
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 令和元年度第１回みよし市地域福祉計画審議会 

開 催 日 時 
令和元年 11月７日（木） 

午後１時 30分から午後２時 30分まで 

開 催 場 所 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（愛知大学名誉教授）） 

（副会長） 

野﨑 又嗣（民生児童委員の代表者）、翠 健一郎（副会長・

医療関係者） 

（委員） 

熊谷 かの子（福祉団体の推薦する者）、加納 幸治（福祉団体

の推薦する者）、佐宗 正行（福祉団体の推薦する者）、増岡 

潤一郎（教育関係者）、木村 豊（教育関係者）、渡邊 祥子

（教育関係者）、志水 孝行（関係行政機関の職員） 

（事務局） 

大田福祉部長、岡田福祉部次長、海堀福祉課長、深谷副主幹 

 

欠席／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）、服部 正夫（福祉団体の推薦する者）、冨樫 

義尚（福祉団体の推薦する者）、猪島 智美（市民）、木戸 美

代子（関係行政機関の職員） 

次 回 開 催 予 定 日 令和２年２月 

問 合 せ 先 

福祉部 福祉課 

担当者 深谷 文雄 

電 話 0561－32－8010（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0561－34－3388 

e-mail fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 議事録全文 要約した理由   
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令和元年度第１回みよし市地域福祉計画審議会 会議録 

日 時 令和元年 11月７日（木）       

午後１時 30分から午後２時 30分まで 

 場 所 みよし市役所６階          

601・602会議室            

 

１ あいさつ 

福祉課長 はじめに、会議の概要ですが、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、公開会議と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。傍聴人は、現在はいないようで

ございます。 

今年度公職等の異動により、５人の委員の方が交代をされております。交

代された委員の方につきましては、配布資料の委員名簿のうち、社会福祉法

人みよし市社会福祉協議会の加納幸治様、また、みよし市身体障がい者福祉

協議会の服部正夫様、また、いきいきクラブみよし連合会の冨樫善尚様、豊

田加茂福祉相談センターの志水孝行様、衣浦東部保健所の木戸美代子様でご

ざいます。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すので、よろしくお願い申し上げます。 

ここで、福祉部の太田からごあいさつを申し上げます。 

福祉部長 みなさん、改めましてこんにちは。それぞれお忙しい立場の中で、本年度

第１回の地域福祉計画審議会になりますが、委員の皆さまにはご出席をいた

だきましてありがとうございます。今動いております地域福祉計画につきま

しては、平成 28年の３月に策定をしておりまして、５年間の計画となってお

ります。来年度、令和２年度末をもって終わる計画でありまして、来年度か

らこの審議会で第４期の計画を策定に向け動き始めたいと考えています。そ

こで、本年度、令和元年度につきましては、第４期計画の基礎となる市民ア

ンケートをとりたいと考えていまして、本日の議題にも挙げております、ア

ンケートの素案についてご審議をして頂きたいと思います。みなさんにおか

れましては、忌憚のないご意見を頂きまして、より市民の方の意見がはっき

りわかるようなアンケートをとりたいと思っております。短い時間ですが、

よろしくお願いします。簡単ですが、冒頭のあいさつとさせていただきま

す。本日はよろしくお願いいたします。 

福祉課長 続きまして、審議会の浅野会長からごあいさつ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 みなさん今日は出席ありがとうございます。今年度第１回目の審議会です

が、できるだけ委員から発言するように促していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。また、福祉関係はいろいろ動きが大きくて、ご存じの

ように国会でも重度の障がいをもった方が質問に立つということが行われる

ようになって、みなさん結構、国民は何事かと思っているところがあると思

いますが、大きな動きは、国連の障がい者権利条約を日本が批准して、それ

に基づいて障がい者差別解消法を作って、それが 16年度に施行になったとい

うことで、この法律は実は、合理的配慮と新聞には書いてあると思います。

合理的配慮というのは何のことかわかりにくいのですが、リーズナブル・ア

コモデーションといって、要するに、正当な理由のあるものについては便宜



2 

 

