため、ですます調になっていたり、である調になっていたりと表記がバ

ラバラであるので、事業内容で書かれているですます調に統一した表記にした方が良い。 

【事務局】直していきます。 

【佐宗委員】整理番号１８番のように具体的数値が出ている。各課では数値の把握はされているの

ですよね。 

【事務局】地域福祉計画は細かい事業の数値を出して計画を策定しているものではなく、各課で

行っている事業内容を集約化し理念を規定しているものである。細かい数値は、それぞれ

の各事業計画で策定していくものであると考えている。 

【会長】この意見は、第３期計画の進捗状況確認を行う際の参考としていきたい。 

【会長】他に意見がなければ、次に移ります。 

【事務局】基本方針２の説明をさせていただきます。 

整理番号５７番「福祉サービスの提供、事業所の整備の促進」について、子育て支援課で、

下２行、児童数が増加している北部小学校区に児童クラブを新設するため設計委託を実施

し、建設工事に着工しています。 

次に、すぐ下の、整理番号５８番「権利擁護に関わる事業の促進」について、福祉課で、

権利擁護支援業務を愛知県司法書士会に委託し、相談などに対応すると共に、当事者団体

や障害者相談支援専門員に成年後見制度に関する情報提供を行いました。 

基本方針２は、２６・２７年度を見比べると、この２つに変化がありました。以上で説

明を終わります。 

【会長】基本方針２について、何か質問はありますか。成年後見制度については、第３期計画策定

時でも議論があった。障がい者の親亡き後の問題などすぐには解決しない問題であり、第

３期計画でも継続事業としてあがっている。 

【佐宗委員】各コミュミティ単位で、民生児童委員や他の色々な委員などが集まって協議会を開い

たりしている地域がある。安城市では20数ブロックがあるようだが、平成28年11月に全ブ

ロック単位で協議会が開催される仕組み作りがされたと聞いた。 

【会長】個人情報の壁があって難しい部分もある。町内会組織は法に定められていない。民生児童

委員も同じで、各地域に必ずおきなさい、というものにはなっていない。 

    ただ民生児童委員の活動で、老人の孤独死が発見されたりすることもある。第一発見者が
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民生児童委員になってしまうと問題になるケースもあり、名古屋市でも警察や消防と地域

や民生児童委員とで連携して一緒に訪問するなどの活動が出ている。 

【事務局】みよし市ですと各行政区に民生児童委員を置いており、民生児童委員と区長で連携を

とっていると聞いている。コミュニティ単位ではないが、小学校・中学校区で校区委員会

が開かれていて、子どもたちへの支援を話し合っています。 

【野﨑委員】民生児童委員としてコミュニティ単位で集まって話し合っている場があるとは聞いて

いない。 

【佐宗委員】校区委員会は学校の組織で行っているため、校長先生がリーダーになっている。それ

を区長や民生児童委員がリーダーになってやるような組織があっても良いと思う。 

【会長】民生児童委員のなり手がいないのも問題である。今後も民生児童委員は地域での重要な担

い手になってくるので、永続して行っていける組織の支援体制などをいずれ考えていかな

ければならない時期もくる。消防団も同じようなことが言えるかもしれない。 

【会長】他に意見がなければ、次に移ります。 

【事務局】基本方針３の説明をさせていただきます。 

整理番号６４番、「高齢者や障がい者の生涯学習活動への支援」について、長寿介護課で、

今後の事業の方向性で統合とあり、これは具体的事業に記載がありますとおり、平成２９

年度より地域包括支援センター運営事業に移行するためです。これは、老人福祉法に基づ

く「在宅介護支援センター」から介護保険法に基づく「地域包括支援センター」に発展的

に機能強化を図り、１か所で市内全域を担当していた市役所内にあった「地域包括支援セ

ンター」を市内を３つのエリアとそれを担当する３つの「地域包括支援センター」を設置

していくものです。 

整理番号６６番「健康に関する教育及び相談の充実」について、健康推進課で、拡大、

向上があります。具体的事業内容自体には変化がありませんが、母子保健指導事業は整理

番号２５番で説明しました母子支援事業の拡大です。健康教育事業は、平成２８年度中に

三好公園総合体育館のトレーニングルームがリニューアルオープンし、そこを平成２９年

度から健康推進課でも利用し、一般向けの健康相談の充実を図るための事業が始まること

に向け、平成２８年度にはその準備のための予算拡大と成果の向上となっています。 

整理番号６８番で事業名は長いので省略しますが、方向性に改善・統合とあります。こ

ちらも具体的事業内容自体には変化がありませんが、マラソン駅伝大会実行委員会補助事

業をスポーツ大会開催事業と変え、その中に下のソフトボール事業と体育祭事業を統合し

ていき改善を図ったものとなっています。 

次に、整理番号７１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、事業の統合がありますが、こちらはみよし市図書館学習交流プラザ「サン

