
第第第第２２２２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 12 月 13 日（木） 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 18 名出席 

次 第 ：１ 開会 

２ 協議 

（１）第 1回策定委員会のご意見について 

（２）地域福祉計画素案（第 2版）について 

（３）パブリックコメントの実施について 

４ その他  

（１）次回開催予定 

（２）その他事項 

５ 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 第 1回策定委員会のご意見について 

事務局より、資料に基づいて説明。 

 

質疑 

◯委員長 

事前の資料の中身についてでも結構だと思いますが、ご意見がございましたらお願いし

ます。前回の委員会の意を受けて、地区別の結果、特徴なども、少し見えてくるところも

あっただろうと思いますが。 

何かございますか。お気づきの点があったら、また後からでも言っていただきたい。 

 

議事２ 地域福祉計画素案（第 2版）について 

事務局より、資料に基づいて説明。 

 

◯行政代表 A 

お聞きしたいのですが。 

すみません、途中で。 

事前に配られた素案と、本日配られた付箋のある資料ですが、素案自体を、この今日配

られた素案に変えるということか。中身的には。ただ説明だけの関係でお示しされるとい

うことですか。 



◯事務局 

今ご指摘頂いた意見について、事前にお送りした素案と今回お配りしたものは、今回の

会の趣旨が、計画の中身について個別に色々ご意見をいただく、という形で考えています。 

事前にある程度国のガイドラインに沿った形で中身を把握いただき、それを見やすい形

でまとめたものが今日配布したもの。中身を事前にお送りした素案である程度お目通しい

ただいて、ご意見を持ってきて頂いた形で、今日お配りした素案、差し替えといえば差し

替えになるが、こちらに付きまして事前にそのガイドラインの中身を把握して頂いた上で、

これに対してご意見いただきたいというような趣旨で配ったものです。 

◯委員長 

内容が全部違うのであれば、事前に配られたものを参照しても意味がなくなる。つまり、

表がただ単に短くなっただけか。いわゆる３章とか、やけにアンケート結果が長いなと。

そこを縮小して、後の文章は同じだという認識でよいか。 

◯事務局 

ある程度文章もまとめてはあるが、言っていること、中身的には同じものである。 

◯A委員 

となると、今日お配りされたものは、メインになってくる。これが体裁というか、これ

を基本に製本していく、計画を作っていくという考え方か。それとも前回のものはそのま

ま生きるのか、どちらか。 

◯事務局 

レイアウトとしては今日お配りしたものをベースで考えている。ただ、計画に謳うべき

事項等につきましては、前回お配りしたものがある。今日協議いただくのは、確かに本日

お配りしたこのレイアウトを基に、これに編集を加えていくというようなイメージで考え

ている。ただ、今日ご意見いただくのに事前に資料を送った形でないと、今日いきなりお

配りしてご意見を、というのはなかなか難しいと思い、事前にある程度中身を把握してい

ただくために、素案のたたき台というような形でお送りしている。基本的にレイアウトに

ついては今日お配りしたものをベースで考えている。 

◯委員長 

もしそうであれば、今日配った資料を詳しく説明していただかないと。 

◯事務局 

それでは、まず素案の、皆さんにお配りした方から目を通していただいて、そこで追加

の今回の分と照らし合わせて説明します。 

まず、前回配った素案の第 1 章から。計画の策定にあたってです。地域福祉計画の趣旨



を掲載しており、これは「我が事・丸ごと」の地域づくり、それから地域共生社会といった

文言が国からもどんどんおりてきておりますが、そういった考えを基にして、計画の説明

文を加えたもの。そして先程あった 5 ページの、若干図の差し替えがあったというところ

です。まずここで、皆さんからのご意見を。 

◯委員長 

わかりました。内容あるいは不足分等についてご意見がございましたら、お聞きしたい。

お名前をはじめにおっしゃっていただけませんか。 

◯行政代表 B 

計画の位置づけの 5 ページを差し替えされたが、姶良市の総合計画が第 2 次ということ

で、来年度から期間としてこの計画とも同じになるが、冒頭の出だしの「本計画は姶良市

総合計画に基づく将来都市像」「県央の良さを生かした県内一暮らしやすいまちづくり」、

という文言だが、これが第 1 次の総合計画の将来像として謳われている部分で、今回第 2

次の基本構想で謳われている部分は「理念」。「将来像」という形では謳われておらず、理

念という形で謳われている部分だ。ただこの計画自体が 2 次総合計画の下で策定するとい

う位置づけになった時に、１次のこの文言を転用してきて、どうかと思うところだ。以上

です。 

◯委員長 

この点いかがですか。 

◯事務局 

こちらは、お送りした時点で（総合計画の）素案の最終段階というところではなく、仮

で第１次のものを入れてある。その点については、今第２次の素案もあり、その点を踏ま

えた形で表現を変更したい。 

 