を図れということのように聞こえますが、大事なのは、合理的配慮の否定は

差別だという法律なのです。これは完全に、権利を要求する側ではなくて、

それを実行する、サービスする側の行政機関側の方の、サービスを否定する

ような行為は違法ですということです。それで国の機関も動いているし、当

然これは末端にも出てきますので、これから国会がこういう放送もどんどん

されると、全国の、例えばみよし市も市議会の会場が整備されているかと

か、議員が出てきたときにやろうというような話になっていくのだと思いま

すが、実は大学もずいぶん昔ですが、車椅子対策で全教室対応するようにと

いうことでやって、いつでも車椅子の学生が出た場合には授業を受けられる

体制をとれと言われたのも、ずいぶん前の話です。だから、だんだんそれが

当たり前のようになって、その提案があったときに、こうしなければいけな

いというような事態があったときに、反対するのは差別になるという縛りに

なってきて、これはもう配慮しなさいではないです。絶えず配慮を受け入れ

て、積極的にそれを生産的に対応すること、常に行政機関は考えろと言われ

ているようなものなので、非常に大変だと思いますが、これを日本が受け入

れたのですから、国も本気でやりだしたことなので、みよし市や地方にも風

が吹いてくると思います。幸いみよし市は、結構いろいろ、全国的にみると

進んだところがありますので、あまり悲観的にならずにどんどんやっていこ

うという感じで良いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

２ 議題 

（１）第４期みよし市地域福祉計画策定アンケート調査（案）について 

事務局 それでは、早速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ということになっていますの

で、会議の取り回しにつきましては、浅野会長にお願いしたいと思います。会

長、よろしくお願いします。 

浅野会長 それでは、議題に入る前に、会議の成立を確認したいと思います。出席者が 10

名、定員が 16名で、定足数が８ですので、10名ということで２名をオーバーしてい

ますので、会議は成立していることをご報告いたします。それでは、議題の１に入

りたいと思います。第４期みよし市地域福祉計画策定アンケート調査（案）につい

て、事務局より説明をお願いします。 

事務局 はい。福祉課深谷が説明いたします。 

平成 28年３月に策定した「みよし市地域福祉計画」の計画期間が令和２年度に終了

します。 

第 4 期計画の策定のため、市民の福祉に対する意識や需要を把握するため、アンケ

ート調査を実施します。 

調査は市内在住の１５歳以上の方から無作為に 1,000 人を抽出し実施します。男女

は均等に、地域割合は８小学校区単位で人数が均等になるよう抽出、年代割合は 15

歳から 19歳が 64人、20歳から 29歳、30歳から 39歳、40歳から 49歳、50歳から

59 歳、60歳から 64 歳、65 歳から 69 歳、70 歳から 74 歳、75 歳から 90 歳が各１１

７人で合計 1,000 人となるよう抽出します。 

調査項目は資料１をご覧ください。 

２ページから３ページ、問１から問 10までが市民本人に関すること、３ページから

５ページ、問 11 から問 17 までが一番市民に身近な地域の単位であるご近所に関す

ること、６ページ問 18 が近所の次に身近な地域の単位であるご行政区に関するこ

と、７ページから８ページ、問19から20がボランティア、市民活動に関すること、
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９ページ、問 23 から 24 が福祉に関する市民の考え方、９ページ下段から 10Ｐ、問

