
第第第第 1111 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 30年 10 月 22 日（月） 13：30～15：00 

場 所 ：姶良市役所 ２号館３階 第１・２・３委員会室 

出席者：委員 18 名中 17 名出席、１名欠席 

次 第 ：１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長あいさつ 

４ 委員紹介・事務局紹介 

５ 委員長、副委員長選出 

６ 委員長あいさつ 

７ 協議（計画の概要について） 

（１）地域福祉計画について 

（２）スケジュールについて 

（３）アンケート調査・地域福祉計画素案について 

８ その他  

（１）次回開催予定 

（２）その他事項 

９ 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 地域福祉計画について 

事務局より、資料に基づいて説明。 

 

質疑 

◯委員長 

今の説明に関して、疑問や質問等ありましたらご発言をお願いしたい。 

◯A委員 

社会福祉法 107 条が（抄）ということで書いてあるが、今回の社会福祉法の大事なのは、

その第 2 項と第 3 項で、特に第 3 項で「市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福

祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めると

きは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。」と法律にある。 

従来計画というのは出しっぱなしで、中間評価とか、どうだったかということもだが、

今後法律 107 条に基づいた形で進んでいくのか。その一点が気になったところだ。事務局

の方から、何か提案があればお願いしたい。その一点だけである。 



◯委員長 

いかがですか。 

◯事務局 

その他条文のところだが、調査分析であったり、見直しについては、後ほど今回の案と

して出している資料があり、その中でも一応記載があるが、法律の改正であったりとか、

様々な社会情勢の変化によって計画の内容にも修正を加えていくことであったり、変容が

必要となってくるものと理解している。 

この計画の中で、計画の年数を定めているものではあるが、何年に一度という形で区切

るのではなく、そういった法改正や社会情勢の変化に応じて、必要に応じて改正であった

り見直しを進めていくという考え方で取り組んでいきたいと考えている。 

◯A委員 

その時に、委員会との関係性がどうなのか、ということを知りたい。計画を立てて、そ

れは、評価は当然市がするのだろう。委員会というのは、やはり、それにどれくらい責任

があるか。調査をしたり分析をしたり評価をしたりするので、ここに役務があるのか。そ

の一点について。 

◯事務局 

見直しだったり、そういう場合には再度また委員会を招集させていただき、委員会で評

議していただく機会は出てくると思う。 

◯委員長 

ちなみに鹿児島市などは、策定委員会が終わった後に、モニタリングのいわゆる経過を

見るという分会が、やはり同じようなメンバーでずっと続けてるところがある。 

◯A委員 

それが知りたかった。モニタリングのチャンスがあるのかどうか。 

◯委員長 

他にいかがか。まだ長いので、また後でご質問等があれば、承りたい。 

地域福祉計画のこれまでと、今後のスケジュール等についての説明をお願いしたい。 

 

 

議事２ スケジュールについて 

事務局より、資料に基づいて説明。 

 

◯委員長 

この工程表全体の中に、また策定委員会が一部入ってくるような形…これまでも事務局

サイドで進めてきたものが沢山あるかと思うが。 

工程表について、何かご質問等ありましたらお願いしたい。 



◯B委員 

委員会をやるスケジュールだが、できるだけ早め早めにご連絡いただきたい。特に３月

等のスケジュールを早目にほしい。各団体は３月、４月、５月というのはものすごく忙し

いため、お願いしたい。 

◯委員長 

事務局、いかがですか。 

◯事務局 

今後の日程については、できるだけ早め早めでお知らせするようにする。後ほどまたお

知らせするが、次回の 12 月については、市議会の日程等もあるため、そちらが判明次第、

会場も議会関係で本来使う運営があるので、そういったものと調整が付き次第、できるだ

け早く皆様にご準備させていただきたい。 

◯委員長 

皆様いろいろ役職お就きの方、多いので、できるだけ早く日程の方を出していただけれ

ばと思う。 

他にいかがでしょうか。 

それでは、この後のアンケートの内容や計画素案についてのほうが、質疑が多いと思う

ので、先に行かせていただければと思う。 

３番目のアンケート調査結果骨子、地域福祉計画素案についてご説明をお願いしたい。 

 