◯委員長 

よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。 

◯A委員 

前、頂いたものの「計画の策定」あたりに含めて、今日の「位置づけ」のところまでの感

想と質問だが、「計画の策定にあたって」の市としての主体性や考え方。この辺が弱いよう

に感じる。もう少し計画の策定や位置づけについて書き込んだらと思う。 

例えば前回の計画の評価や考察。そのあたりの相対的な部分が書き込まれていないよう

に感じたが、どうだろうか。それから本日頂いた分で、他の福祉関係の市の計画と地域福

祉計画との関連をもう少し、図で。言葉だけでなく、中身的にも例えば介護保険事業計画、

障がい者計画は、このような形で基本理念を定めるとしておりますとか、そのへんもう少



し詳しく書き込んだほうがいいのではないかと思うが、どうか。 

◯委員長 

ありがとうございました。2点ありましたけれどもいかがでしょう… 

◯B 委員 

今、A委員が言われたことと関連するが一点だけ。 

こういう地域福祉計画だが、色んな、様々な事業と関連する中で、やはりこの福祉計画

の中で、全体としては、計画の位置づけでは「福祉保健施策の総合計画として位置づけ」

としてある。しかし計画で「福祉計画」と。この「保健」という言葉が抜けている。 

私もずっと 30 年位保健・福祉のことを勉強したりする中で、特に、高齢者とか障がい者

のことは別として、子どもの問題は保健と福祉が非常にリンクして絡みあっている、とす

ればやっぱり本体が福祉計画なのでそれはいいとして、保健福祉計画的なものとして、展

開できるような組み立てになれないかなというのをちょっと感じたので、その一点だけ。 

◯委員長 

今、2点、3点出てきました。逆にでも、これだと保健福祉計画があるのではないかと思

うのだが。 

保健が入って、逆に、他の問題が、生活困窮であるとか様々な問題とか光が当たらなく

なるかなという気がしないこともないのだが。 

◯B委員 

あぁ、なるほど。 

◯委員長 

今出てきた 3 点についていかがでしょうか。1 つは、前回の計画のモニタリングである

とか、評価を踏まえた記述が必要じゃないかという点。それから他の高齢者福祉計画や障

がい者福祉計画などとの関連についての記述。いずれもごもっともなご発言だ。そういう

ことを通して、市の特徴がちょっと出てこないというお話だった。 

B 委員の意見としては、保健の部分をもう少し重視したいということですか。 

◯B委員 

私は、理由は全国のいくつかを見てみたら、半分くらいが「保健福祉計画」という形で、

特に子どもについて、保健と福祉がかなり、母子保健事業もこの数年の間に、児童福祉法

も改正されて、地域保健福祉法、地域保健法も改正されて、子ども子育て支援法も改正さ

れていろんな物が改正されている中であるので、特に児童だけとすると、今度は委員長が

おっしゃたような議論も…貧困者はどうするかという問題もあるが、私自身がやや心の気

持ちの入れなのかも知れませんが、特に子供との関係では保健福祉ごとをリンクしないと



組み立てが成り立たないのではないかということで、ちょっと意見を出した。 

◯委員長 

よろしいですか。ではちょっと行政代表 Cさんからご意見頂いてから。 

◯行政代表 C 

よろしくお願いいたします。この地域福祉計画というのが、非常に大きな範囲の中にあ

ろうかと思う。2000 年以降の福祉計画の変遷の中で、地域福祉という言葉が非常に広範な

意味で使われるようになっており、ここ何年か地域福祉というのが非常に重視されてくる

中で、この地域福祉計画の重要性は非常に重たいものがある。今、委員がおっしゃったよ

うに保健の関係等も含めて、この地域福祉という文言の中に新たな図も入ってきているが、

高齢者の介護保険であったり、障がい者であったり、また子供子育て支援事業、これが子

どもたちの対策。また、健康あいら 21 ということで、市民の健康対策。それと今問題にな

っております、若者たちの福祉というものも出てきていると思う。今、社会的な孤立とか、

委員長の集約の中にも出てきたが、力を失った方々のカテゴリーといいますか、そういう

部分も含めて大きな意味での地域福祉計画という中で、その下に様々なものが、保健福祉

も含めたものが包含されるという、ニュアンスで捉えていただければ、と思っている。 

◯委員長 

今の意見を踏まえて、どうですか、お答え。 

◯事務局 

まず、市としての主体性をもう少し、という点については、第 1 章、第 2 章部分、確か

に表現の弱いところがあるため、もう少し市の実情、統計上の特徴など色々な点を踏まえ、

修正を行います。また、個別計画との絡みという点について、今時点だと、高齢者福祉計

画、介護保険事業計画や障がい関係の計画や子ども・子育て支援事業などの取組と関連付

けたものが、確かに表面上見えづらいところがあるため、そこで謳っている具体的な施策

であるとか、理念を項目としてこちらの福祉計画の方にも引っ張って来れるような形で再

度検討する。 

◯B委員 

そうしていただければ、十分だ。言葉を入れるか入れないかは二次的な問題である。 

◯委員長 

あと、前回計画のモニタリングというか、評価。 

◯事務局 

前回の計画からの経緯ですが、こちらにつきましては、現在分析というか表現を、作業



を進めている所もあるため、今日頂いたご意見を基に色々修正をするが、その中で、前回

からの流れとこれからについて、方向性をある程度盛り込むつもりでおり、その中でお示

しできればと思う。 

追加ですが、行政代表 B からありました、総合計画の基本理念を申し上げますと、第１

次が「県央の良さを生かした県内一暮らしやすいまちづくり」ということでしたが、これ

が「可能性全開 夢と希望を育むまちづくり」。サブタイトルとして、「一人ひとりが主役 

住みよい県央都市姶良」ということ。また、ここも文言等は変えていく。 

◯委員長 

総合的な様々な分野を包含するようなニュアンスで、文言の方を修正いただくというこ

とだ。他にいかがでしょうか。 

 