25 から 26 が不安に思っていることおよび相談先、11 ページから 13 ページ、問 27

から 33が福祉サービスに関する意識、13ページ中段から下段、問 34から 35が災害

時の避難行動要支援者に関すること、14 ページ、問 36 から 39 が民生児童委員、社

会福祉協議会に関すること、１５ページ、問 40が自由記述欄となっています。 

計画の継続性を保つため、また３期計画との比較、評価も行う必要があるため、基

本的に調査項目の大きな変更は行っていません。変更点は次のとおりです。 

問１、性別については、性的マイノリティへの配慮から、答えなくてもアンケー

トを進められるよう変更しました。 

問８、住んでいる地域について、前回は小学校区を選んでもらう形でしたが、小

学校区が分からない場合もあるため、行政区を答える形とし行政区単位での集計も

できるよう変更しました。 

問 26、困ったときの相談先として、平成 29年４月に市内３か所に設置された地域

包括支援センターを回答の選択に追加しました。 

問 31 も問 26 と同様に福祉情報の入手先に地域包括支援センターを回答の選択に

追加しました。 

問 33、成年後見制度については、近年、高齢者、障がい者等の権利擁護の必要性

が高まっており、成年後見センターの設置も進めていることから新たに質問を追加

しました。 

変更点は以上です。質問数は前回 39問から今回 40問で 1問増となっています。 

説明は以上です。 

浅野会長 前回のアンケートの結果報告書の最後に前回のアンケート用紙が載っていますの

で、それと比較されれば良いということです。 

これは、最初の 1,000 人の年代別の割り振りは、各区分に均等に割り付けるのです

か。 

事務局 前期高齢者から後期高齢者までの間が５歳きざみです。15歳から 19歳までが、若

干人数が少なくなっていまして、64 人と、他の区分の 117 人より少なくしておりま

す。 

浅野会長 前回の回収率はどのくらいですか。 

事務局 前回は 1200人で 48.1％となっています。 

佐宗委員 ２番の、年代層はどのゾーンが一番多い傾向にあるのでしょうか。人口的に、10

歳飛びと５歳飛びになっていますが、どのような分布になっているか、おおざっぱ

に教えてください。 

事務局 ざっとですが、15 歳未満が 15.9％、15 歳から 64 歳までが 66.3％、それから 65

歳以上が 17.8％となっています。 

佐宗委員 わざわざ年齢を振ってあるのであれば、このゾーンが何名ぐらいということがわ

かると回収率もこのゾーンが多い、少ないと分かるのではないでしょうか。 

浅野会長 それはできますね。 

事務局 はい。年齢を答えてもらいます。 

浅野会長 それは人口比ではどうなるのかというのは出せます。むしろ前回のアンケート調

査の結果の問２で、あなたは何歳ですかと聞いている。そうすると、年代別の回答

率がわかります。どれくらいが回答するのか。それをみるとだいたい若年層がわか

ります。 

福祉課長 前回の 27年３月にやったアンケートの調査結果報告書の５ページの問２のところ

ですが、前回のアンケート回答者数と年齢比率が載っています。年齢別では平均的

に回答されているように認識しています。 

浅野会長 報告書のマークが、どれが何歳かわかりにくいですね。 

事務局 前回のアンケートで回答率が一番よかったのが、65 歳から 69 歳までの方で、

69.3％です。 
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福祉課長 16.8％というところが、65歳から 69歳です。 

浅野会長 50歳以上はだいたい均等に回答率が出ていますね。 

野﨑副会

長 

本来、前のアンケートの 42ページの８番、避難行動要支援者について、今回の案

の 13ページの８の防災・災害対策に関してお伺いしていますが、アンケートをみな

さんに出すのに、避難行動要支援者が誰だというのはわかりますか。これは公表し

ていないのでしょう。これは、民生委員と地域支援者の方と、行政区の区長、市役

所の方しか配ってないはずですよね。これは公表していなくてわかるのかなと思い

ます。前回の 42ページで私は気がつかなかったのですが、避難させる活動ができる

かという。一般の方はできないですよね。 

事務局 避難行動要支援者がどういう方かというのを、アンケートの中にうたっておりま

す。 

野﨑副会

長 

一般市民の人がわかりますか。誰が要支援者なのかというのは公表していないで

すよ。 

事務局 わからないです。 

野﨑副会

長 

わからないですよね。全然わからないと、支援できないですよね。どこのうちの

方が要支援者なのか。これは登録希望者が持っているのですよね。 

事務局 はい。仮に災害時に避難が必要な高齢者ですとか、児童ですとか、障がい者です

とか、外国人もいるかと思うのですけど、そういった方がご自分の身近にいた場合

に、あなたならどうされますかという質問になっておりますので、その特定の個人

を特定しなくても、アンケートとしては答えられるとは思います。 

福祉課長 避難行動要支援者の概念が何かというのが、一般の方は分かっていないというこ

とがあって、その中で 13 ページの問 34 の上のところに注釈で「避難行動要支援者

とは、災害時に支援が必要な高齢者、児童、母子家庭、障がい者、外国人のことを

いいます。」ということで、概念はこういった方なのですけども、その次の設問の中

で、こういった方について、避難させる活動に協力できるかどうか、お聞きをして

おります。その中で、協力できる、条件が整えば協力できる、これはたぶん身近だ

ったらできるのではないかとか、障がいだとか高齢者の度合いによってはできるの

ではないかというような回答をしていただく形式になっておりますので、特定の避

難行動要支援者も特定して協力を仰ぐような設問になっておりませんので、避難行

動要支援者の概念さえわかれば回答はできると思っています。 

浅野会長 民生児童委員、社会福祉協議会については、その認知度を測るアンケートです。 

野﨑副会

長 

14 ページの民生児童委員のことですね。これまた１つあると思います。社会福祉

協議会と同じような質問にしていただくと良いと思ったのです。 

事務局 社会福祉協議会の方は、名前も活動もよく知っています、名前を聞いたことはあ

るが活動内容はよく知らない、名前も活動も何も知らないという選択肢になってい

ます。 

野﨑副会

長 

前回との比較もあるので、どちらがよいかわかりませんが。 

翠副会長 委員というのは人のことを言っているか、知っている、知らないで。これは協議

会のことだから、名前、内容なのではないですか。民生委員は人だから、内容では

ないです。民生委員は知っていますか、知らないですか。内容はその下にあります

ね。問 37 にその内容が書いてあるので１個にしたという感じで、問 36 は、民生委

員という存在を知っているか、知らないかで、その内容は問 37にします。 

野﨑副会

長 

そのままで良いということですね。 

翠副会長 これは人を知っているか、地域で民生委員の人を誰か知っていますかということ

ですね。その内容は問 37 に、問 38 は最初から、協議会という組織の内容を知って

いますかということで、その内容についてのことで、人と組織とは違うのです。だ

から、今までの分で問題ない気がしますね。 
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増岡委員 今、野﨑さんが迷われたのは、「お住まいの地区の」と書いてあるもので、人のこ

