
第第第第３３３３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 2 月 19 日（火） 13：30～15：30 

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 15 名出席   

次 第 ：１ 開会 

２ 協議 

（１）パブリックコメントについて 

（２）第 2次姶良市地域福祉計画修正素案（第 3版）について 

（３）イメージ資料について 

（４）第 4回策定委員会について 

３ その他  

（１）次回開催予定 

（２）その他事項 

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）パブリックコメントについて 

事務局より、資料に基づいて説明。 

 

質疑 

◯委員長 

パブリックコメントが 4 つあると、なかなか提案としてどういうふうに受け止める

かというのは難しいところもあると思いますが、これについて何かご意見はございま

すか。 

◯A委員 

私はこの策定委員というのは大変な仕事だなと思っています。意見としてパブリッ

クコメントでお一人の方からこういう意見が出されたと思いますが、おそらくコミュ

ニティ協議会の役員の方からの意見ではないですか。福祉に携わっている企業等から

の意見がなかったのかを考えると残念でなりません。我々市民として考えることもあ

るだろうけど、やはり携わっている方々が今の福祉に対してどう考えておられるのか、

その辺りが全く見えてこない。ただ企業として金儲けでやっているのだろうか、と感

じてしまうのです。意見やとしてあるものをコミュニティ協議会が全般的にやってい

けるのだろうか。（校区コミュニティ協議会は）今立ち上がって 4年程なのです。その

状況の中で、これからの福祉という幅の広いものをコミュニティ協議会が担っていけ



るだろうか。心配でならないところなのですが、それに対して行政サイドでは、地域

に対してどういう事をそれではやっていきましょうか。これは一方的なものではでき

ないだろう。やはり地域と行政というものが一つになってやっていかないといけない

ことだというふうに考えているので、ぜひそういうものを念頭に置かれて、これから

も私なども意見は述べてまいりますけれども、やはり一緒になってこれからの福祉と

いうものが「紙の上のぼたもち」ではないような形であっていってほしいと考えてお

ります。特に社会福祉協議会の方々もこのことに携わっておられますから、一緒になっ

てやっていければなということを、（パブリックコメントを踏まえ）少し申し述べてお

きたいと思います。 

 

◯委員長 

  ありがとうございます。 

4 件中 3件がコミュニティ協議会についてのパブリックコメントで、最後の提案の 4

というのはどちらかというと事務的な部分も含んでいるのかなと思います。これはど

の程度連動させるのかとか、言っておかなくてよいですか。これはちょっと今回はで

きない、とか。 

 

◯B 委員 

今、A委員からありましたように、このパブリックコメントについては、社会福祉協

議会が来年度 31年、32年度でこの地域福祉計画を受けて「地域福祉活動計画」を策定

する予定としています。まだ計画の段階ですが、今挙げられている提言のいくつかに

ついては十分活動計画の中で考慮して策定をしていきたいと考えております。地域福

祉計画の中でどこまで謳われるかによって、それぞれのコミュニティ協議会が作って

いる福祉部門の所を、ちょっと横串を通す、ではないですが、その辺を加味して活動

計画の方を策定していこうと思っておりますので、その辺でこの提言について回答と

されるのか、その辺はこの場ないしは事務局の方におまかせしたいと思います。以上

です。 

 

◯委員長 

ありがとうございます。 

まちづくりプラン、振興計画それぞれに作っているので、もし連動させるというこ

とになると振興計画の中身を吟味した上でないと、難しいと考えます。ただ、地域福

祉計画の中でもコミュニティ協議会については言及されてはいます。これからどうい

う連動性を持たせるかとか、協同性を持たせるかというのは大事なとこだろうなとい

うふうに思うので、おっしゃるようにこれから作る活動計画の中に上手く反映させる

ことは可能なのかなという気もします。 

提言の 2 のところは、データのところで、ある程度、情報提供のような形でのこと



はできるのではと思うのですが。今回地区は大きく 3つくらいに分けたのですか。 

◯事務局 

そうです。 

 

◯委員長 

他に何かおっしゃりたい方、いらっしゃいますか。 

 

◯行政代表 A 

パブリックコメントの取りまとめの件なのですが、後ほど修正案、素案の第 3 版で

説明されるということをお聞きしておりますけど、例えば提言 1 につきましてはご意

見として伺うとか、2につきましては反映させるとかそういった基本的な方向がないと

分かりづらいかなと思うので、事務局（執行部局）もできましたら提言ごとにどのよ

うな形で反映する、意見として賜るとかそういった形をお聞きしたいのですが。 

 