ライブ」が平成２８年７月２日に開館することに向けた平成２７年度からの統合で、事業

内容に変更はありません。 

その下、整理番号７２番の健康推進課の健康教育事業の拡大・向上は、整理番号６６番

で説明した内容と同様の内容での拡大・向上です。 

一枚めくって、整理番号７４番、事業名は長いので省略しますが、長寿介護課の廃止・

休止は、こちらも整理番号２１番で説明した内容と同様の内容で「平成２９年度より介護

予防・日常生活支援総合事業」に移行するためです。 
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次に、整理番号７８番、「さんさんバスによる広域的な交通体系の推進」について、企

画政策課で、成果が向上となっています。こちらは、利用者が年々増加していることによ

る向上です。具体的事業内容に変化はありません。 

次に、整理番号８０番「親子通園事業の充実」について、子育て支援課で、事業の方向

性が拡大で成果が向上となっています。事務事業として、親子通園事業を児童発達支援事

業に変え、明知保育園内に「みよし市児童発達支援事業所よつば」が平成２７年度に開所

したことによる拡大と向上です。 

次に、整理番号８２，８３番で災害時の要援護者について、福祉課で、平成２５年８月

に災害対策基本法が改正され、災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者の

名簿の作成が義務付けられ、名簿については、地域防災計画の規定により作成することと

されました。平成２６年度の「みよし市地域防災計画」の改正の中で避難行動要支援者名

簿の作成が規定されました。それにより、平成２７年度に避難行動要支援者名簿の作成と

支援マニュアルの作成を行っています。こちらは、平成１９年８月に厚生労働省から「要

援護者の支援方針について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」として示され、みよし市

では、第２期地域福祉計画に盛り込まれ、「災害時要援護者支援制度」に基づき、名簿の

作成やマニュアルの作成を行っていましたが、新たに「避難行動要支援者支援」という名

を変えて事業の実施がなされているもので、第３期計画にも盛り込まれています。 

また、その下、整理番号８４番、「地域における自主防災組織の育成、支援」について、

防災安全課で、コミュニティ単位での防災訓練を通じた自主防災組織育成の実施として、

平成２７年度は試行的に緑丘コミュニティの防災訓練に参加しています。 

次に、整理番号８６番「障がい者の雇用に対する支援」について、福祉課で、障がい者

就労支援事業を市内法人に委託し、企業における障がいのある人の就労を促進できるよう、

講座等を開催しました。 

次に、整理番号１０２番「地域との連携によるグループホーム・ケアホームの設置」に

ついて、長寿介護課で、「第５期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画」において、１か所

定員９名のグループホームを平成２７年度に開設し、第６期計画でも新たにグループホー

ム１か所の整備が計画されています。 

以上で、基本方針３の説明を終わります。 

【石原委員】整理番号８２，８３番は、事務事業名のところが空欄となっているが、どうしてか。 

【事務局】ここの欄は市で行っている事務事業目的評価表から拾っている。避難行動要支援者名簿

作成の事業は事務事業に入っていないために空欄になっています。 

【石原委員】実際に事業を行っているので、番号は空欄であっても、事務事業名の欄へは記載して

いった方が良いと思います。 

【事務局】修正していきます。 

【野﨑委員】避難行動要支援者の個別計画作成は自主防災会が主になって行うこととなっているが、

なかなか進んでいない状況である。個別計画は各家庭を回って部屋の間取りなどを書いて

いくなど大変な作業である。個別計画作成について自主防災会に働きかけをしていく必要

がある。 

【田口委員】意見とお願いです。避難行動要支援者には、難病患者も入っていると思います。保健

所でも難病患者への災害時の個別計画を立てていくこととなっています。平成28年12月に
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は、保健所で民生児童委員、消防職員、難病患者当事者・家族、保健師、防災・福祉担当