◯C 委員 

2、3、4ページを読ませていただいたが、段落のつながりが弱い、何かしっくり来ない感

じがする。これは元々何かがあって、それを姶良市の現状のものに変えていかれたのか、

ほぼこれを作られたのか、というのが一点と、表記の問題だが、かぎかっこがすごく多い。

「少子高齢化」とか「地域」とか、かなりかぎかっこを使っているので、このかぎかっこ、

どんな意味があるのかということと、中ポツです。中ポツの使い方。何か意図があってそ

うされているのかということを教えていただきたい。 

◯委員長 

何かベースに別のものがあってということなのか、ということ。それからかぎかっこの

意味と、あと中ポツが多いという話。 

◯事務局 

文章につきまして、基本的には国のガイドラインや前回の計画をベースに作っており、

今お示ししているものだと、確かにそのようにございます。かぎかっこですが、福祉問題

に関するキーワードというような形で付けているが、少し見づらいでしょうか。見づらい

ようであればこちらも見直します。 

◯C委員 

見づらいということではなく、例えば、少子高齢化と色んな所に出てくるが、3ページの

最初のところだけについているが、これに意味はあるのかどうか。「支え手」「受け手」と

か、重要な言葉だと思うが、そういうところがやっぱり必要なのかということを感じた。 

◯事務局 

一応福祉的なキーワードという意味でつけていますが、もう少し表現の見直しをします。

あまりに強調している項目が多いという所もありますので。 



◯C委員 

よろしいですか。前の計画の例えば 3 ページ 4 ページ 5 ページが、前回の「今なぜ福祉

か」というのがあるが、そこでは例えば「姶良市地域福祉計画」とか、物のところはかぎか

っこが付いているような感じがするのだが。 

◯委員長 

そうですね 

◯C委員 

例えば大事な言葉、ここが重要な言葉であったら、かぎかっこではなくて例えばゴチを

入れるとか、そういう表現の方法もあるのかなということ。 

◯委員長 

2 ページ 3ページは「我が事・丸ごと」の、いわゆる地域共生社会の文言を割とそのまま

使って、そこで強調している「他人事を我が事にする」とか「支え手と受け手の関係を超

えて」とか、強調したいようなことであるとは思う。 

地域福祉計画の全体の流れで行くと違和感があるということですか。 

◯事務局 

かぎかっこのあるキーワードについては、整理いたします。中点については、句読点を

入れるより、ひとかたまりというイメージで中点を多用してしまったところもあった。 

◯C委員 

さっきのかぎかっこを言ったのは、例えば 3 ページの 3 番の 2 段落目、「発達障がい児」

というのがかぎかっこで囲んである。こういうのをかぎかっこでこう、強調していいのか

どうか、ということがあるのだが。 

◯事務局 

かぎかっこで強調すべきところ、こういうふうに強調するのは如何なものか、というと

ころであったりなどそのあたりも踏まえた上で、編集を行いたい。 

◯委員長 

文言上のことですけど。よろしいでしょうか。 

とりあえずここでご意見伺って、修正をどんどん加えていこうと思う。 

他にいかがでしょうか。 

◯D委員 

ちょっとポイントがずれているかも知れないが。どこにいれたらいいのか分かりません



が、姶良市の総合計画の中に、障がい関係、福祉関係とあるが、最近は差別はいろんな差

別があるが、例えばインターネットによる差別。もうこれが全国的に非常に大きな問題に

なっている。これは差別の、今トップになっているのではないかと言われるくらい。その

へんをこの計画の中に入れていいのかどうか。ちょっと文言を。さっき、計画書の変更と

あったが、その変更を、ここはちょっと障がい関係になるので、障がい（差別）の一因にも

なるのかなぁと思ったりもする。このあたりはどうか。 

◯委員長 

いかがですか。 

◯事務局 

こちらの計画の中で、差別問題や人権問題というところは、謳うべき項目となっている。

確かに現在インターネットによるそういう問題なども時代的に多く、その点については、

踏まえて、盛り込むいい事項だと考えている。 

◯委員長 

社会福祉の中で、社会的包摂とか、あるいは社会的排除とかいう言葉で、その差別の問

題であるとかという法律の問題を扱ったりしているので、ぜひご意見を尊重していただき、

どこか加えていったらいいかなと言う気がする。他にいかがでしょうか。 

◯行政代表 B 

今の人権の関係で、所管の私のところでして、人権の計画、それから男女共同参画の中

でもそういった部分が出てきますので。そちらの方では謳われている。今回答があったよ

うに、こちらでも載せていただけるということで、いいと思う。 

それと、別な意見。小さい話だが、2ページ 3ページの表記というか、字の関係だが、「支

え手受け手という関係を超えて」、それから「分野を超えて」という、「超える」という字

が、「超越」の「超」が使われているけれども、「越」の方の「越えて」じゃないかと思う。 

◯委員長 

いかがですか。 

◯事務局 

今、色々いただいたので、もう一回全体的なところ、再度そこのところは文章的な記述

として、また加える所も加えながら、そして割愛できるところはして。一番の見出し、入

ってすぐのところですので、やはりここが全体像というところになると思うので、ここは

もう一度しっかりと整理させていただく。 

 



◯委員長 

最近確かにこの「超えて」を使うことがちょっと増えてきたような感じも確かに。もと

もとこの字じゃなかったな、という気がするが。 

今、他の計画等で使われているのをご参照いただいて。 

◯事務局 

今、ご指摘頂いた通り「越」の方が正しい字である。他の計画や、指針などにも「越」の

ほうがよく見る字であり、その方が正しいと思う。すみません。こちらは誤字ということ

で、失礼いたしました。 

素案の第 2 版のページ番号 2 ページ目。その中頃のところですが、「個人や家庭の抱え

る」というところの 2行目です。「越えて」が「超」という字になっているが、超越の「越」

の方になります。いくつか「越えて」が「超」の方になっているところがあるが、こちらは

「越」であり、見直してまた修正を行う。 

※「超」と「越」については国のガイドライン等を確認後、「超」の表現が正であることが判 

明したため、姶良市地域福祉計画では「超えて」とすることを後日委員各位に通知した。 

◯委員長 

他にいかがですか。 

◯C委員 

確認ですが、勉強不足でわからないのだが、地域福祉というのは地域社会、住みよい地

域社会を「創っていく」こと、なんですか。「創る」ことですか。 

◯委員長 

イン・ザ・コミュニティとか、バイ・ザ・コミュニティとか、要するに地域によって福祉

を創っていく側面と、地域の中にある人、つまりそれは施設ケアから在宅ケアという一つ

の流れを反映したとこでもある。まぁ、ちょっと 1時間位あれば講義を… 

 

