
第第第第４４４４回回回回    姶良市地域姶良市地域姶良市地域姶良市地域福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画策定委員会策定委員会策定委員会策定委員会    議事録議事録議事録議事録    

 

日 時 ：平成 31年 3 月 15 日（金） 16：00～ 

場 所 ：姶良庁舎本館２階 大会議室 

出席者：委員 18 名中 16 名出席  

次 第 ：１ 開会 

２ 協議 

（１）第 2次姶良市地域福祉計画素案修正箇所について 

（２）第 2次姶良市地域福祉計画（最終案）について 

３ その他 

４ 閉会 

 

○議事次第により進行 

主な議論（要旨）は以下のとおり。 

 

議事１ （１）第 2次姶良市地域福祉計画素案修正箇所について 

事務局より、資料に基づいて説明。 

 

質疑 

◯委員長 

修正の箇所をご説明いただきました。修正箇所についてご意見がございましたら、ご

発言いただきたいと思います。 

 

◯A 委員 

13 ページですが、網掛けされている上から 4 行目からですけども、今回追加されて

おります「一方老年人口（65 歳以上）は平成 7年から平成 29 年までの 22年間で云々」

とありますね。「増加し、構成比も 20.3％から 29.5％へと上昇し、高齢化が進んでいま

す。」と。その後ですけれども、「平成 22 年から平成 27 年にかけては増加しています。」

ここの文章は要るのでしょうか。7年から 29 年まで 22 年間で増加している、と前のと

ころで出てきていますが、「29.5％へと上昇し、高齢化が進んでいます。」ではだめで

しょうか。 

 

◯事務局 

「平成 22年から～」という文章は不要です。削除いたします。 

◯A委員 

分かりました。削除して下さい。 

 



◯委員長 

それでは、他にいかがですか。 

 

◯A 委員 

14 ページですが、小学校区の年齢三区分別の人口の構成割合が、平成 29 年のもの

が、校区毎にパーセンテージでデータが出ていますよね。このパーセントと、前のペー

ジの 13 ページの平成 29 年の一番下の表ですが、小学校区のこのパーセントは合計し

たら、合わないといけないですよね。人口の合計は合っているんですよ。この括弧ごと

の構成割合、パーセントが出ていますよ。山田だったら 14.4％とか 41.2％、44.4％出

ていますね。このパーセントと、今言った 13 ページの平成 29 年度のこのパーセント

はトータルしたら合わないといけないと思うのですけど。これは見たところ、合わない

のではないかと思うのですが。例えば 65 歳以上なんていうのは、これは非常に多く出

るのではないですか。 

◯事務局 

こちらは校区毎と全体とで出したデータです。 

◯A委員 

校区別全部を合計して、平均したら全体のパーセンテージの 29.5 になるのではない

でしょうか。 

 

◯事務局 

例えば、人口が 5 人の校区があるとして、65 歳以上が 1 人だった場合、そこの校区

の 65 歳以上の割合は 20％ですよね。しかし、市全体で見ると、その 1人は 1％にも満

たないパターンが出てきます。だから、全部を、パーセントを累計したら平均値とは合

わないということです。数字の方も校区別で見るのと全体で見るのとではパーセン

テージが変わってきますから。あくまでも一番表の 13 ページのところで全体像を見て

いただいて、次の所は、前回の会でも言われたように、校区毎を見た時にはどのような

ものだろうかと、一つの参考に捉えていただきたい。 

 

◯A 委員 

それは分かりますが、データが合わないことはないと思うんです。17 校区を合計し

て平均していくと、おそらくこの 29.5％に合うはずだと思うのですが。これはどうも

…そうですか。合わなくていいんですか。 

 

◯事務局 

例えば、なぎさ小校区は老年人口の割合が 22.2％、姶良小校区は老年人口の割合が

25.3％と、ございますよね。ここに占める割合というのは、人口を他の校区と比べると



規模が違うものですから、小さい校区と人口割合を比べても誤差が出るかと思います。 

 

◯A 委員 

人数少なくてもパーセンテージだから、トータルからすると全体の 76,909 名の全体

の中から何パーセントというのは合わないとおかしいのではないかな。そんなことな

いですかね。 

 

◯委員長 

これは人数と割合と確認すれば済むことですから、一回確認して下さい。要するに、

これで見るとみんな互角に見えますけど、361 人という北山校区なんかは 69.3％と高

いけれども、市全体の人口総数で見ると 361 人しか占めていない。それがやはり人口

規模が大きければ、一つか二つの地区しか 20％くらいのところは無いとしても、トー

タル計算していくとそういう数字になったりすることはある。ただ、A委員がおっしゃ

るように、たとえば 8,000 人とか 9,000 人クラスのところでも 30％超えているところ

があるので、確認はしておいたほうが良いかという気もします。 

 