職員で災害時には何が出来るだろうか、どう連携できるだろうかを話し合う機会をもった。

私も実際に新潟や阪神淡路に震災があった時に避難所の支援に入ったことがある。新潟な

んかは近所の人があのおばあさんは家の中のどの部屋で過ごしているなどを知っており、

ダイレクトにその部屋目掛けて助けに入る姿があった。それで助かった人が多くいた。神

戸ではそういうことがなく、どこから探して良いか分からなかったとの話を聞いた。災害

時には家族構成や避難支援が必要な人がどこに普段いるかなどの家の間取りなどが重要

になってくると実感した。 

【会長】災害時の避難所では障がい者などの個室をどうしていくかという問題があったがどうなっ

ているか。 

【事務局】避難所を設立するときに、みよし市では市内２箇所の三好特別支援学校と三好老人保健

施設と福祉避難所の協定を結んでいます。障がいをお持ちの方、高齢者の介護の方を支援

いただくように協定を結んだ段階で、その次のどの様に支援をしていただくかなどは今後

打合せしてつめていくことになります。したがって、個室をどうしていくかという話はま

だの段階です。 

【会長】東日本大震災の時は、一般の避難所に行っても集団に馴染めない人を公営住宅など一部屋

確保できるところを探していたようです。また通所施設に通っていた方は、その施設が津

波の被害に遭わなかった場合は、通所施設を開放して対応していたとも聞いた。みよし市

の一般の避難所マニュアルは非常に良くできていると他で聞いたことがある。障がい者用

の対応も考えていく必要がある。 

【佐宗委員】空き家があると思うが、直接市がやり取りするのは難しいと思うが、そういうものを

管理している会社があれば、災害時には利用できるような協定を結んでいくことはできな

いのか。 

【会長】みよし市の北部にはマンションも多くある。マンションには管理組合があるので、その管

理組合と協定を結んでいくことになる。災害時には共益部分の利用や、水害時には５階以

上の廊下の利用を可能とするような協定を名古屋市では結んでいるところもある。協定を

結んでいれば地図にも記載が出来る。 

【佐宗委員】整理番号７８番のさんさんバスですが、高齢者の車の事故も増えていて、運転免許証

の返納の動きもある。そういう高齢者に対するさんさんバスの運賃を無料にする考えはな

いのか。 

【事務局】さんさんバスは福祉バスで、障がいがあってもなくても誰でも運賃を１００円という形

で運営している。 

【佐宗委員】１００円だってばかにならない。高齢者の運転免許証返納者には定期を出すなどの施

策を市は積極的に行っていくべきではないか。また、何で北から南まで走らせる必要があ

るのか。北部の人は市民病院までで、南部の人はイオンまでの利用者がほとんどある。市

役所を中心に、放射状で走らせてみて本数を増やすことを考えたらどうか。 

【野﨑委員】南部の人が通う病院は市民病院ばかりではなく、北部にある豊田厚生病院もあるため、

北から南まで走らせる必要はあると思う。 

【会長】福祉タクシー券をみよし市はやっていますか。 

【事務局】障がい者に対するタクシー基本料金助成制度を行っています。 
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【会長】昔、タクシーの配車方法について愛知大学経済学部の人と市でシステムを開発したと聞い

たことがある。 

【事務局】さんさんバスの路線から離れている地区の方のさんさんバスへの乗り継ぎタクシーのこ

とかと思われる。さんさんバスの運営については、みよし市地域公共交通会議で話し合い

がされている。 

【佐宗委員】秋にやる福祉フェスタでシャトルバスを出したらどうか。 

【会長】市全体の予算の優先順位の話になってくると思う。今後、高齢者のバスやタクシーも含め

た移動方法を考える必要が出てくることになると思う。企画政策課が担当している地域公

共交通会議で優先順位があがってきていないかもしれない。地域福祉からの視点で意見を

発信していくこともできる。 

【事務局】基本方針４の説明をさせていただきます。 

整理番号１２４番「ＮＰＯ・市民活動団体の活動に関する情報の提供」について、協働

推進課で、２行目中ごろ、市民活動団体のスキルＵＰを目的として「市民活動サポートセ

ンター講座」と市民活動サポートセンター登録団体間の交流を目的とした「市民活動サ

ポートセンター交流会」の開催がありました。 

次に、整理番号１２８番の協働推進課で、事業の方向性に統合、成果の方向性に向上と

ありますのは、整理番号３１番で説明しました地区コミュニティ活動推進事業にこの事業

を統合させていきましたためで、具体的事業内容に変化はありません。 

最後になりますが、整理番号１３４番「地域における活動拠点の整備充実」について、

協働推進課で、地区拠点施設の整備について、平成２６年度では、「協議会設置要綱」「検

討部会設置要綱」「施設整備基金条例」の３つを制定し、「地区拠点施設整備基本構想策

定」の準備を行いました。それに続いて、平成２７年度では、協議会で３回の会議を開催

し、地区拠点施設整備基本構想の検討を行い、市長に答申しています。 

以上で、基本方針４の説明を終わります。 

【会長】意見はありますか。それでは、進捗状況の報告をうけました。よろしいでしょうか。 

 