◯B 委員 

概念が変わる中での計画ですので、これは。6年前とは全く違う状況だ、今は。 

◯委員長 

（議長より根拠法、PDCA サイクル、モニタリング等について解説） 

◯C委員 

2 番の「地域福祉とは」とあるが、これはこの表題でいいのか。「とは」、というのは 1行

目にはそれが書いてあるが、その後の 2段落目、3段落目、それをやっていくためにどうあ



ればいいかという内容になっており、この題でいいのかというのがちょっと疑問に。 

◯委員長 

地域福祉を推進していくために、みたいな。 

◯事務局 

推進に関する表現の方に、タイトルは変更いたします。 

◯B委員 

さっき委員長が言われたことを盛り込めば、これはすごくスッキリすると思う。法律は

こう変わって、新しい地域福祉の概念がこういうふうに変わって、そして PDCA サイクルに

基づいて計画を作ることが義務化された。そのことを書けばスッキリするのではないか。 

◯行政代表 A 

3 ページの表現の関係ですが、大きい括りの 2 番と 3 番、今話題になった地域福祉の関

係と、それから 3 番は計画に求められるものだが、この 2 番目の一番後段に地域共生社会

が求められています、ということで表現があるが、ここ、段落の表現がまた 3 番の地域福

祉計画に求められるものということで、同じような内容が繰り返しで表現があるけれども、

これはこれでいいのかどうか。全く同じ内容がこのページで 2回繰り返されているのだが、

そこはいかがでしょうか。 

◯事務局 

はい。今頂いたご意見ですが、確かに同様の表現が出ており、こちらも、第 1 章の冒頭

部分につきましては、委員長からもいただきましたが、法的根拠を載せて、こういうふう

な形で地域福祉計画を策定しなければならないという表現と、タイトルを推進にあたって

というような形でタイトルの組み変えを行い、表現を整理します。同じような表現が出て

きているところも、削る形で、どちらか一方にまとめます。 

◯委員長 

今の今で、これをああしてこうしていうのはまだ難しいので、そこはお考えいただいて。

だんだんこうなってくると、国に言われてやってる感が強くて。先程ありましたが、姶良

市にはこういう課題があるからこうやるんだ、というのがなかなか出にくいと思う。 

アンケートを踏まえて、僕なんかは自由回答を分析していたら、国が言ってる「我が事・

丸ごと」と住民が考えてることが近いなと思ったので、ぜひ住民の声など、そのままこう、

文章に生きる、そういう使い方をすると少し違うかなと思ったが。 

他にいかがですか。 

 



◯B委員 

関連して。私はこの委員に自主的に参加した理由はいくつかあるが、その中の一番はや

はり姶良の街というのを、色んなことを言われたり、合併や色々あったが、一住民として

私は a自治会にいるが、a自治会で見てると、非常に細かい、自治会単位で細かい活動をし

てるなということ。私は地域の団体で、姶良、見守り隊の活動をずっと毎週水曜日、夜カ

チカチをしたりやっている。色々聞いてみると、見てみるとあるいは調べてみると、あい

らビューでも今ずっと校区のコミュニティの記事を出している。非常に細かいことを、こ

んなこともしてるんだということ、色んな地域が目に見えないけどもやっている。 

つまり我々はこういう、立てるときには姶良はだめだから、「もっとこうしないといけな

い」と言うより、姶良が今やってることで、いいところというのをもう少し共有して、そ

してそれは「b 自治会だからやれるんだ」、「c 自治会だからやれるんだ」とか、「うちは違

う」ということではなく、姶良市民がそれぞれの地域で工夫をしてやっている現実がある

ので、そのへんも何かリンクした上で、いいところをまず出して、やっぱりそれでも少し

足らないところはどこだろうか。それを出して、そしたら「そうしよう、それを一つ課題

をやろう」と並べていくと、市民にわかりやすい計画になるんじゃないか。 

よくこういうのはほとんど、99％は見ないと思う。ところが私がよく見た、長野県の茅

野市の保健福祉計画を見てみたら、みんなが読むストーリーになっている。まず最初、街

の話からずっとストーリーがあり、「うちはこういう街ですよ。だからみんなでこういう助

け合いをしましょう」ということは、わずか 40ページぐらいですが。後資料はありますが、

語りかけるような形で、だからみんなでがんばりましょうというふうに、ストーリー化さ

れているし、私がいくつか見た市町村福祉計画でもやっぱり委員長がさっき言われたよう

に、上から言われたからではなく、「自分たちのまちは自分たちで作ろう」というところが

見えないと、他の都市計画とかそういったものとは、またちょっと違うと思う。特に福祉

計画はみんながしないと進まない計画ですので。そのへんをみんなで議論したらどうかな

と思う。すいませんちょっと長くなりました。 

◯C委員 

今の意見に賛成ですが、委員長も言われたように、姶良市の特徴と言われた。これを見

た時に例えば霧島市に持っていっても、一緒である。 

姶良市の特徴といえばやはり人口が、今鹿児島県の中でも増えている唯一の街である。

そういう今言われたいいところとか、見ただけで姶良市のことだと分かるような内容にし

ていただければすごく作りがいがあるのではないか。 

◯委員長 

まさに我が事のように。まだ先があるので、進ませていただいて、また最後にまとめて

全体を。よろしいですか。次の章。 

 

 



議事２ 地域福祉計画素案（第 2版）について 

事務局より、資料に基づいて説明（第２、３章部分）。 

 

◯委員長 

これからデータをこれに縮小させたと言うか、必須のものとして、何か根拠とか基準み

たいのがあるのか。 

 