◯委員長 

それは必要かと思います。 

 

◯事務局 

後ほど説明するところと重複するかもしれませんが、まず 1 から 4 までにつきまし

ての考え方というものをご報告します。 

まず提言1の「コミュニティ協議会毎に作っておりますまちづくりプランとの連動」

は、コミュニティ協議会のまちづくりプランというのはこちらですべて確認をさせて

頂いております。まちづくりにおきまして、バリアフリーや高齢者に優しいまちづく

り、子供の育てやすいまちづくり、などといった、地域福祉計画の理念と既に共通し

ている部分もございましたので、そういう部分は取り入れながら素案を作成しており

ます。ただ、全校区がまちづくりプランを既に策定済みというわけではございません

ので、モニタリングの過程で、計画の活用の段階でコミュニティ協議会と共に行って

いきたいという形で考えております。 

この提言 1と提言 3（各校区コミュニティ協議会毎のまちづくりプランから各校区の

良いところを取り上げて）に当たるところでございますが、計画の中でコミュニティ

協議会に関する紹介等、記述が少ないところもございまして、地域福祉とコミュニティ

というのはやはり切り離せないと言うか、一緒に取り組んでいかないといけないとこ

ろでございますので。修正素案第 3版の 22 ページに記事を一箇所、コミュニティ協議

会についての取組などのご紹介を一部掲載します。前回、前々回の委員会でもこういっ

た活動があるということでご紹介いただいた事例等もございましたので、そういった

所を文章として、校区コミュニティではこういうことをしていて、自分が住んでいる

ところではこういうことをやっているなと、身近に感じていただけるような記載に



なっているかと思います。こちらの記事を提言 1 と提言 3 の観点から入れさせていた

だいております。 

続きまして提言 2 に関して、でございますが、こちらは人口については予め素案の

中でお示ししているところではございましたが、校区ごとの高齢化率というところが

資料として大変参考になるということで、素案の 14 ページの方に校区ごとの人口構成

割合について、一つデータを掲載させていただいております。これに伴いまして、13

ページの方の網掛けで示してありますが、文章を付け加えております。 

最後になりますが、提言 4（この計画の概要、１次からの変更点リストの添付）につ

きましては、前回の素案でもお示しいたしましたが、こちらの素案で言うと 58 ページ

以降に、前回の「第 1 次姶良市地域福祉計画における取組状況と今後の課題」という

ところで、前回の反省点や、実施した取組、今後の課題や課題への取り組み方などを

記載しているところがございますので、こちらで前回の経緯を見ていただいて、後ろ

に続く第 2 次計画の考え方につながっていくというような形で対照できるかという形

で作業しております。 

 

◯委員長 

わかりました。また、ここに関連して後でまたご説明を追加してあるかもしれませ

んけども、一応このパブリックコメントについてということではよろしいですか。 

それでは協議事項の 2 番目、第 2 次姶良市地域福祉計画修正素案（第 3 版）につい

ての説明をお願いいたします。 

 

議事２ （２）第 2次姶良市地域福祉計画修正素案（第 3版）について 

事務局より、資料に基づいて説明。 

◯委員長 

修正箇所について、いくつか議論があるところもありますから、最初の「自助」・

「互助」・「共助」・「公助」の取り扱いというのはちょっと議論しておいたほうが

良いと思います。先程も、ここでの審議でどちらを使うかということは考えてみると

いうお話だったですよね。 

これは私の知る限り、地域包括ケアシステムの構築というところでこの 4 つの概念

が出てきたのですよね。今までこんな解釈をしていませんでしたが、老健局の考え方

ですよ。だから国の中でも老健局と社会援護局。地域福祉計画といったら社会援護局

の管轄ですけど、こちらは 3 つで「自助」・「共助」・「公助」という形で進んでい

たのが、老健局の地域包括ケアの中で、いわゆる介護保険は公助ではなく共助である

と。保険料払っているからだというような理屈ですね。そういうものが展開されたの

ですが、社会保障審議会で同じ様に決めていくのですよね。そこに住民が入って何か

介護保険の在り方等を議論したりしているわけでもないので、一般の認識としては公

助の部分として把握するのではないかなというところなのですが。 

管轄からいくと地域福祉計画は社会援護局の立場なので、おそらく既存の地域福祉



計画でもその 3 つで議論しているものが多いだろうと思いますが、一応ここの中でど

ちら側の考え方を取るかというのは議論しておいたほうが良いと思います。おそらく

高齢者福祉に書かれているパターンは 4 つで考えるというのが割と染み付いている感

じがあるのかなという気がするのですが、どうでしょうか。 

 