◯A 委員 

やはりデータというのは正確でないと、せっかくの計画ですので、ぜひ確認をお願い

します。 

 

◯事務局 

確認いたします。 

 

◯A 委員 

もう一回確認していただければ。ひょっとすると出典というか出処が少し違うのか

なと思ったりもするのですが。計算誤差じゃ無いですよ。 

 

◯委員長 

よく不明回答がたくさんあったりすると、それを除外して割合を求めたりすること

がありますけど。 

 

◯B 委員 

参考までに私から補足説明させていただきます。おそらくですね、この 13 ページと

14 ページの頭の方の表は「29 年は市の統計による参考値」となっていますけど、これ

はおそらく推計人口という形で、国勢調査の後、転入転出を引いた数で出していくと。

10 月 1 日現在までの累計でという推計方法があるんです。それで出した数字だと思い

ます。それからこの下の方の 14 ページの下はですね、校区別に出さないといけないか

ら、この推計人口では校区のほうが分からないから、これはおそらく住民基本台帳を電



算的に処理して出した数字でしょう。おそらく総数で乖離してます。推計人口とこの基

本台帳の数字というのはイコールじゃないです。 

 

◯A 委員 

それであれば分かります。 

 

◯B 委員 

だからこの誤差が出てきます。 

 

◯A 委員 

いや、ちょっと見ると分かるんですよ。おかしいなというのがね。変わるはずがない

んですよ、これが。 

 

◯B 委員 

説明はこれで良かったでしょうか。 

 

◯事務局 

ありがとうございます。 

 

◯A 委員 

計算誤差はもちろん出ますよ。だから今言ったように、出典が違うと変わってきます

からね。 

 

◯B 委員 

国勢調査は基本的に住んでいる人を対象としていますけど、この住民基本台帳は登

録してある人を対象に数値化する。もともと両者は数字が一致していない。 

 

◯A 委員 

どちらがそしたら正確に寄れるのですか。 

 

◯B 委員 

統計的に見ると、国勢調査の方が正でいきます。 

 

◯A 委員 

だけどこれ、29年度はないでしょう。 

 

◯B 委員 

だから 29年のデータを持ってくると今みたいな形になるかと思いますが。 



◯A委員 

そうなりますよね。その辺が無理してるんですよね。 

 

◯委員長 

下の表は校区別の割合を示したものですから、トータルの割合をここでまとめる話

ではないので。上の方の数値には一応推計値とか何か書いてあれば。前ページには一応

参考値とは書いてあるのですけれども。何か推計値なり参考値なりその 29 年の横には

書いてあれば少しは弁明ができるかと思いますが。 

 

◯A 委員 

いや、このコメント、文章のほうにありますから。13 ページの黒塗りのところにそ

ういうデータが入っていますから、その辺りが気になったのですよね。だからデータは

入れないほうが良いかも知れない。文章の中に。29 年のやつは。この表だけで。 

 

◯B 委員 

校区別のところの、校区別の数字は抜いたほうが、かえって分かりやすいかと。数字

があることによって合計するとトータルが合わないよ、となるのかも知れない。パーセ

ントで見たほうが良いかも知れない。 

 

◯委員長 

数字については確認してもらうということでよろしいですか。後は事務局にある程

度判断してもらうということで。他にご意見はいかがですか。 

 

◯C 委員 

これは意見というか、確認です。58 ページの上から目標 1のところで、「1-1 で総合

的な相談体制・ケアマネジメント機能の充実」の文章で、保健師、看護師云々とあって、

「相談支援の相談支援の専門性を高めるとともに、定期的なケア会議等の場で、相談支

援の情報共有化を図り、窓口の連携強化に取り組みました。」というのがあります。こ

れは事実関係としてどうなのかというのがあります。これは、この文章が悪いというこ

とではなくて、実態としてどうだったのか。私が色々聞いているところでは、中々ケア

会議が進まなくて、悶々していますというのを色んなところから聞いたものだから、そ

の辺はどうだったのでしょうか。従って、下の方はこれで追加した文章で十分だと思い

ますけど。実際機能していましたかね。そういう反省がないと次に、「だからこうだっ

た」、「良かったのでもっと展開します」というところが、なかなか見えないものですか

ら。その辺の確認だけです。ここは今後の地域包括ケアの問題、それから色んな 4月か

ら、昨日のAiraViewにも載っていましたけど、基幹相談支援センターの設置というの。

これはもう、「向けた検討を開始しました」ではなくて、「開設します」。というのは昨

日の AiraView に出ていましたよね。だからこれは検討ではなく、開始するのではない



かと思うのですが。 

 