◯事務局 

以前お配りしたものが、クロス集計表とグラフと合わせて、表が多く割いていた。表が

場所を占めているようなところがあり、報告書のようなイメージが出やすいところは表を

省き、分析等加えたものについて、グラフ等も文章の中で出てくるもののみをグラフで残

している。地域福祉のアンケートの中で、子ども関係、障がい関係、高齢関係と様々分野

のアンケートがあったが、地域福祉アンケートの解析の後ろに子ども子育てであったり、

障がい関係等の個別のアンケートについても記載があることから、子ども、高齢、障がい

については、地域福祉アンケートの結果分析からは除いてある。そういった方針で編集を

行った。 

◯委員長 

単純集計の方で割と地域福祉活動の方は。これが後の基本目標と連動するような形のデ

ータだと一番いい。 

先に私の方から。12 ページの自由意見についてというのは、おそらくキーワードを何か

検索しているのかと思うが、年代別自由記述の有無というのは、年代によって差はないよ

うな感じだがこれを表記する意味というのは何なのか。 

◯事務局 

こちらは全体でこれだけ記述があったと、お示しするものであり、一応参考資料で。 

◯委員長 

こういう記述があるという全体を、例えば高齢であると急に少なくなるとか、若い人が

急に少ないとか特徴があって出すのであれば、それはそれで意味があるのではないか。あ

まり差がない気がするのだが。それとキーワードを例えばどう解釈するかは、結構難しい。

全体の中で福祉、姶良市、地域の言葉が多かった。活動だとか必要だとかの言葉が多かっ

た。こういうソフトがあって、ワードで検索できるが、それはつまりどういうことか。例

えば僕はこういうワードで、農村地域とかだと、匂いとか家畜とか何かそういうのが多か

ったとかの特徴あったことはあった。それはそれで面白かったと思ったが、これが、例え

ば福祉が多いから福祉についての関心が…地域福祉計画の調査だから、地域と福祉が上に

来る、そういうことなのかも知れない。この辺の解釈難しいからという気がする。 



◯事務局 

キーワードを抽出しているが、例えば「高齢者」と言う単語があるが、高齢者の福祉を

優先してほしいという意見もあれば、高齢者の施策ばかり取り組むべきではないとか、逆

の評価のものもあるため、確かにキーワードの羅列という形では、前向きな意見、後ろ向

きな意見両方あるので、難しいところではある。こちらは省く形でも構わない。 

 

◯委員長 

計画に載せて、住民から意見が来た時に答えられるのであればよいが、データとしては

何かちょっと漠然としている。 

◯事務局 

分かりました。 

◯委員長 

この後の計画案が、陰るようなくらいアンケートの結果が分量があったので、少し後ろ

に回すかどうかしたほうがいいのではと思っていたので、少し整理して頂いたのは良かっ

た。いかがですか。 

◯行政代表 B 

4 ページの、「手助けしてほしい」、「手助けできる」と思うこと、この表のところで、地

域別が出ているが、山間地域、中山間地域、市街地域と 3 つ別れてますが、具体的にどこ

らへんのことが、どこらへんが山間で、どこらへんが中山間で、どこらへんが市街地なの

か教えていただけたらと思いますが。 

◯事務局 

この地域については、校区ごとにどの地域が山間地域というような形で分けている。山

間地域で言いますと、北山校区だったり、龍門の方だったり、漆の方だったり、そういっ

たあたりを山間と。中山間地域につきましては、山田、三船あたりで。そういった地域。あ

と西浦まで。今、一覧を持ってきていないが、そういった基準で校区毎に割り振りをさせ

て頂いた。 

山間地域と中山間地域は基本的には、山間地域もいれた形が中山間地域といって一括り

でも良かったが、例えば蒲生校区と言っても、漆、西浦そして蒲生とあるが、蒲生は蒲生

で結構広い。蒲生小校区は。例えば、旧大山小校区、旧新留小校区というところ区分けし

たので、若干こんなふうに出てしまった。人の感覚、捉え方というのは難しいところだと

は思うので、地域分けもちょっと再度検討させていただきたい。 

 

 



◯委員長 

こういう区分けをしたということは、少なくとも市街地域と山間地域ではニーズが違う

と。こっちはこういうニーズが多くて、こっちはこういうニーズが低いんだというような、

それが出したかったんだということなんだろうと思うのだが。 

表がいくつかあるのであれば、うちは山間地域じゃない、という質問が出てくるかもし

れない。山間地域が多いと予想される地区について、こういう分類をしましたと書いてあ

るとどうだろうか。地区名などもあると。 

 

◯事務局 

総合計画の中では、北部、中部、南部という分け方がしてある。いわゆる、地理上の、基

本計画の中では地理的に線を、ここ、ここ、という区割りをしている。特に特化した形で

は、ちょうど本当に、山手の方とここの市街地域では当然ニーズも違うでしょうから。我々

の今度作った中の、山間地域と中山間というのは非常に、確かに見えにくい所もあるので、

ここも、総合計画の中に合わせる形で。これはデータがあるので、クロス集計等がありま

すので、そこでもう一回再編を行いたい。 

◯委員長 

僕は、結構こういうデータ分類する時に、逆に例えば個々の項目を逆に、表の下に一つ

ずつ置いて、この下目に逆に属性というか、この地区、この地区みたいな感じで置いたり。

あるいは折れ線グラフ使ってみたりとか。ちょっとそのへんのとこ一番見易いやつを選ば

れるといいかな。ちょっとどれがいいか一概に言えないかなと思うが。 

他にいかがですか。一応その、計画の本丸といいますか、次の議題の計画にいきますか。 

 

10 分間休憩 

 

議事２ 地域福祉計画素案（第 2版）について 

事務局より、資料に基づいて説明（第 4章部分）。 

 