 

議事３ アンケート調査・地域福祉計画素案について 

事務局より、資料に基づいて説明。 

◯委員長 

計画書の部分とその前のアンケートの部分が両方含まれている。今日の中心的なところ

だと思うが、もうすでに行われている。ちょっと話があったが、前回計画作るときに、策

定委員会で、質問構想練ってからやらないでどうするの、と言ったが、また同じような…

調査がすでに終わっていて。だから出てて、それから策定委員会という運びになっていて。

ちょっと残念だったが、ここからまた、どういう分析ができるのかとかいうこともあるし、

それから素案の方は骨子ができているだけなので。姶良市らしい肉付けを、していく作業

をこの後していけばいいかなと思っている。 

この調査でも、あるいは計画書の方でもご質問やご意見がございましたら出していただ

けないか。 

ちょっと大部なので少しお時間取っていく。 

お考えの間に少し、僕の方で少し時間を頂いて話すとすれば、アンケートのところは割

と、僕らもアンケート取って、それで住民にアンケートの内容を説明して「こういうこと

が言えますね」みたいな話をするが、住民サイドで一番反応があるのは、自由回答のとこ



ろで、数量化したものよりは、個別の自由回答のところがよく引っかかるらしくて、そう

いう自由回答の中で出てきた問題について議論をしたっていうことが多かった。ここでも

自由回答のところに色んなヒントがあるかもしれないな、と思った。自由回答の中で、た

まにかなり個人情報に近いところがあったりするので、取扱いは気をつけたほうがいいと

いうふうに思っておりますが。 

◯C委員 

このアンケート調査の 13 ページに、「校区コミュニティ協議会を知っていますか」とい

う内容のものがあるが、今、姶良市の中に 17校区あり、温度差が結構ある。コミュニティ

の活動の温度差。それによって、私共同じ代表者として、やはり把握する必要があると考

えるので、今日でなくても結構ですが、できるならばそれを校区ごとに、どれくらいのも

のがここでアンケートがされたのか。校区ごとに。 

おそらく無作為に 2,000 やっていますので、それの中の 834 しか返ってきていませんか

ら、そのへんを、返ってきたものについての校区ごとの、面倒でしょうが、それをまた、そ

の様にいただければ、これからのコミュニティの役員会の中で、お答えしていきたい。や

はり、このことは一番大事だと思う。これからの高齢社会を迎えた中で、校区コミュニテ

ィはどういう取り掛かりをしていくかというところを、主眼において我々は活動して行か

なくてはならないだろうというふうに。特に災害時。場合によっては多そうだと、皆さん

考えておられますので、そのへんもあり、申し訳ないが、後ほどで結構ですので、よろし

くおねがいします。 

◯委員長 

大事なご指摘だと思う。質問項目の中に地区が入っており、そのクロス集計出せばこの

項目含めて地区ごとのデータ取れます。どうですかね。 

◯事務局 

今のご指摘は大変もっともなのですが、例えば、これが中山間、もしくは山間地域の人

口が少ない地域で得た意見となると、内容によっては個人情報、なくてもどこの誰が書い

たものということが特定しうる情報が含まれているものもあるので、情報については自由

意見を除いた情報等は提供できる可能性がある。これについては事務局側で検討してから

になるかと思う。その上ご理解いただければと思う。 

◯C委員 

そういうことではなく、知っている、知っていないというのについては個人情報云々と

いうことにはつながらないだろうと。パーセントで教えていただければ、その地域に対し

ての我々の指導の仕方というのが見えてくるので、そのへんをお知らせいただければと。 

◯委員長 

確かに小さいとこで年齢、性別とかいろいろクロスすると特定ができるということがデ

ータとしてあるが、今言われてるのは単純にクロス集計のレベルだと。それから、どれが

個人情報に当たるか当たらないかは、悪いがおたくではなく、これは市側がやっぱり考え



なくてはならないことだ。 

◯事務局 

先程の校区ごとについて、一応コミュニティという括り、というよりは、単純に校区と

いう括りでアンケートの 5 ページ目の所に「あなたのお住まいの小学校区はどこですか」