とをイメージしてしまうような書き方になっていますよね。誰か知っているかと聞

いていますのでこれが誤解のないように。 

浅野会長 これは人ですよね。問 36は人を聞いているのですよね。それで良いのではないか

と考えます。 

野﨑副会

長 

それが難しいのですよ。 

浅野会長 なんでもかんでも民生児童委員に実は振っていっているので。地域、防災のとこ

ろに関しては、あまり防災対策のところを詳しくやりますと、実は別個に、防災関

係の委員会とか部署があり、それはそれでやっていますので、むしろここは大枠を

押さえていくというところのアンケートです。この防災のところで、みよしは早々

と実は取り上げていて、前回アンケートの結果とかで議論しましたけど、避難行動

要支援者というのが、なかなか全国の地方では実現できていない所が多いのです

が、みよしは去年の進捗状況調査で、結構実は全国的にみると、数値的には絶対量

が少ないように見えたのに、個別計画ができているのが 10数％できています。僕も

名古屋の方に行ったら、名古屋は策定が進んでいない。これからですという状況な

ので、みよしのシステムを今、名古屋の熱田区の民生委員に渡して、今勉強させて

いるのですけど、きちんとサポーターのネットワークが決まっていて、本当にちゃ

んとできていれば良いなと思ったのですが、時間はかかるだろうなと思います。た

だおそらく認知度は、問 34で、今回災害時に避難行動要支援者という言葉がどれく

らい認知されているかとか、さっき冒頭で触れましたけど、国会で重度障がい者が

質問した内容は、この行動要支援者事業をもっと促進せよと、もっときちんとした

計画を広めろ、促進せよというのが質問でした。あれで全国紙にも報道されていま

すので、避難行動要支援者という名前、そういう計画をつくらなければいけないと

いう話は、行政が作るのではなくて、地域が障がい者一人ひとりに対して作るのだ

ということは、結構広まっていくし、いろいろな新聞記事が取り上げだしているの

で、今度のアンケートでは少しは上がるのではないかと期待しています。ただ、み

よし市は結構取組みが早くて、全国の中では進んでいる方だと思います。なかなか

広まらないときには、広まらない根っこは何なのかを調べて、その根っこを取って

いくということで、個別の計画をどんどん作っていく。その作業をすること自体が

実はコミュニケーションを作ることになっているという良さがあるようなので、あ

とは防災災害の委員会とかそちらの方で、障がい者対策とか、障がい者対策という

より、弱者対策ですね。消防が一番よく知っていることですが、消防の意見をよく

聞いて、こういう計画を作っていくと思います。今回はこのアンケートでは、この

程度で認知度が分かれば、それがどれくらい進んでいくか分かれば良いと思いま

す。 

渡邉委員 １つよろしいですか。私は基本的なことはちょっとわからないのですが、前回は

1,200人を対象。今回 1,000人に落とした理由と、もう１つは、こういうアンケート

に関して、だいたい 1.6％ぐらいですけど、一般的にはアンケートというのは、

何％ぐらい実際の対象者なのでしょうか。 

福祉課長 回収率は半分ぐらいですね。抽出の数ですね。 

渡邉委員 全体の何％、人口に対して何％ぐらいが、基本は何ですか。私なんか、前に

2,000 人のものがあればみたいなのをどこかで聞いたことがあるのですけど、人口

に対してだいたい何％ぐらいがこの、やはり１つの基準として、これを基に何かを

決めて、動いていこうと思う時に、必要な換算ベースとは何だろうというのと、あ

えて 1,200を 1,000に今回落とされた理由というのは何ですか。 

コンサル

業者 

1,200から 1,000人のところは市の方にお答えしていただきたいところですが、今

回 1,000 人に送らせていただきましたが、仮に返ってきたのが 40％を超えるようで

あれば、95％の信頼率は出てきます。大体 10,000 人以上の人口になりますと、
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2,000件から 3,000件送れば十分精度は保たれるといわれております。 