◯委員長 

文章の順番から言えば、ここで取り組んだけれども、その下にこういう課題もありま

す、という並びなのかなという気もしますけどね。 

 

◯行政代表 A 

いいですか。おっしゃるようになんですけど、スタートラインとしては、現場として

は制度の狭間に着目して、相談活動を含めて、自立支援に関する調整会議等も行ってお

りますので、一応完成度は別として、取組はしているという状況ではございます。 

 

◯C 委員 

私がなぜこう言うかというと、私は前回も言いましたが、8箇所くらい、全国のいろ

いろな地域福祉計画を見てみましたけど、やはり反省するところは反省して、至らな

かったということに従って、次はどのように取り組んでいく、というような文章の展開

になっていくんですけど、余りにもサラッと行き過ぎているような気がします。特に

今、これから先、この地域包括ケアセンターは全世代型ということになると、非常に重

要な位置を占めるし、社会福祉協議会との連携の問題だとか色んな形で出てくるので、

ここは別にしなかったことを恥じる必要はまったくないと思います。取組が不十分で

あったら不十分であったと、反省に立ったうえで、その反省に従って次はこうしてい

く、とした方が、私は良いのではないかなというふうに思います。 

 

◯B 委員 

よろしいでしょうか。すいません、その定期的なケア会議というのは要するに介護プ

ランを作るためのケア会議が開かれていないという意味でのお言葉なのですか。そう

であれば、おそらくここはですね、地域包括ケア、包括支援センターでの相談員が定期

的に会議をしているという意味合いだと思うのですけれども… 

 

◯C 委員 

例えば 5つの機能とありますよね。ケア会議の考慮性を示している。あれは、なかな

か綺麗事でそう簡単にはいかないと思うので。みんな私は難儀をしていると思うんで

すよ。 

 

◯B 委員 

ここは、介護認定者のケアプランを作るためのケア会議という意味なのか、それとも

包括支援センターが行っている相談員さんも含めたいわゆるケア会議という言い方な

のか。ここの意味合いを調べていただければおそらく文面的にも分かると思います。 

 



◯C委員 

B 委員のご発言について、私が言うのは後者です。ケア会議のようなものが、こうい

う形で進んでいるのかなというふうに思ったものですから。今の計画の表現はだめで

すという意味ではなくて、事実関係でそうであったのであれば、そうでよかったし、ま

だ不十分さも残ったのであれば、不十分さも残ったという形で書いた方が良いのでは

ないかな。地域包括支援センターを責めているわけではなくて、大変な努力をしている

というのは知っていますので。そういう風に捉えて下さい。以上です。 

 

◯委員長 

不十分な点もあったのであれば、それも明記したほうが良いということですけれど

も。ちょっとここに来てちょっときついなと言う感じが。もうちょっと前に… 

 

◯事務局 

B 委員からもいただきましたけれども、地域包括支援センターで職員間の会議だった

り、相談員の会合だったり、そうしたものをイメージしているところがございます。確

かに不十分な点等、全てが完全という訳ではないと思うのですけれども、その点をふま

えて、大きいところではございますが、一番下の「地域ケアマネジメント体制の更なる

強化」と。個別のスペースの都合もございますし、広い意味合いとはなりますが、この

「更なる強化」というところで表現しております。 

 

◯D 委員 

85 ページの頭の方ですが、「高齢者・障がい者の交流機会の充実」というふうに表題

が出ています。その中で、「検討します」という格好になっているのですが、具体的に

どういう様な形での進め方をしようとしているのか、というところを具体的に示して

頂ければありがたいというふうに思うのですけれども。その辺りの具体的な方向性が

全然見えてこないものですから、コミュニティとして、これはどういう活動をしていけ

ば良いのだろうか、とちょっと疑問を抱くんですよ。その辺をちょっとお答えいただけ

ればありがたい。 

 

◯委員長 

交流の機会の充実ということなので、何か交流の場を提供するとかそういうことか

と思いますが。 

 

◯事務局 

姶良市には、子どもの相談センターもあり、そして思川公園の横に高齢者福祉セン

ターもあります。今は、高齢者福祉センターだから、ここは高齢者のところである、と

か、それぞれが個別に分かれていますが、前回の策定委員会や、市の方でも、総合的な

福祉会館の立地や創設はどうか、という話が出ました。しかしながら、まだ、ここで総



合的な福祉会館の創設等、具体的に言い切ってしまうことは出来ないものですから。ま

ずはここに一旦盛り込んだ上で、先に一歩進めましょうという形で載せております。実

は今のところ、ここまでしか言い切れなかったというところもございまして。ですから

ここに多様に、「高齢者、障がい者のみならず子どもからお年寄りまで」という意味合

いのもとに、そういう交流の充実につながれるような場所、又は場ですね。場か、完全

な施設か、もしくはそういうキャパシティー、スケールを持った場所か、そうしたもの

を、これからは作っていかなければいけないのではないか、ということを検討していく

ということで、収めたところです。 

 