 

３ その他 

・第３期地域福祉計画の進捗状況確認について 

【事務局】本日配布させていただきました「第３期みよし市地域福祉計画 進捗状況確認について」

をご覧下さい。 

それでは、ご説明させていただきます。 

この資料は、さきほどの議題１で行った進捗状況表の１ページを流用して作成していま

す。 

議題１での進捗状況の説明の中でもありましたが、今までの進捗確認表では、具体的な事

業内容に変化がないのに、今後の事業の方向性に拡大があったり、成果の方向性に向上が

あったものがありました。 

第２期地域福祉計画でも、第３期計画でも同じですが、審議会を定期的に開催し、ＰＤ

ＣＡ（プラン〔計画〕、ドゥ〔実行〕、チェック〔評価〕、アクション〔改善〕）ＰＤＣＡサ

イクルに基づいて、各事業の進捗状況について、審議会で確認や助言をいただきながら、
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みよし市の地域福祉の推進を図る、となっています。 

第２期計画の進捗状況確認方法として、市で行っている事業に対する「事務事業目的評

価」を使用し、進捗状況の確認を行っていく、という方法で確認を行ってきました。この

事務事業目的評価もＰＤＣＡサイクルに基づいた評価をしていて、各課で行っている様々

な仕事や事業の取り組みの方向性の参考にされて実施しています。 

ただ、市で行っている事務事業目的評価は、費用対公課のチェックや事務効率化の観点

に比較的強いものとなっており、地域福祉計画の中での進捗状況確認としては分かり難い

のではないか？とのご意見が前の審議会でも出ていました。 

そこで、第３期計画の進捗状況確認からは、「事務事業目的評価」を用いて方向性や成

果を見ていくものから、今回御配りしました表に変更し、進捗状況確認を行ってまいりた

いと考えています。 

やり方としましては、今までの表を改良したものを使用していきます。 

前年度に行った具体的事業について地域福祉計画の進捗状況として担当課で左下の表

のようにＡ～Ｇの評価を行ってもらいます。そしてＣの縮小や、その他、事業の完了、中

止・廃止・計画中・未着手となっている場合には、その理由を記載してもらいます。その

段階で、審議会の資料とさせていただき、数多くある事業の中でも特に審議会として意見

の必要なものを審議会でまとめていただき、それを担当課に戻して、次年度の事業実施に

向けた参考としてもらう。このような方法で、審議会のご助言をいただきながら、みよし

市の地域福祉の推進を図っていきたいと考えています。 

以上で、第３期計画の進捗状況確認についての説明を終わります。 

【会長】進捗状況報告の基本方針３で議論がなされた市で行っている事務事業目的評価表を用いた

第２期計画の進捗状況確認方法に対し、第３期計画の進捗状況確認方法として事務局から

改善の提案がなされたものとなっている。 

【野崎委員】進捗状況をＡ、Ｂ、Ｃなどの記号化していくとのことですが、進捗状況表の各ページ

にＡ、Ｂ、Ｃなどの記号がどれに該当するのかを示して欲しい。 

【事務局】表記していく様式を作成していきます。 

【佐宗委員】自分は健康推進課の事業でヘルスパートナーとして関わっている。事業の詳しい数値

の提示をしてもらっている。地域福祉計画審議会の資料としてそういうものも出るのか。 

【会長】福祉課では全ての計画の細かい資料を持っているのですか？膨大な資料となると思うので

すが。 

【事務局】地域福祉計画は福祉・保健などの「地域福祉」の施策や方向性を示した『理念計画』と

して位置付けられています。各分野における課題分析や各種施策、事業の具体的な方向性

などは、分野別の計画で定められています。 

【佐宗委員】福祉課で全ての事業の資料を全て集めていく必要があると思います。各事業の中には

詳しい数値をもっていない事業もあると危惧しています。作成していなければ福祉課から

指示を出していけば良いのではないか。 

【事務局】地域福祉計画も市の総合計画を上位計画として作成されています。各担当課が行ってい

る事業に対し福祉課が指示を出していくものではありません。 

【佐宗委員】それが行政の縦割りであると思います。 

【事務局】市全体で市で行っている事業に対する評価が、市で統一した様式で行っている事務事業
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目的評価となります。地域福祉計画の担当課が福祉課で福祉部となります。地域福祉計画