一方、クロス集計といって、性年代別に分けたり、細かく分類した作業を行う

と、人数が減っていくので、そこでは精度が若干低くなりますが、全体の人口でみ

たときは、精度が保たれているという認識です。昨日も岐阜県で同じような意見が

出まして、岐阜県では 2,000 人に送っている調査といったところで精度を保ってい

ますという話をしておられましたので、みよし市さんの場合 1,000 人でも十分だと

考えています。 

福祉課長 先ほども 1,200 から 1,000 というのですが、別でお配りした「計画の体系」とい

う表がございます。今回皆様に来年の策定に向けていただくのが、左の中段ぐらい

にある「地域福祉計画（４期）」というところでございますが、この上位計画に、

「みよし市総合計画」と、市全体の施策等の計画の一番大きい計画ですが、こちら

の方を今年度から第２次ということで進んでいますが、この時のアンケートが、

1,200 はなかったということで、回収率も含めて、その計画より多く取る必要はな

いだろうということで、今回 1,000ということにした経緯がございます。 

浅野会長 この下の個別のものは、いくつ取ったのでしょう。 

福祉課長 個別は各計画の審議会が同じようにございまして、その中で審議はしていただい

ていると思うのです。 

浅野会長 アンケートなどもやっていますか。 

福祉課長 当然やっています。 

浅野会長 それが 1,200 ぐらいでやっているのですか。 

福祉課長 下部のものはちょっとわからないですが、上位の総合計画についての比率に合わ

せて今回は 1,000 ということで判断いただいています。 

浅野会長 かなり個別のところでやっているということですね。 

福祉課長 個別は個別でまた細かいアンケートを取らないと計画が立てられないような事情

がございます。 

浅野会長 もちろんそうですよね。1,000が良いか 1,200が良いかというのは、確かにこの頃

は非常に簡単にクロスができるようになってきているので、例えば、ある年代とク

ロスをかけてみると、だんだん人数が減ってきてしまいますので、ばらつきがでる

と思います。そうすると、あまり細かなところを見たければ、そんなに人数を持っ

てないと、比較する時に分散というのですが、データの変動が大きくなるのです。

その変動に対してこの違いは偶然起こったのかどうかというのを判断するのです。

その時に偶然ではなくて、変わったことが起こったのだという判断に違いがある

と、要因があると判断したときの、それが間違ってしまう可能性が５％というの

は、さっきおっしゃった 95％信頼度。統計上５％信頼確保するのに、どれだけの量

のデータがほしいかというので、これは統計学でさんざん習うところですけど、研

究者たちがこんな調査できないので、もっと少ない数で過去のデータと合わせなが

ら、傾向を見ています。数学を駆使して、どうにか結論を出すという方向に行きま

す。企業はだいたい５％で動かないと言っていました。１パーセント以下でないと

だめと言って、厳しいことを言っています。我々心理学関係とか医療関係なんかの

方は、だいたい要因の確定の段階は５％信頼水準です。今おっしゃったように、

５％信頼度でやっているということなので、1,000とか 1,200とか、データ解析をし

っかりきちんとやったけど、クロスかければかけるほど、全体の人数が小さくなる

ため、ばらつきが大きくなっていくので、ばらつきに対して平均の誤差がどれくら

いかをみていく。そうすると、結論が出せないということがよく出てきます。そう

いう兼ね合いで、おそらく分析する側の方から言うと、こんな細かくクロスやるの

だと、もっと人数増やしといてくれよということになっているのです。だから、そ

れぐらいの兼ね合いということになります。要するに、細かいところまで知りたか

ったら、人数を増やした方が良い。そうすると金がかかるよと。人数が少ないと、

どうしてもクロスの目が小さくはできなくなるよ。それだけ葛藤しながらやってい
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る。だいたい今 1,000 人から 1,200 人くらいアンケートをとって、40％から 50％の