◯委員長 

（基本理念と基本目標について、委員長より要約と補足説明） 

基本目標とかもうちょっと付け加えるべきじゃないかとか、もう少し修正を加えるべき

だ、あるいは文言としてもう少しここはこういうふうにしたほうがいい、ご意見ございま

したらおっしゃっていただけると。 

◯A委員 

今説明があった、新しく頂いた資料の中の 3 ページのこの表と 7 ページの表、これの違

いというのを。そのあたりを。項目、基本目標は一緒というか、中身がちょっと違ったり

とか。そのへんについての、どういうふうに、なぜそうなったのかということと、これ、前



回 24 年 3月に策定されてから、今までの考え方はソーシャルインクルージョンとかありま

したが、この頃そのへんが強く打ち出されてきたと。そのへんについて、入れるべきとい

うか、項目立てて入れるべきかとか、そのへんについての洞察といいますか、考え方とい

いましょうか、を教えていただきたい。 

◯委員長 

3 ページのこの表の中身がちょっと違う感じで、4 ページ以降の施策の方向性を見ると、

後 7ページのやつと… 

◯事務局 

申し訳ありません。ここの 3 ページの基本目標の、ここに冒頭から触れてあるが、一応

一次計画的にはこうでしたと。これを 7 ページの体系図では、今度からこういうふうに変

えますので。ただ、一見これとこれが違うんじゃないかと言われてしまうが、復唱じゃな

いが、以前はどうだったかといった場合、以前のはこうでしたよ、というのを 3 ページに

載せたということ。 

◯委員長 

前のを書くのであれば、前のからこっちに移った理由なり、ここはこういうふうに統合

しましたっていうような話があったほうがよい。 

◯事務局 

7 ページから先に申し上げれば、今回こうなった経緯は、後に示します 5 章の取組の中

では謳いましたけれども、ただこれの、1 番目の「SOS を発見し」、というところは、その

まま使ったようなところで、当然それはしない、としてはならないところだったので。目

標の大目標は同じだけれども、似たようなところとか同じだけれどもと。 

全部崩してしまうと、今までのは何だったのかということもあり、やはり使えるところ

は、当然 SOS というのは地域で見守り的なところはもう、しないといけないので。それは

今度からはもういい、という訳にはいきませんので、そういうところだけは踏襲したとこ

ろで、今先生からもありましたように、ここのところからこう引き継いだ、というところ

をもう少し文章化、体系化の流れを入れ込んでいく。 

◯委員長 

そこの流れを表記していただくと。他にいかがですか。 

◯B委員 

流れとしてはこれでいいと思うが、基本目標の 4ページ、5ページ、6ページ。基本目標

1、基本目標 2、基本目標 3とそれぞれあって、下に資料が付いている。いわば、前段議論

であったように、こここそ姶良市では、というところに、まさに姶良市のことを書くのだ



が、中心的な絵図に厚労省の資料を貼ってあるだけである。4も 5も 6も。 

計画書ということと、計画というのは主体性があるわけなので、姶良市民は～をします

ということ、こういうことを目標にしますということがあって、この辺のことを書くのは

いかがだろうかなと。 

それからもう一つは中身に入ると、6 ページの基本目標 3 のところで、これも先程と関

連するが、色々地域のことで、表には地区社協のこともちょっと触れてあるが、例えばこ

ういうふうに色んなところの計画、私も 20 ぐらい見てみたが、区割りを、人口 5万のとこ

ろでも 4 区画分けて、そしてそれ毎に組み立てをする所があるようだ。そして地区社協が

実際姶良市にあるのか。そういうことと関連して、無いとこれは、地区社協を作りましょ

うという一つのスローガンなのか。そこあたりのことがちょっと実態と離れて、こうした

いという思いだけの、この基本目標の前段 1、2、3 とてもいいと思う。下段のところが、

しますというところと絵図の関係が、ちょっとやや草案的になっている。そこのところを

少し、姶良市の言葉として入れるべきではないか。以上です。 

◯委員長 

いかがですか。確かに厚生労働省の図表をそのままいれた感があるというご指摘だと思

うが。 

◯事務局 

最初は、言葉だけになったため、何かしらのインパクトというか、形を体系的なという

か絵図で示したかった。色々見つけてきて、形態が似たようなところで、それぞれの基本

目標に相違はしていないところをちょっとここに入れ込んだため、今おっしゃるように、

ここで、姶良市が他と違うような所、最後おっしゃったように、地区の社協についても、

昔は校区社協というのがありましたが、今はもうありません。姶良市には。地区というの

が、ここで言えばもう、姶良地区、加治木地区、蒲生地区というような捉え方だったが、そ

ういった所もちょっと明確化していく、そこら辺を工夫していく。 

◯委員長 

もうすでに社協さんとかが中心になって実践している相談活動とかあるわけなので、何

か例示か何かをそういうのがあれば。他にいかがですか。 

◯E委員 

今ここで討議されている事が、実際的に私どもが責任を持って住民の方々にお伝えをし

ていくというのが、一番いいだろうと思うが、今 17 校区コミュニティがある中で、そこま

でやっぱり落ちていかない。だけれども、コミュニティというのはものすごい、先程 B 委

員も言われた通りの、活動はやっている。やってるけれども、自分の生活が一杯で、ここ

まで果たして行き着くだろうかということを感じる。そうした時に、今私としてはコミュ

ニティの役割として、民生児童委員、それから自治会長、そして見守り隊。それから今、7



箇所でされてるひまわりご飯というのがあるのだが、高齢者を対象にし、そして貧困の方々

を中心にしながら、毎週火曜日に、そういう 350 円でのご飯、食事というやつも組み立て

ながら、地域ではやっている。こういう活動をする中で、もう少しわかりやすい、どうい

うものを行政としてはやっていきますよ、ということを、やっぱりしていく必要があるの

ではないか。この前、地域包括支援センターの方にコミュニティの方に来ていただいて 1

時間半ぐらいの講話をしていただいて、その事がすごくわかりやすい。そうしたものをこ

れからの地域で如何に生かしていくか。そうしないと安心安全なまちづくりというのは、

私はできないと。行政だけでできることではない。と私は思っている。やっぱり地域がそ

のへんを分けて、やっぱりその活動をやっていく。 

今、d校区をはじめとしてセキュリティ・ランニング。お耳にしたことあると思うが、安

心安全のために、今、散歩してる人、ランニングしてる人。こういう人たちにも子どもた