は幅がとても広いもので、関係する課もとても多いです。地域福祉計画審議会の事務局を

福祉部で担い審議会を開催してきましたが、今後、事務局の体制についても見直しの一つ

にしたいと考えています。他市町の地域福祉計画審議会の組織も参考として見直していき

たいと思います。 

【会長】私たちの暮らしの中で、地域の福祉が行われ、生活の質の維持がなされているかを見てい

くものであると思います。各事業の詳しいものを福祉課で把握しておき、審議会で回答で

きなかったものは後日回答とするもの一つの方法で、また各事業の担当課に審議会に出席

してもらうものも一つの方法であると思う。せっかく審議会を開催しているのだから、進

捗状況確認の様式の改善とともに審議会の事務局のあり方も考えていければ良いと思う。 

【野崎委員】表の中の表記ですが、Ｄの事業終了（完了）は、終了とカッコをなくして事業完了と

するのはどうですか。 

【事務局】その様に修正します。 

【石原委員】Ｆの計画中とはどういうものを想定していますか。 

【事務局】Ｇの未着手は全く事業の計画がなされていないもの。Ｆの計画中は事業を行う前の構想

中のものを想定しています。 

【石原委員】計画中の事業を審議会で出されても議論できないと思う。計画中だとしてもＧの未着

手と同様の厳しい姿勢であった方が良い。Ｆの計画中は無くしても良いと思う。 

【事務局】出席している審議会委員の皆さまのご意見ということでＦの計画中は削除することでよ

ろしいか。 

【会長】削除で良いと思います。 

【野﨑委員】Ａの事業実施中（拡充）とＣの事業実施中（縮小）ですが、縮小に対する反対語は拡

大であると思う。また実施の言葉もいらないといらないのではないか。 

【田口委員】Ｂの事業実施中（継続）は、継続事業で大きく変化がないのであれば、事業維持にす

るのはいかがでしょうか。 

【事務局】事業を充実させているとの意味で拡充の単語としました。野﨑委員、田口委員の提案を

取り入れまして、Ａを事業拡大、Ｂを事業維持、Ｃ事業縮小に変更したいと思います。 

【石原委員】Ｄの事業終了（完了）は、事業完了で良いと思う。また完了なので、一番上のＡにし

たらどうか。 

【会長】事業完了の想定は。 

【事務局】多くの事業が継続して行われています。例えば、施設や組織の○○の設置などが事業と

上がっている場合は、設置をもって完了ということになることを想定しています。 

【会長】表の見栄えとなるが、完了が一番上にくると考えられるが、事業が拡大しているものをＡ

として一番にもってくるのが良いと思うので、位置づけはこのままで良いと思う。委員の

意見はこれくらいでよろしいでしょうか。今後、市内部でも表記について他部署から意見

が出るかもしれない。これ以降は事務局に一任していきたいと思うがどうか。 

【各委員】一同了承。 

【会長】他に事務局からお願いします。 

【事務局】今回の審議会で委員の皆さまの任期が終了する。また来年度になったら、また委員をお

願いさせていただく委員もいる。その時には、よろしくお願いしたい。 
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     来年度の審議会の時期ですが、今後は様式により特に審議会として意見が必要となるも

のを紙面にして各担当課に戻していくことを考えている。市の事業には予算も関係してく

るため、来年度の８月ぐらいに最初の審議会を開催したいと考えている。 

【石原委員】審議会の委員の任期であるが、４年となっているのは意味があるのか。 

【事務局】計画期間が５年であることが関係している。他では３年任期の審議会もある。地域福祉

計画は進捗状況の確認も随時行っていくため、３年区切りだと計画期間とずれが生じてく

る。 

【会長】委員の方でも、行政職や福祉団体からの代表は、人が替わっていくことが想定される。４

年あれば委員の変更があっても、委員の中で継続している人もいて、経過が分かる委員が

残ると思う。このままで良いと思います。 

【事務局】本日は貴重な意見ありがとうございました。審議会を閉会します。長時間ありがとうご

ざいました。 

（一同礼） 

 

 

 

 

 