と、いうところで、コミュニティが存在しない校区についても、「地域」という括りで載せ

ているが、問 6 のところから（６）からこの様な形で書いていただいたところでの記載は

ある。地域毎についてですが、一応クロス集計につきましては… 

◯C委員 

それはわかる。要はこれによって、これは、全体の回答でしょう。それでなく、校区コミ

ュニティ協議会という質問に対してのものがどれだけ返ってきたのか、ということについ

て私は知りたい。そこなんですよ。 

◯事務局 

そこにつきましては、いくつか用意しているものがございますので。 

◯C委員 

今じゃなくても、今はわからないと思うから… 

◯事務局 

また、ご用意は、できます。 

◯委員長 

地域福祉計画作りますから、地区によって様々な条件は違う。過疎化している地域もあ

れば都市化しているところもあるわけなので。地区ごとの違いがあると思う。 

他にいかがですか。 

◯D委員 

2,000 人無作為抽出となっているが、無作為抽出の仕方をどうしたか。 

◯事務局 

抽出方法について、アンケートが 2,000 票とっているが、こちらと姶良市のアンケート

を出した当時の人口を比較して、例えば 20代男性、女性は人口比について何パーセント占

める、というものを 2,000 人から数を按分していた、というような形である。 

 

◯D 委員 

例えば、4ページの問 2に年齢別が出てくるが、ここで「30～39 歳」のところは 91人で

ある。「60～69 歳」は 231 で、倍以上あるのだが、元々はその比にあった…多分倍ではない

と思う。ただ、元々はそうだったが、回答が少なかったから、例えば 30代が…だからこう

いう結果になったと。それだったら偏ったものになっている。結果的に。出さなかったと

ころが多い年代は、そういう情報がここに集まっていないということになってしまう。 



◯事務局 

アンケートについては、先程申し上げたとおりの比率でしたが、仰るとおり回答が各年

代によってかなり…特に 60 代につきましては非常に回答が多いとところであり、いわゆる

若年層というところで、回答が結果として少なくなってしまったというところである 

◯D委員 

回答率というのは…その 2,000 人の中の回答率。 

◯事務局 

回答率は今回載せていないが、またご用意はできますので。 

◯D委員 

それがあったら、だいたいこの意見というのは、割と高齢の方々の意見かな、というの

が見えていくのかなというのが、ある。 

◯事務局 

わかりました。又回答率については確認致します。 

◯委員長 

言われることはよく分かる。つまり若い層というのは比較的、こういう郵送に対して割

と時間もないので、忙しいので答える比率がどんどん下がっていく。最終的には「これ、

高齢者の意見だよね」というような結果になる。 

そういう時にどうするかと言うと、これを若年層、中年層と高齢層ぐらいに 3 つぐらい

に分けて、集計結果を出せば「高齢者はこう思っているけど若い層はちょっと違う」とか

いう意見も出せる。それをやっぱり年齢カテゴリーとのクロス集計をしないと見えてこな

い。10 代単位でやってると、これ、高齢者の答えとはできない。60 代、70 代組んでるか

ら、65 ってラインが出てこないから。だから集計の仕方にちょっと。正直言ったらそうい

うふうな、若年層、中年層、高齢層で意見としてどういう違いがあるかを見る機会があれ

ばもっといいんだろうなと。これは集計ソフトだとかそういう問題のこともあるのだと思

う。 

◯E委員 

この計画というのは、基本的なことだが、ここで今協議させていただいているが、これ

はもう決定になって（案）が取れるのか。今日そこまで行くのか。 

◯事務局 

今日はあくまでお示し、というところで、先程申し上げたとおり、全 4 回あるので 3 月

の会では最終案を確定で策定という形になるが、今日ここで決定ということではない。今

日出して、いきなり協議くださいというのも難しいところがあるので、今日ご意見が上が

るものについては、ご意見いただき、次の委員会までにまたご用意いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 