◯C 委員 

今委員長が言われたことでは、一つは言葉の概念の問題ですから。例えば社会保険

を公助なのか共助なのかは論争がありますよね。ここのテーブルの論議を超すので、

あまり考えずに。他のところを見たら互助がかなり抜けている所がありますね。私は

10 ヶ所位見てみましたけど、意識的に抜かしているかどうかは分かりませんが。だか

ら、公助、共助、自助ということで、特に公助のバリエーションを拡げて、広い意味

では介護保険も、あるいは医療保険も、みんな保険料を出してやっていって利益と負

担という形でそれは共助じゃないか。税金を入れるというというのはどうなるのか、

となると今度は公助だろう。そうしたことまで考えるとこの場の範疇を越えるので、

ここは単純に公助、共助、自助という概念で、そして互助を共助のところに括弧書き

で入れる時は互助くらいで整備したらどうでしょうか。これ以上の論争にはあまり意

味がないと思います。ただ、言葉の整理をしてほしいと思います。 

 

 

◯委員長 

いかがですか。C委員の方から、3つでやったほうが分かりやすいのではないかとい

うことと、共助を（互助）という説明で。 

◯C委員 

そこに入れる必要があれば、ですね。 

◯B委員 

お尋ねも含めてですけど、姶良市総合計画の中でもおそらくこの辺についてはいろ

いろ記載してあると思いますけど、そのあたりと統一という形で持ってきたほうが分

かりやすいのかなと思います。 

◯委員長 

姶良市総合計画でこういう表現を使っているというのはありますか。 

◯行政代表 A 

私も仕事柄、この互助というのはあまり聞き及びませんで、おそらく総合計画でも 3

つの分類でやっていると思います。 



◯委員長 

それではそういう形で、3つでくくるということでよろしいですか。（異議なし） 

他の部分で特に議論が必要な所というのがありますか。 

◯行政代表 B 

9 ページのプラン策定後の進行管理ですけれども、本市では男女共同参画基本計画を

作っておりまして、毎年進捗管理をするのに数値目標などを押さえて毎年どれだけ進

んだというのを、審議会を通じて評価をしているのですが、地域福祉計画の場合、非

常に数値目標や評価などが中々難しい部分があると思うのです。今回 8 ページにモニ

タリング調査をして進捗の把握といったところで、「3 年目を目処として」としてある

ところでございます。内部的なものとして、毎年例えば内部の推進委員会においてこ

の計画の進捗状況を把握するとかそういった考え方はあるのかどうかというのをお尋

ねしたいです。 

◯委員長 

どうですか。 

◯事務局 

地域福祉計画そのものが、6ページ目にもありますように、同時策定中のもの、そし

て昨年策定したものがあり、介護保険事業計画、障がい者障がい児の計画、子ども子

育て支援事業計画等々でそれぞれ具体的な具案化されたところは出てきますが、地域

福祉計画自体がそれぞれを包括するような形の横の連携を取るというようなとり方を

していますので、数値が何％とかいうのはなかなか捉えがたいところです。一方では

こうだけれども、もう一方では、というのがありますので、先程も申しましたけれど

も、いわゆる包括的な取組という位置づけにしておりますので、この形でしか持って

いけないのかなと考えています。 

あと、先程ありました 3年を目処として見直すというのは、こういう時勢ですので、

それぞれ新しい根拠法ができたり、改正されたりしていきますので、3年を目処にいつ

までも旧態依然のままではいけないというところもございます。それらを含めた形で、

そこでもう一回これについても見直しがやはり必要になってくるというスタンスを今

取るという形で、こういう形（３年で見直し）で載せたところでございます。 

◯行政代表 B 

3 年目に点検・評価というものをしていかれる考え方ということですか。 

◯事務局 

はい、そうです。 

 