回答が返ってきているということで、そんなに支障はないだろうということだと思

うのです。検定結果までアンケートについて書くというのはあまり聞いたことがな

いし、あまり行政関係では検定はやってないです。大学の卒論でも必ず検定つけた

ほうが良い、心理学関係では言うのですが、統計の分析をものすごくやらないとい

けないという、パーセントの差だけでものをいうのですけど、本当はそれをあまり

しないです。むしろ 10,000 人やろうが 20,000 人やろうが、検定していなきゃだめ

と言われてしまうので。そういう世界ですので、先ほど担当している方が 95％でや

るとおっしゃっているので、その範囲で僕らもクロスをお願いするしかないだろう

ということで。 

増岡委員 ２点だけお願いします。３ページの、問 10、前回もこの問 10－１はこういう書き

方をしたみたいですが、「問 10で３．できれば移りたい」「４．ぜひ移りたい」と答

えた人に聞きますよと言っておいて、住み続けたくない理由を聞いているのです

が、「移りたい理由」という言い方で、本当は１から 10 番までが「何々がないか

ら」ということではなくて、「もっと充実した医療や福祉の公共サービスを受けたい

から」とか、前向きな選択肢だと気分か良いかなと、自分でこれを全部やってみた

のですが、思いました。 

２点目は、さっきの防災についてですが、自分も去年父をなくしたために、父が

実際に避難行動要支援者には登録していませんが、聞かれていないので。家に病院

から帰ったとしたら、帰ってくる直前になくなったものですから、ただ帰ってくる

予定だったのですけど、帰ってきたらやはり避難行動要支援者なわけです。これに

ついて、要支援者がどこにいるということを、市民に意識してもらうために、この

アンケートでも、防災のアンケートでも良いのですが、どこでも良いので、近所に

お住まいの方、身近な避難行動要支援者はいますかという問いを作っておくだけ

で、せめて市民 1,200 人の方は、それって誰かなと一回考えてくれる機会になる

と、そういうアンケートの体を取るためだけのアンケートではなくて、市民にそう

いう意識を持ってもらうという意味で、防災の方とこちらの方で一度確認をとって

おかれると良いかなということを思いました。直接このアンケートを変えろという

ことではありません。それから、進んでいると良いながら、何年か前にとったもの

ができているだけで、この後更新しているかというのは、前問題になったと思いま

すので、体調を崩されてとか、事故に遭われて要支援者になられる方というのはき

っとたくさんおみえになると思うので、そういうのもできるだけ拾っていけるよう

な方法というのを考えなくてはいけないので、その考えるきっかけになるようなア

ンケートであってほしいなということを思いました。 

浅野会長 今の問 10のところ、何を直せば良いのですか。 

増岡委員 語尾。問 10 で聞いていることと、「移りたい」と答えた人に聞いていますが、質

問になると、「住み続けたくない」というようになっています。「移りたい」と答え

ている方には、移りたい理由を聞くのが当然です。 

浅野会長 「住み続けたくない」ではなくて。「移りたい」と聞けば良いのですよね。 

増岡委員 それで、１から 10までは前向きに、例えば「子育て・教育の環境をもっと整った

ところに移りたい」とか、「自然が豊かで」お願いします。 

福祉課長 言い方を変えます。 

増岡委員 これは別に、それだったら、経年比較できますか。 

福祉課長 はい。できます。 

浅野会長 確かにこれだと「住み続けたくない理由は」と聞かれたら、腹立ってくるのでは

ないか。この問 10のところも理由１のところで、これをまず「移りたい理由はなん

ですか」、下の方も、移りたい理由がちゃんとわかる、否定的なものではない表現に

変えるということで。 

避難行動の方はおそらく、障がい者とか福祉課の方の防災計画、そちらの方では
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今後出てくると思います。ここでは大枠で、認知度が上がってくれば個別の計画の

方にもフィードバックしてあげるという、役割だと思います。 

野﨑副会

長 

先ほど少し言われた、登録制度なので、制度を変えなくてはならないということ

でしょう。なぜかというと、登録要支援者になりたいと市から送付します。その登

録した人の名簿ができるのですよ。こういう作り方をすれば。これはちょっと違う

のではと先ほど言ったのは、高齢者、児童、母子家庭とかありますね。この人たち

が登録したいなというのが対象になるということです。 

福祉課長 制度的には、今回この地域福祉計画の、計画を作るためのあくまでもアンケート

であって、その制度うんぬんというのはまたちょっと理論は別なのかなと思ってい

ます。今増岡先生が言われたのは、計画を作るためのアンケートではあるけれど

も、そういう意識づけに利用したらどうかというようなお話だったと思います。従

いまして、防災の関連も当然入ってきますので、下部の防災計画のときにはどうな

のだとかいうのをよく聞き取りをしたうえで、ここに入れるべきかどうかというの

をまた判断させてもらったうえで、最終的には会長の方に相談させていただきたい

と思うのですが、よろしいでしょうか。 

浅野会長 計画の中できちんと、要するに、防災計画とか障がい者計画の方との連携だと思

います。ここでは避難行動要支援者というのは、実は決まっていようが決まってい

まいが、災害が起こった瞬間に安否確認をしたときに決めていくのです。普段の防

災訓練のときにそれにかなり出て、支援が欲しい人は普段から決めてあって、札を

出してくれるとか、ベランダから赤いタオルを出すとか黄色いタオルを出すとか、

町内でいろいろ決めているところもありますし、それは結構だんだん普及していま

す。それも市としてそれを促進する、普段から準備を進めていくという、平時に誰

が要支援者か、普段から町内が知っておくように仕組みます。行政がからんだやつ

が個別計画もちゃんと作っておきなさいと、何段階かなっていて、昔は緊急時に起

こったことが、今は平時にできるだけ備えよという方向で動いているので、しかも

それをどんどん細かな計画にまで落とし込んでおけと、確かそうやっていたところ

が結構存命率が高いということが分かってきたものだから、今どんどんそういうも

のに取り組んでいるのだと思います。みよし市も途中で休めないので、必ず進んで

いなくてはいけない。チェックを受けてしまう状況になってきています。さっきち

ょっと海堀さんがおっしゃったように、計画の段階で、これもアンケートなので、

下の方でも色々やっているはずですから、そこから情報が入ってきて、第４期のも

のを作るときには、色々なものを両方提供するので、良い意味こなしてもらって、

この計画書に盛り込むといったことになると思います。 

熊谷委員 問 10のところの、移りたい方のことを聞いているのですけど、住み続けたい方に

対しては聞いていないのですけど、たぶんそこにもすごくヒントはあるような気が

するのですが。 

浅野会長 「なぜ住み続けたいか」というのをなぜ聞かないのかと言われているのですが。 

事務局 こちらはやはり問題点をアンケートの中で洗い出して、どこか一番みなさんの問

題になっているのかという方を知りたいということなのだと思います。 

浅野会長 「住み続けたい」では、問題があまり浮かび上がってこないのかなと。前からず

っとこうでしたか。これも毎回、これ全部で 20年ぐらいやっているのではないでし

ょうか。15 年ぐらいやっているわけで。どっちで聞いても同じなのかもしれないで

すね。むしろ確かに、移りたい理由は何ですか、仕事でというのがおそらく結構多

いのだろうと思いますが。 

熊谷委員 今回、去年の結果を見ると、ほとんどの人が住み続けたいとおっしゃっているの

ですよね。そうするとそこには何かというと、大切にしなきゃいけないものが残っ

ているということで、それをやはり大事に、次の計画も生かしていかないと。 

浅野会長 問 10に相当します。 

福祉課長 アンケート調査結果でいくと、８ページのところに今のことがございます。 
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浅野会長 「住み続けたいと思いますか」。これで見ると。 