◯E委員 

もう一点。これは医療関係全然入っていない。普通、医療、介護、福祉。揃わないと地域

福祉計画って立てられないと思う。それと、この委員会の代表の中に公益代表の方もいら

っしゃらないので、そのあたりはどうなんでしょう。 

◯事務局 

今、公益の代表と言われたのは、具体的にどういう所を… 

◯E委員 

議会のことです。 

◯事務局 

確かに、今日、名簿をお配りしているところで、議会の代表は確かに入っていない。今

回私達が主眼としたところは、各区別があるが、こういった中で、本来ならもうちょっと

体制を、議会代表それからもっと拡大して解釈は出来たところだが、今おっしゃるところ

は、もうすでに、というか、まだ期間があるのでこれを議会の方にも、各委員会を…文教

厚生常任委員会等が中心となるかと思うが、そういった中に示して、「今こういうふうに作

り方をしているが、またそちらから意見を願えれば」、ということで、今度またこちらの方

で調整させていただいた上で、議会とも話をしていきますので。 

◯委員長 

追加なり、ゲストみたいな形で、要望がありましたので、ご発言頂いてもいいのかも知

れない。 

もう一つ、医療関係の質問に関しては、介護保険事業計画などである程度抑えてあるか

ら、というニュアンスだろうか。 

◯事務局 

今、そこを失念しておりました。その通りでございます。今まで介護、障がい関係で、医

療関係等々の委員の方々にも話をしていただいたところも私自身も、中味をちょっと確認

させていただいたところで、そういった所を踏まえた中で、ここにそれを反映させていた

だきたい。 

◯委員長 

健康なんかに関しては、地域福祉計画に結構質問項目に入れたりすることもあるが、今

度はあまりに膨大な質問項目数になると、今度は答えるほうが大変だということで、そこ

である程度は抑制されたんだろうなという気はするが。 

他にいかがでしょうか。ご質問等ございますか。 

計画案の方も、先程言いましたように、しっかり練っていくのはこれからということで

すので、基本的な質問事項が良かろうかと思う。 

◯行政代表 A 

今日資料を提供して、今日というのは、流石に分析をする時間もなく、非常に恐縮な限



りだが、先程事務局が申しあげたとおり、気付いた所をまず頂いて、第 2 回目に備えての

必要な情報等については集積して、また事業者にもお願いして分析等をできる形での取組

をさせていただきたいと思う。 

また、医療関係のことがあった。全体的なカテゴリーのなかで、これが抜けてるとか、

これが必要というのがあれば、又それも連絡していただいて、今後検討させていただきた

いと思う。 

◯委員長 

いかがですか。 

僕の方から調査のことで。福祉関係者の事業所の調査。これ、確か 10 件数くらいしか出

てなかった。計画の中で NPO が 30 何箇所ということで示してあるが、参加者に NPO 等入れ

る必要があったかなという気がする。福祉団体アンケートってことになっていて、33 ペー

ジからがそうだが、全体数が 10 しかない。福祉関係の法人とか選ぶと 10 ぐらいしかない

だろうなと思うけども。ちょっと地域福祉計画の趣旨からいうと、後に NPO が出てきます

が、福祉関連分野というか、そういうところの、なんというか社会貢献活動とか、そうい

うところも知りたいところではある。そういう意味でいうと NPO なんかを入れるともう少

し数が。あるいは一般の株式会社もそうだが、企業なんかを含めて福祉活動をどうするか

ということを考えて、そういう団体なんかも調査しているところもある。そういう所もち

ょっと欲しかった。何かフォローするようなものがあれば良い。一般企業が福祉活動をど

うやってしてるかという視点。そういうのをちょっと表に出して。そういう気がした。 

他にいかがですか。 

◯F委員 