ちの見守りも含めて、やっぱり何かあったときにすぐ連絡くださいという、今、活動をし

ながら 100 名の方々が応募がある。そして、ピンクのシャツを着ながら走っている。そう

したことを、やっていかないと、高齢者、認知症、そういった方々の保護もできない。そう

したものを、中心としながらコミュニティとしてはやっているが、我々もまだ力不足であ

る。4年しかならないので、なんとかやっていこうと思う。 

あらゆる会合の中で、ぜひ福祉の方々出ていただいて、このことについてご説明をして

いただきながら、そして地域をやっぱり回りながらこういう説明をしていくということを

していただければ、少しは市民の方々も、底辺の方々が分かっていくんではないかなとい

うふうに思っているので、余談になりましたが、その辺の所もよろしくおねがいします。 

◯B委員 

関連して。すぐ終わります。 

◯委員長 

（E 委員の発言を整理するために B 委員の発言を遮り）ちょっと待ってください。その

話についてはどうですか。地域で説明をしていただく。これはもしかしたらこのあとの後

の作業なのかも知れない。校区の中で。ここでは、なにか即答はできないですか。 

◯事務局 

今、E委員からありましたように、確かに私達も、作ったばっかりで、ではつくりました

と、形骸化するわけにはいかない。やはりそれぞれ 17 校区あるので、そこで各自治会長さ

んなり集めていただいて、そこからまた、その中の地域性も多分あるだろうが、ここでは

そこまでの細かいところまでは謳えないけれど、これを一つの体系図としてやっていきま

すと。その中からまた吸い上げれば。当然、この策定員会というのは、ここで一発で終わ

りでは無いので。まずは形を創って、変わっていくところをまた、年次的もしくは二年次

的に変えていって、そしてまた皆さんの方でご意見もらいながら、また、もうちょっとこ

こを具体的に正せよ、というところも当然ながら。今日も、いろんな計画をそれぞれの専



門分野で作った職員も来ておりますが、そういった所ももうちょっとはっきりとした、見

える姶良市の具体事業を、また推進していくためにも今おっしゃられたことは、非常に肝

に命じて進めてまいりたい。 

◯委員長 

有難うございます。ぜひ、3回の委員会しか今回できなくて、通常だとワークショップ、

地区ごとのワークショップ開いてそこでの意見集約をする。それやってないので、少なく

ともできたものについては、校区単位で、あるいはコミュニティ単位で伝えていく。それ

で、それからご意見いただくというのは、作った後の作業でも大事かと思う。 

B さんどうぞ。 

◯B委員 

計画ですので、作り方の一つの手法として例えばこういう文章がずっとあるが、コラム

という形で。エピソード的な。例えば漆ではこういう事がいつ頃からされていますとか、

100 字か 200 字のちょっと。言葉はコラムとなるのか、何となるのか分からないが、ちょこ

っと入れておくと、「こんなこともしているのか」とか、「うちもこのようなことは、10 年

くらい前からしてるよ、これくらいのことなら」、とか。そうすると今度はみんな住民が自

己学習していく。高まっていくわけであるので、そういう形で、また作り方を、もうちょ

っと姶良市のやってきたこと、やっていること、関連することを書いたら、全く見え方が

違うと思う。ぜひそのへんもお願いしたい。以上です。 

◯委員長 

大事なとこだと思う。今出てきたセキュリティ・ランニング。ああいう取組なども、一

つの例示として、取り上げていくと、市民にとって身近な計画になるという気がする。 

他にいかがでしょうか。 

◯D委員 

一ついいですか。一週間ぐらい前に、非常にいいことがあったので紹介したい。実は熊

本のある地区に行った。そしたら「ピンポーン」と鳴る。「只今より小学校の下校時間にな

りました。地域の人は見守り活動をよろしくお願いします」このようなアナウンスがあっ

て、へぇーと思ってびっくりした。これはいいことだと思って、紹介だけ。 

◯委員長 

熊本は割と地域福祉、熱心なところですよね。 

◯久保委員 

a 自治会でも 14年間やっている。平成 17 年から。 



◯委員長 

ほかにいかがでしょうか。だいぶ修正の意見もあったので、その点に留意して作って頂

きたい。5章について、説明をお願いします。 

 

議事２ 地域福祉計画素案（第 2版）について 

事務局より、資料に基づいて説明（第 5章部分）。 

 

○委員長 

  （第 5章 資料に従って解説） 

 

○委員長 

  皆様いかがでしょうか。 

 

○F 委員 

  P16③地域の避難場所の確保です。アンケート全般を見ても「災害時の避難誘導・避難場

所」について、沢山でてきている。４行目の「福祉避難所」の充実を図るとありますが、も

う少し具体的に入れて欲しい。福祉関係の民事連で、危機管理課や社会福祉課などを呼ん

で福祉施設のことについて、具体的にしてほしいという要望・意見を申し上げる場を設け

ました。福祉計画の中で、この福祉避難所という位置づけが大事と考えます。災害が今年

も沢山ありましたが、熊本でも福祉避難所マニュアルというものを作っている。国も福祉

避難所のガイドラインを作っている。例えば児童福祉施設、保育所、高齢者福祉、障害者

施設など福祉避難所の協定を姶良市と結んでいるが、実際大きな災害が起きた時にどうい

う風に対処していったらよいのか、戸惑いがある。近隣の人が大勢来たらどうしたらよい

のか、備蓄はどうしたらよいのかなど。熊本市の福祉避難所マニュアルをみると、まず福

祉避難所の定義をきっちりつけている。一般避難所に行ける方と福祉避難所に行ける方の

振り分けをし、かつ福祉避難所にいける要配慮者の名簿を作成し、個々に配慮する。例え

ば、自宅で酸素吸入をしている人が一般避難所に行き停電になった場合は、酸素吸入がで

きなくなる。そういう場合はどこに避難するのか。酸素の充電器、発電機、予備をどうす

るのか、自前なのか市が準備するのかなど。そのような点をしっかり指定をし、各福祉施

設に周知し、説明会を行い、訓練をしたいという申し出を行った。この福祉計画の中で具

体的にしてほしい。このままではとても充実できない実情にあります。計画の中で入れて

頂きたい。福祉避難所のマニュアルを策定をするという文言を入れて頂く。例えば福祉避

難所も保育所、老人施設も自分の所も避難しないといけないとこもある。福祉避難所の対

象者がどういう人達なのか、熊本では、高齢者・障がい者・難病患者・乳幼児・妊産婦・外

国人などとなっています。こういったリストを作成されていないと思いますので、避難の

時に、避難や誘導などを処するものとする。避難が多かった、災害が多かった年を踏まえ

て、計画の中に入れて頂きたいと思います。 

 