◯委員長 

たしか 3 年目くらいだと他の計画が策定される時期と重なるのではないかと。だい

たい今までは 3年に 1回の計画だったのですけど、地域福祉計画は 5年ということで。 

どうですかね。他の計画は昨年あたりに割りとまとめて作ったのですか。 

 

◯行政代表 C 

介護保険計画並びに障がい関係の計画は、本年度からスタートになります。子ども

子育て計画につきましては、3 年目のモニタリング、同じような考えの中で 29 年度に

ニーズ調査を行いまして、中間見直しを行っております。 

ですから、この地域福祉計画につきましては、子ども子育てと同じような形での 3

年目のニーズ調査なりモニタリング、課の計画の進捗状況等を踏まえた中間見直しと

いう形が一番やりやすいのではないかなというふうな気がします。 

 

 

◯委員長 

毎年それなりにチェックするところもあることはあるのですけどね。多分来年とい

うと予算がどうこうという話になるから、難しいのだろうなというところもあります

が。明記していただいたのは良かったかなというふうに思います。 

他にいかがでしょうか。 

◯B委員 

2 点程、検討をしていただきたいということでお願いしたいと思います。 

80 ページになりますが、まず 1点目が 80ページの③の「庁舎内支援窓口の充実と連

携強化」という、この辺のところですが、ここで「窓口ワンストップサービスの体制

を構築・整備していきます」ということで挙げられていますけど、72 ページの相談窓

口が 8 つあるというふうに先程ご説明がありましたが、その中身、各種多様でありま

すので、その内容につきましては複合的になっている場合もあると思われます。そこ

で、現在新しい市役所の庁舎を建設という計画があるようでございますので、それに

合わせて窓口の配置の検討と、そのあたりについても触れて頂きたいなと思います。 

それからもう一点目ですけど、85 ページの③辺りなのですが、各種の福祉団体それ

から障がい者や児童、高齢者の方が交流できる総合的な福祉会館の建設。ちょっとハー

ド面ばかりですけど、このあたりについても今回の計画の中でもう少し具体的に触れ

られるというか、記載していただければなというふうに思います。以上です。 

◯委員長 

はい、ありがとうございました。窓口ワンストップサービスといって、その前にそ

れぞれの窓口が書いてあるのも違和感がないこともないですけど。それと、ハード面

でのことでしたが、なにかご意見ございますか。事務局の方からありますか。 



◯行政代表 C 

2 点、おっしゃるとおりだと思いますけれども、今複合新庁舎に向けた計画のレイア

ウトというのは、まだ今検討中でございます。この 72 ページのこの表から見ても、正

におっしゃる通りで、この例えば子どもに関すること、障がいに関すること、という

のは段階的な窓口の統一化を図りながら、今現在 31 年 4 月からは子ども相談支援セン

ターというものを、別棟を利用して開設しまして、また基幹相談支援センターという

のは、課においてスタートするということで今後も複合新庁舎建設に向けた総合的な

庁舎のレイアウトというか、計画に合わせて段階的に統合していこうというような流

れの中にあります。その中で子ども総合支援センターというのも置いておりますので、

高齢者の方々の福祉センター的な部分もその次に来る大きな目標ではあるのですが、

今年、ここの中で具体的にはっきりとこれに入れるかどうか、あるいは 3 年目の見直

しの段階で、状況を見てそこで入れるか。今現在、明確な具体性を伴っておりません

ので、表現としてそういう総合的な窓口に向かって検討する、あるいは推進していく

というような表現をちょっと強めに入れるというような形が良いのではないかなとい

うような気もしているところです。 

◯委員長 

ということですけど、いかがですか。 

◯B委員 

はい。できれば庁舎建設に合わせて、くらいの言葉も加えていただければなと思い

ます。それから、85 ページの③の方ですかね。そのあたりで世代間交流とかその辺が

触れられておりますので、高齢者福祉センターというと、どうしても高齢者の方しか

利用できないと、その辺もあります。それから児童の方、障がい者の方。その辺も触

れられるような総合的な福祉会館というのが一つ、姶良市としてもある意味必要では

ないかなと思っておりますので、そのあたりについても文言的に 85 ページのこのあた

りで検討を進めるぐらいの表現でしていただければなと思います。以上でございます。 

◯委員長 

はい、ありがとうございました。それはちょっと文言を考えて頂いて。 

◯行政代表 C 