初めて参加するのだが、1次との関係というのは。これは第 2次ですよね。勿論第 1次が

あるわけで。その 1 次がどういう結果になって、それに則ってこの第 2 次が出てくるので

はないかと思う。それを検証というか到達度などを含めてそれを知りたいと思いまして。 

今までの過去の実施計画に対する結果が出てくると…。その次の段階がどうも分かりに

くくなる。私は初めてで、第 1 次のことはよく存じ上げないので、申し訳ないが関連を教

えていただければ。 

◯事務局 

以前作ったものが、こうしてあるが、基本的には踏襲したのもございますが、また新た

な社会福祉法が改正になったから等いろいろあるが、前回までの検証を踏まえて、という

ことであれば、今、F委員がおっしゃったようにまずそれが達成したかどうか、から申し上

げれば、それぞれの…地域福祉計画というのが、それぞれの福祉分野の「子どもの政策」、

「障がい者の政策」、それから「高齢者の政策」、主だったところはそういうところ。それ

から今度出てきたのは包括の関係の分野とか、生活困窮者の分野とかそういうのも加味さ

れて、というのがあり、一旦前の分は、我々も検証というか、どこまで進んでるかという

のを各福祉分野の部署には確認はした。 

ただ、前回はあまりにも雑把というとおかしいが、範囲が広すぎて、達成できたかと言



われたら達成できたというくらいしか検証出来ていない。 

ですから、今回は、2次と書いたのはあくまでも 1次というのが 1回あっての話なので、

1回作ったというものの、当然これは引き継いでずっと来たということではなく、実は今 1

回 2 年ちょっと、そこでブランクが生じている。ですから来年からすると 2 年の間にどう

なったか、と言われると、また国からの政策とかがどんどん降りてきたりとかいう時期で

したので、一旦そこはストップしたと。そういう考え方で、前からの分も含めて、確かに

「SOS 信号」とかそういうので、どう対応出来ているかというのも、この中に踏まえた上で

やりますので。 

今おっしゃられたことは非常に大切なこと。皆さんの方にも、今日、本当は時間が一杯

取れれば良かったが、12 月末の間までに、皆さんこれお持ち帰りになって頂いて、我々も

皆さんのところには適宜情報はお渡しするので、そういった中で、前回の検証も含めて、

次回の 12 月も何日というところまで決めていただこうと思う。それまでの間に、委員の

方々には全てお流ししますので、そういった中で、こういったことでした、ということも

含めてお渡しする。そして 12 月にそこを踏まえて事務局側で作ったもの、そして皆さんか

ら途中でご意見を頂いたものを加味した中で、いわゆる今日は素案、次は案、という形で

もう一回やって、そこから次のパブリックコメントとか、そういうのをもう一回やるとい

う手段を取らざるを得なくなったものですから。そういった中で今、おっしゃられたこと

も重々、我々もちょっと頭の痛いところで申し訳なかったが、そういった形で、今進めて

いきたいと思う。今日、本来ならずっと時間を、延々と続いてしまうようなことだったの

だが、まずはもう、早く、といっても遅いところで、委員長の方からもありましたが、中で

進めて参りますので、そこは重々ご了解して頂いた上で、よろしくお願いしたいと思って

いる。 

◯委員長 

前回計画の委員としては、申し訳ない。僕もモニタリングというか、その後どうなった

かというところ、あまり関わっていなかった。 

ここの工程表を見ると、「前計画評価・検討」というのが中に書いてあるが、事務局内で

はやったんですよね。その結果を各委員の方にアナウンスしていただければなと。大事な

ご指摘だと思う。 

◯F委員 

次回で構わないので、ぜひお知らせいただきたい。事務局でやっているのも十分検討さ

れているのは分かるが、具体的なデータがなかったので少々分かりにくかった。 

◯C委員 