熊谷委員 そうすると、９割方の意見ではなくて、１割方の意見、もちろんそれも大事なの

ですけど、９割の方の意見も大事です。 

浅野会長 確かにそうすると、ここは住み続けたい理由の方が良いのかもしれない。 

事務局 そうしましたら、「住み続けたい」、「なるべく住み続けたい」を選んだ人に、問

10―１の方に進んでいただいて、そこの選択肢を肯定的な。 

浅野会長 さっき増岡さんがおっしゃったような、ポジティブな内容の選択肢にしておけ

ば、なぜ住み続けたいかが出てきます。 

事務局 確かに、１割の否定の意見よりも９割の肯定の意見の人がよいのかもしれない。 

浅野会長 要するに、どこが良いのかというのがはっきりしてくる。 

事務局 よいところがわかれば逆に、悪いところもわかると思いますので。 

浅野会長 どうせ問 10 の下の１から 10 のこのリストをつくり直すので、住み続けたい人、

１と２と答えた人について、住み続けたいか、なるべく住み続けたいか、この人に

ついて答えてもらえば。 

福祉部長 実は、このみよし市に住み続けたいという設問につきましては、先ほどちょっと

お話ししたのですけれど、今年度から始まっている第２次総合計画のアンケートで

も、確か同質のアンケートをとっております。それと、年に１回、市民満足度調査

というのを企画の方でやっておりまして、それでもこういった設問は確かあると思

います。そちらの場合は、どういった理由で住み続けたいですかというようなこと

を確か聞いていると思いますので、一度そちらで確認をしたうえで、この 10番のも

のを、住み続けたい方をとっていくのか、去る者を追うようなアンケートをとるの

か、また検討させてください。 

浅野会長 具体的な回答、１から 10 の理由を聞くところも、直さなくてはいけないわけで

す、全部。治安が悪いからじゃなくて、治安が良いところに変わる。治安が良か

ら、なぜ移りますかといったら、移る先の治安の方が良いから変えるのでしょう。

それをみんな変えることになるのです。そのまま住み続けたい人に答えさせて選ば

せたら同じことになってしまうので、住み続けたい９割の人が何を望んで、肯定し

ているのかというのがわかる、絶対そちらの方が良いに決まっています。 

事務局 問１から問 10につきましては、そのアンケートを答える方、個人のことについて

聞いている項目になりまして、その 10番でよい、住み続けたいという理由を、よい

答えを選んだものが、計画にそのまま反映されるということでもないものですか

ら、こちらをどうするか、また協議させてください。 

浅野会長 はい。住みたい理由のリストを、文章を作るよりは、住み続けたいという選択肢

を作ることが絶対易しい。 

他に。よろしいですか。それでは、これでアンケート調査、先ほど言った宿題に

なっているのをきちんとしていただいて、それについては、僕の方で回答の方でチ

ェックするということでよろしいですか。はい。それでは、そういうことで、この

アンケート調査を承認するということで、ご意見なければ挙手をお願いします。は

い、ありがとうございました。 

 

 

（２）第４期みよし市地域福祉計画策定スケジュールについて 

浅野会長 それでは、次の議題ですが、第４期みよし市地域福祉計画策定スケジュールにつ

いてということですが、事務局からお願いします。 

事務局 資料には事務手続上のスケジュールも入っておりますので、委員の皆さまに関係

するところのみ説明します。 

第４期計画については本日、ご意見いただいて意見をもとに調査票を修正し、11

月中旬からアンケート送付、12 月中旬までをアンケート期間とし、２月中旬までに
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集計と分析を行い、２月下旬に結果報告書を作成、第 2 回の審議会を開催し、委員