○G委員 

  避難所の問題ですが、例えば市内に相当な避難所がありますが、避難所に行ってどこで

休憩するのかというと、「畳の間があります」「イスがあります」と言われますが、ベッド

はあるのか。簡易ベッドや段ボールベッドが無いと、畳の間では立ち上がったりすること

ができない方が非常に多い。障害者も高齢者も。そういう点をまず、福祉避難所も大切で

すが、通常の避難所にもそのような物が必ず必要だと思いますので、そういった点も入れ

て欲しい。 

 

○委員長 

  福祉避難所の整備について、福祉避難所マニュアルなどのマップ作りをするという点、

そういう文言を入れると何をしないといけないのかという点が見えてくるので非常に良い

のではないかと思います。 

 

○事務局 

  福祉避難所とはなんぞやということだとおもいます。一時的には体育館に集まってもよ

いが、妊産婦の方など。ぎゅうぎゅう詰めで息が詰まるなど。一晩であれば何とか我慢で

きるけれども、長期化となった場合は滞在できないわけですので、P16③の所に…。現在福

祉避難所という確定した避難所は姶良市にはありません。姶良市民間福祉事業所連絡会と

協定を結んだところもありますが、その点も見直しをしようと危機管理課と話をしている

所です。福祉避難所といわれる施設があっても、対応できないと言われました。そういっ

た部分も含めた形で、充実化を図っていかないといけない。今やらなければ５月の雨季・

台風シーズンを迎える形になりますので、逐次話し合いをもって。15P 避難行動要支援者の

把握ということで、どこに誰がいて、この人は実際そこに来ているのかなど。把握後はど

こに誰が運ぶのかなどの課題をあげているところ。今は実態の把握に努めています。計画

ですので具体的に載せて欲しいということなので、盛り込み方を考えたい。 

 

○B 委員 

  福祉は人なりという言葉がある。色々な所で「育成します」という言葉があります。人

材育成というところ、福祉に関わる、全ての住民が福祉の担い手である。福祉力を作ると

いうことは、人材育成という点で第５章の中に項を１項立てて頂き、社会福祉を担う人材

育成・活用という章立て出来たら良いのではないか。他の福祉計画を見ると、ほとんど人

材育成が入っていました。言われてみればそうだよねと思ったので、章の立て方について

検討して頂きたい。 

 

○H 委員 

  基本理念にある通り、福祉計画は在宅で元気な人を対象にして作っているのかなと感じ

た。実際には手を差し伸べる側の福祉になっていて、実際に現在施設に入っている人、福

祉を頂いている方の福祉に関しての項目は無いなと感じる。福祉避難所の件もそうですが。



既に福祉を受けられている方、そういう方に対する福祉が抜けているのかなと感じました。 

 

○委員長 

  地域福祉というのは、施設ではなく在宅という意味で捉えられることもありますが、地

域の中の施設、そこと地域の交流、逆デイサービスなど入所者がふれあいサロンにでてく

るなどのサービスがあるところもあるので、具体化して頂ければと思います。 

 

○A 委員 

  11P のあたりで、生活困窮者の自立支援法の関係で、今回の計画の中には、障害者自立支

援の方策を策定するか、または計画するという指針が国から出ていると思います。もう少

し具体的に項目を立ててするなり、別に計画を作るのであれば構いませんが。生活困窮の

中でも 11P にネットワークという言葉が出てきますが、10月の法改正の時に情報共有を行

う合議体というか会議体の設置などもありますので、その点も具体的に踏まえてはどうか。

それから、最後の方に地域共生社会について出てきますが、この点についてももう少しロ

ードマップを図示するなど、項目を分けるなどしてはどうだろうか。 

 

○委員長 

  大切な点なので、修正して頂きたい。 

 

○E 委員 

  10P 相談支援を行う専門支援の充実、情報提供、支援チームなど。紙の上では簡単であ

る。だれがどのようにまとめてやっていくかを考えた時に、姶良市の場合は中心になるの

は社会福祉協議会しかないのではないかと思う。行政は災害があった際に、行政の職員は

そちら方面には携わりは持てない。やはり住民である。やはりコミュニティがそういった

任務として地域の事は地域でやっていかなければならない。d 校区ではリアカーを 2 台準

備している。車いすでは 1人ずつしか運べないので、1度に 4～5人運べるリアカーを準備

している。各地域にある古いリアカーを手入れをしていく。そういった事をやっていかな

いと福祉の問題は解決していかない。どういった所でどういったものを確保していくのか

について、熊本とも打合せをしながら、計画を作る中できちんとやって頂きたい。 

 

○委員長 

  コミュニティ協議会が「自分達がやらないとだめだ」と思うような書き方がされている

か。社会福祉協議会の活動計画やアクションプランとの連携を考えてみてはどうか。 

  かなり修正点があるとおもうので、少し見たりやりとりして、固まったものにしていた

だければと思う。次にパブリックコメント等について説明をお願いします。 

 

○事務局 

  （パブリックコメント等について説明） 



○委員長 

  宜しいでしょうか。 

 

○A 委員 

  大幅に修正が入っていますが、修正した文面を委員が見る機会がありますか。それとも

議長に一任する形になるのでしょうか。 

 

○事務局 

  修正したものを委員に送付という形で考えています。 

 

○A 委員 

  修正したものについての意見というのは。 

 

○事務局 

  修正後の素案をパブリックコメント開始の少なくとも 1 週間前、期間を空けてご意見が

あれば再度修正という形をとりたいと思っています。 

 

○A 委員 

  なるべく早くお願いします。 

 

○委員長 

最終的に議長に一任頂いて、最後のところは市役所の方と調整をしていただくというこ

とで宜しいでしょうか。100％という計画は出ないとは思いますが、ワーキンググループ、

ブレーンストーミングをやれば良いアイディアが出たのではないか。作成が終わった後で

モニタを行いながら、鹿児島市でも年２回程モニタリングを行っているので、行って頂き

たい。 

他にありますか。それでは無いようですので、事務局にお返しします。 

 

事務局よりスケジュール調整の案内。次回は平成 31 年２月 19日（火）で決定。 

 

議論は以上。 