アンケートの結果はもう、結果ですので、あまり申し上げたくないが、43ページの地域、

小学校区の中で、調査をしたのは 8 月 1 日現在でご記入くださいとなっているが、すでに

大山小学校区、新留小学校区というのはおそらくもう無かったと思う。この時点では。も

う 3 年前になるので。コミュニティが出来てから。この辺はどういうところからここにで

てきたのか、そのへんを聞かせてほしい。 



◯事務局 

今ここが、蒲生小学校区となっているが、やはり蒲生校区が、小学校区があまりにも広

すぎて、もうちょっとその中で、このところとか切れなかった。そうすると、新留、大山小

この辺ではどう思っているんだろうということが伺い知れるところが出るのではないかと

いうことで、区域という形で。 

ですから、本来ならここに旧新留小校区とか、「旧」を入れれば良かったが、そういった

形でお出ししたところ。重々そこはわかって…そこに居る方は「うちは今は蒲生小校区だ

けど、昔はここ校区だったよね」ということでの、ちょっと拾い道でうちが投げかけたと

ころ。 

◯G委員 

先程の F 委員の質問に若干関連しますが、この地域福祉計画、それぞれの 5 本の計画を

まとめた形で作ると言うようなことが先程ご説明ありましたが、その 5 本の計画というの

をできれば資料としていただきたい。 

◯委員長 

これまでの福祉計画、ということですね。いかがですか。 

◯事務局 

各個別計画につきましては、物が製本された形では在庫がないものもある。そういった

ものについては、白黒の原本のコピーと言う形であれば、お届けできると思う。あと、紙

でのお届けもできるが、いくつかは市のホームページにも載っているものもある。 

◯委員長 

PDF で？ 

◯事務局 

そうですね。すべてではありませんがホームページでの閲覧が可能となっているものも

あります。 

◯委員長 

どうしましょうか。委員分用意するのか、希望のあった人に配布するのか。 

◯事務局 

お届けということであれば、皆さんの分を印刷してお送り致しますが。 

◯委員長 

一応委員の方に送るということでどうか。 

◯事務局 

はい。では各委員の皆さんにお送りする。 

 



◯委員長 

他にいかがでしょうか。 

◯B委員 

送っていただくということだが、すごく細かいことで…パンチングをしたものを送って

もらえないだろうか。一冊一冊こうして持っていると大変。何かと会にも一杯でているの

で。ファイルをするためには、私の家にあるパンチではこんな厚いやつはパンチングでき

ないので、パンチングして送ってもらえないだろうか。もしできれば。 

◯事務局 

分かりました。穴を開けた状態でお送りします。 

先程あった、計画について、計画素案の 5 ページを御覧いただきたい。ある計画、これ

から次期の計画というものもあるので。 

まずこの柱の左から、「介護保険事業計画・高齢者福祉計画」こちらについては策定済み

で、ある計画。続いて、「子ども・子育て支援事業計画」。こちらは、次年度から新たな計画

の策定に取り組むというところで、今の所、暫定版というか、次年度の計画を今から準備

となり、いわば来年以降にはちょっと古いということになってしまうが、そういった物が

ある。「障がい者計画」こちら 2本の計画についても、あります。一番最後の「自殺対策計

画」。こちらは、当地域福祉計画と同じようなスケジュールで今、進んでいるところで、「自

殺対策計画」はまだ、存在しない計画である。今、準備中の計画。お送りするのは、この 3

つの柱、「介護、高齢者関係」、「障がい関係」、「子ども関係」、この 3 つのものになるかと

思う。 

◯C委員 

まだ資料は増えるのか。これを逐一持ってくるが、増えるようであれば、ずっと重ねて

いけるファイルがある。足していけるタイプが。大きくなるやつが。そっちの方を準備し

ていただければありがたいなと思うのだが。 

 