◯D 委員 

実際的に、今地域の中でそういう活動をされている地域もあるわけですから、その辺

りへの援助というものも、ちょっと考えて頂きたいなと思います。 

 

◯委員長 

今の D 委員のご発言だと、そういう活動をしている人に対する支援とか、そういう

のを広げていくということですか。 

 

◯D 委員 

そうですね。今、行政が交流の場の整備に取り組んでいこうとしているのであれば、

既にその活動をされているところがあるわけですから、行政からもちょっとお力を入

れていただいて、行政の負担にならない形での地域活動というのも出来てくると思う

んですね。今も活動しているところがあるわけですから。地域活動への支援を元にし

て、またそれが広がっていく、というようなやり方もあると思います。 

 

◯委員長 

活動の支援とか何かそういう文面が入ると少しニュアンスが変わってくると思いま

すが、どうですか。 

 

◯事務局 

はい。今、D委員から言われたことも、確かに、今活動しているところが実際として

あるわけですので、当然そこも支援していかないといけないと思います。今のここの文

章を、再度入れ替えて再構築するというよりも、一文、地域活動をしている団体にも、

いわゆる支援はすると、言うような文言を追加するというような形でどうでしょうか。 

◯D委員 

そうしていただいたらよいかと思います。 

 

◯行政代表 A 

施策の 2 の「ボランティア及び新たな参加の促進」という中での取組という中で、



「ボランティア・市民活動の育成と活動支援」という形での具体的な表現もございます

ので、この中で、「社会福祉協議会と連携してボランティア活動等への支援環境を図り

ます」とその様な形の文言もありますので、大枠のなかでは、それをぼかすような表現

で留めておいて、中にこういう具体的なものもあるということで、この地域福祉計画に

ついてはそういう構成的なものといいますか、方向性を謳っていて、その中に、また

様々な個別計画等も入ってきて、この地域福祉計画を基に下位の計画とか活動計画と

かいろんな形で広がっていこうかと思いますので、地域福祉計画の表現の中では、１つ

フレーズを入れるとか、その程度で出来ないか、と思っています。 

 

◯事務局 

あの、申し訳ありません。私も先ほど発言しましたが、いまさらながら、③「高齢者・

障がい者の交流機会の充実」というところで言ったのは、先程、みんなが集ってという、

そちらの方面だったのですけれども、今、D委員のおっしゃるところは 84 ページの「主

な取組」の①「地域活動団体や関係機関の連携・強化」というところで、2段目以降に

なりますけど、上の方にそれぞれ協議会の校区コミュニティ協議会や自治会云々と

あって、その中で「支援ネットワークを形成できる拠点づくりを支援します」というこ

とを載せてありますので、そこでご理解というのではいかがですか。 

 

◯委員長 

下のところで、団体支援という言葉を入れたくないみたいですけど。 

 

◯D 委員 

一つには、やはり社会福祉協議会というのが、姶良市と本所でもあるわけですから、

そこをうんと活用していただきながら、これからの地域活動というものを持ってい

いっていただければいいかなというふうに思います。 

 

◯B 委員 

社会福祉協議会の言葉が出ましたが、この地域福祉計画が策定した後に、委員長にも

お願いして、姶良市社会福祉協議会では地域福祉活動計画というのを作る予定です。31

年、32年度で策定する予定としておりますので、その中で今、D委員のおっしゃったそ

の辺りについても十分取り入れていきたいなというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

◯E 委員 

今の他のところですが、各種団体、協会が書いてあるのですが、この各種団体が、各

協会が事務所を持っていないのですよ。以前社協の方で各種団体の共同事務所を作ろ

うという話もあったのですが、ちょっと頓挫しまして。ぜひ、団体が活動するための事

務所の設置などを、なんとかここに併記出来ないかなと思います。共同事務所的なもの



でもいいのですが、なんとかならないかと思って。新しい庁舎も出来るという話もあり

ますし、大分先の話ですが、例えば蒲生でも加治木でも旧庁舎が空いている所があろう

かと思いますので、そういうところで各種団体が共同して使える共同事務所の設置を

なんとかここに併記できませんか。 

 