のみなさまへの報告を行います。 

令和２年度はアンケート結果をもとに計画の素案を作成し、８月の第１回の審議

会に計画策定を諮問したいと考えています。10 月に行うパブリックコメントを踏ま

え、11 月の第２回の審議会で素案を修正、１月中に素案を完成し、２月の第３回の

審議会で答申をいただきたいと思います。 

第３期計画の進捗状況については、福祉に関する計画の上位計画となるものです

ので、昨年までの具体的な事業を詳細に検討していく形ではなく、下位の各計画で

の懸案、問題などを次回第 2 回の審議会で報告する形とし、具体的な事業の実施状

況については第３期計画のまとめとして、令和２年度１回目の審議会で報告したい

と考えています。 

浅野会長 はい。スケジュールが、今年度はあと２月に第２回をやって、みなさんはまだ任

期がありますので、来年度にお願いするけれど、実は今の話だと、実施状況、本来

なら実施状況がどうなっているのか、会長としては気になるところなのですけれど

も、実は先ほどの説明どおり、この地域福祉計画というのは、下に計画がたくさん

４つも動いていて、例えば僕が関与しているのも、障がい者福祉計画というのがあ

ります。そこはそこでまたやらなくてはならない。それぞれのところの状況報告を

とりまとめて、この地域福祉計画審議会ではとりまとめなければならない。中間報

告、状況報告で結構いろいろ意見が出るので大事ですけれども、去年はだいぶん細

かくやったのですが、かなり時間もかかるということでいろいろな意見が出ていま

す。だんだん計画が近づいてきますと、むしろ実計画の方でああしなさい、こうし

なさいということが出てきますので、むしろ、今中途半端に確かに実施状況の報告

をやっても、時間をつぶすよりは、もう少し近づいたところでまとめをやって、す

ぐ計画に反映できるところでやった方が良いのだというのが事務局のお考えで、な

るほどと、実はそれで良いのではないかと言っていたところです。そういう方向で

どうでしょうかということなのですが、確かに何かご意見ございましたら、進捗状

況はちゃんとやれという意見も正論は正論なのですけど。よろしいですか。来年度

は３回もやらなくてはならない。計画の年ですから、また冊子をつくらなければな

らないというところで、そういう心づもりでいていただいて、３期の問題点やそう

いうのを４期に活かすのは大事なことなので、幸い委員の皆様は、３期の状況をい

ろいろ目に触れる機会がありますから、ぜひ計画に盛り込むようにメモしておいて

いただきたいです。事あるたびに紹介していただければ取り上げたいと思います。

そういうことで、この計画で進捗状況の取りまとめについては、実際にこれはいつ

の審議会でおこないますか、第１回ですか。 

事務局 第１回です。 

浅野会長 ということは、来年の８月にあることですね。確かそれでまだ２月もあります

し、急ぐ問題があった時にはその審議会で意見をいただければ対応できることがあ

ると思います。それで十分だと思います。それでは、この策定計画スケジュールで

よろしいでしょうか。よろしければご承認をお願いします。ありがとうございま

す。 

議題は以上で終わりです。 

 

 

 

３ その他 

野﨑副会

長 
前の会議結果をお持ちだと思いますけれども、訂正をお願いしたいと思います。

参考資料の３ですが、ページ数をうっていないので６枚目だと思いますが、６ペー

ジ目、野﨑委員の欄で、先ほどから出ている避難行動要支援者の件で、「先ほど」か
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ら始まって、「民生委員がお宅へ～」これは、先生もご説明しました。その３行目

に、「区長が集合して、民生委員が訪問します」の「が」を「も」に直していただき

たい。要するに、区長と一緒に行かなくてはいけない。単独では行きません。これ

は前にご説明しました。あとは、登録制度なので、だいぶん終わってしまったので

すが、一般市民の方はわからないので、なかなか難しいです。 

それと、最後から２ページ目、ここも訂正ですが、中段に「松﨑」となっていま

す。「野﨑」の間違い、それから、その下も「松﨑」になっていますが、「野﨑」に

訂正していただくとありがたいです。 

浅野会長 他に委員の方々、ご発言がございましたら。よろしいですか。では、事務局お願

いします。 

福祉課長 アンケート等の修正、今日いただいた意見のうち調べないといけないものは調べ

て、その結果を最終的に会長に一任していただく、先ほど決議いただいたと思いま

すので、事務局としましては、アンケートの修正の確認については、日程を合わせ

て会長へ確認したいと思っております。 

それと、次回の第２回の審議会ですが、年を明けまして、２月の開催を予定して

おります。追って連絡をしたいと思いますので、よろしくお願いします。その際に

は、先ほども申しましたとおり、アンケートの結果についてまたご審議いただきた

いと思っております。 

あと１点、先ほど２つ目の議題で、計画の体系ということで説明をさせていただ

いたのですが、来年明けての第１回は、８月に開催される審議会で、今年度中に各

下部の計画ですね、地域福祉計画をみながら計画を立てたというような計画の進捗

状況が今年度末までには当然各審議会、各々の計画にも審議会がございまして、そ

の中で進捗状況をやっておるというような状況でございますので、令和元年度末で

こういう状況ですよということを、各課から審議会の結果について、こういう課題

があったよだとかそういうことを皆様の方へ報告させていただく予定でございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、会につきましては以上です。本日は大変貴重なご意見等を本当にあり

がとうございました。以上で、令和元年度第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。 

 閉会 

 

 

 