◯事務局 

わかりました。では、次回のときにファイルをお配りしたい。 

◯委員長 

他にいかがでしょうか。細かい点でも結構ですけど。 

一応、質疑は終わりまして、次回、計画のことについて委員会の方でも少し話せるかも

知れないので、次第のその他のほうに移らせていただきたい。次回の委員会の開催予定に

ついて事務局からお願いしたい。 

◯事務局 

皆さんの、工程表の中で 12 月が 2回目ということで、カレンダーを刷ったもの、これを

見ないとだいたい皆さん感覚がおわかりにならないかと思うので、これで確認した上で、

その間までに、いろんな諸資料、足りない分、皆さんの中でご検討、これが足りないよ、も



うちょっとこれをこうすればいいじゃないか、といった所をお出し、お示しした上でご意

見等頂き、当日 2回目を迎えた上で、2回目のときには結構時間をとるというつもりで、日

程を調整したいと思う。 

それで、内々の話を申し上げれば、議会が 12 月 18 日までかかる。ですから、その後が

いいのではないか。ちなみに休会が、暫定的というか予定だが、11、13、17 は一応休会日、

議会が休みの日である。18 に最終、本会議があり、終了という形になる。その間中をとる

か、それから後で行なうか、いかがだろうか。 

◯C委員 

18 日となると、12月ももう押し迫ってくるから、なるべくなら 11日、13 日どこかその

間で、休会のときで計画をしていただけないか。私なんかももう、後がずっと詰まってい

るから。委員に選ばれた以上は全部出たいですから。 

◯事務局 

ぜひ、我々もそれを一番…皆さんの意見をもらって。今、C委員からもあったように、休

会の予定とすれば、前の議会が伸びない限りだいたいそこにはめられると思うが… 

◯委員長 

16 日か。 

◯事務局 

11、13、17 が今… 

◯事務局 

13 日が木曜日となるが。 

12 月 13 日木曜日ということで。 

◯委員長 

開始は？1時半位？ 

◯事務局 

開始は、今度は 1時半からの大体 5時前位までと思ってほしい。ちょっともう一つ一つ、

柱等を全部、踏まえた上で、冒頭文章の所、ポイントとなる部分とか、全部しつらえた上

で、練って頂いて、練った上で 1月以降のパブリックコメント等いただいて、またその後、

ということになりますので。 

◯G委員 

事前に資料は渡していただけるのか。この場で、か。 

◯事務局 

はい、次回は事前に配布します。 

 



◯G委員 

どのくらい。 

◯事務局 

さっき言ったように、いろんな事業とか、国からのものが一応ガイドラインにあるが、

それ以外の資料が出てきたときには、そういうのも踏まえてお渡ししたいのだが、まさか

2,3 日前というわけにはかないため、やはり 1 週間前には、お渡しできるようにしたいと

思う。1週間前にいわゆる案として。よろしいでしょうか。 

◯委員長 

2 回目が 12 月 13 日 13 時半から、と考えてよろしいだろうか。 

◯事務局 

4 時半くらいまでと。 

◯委員長 

それまでには、資料をお届けしたりとか、あるいはそれまでに意見等を各委員から聞い

ておいて、次の話合いにできると思う。 

◯事務局 

皆さんから意見等々頂いて、そして 1週間前に出して、それを皆さん読んだ上で、「こう

じゃないの」と、それを電話で言ったほうがいいとか、連絡した方がいい場合は、すぐ受

ける。 

ある程度もう、こういうところが、とわかるような感じで、お示ししたい。 

13 日で良いということであれば、またそれで。皆さんご意見等お持ちいただければと思

う。 

◯委員長 

それでは、次回の件についてはよろしいだろうか。 

議事としては以上だが、何か他にご意見等ございますか。 

それでは、事務局の方から何かあるだろうか。 

◯事務局 

今申したことの復唱になるが、この日程を決めることと、今、1週間前にお渡しすると言

った資料は、あくまでも皆さんからの、色んな方からの意見、また国のガイドライン等々

で、追加などが出てきた場合も含めた形で、コメント等、文章等々の、再掲といいますか、

局長通達とかいろいろ来るので、そういうのを含めた形で載せて、そしてまた、先程他の

計画の柱を、もう一回確認させてもらった上で、ここに載っていない事業等々もございま

すので、そこも全部入れます。これからということになるので、それをしてからもう一回

いろいろとご意見等承りたいと思う。私達とすれば、現在そこまでというところである。 

 



◯委員長 

それでは、いろいろご協力いただきまして、今 3時だが、次回は 4時半までやるそうだ。

今回はいろいろ問題を提議したというところで、この後の作業がいろいろあるかとは思う

が、会の分はこれで閉めたいと思う。どうもありがとうございました。 

 

議論は以上。 

 