◯委員長 

また新しいご意見が出ました。もし併記するのであったらどの辺りでしょうか。この

段落で言うとどの辺りにいれますか。 

ボランティア、NPO に対する活動支援などがありますけどね。各種団体は、かなり具

体的ですよね。事務所を作って欲しいということですが…もう少しなんか抽象度を上

げた表現でいかがですか。 

 

◯行政代表 A 

85 ページの③の下の網掛けがございますよね。これの意味というのが「多様な方々

の福祉の推進に寄与できるよう、交流機会の充実につながるような場の整備を検討し

ます。」という大きな意味ではございますが、そういう文面を入れております。だから

個別の事務所の設置というような具体的なことというのは中々厳しいかも知れません

が、例えば老人福祉センターとか、健康福祉センターとかそういう将来的にいろいろな

課題も出てくるかと思いますので。そういう部分を入れる表現を、この表現の中でそこ

を包含しているという意味でこの計画の中では、解釈ということで良いのではないか

なと。 

 

◯E 委員 

各種団体の、例えば、会長は、事務用のパソコンは自宅で使うんですよ。電気代は自

己負担なのですよ。 

 

◯委員長 

そういう意味で NPO 法人化するとか、法人格取るとかというような話にもなってく

るのではないかと思いますけどね。中々法人格持たないと、おっしゃるように全部個人

名で対応せざるを得ないですね。一応そこの問題意識はまた活動計画を作る時にも

ちょっと少し考えていただいて、進めていくことできますかね。あんまりこの時点でそ

んなに大きな改革はちょっと厳しいかと思います。 

先に進みます。他にいかがですか。訂正、修正は終えられているかとは思うのですけ

ど。他にどうですか。 

僕は、最初で表紙のこの絵はさっきの説明では正直、納得はいかないんですけども、

これ、後々どういうことになるか。要するに、実は前回僕がちょっと間違っていて、「障

がい」って言葉と「高齢」って言葉はどれくらい使われているか検索してみたのですが、

「障がい」の時に「がい」の字を漢字で変換してやったんです。そしたら少なかったん



ですけど、ひらがなで「障がい」と打って検索したら、法令よりも多いです。ある意味

でいうと障がいの部分というのはこの中でかなり、冊子の中で使われているというこ

となんですよ。ちょっと表紙からそれが見えないというのが残念だなと思います。中々

障がいの部分というのは絵にするとわかりにくい知的障害とか精神障害とか中々見え

にくいですけども、せめて車椅子ぐらいしか視覚的には中々出てこないので、検討して

いただきたかったところです。この計画書が出た後、市に対してどういう感想を持たれ

るかとか、そこは心配、懸念事項ではあるんですが。これは個人的な感想ということで

結構です。それから、もう一つ、成年後見のところに、成年後見制度と対になっている

制度に、昔は地域福祉権利擁護事業と言っていたんですけど、日常生活自立支援事業と

なり、社協がされている事業なんですが、成年後見と、成年後見は、要するに判断能力

がない方に対する対応ですけど、不十分だけど自分たちで出来るっていう人達に福祉

サービスの支援だとか契約だとか書類の管理とかをしていく仕組みがあるんですね。

これが、両方が両輪で動いてるんです。権利擁護っていうことになるんだけど、その辺

りの記述がなかったので、今更言うのもなんですが、権利擁護については成年後見だけ

ではなく、日常生活自立支援事業というのがあるんだ、ということと、社協などがそう

いうことをやっているということは何かどこかで残したかったなと思いました。ここ

は今後の課題でいいと思います。 

ここで文言の調整だけして、もうこれで策定という思いもあるのかもしれませんけ

ども、他に重要なポイントで誤りとかがあったらいけませんので、ご意見ありました

ら、いかがですか。 

（特に発言なし） 

それでは一応質問の方はこれで終わりにさせていただきたいと思います。よろしい

ですか。 

 

議事２ （２）第 2次姶良市地域福祉計画（最終案）について 

 

つづきまして、この第２次姶良市地域福祉計画最終案についてですけれども、この策

定委員会が最終となりますので、地域福祉計画策定委員会の設置要綱第７条の規定に

成果物を市長へ報告することになります。 

第２次姶良市地域福祉計画最終版、それから概要版についてですけども、一応承認採

択を行ないますがよろしいでしょうか。 

それでは、賛成の方挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございます。 

それでは、全員賛成ということですので、最終案が承認されたということにさせてい



ただきます。また、本計画および概要版を成果物として市長に提出をさせていただきた

いと思います。どうもありがとうございました。 

それでは本日の議事事項については、これで終わりでございます。 

 

 

 

議論は以上。 

 