表現としての、ということでよろしいでしょうか。将来的な計画というか、構想と

してのという意味でよろしいでしょうか。 

◯委員長 

ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 



◯C委員 

9 ページに関してですが、私は後段の計画の中身についてはそんなに意見はありませ

ん。2 節の「1 地域福祉計画策定委員会の開催」と 2 とあります。これは決して誰々

をということでなく、私の自戒、自己批判を含めての話ですけれども、先ほど A 委員

からもありましたように、これだけ大事な策定をするのに、あまりにもさらっと行き

過ぎたのではないかなというところがですね。これは今日議論しても始まりませんの

で。私は自分で応募して委員になったものですから、色んな人に相談したら、ある人

から痛烈に批判をされて、もし本当にそれをするのであれば、本を読むよりも出掛け

なさいということで、17 校区コミュニティ協議会を紹介してもらって、そのうち 6 ヶ

所に半日ずつかけて行ってきました。漆、帖佐、柁城、松原、重富、姶良。短いとこ

ろでは 1時間位、長いところでは半日、いろいろ聞いてみました。やはり、実際に行っ

てみると、とてもお書物では分からないような、現実の課題や、厳しさが、思った以

上にありました。それから、今度は逆に、過疎などの問題点を活かして、こんなこと

までやっているのか、というところもあり、発見がありました。今日は出しませんけ

ど、私はここに A4で 5～6枚程度、視察した結果などをまとめました。6ヶ所訪れまし

たので、そこにはお礼の手紙という意味で、添付資料でこんなことを発見しましたと

いうことで。そういうことからですね、1番目、これは委員のみなさんを誰が悪いとい

うことではなく、私自身の問題ですが、やっぱり地域のいろんな事をもっと知るべき

だったな、知る方法というのは何かなかったかだろうかということを考えます。これ

は意見というより自戒です。 

それから 2番目です。「行政内部での検討・評価」とありますけど、いくつかのとこ

ろで「こうして来るのはいいのだけれど、委員会の中で専門委員会とか作らないので

すか。」と言われました。それから「市役所はこれだけ大きな変更があるのに何か検討

委員会とかそういうのは作らないのでしょうかね。」とも言われました。その方は元学

校の先生だったということで、色々何かを決める時には委員会とかでかなり議論した

ことがあったということで。そこで 2番目として、今日 3部長が来ておられますので、

どうだったのかなと。「本市の各部課において、第 1次の…検討会をしました」とあり

ますが、私が感じたのでは、例えば校区コミュニティ協議会は企画部ですよね。あと

他はまた、保健福祉部ですけど、あんまり横の連絡を取っていないような感じを受け

ました。感覚のレベルですけど。よかったら詳細は別として、この、いわゆる庁舎内

でどういう会議がなされて、どういうことが一つ、何百人も職員がいるわけですから。

職員の中には相当知恵者もいると思います。あるいは帰れば住民です。帰ったら一住

民です。そうしたら色んな意見が出るはずだったと思うのですけど、この辺の所をさ

わりの部分だけで結構ですので教えて頂けたら。その 2点です。 

◯委員長 

1 点目のお話しというのは、地域福祉計画の策定過程が、地元の状況だとかを把握し

ないまま 2、3回会議やって決めてしまうのはどうだろうかという、そういうことなの



かなという気がします。 

◯C委員 

あまり深い意味はないです。 

◯委員長 

しかし、私もそうだと思います。私も他で地域福祉計画を作っていますけど、小さ

いところでもそれぞれの地区ごとにワークショップを開いて、そこでどういうニーズ

があるのかとか、どういう活動するのかということは議論するのですよね。だから、

おっしゃる通りだと思います。それから、地域福祉計画は総合的なので、子どもとか

障がいとか高齢者とか、そういう部門ごとの議論の委員会というものを持ったりもす

るのですよ。だからそこが庁舎内での議論でアンケートまで行ったというところで、

そういう思いというところがですね。委員会開いたらそういう調査も終わっているみ

たいな状況というのは、私もちょっといかがかな、と思ったところでしたけれども。 

2 番目のところでは、庁舎内での議論ということで、ちょっとこれも少しとりとめも

ない感じもしますけども、庁舎内の議論のなかのプロセスを少し、もしよろしければ

ご説明頂けますか。 

◯事務局 

こちらの素案の検討というところでございますが、まず前回の第1次地域福祉計画、

これの取組事項であったりとか、そういったところの記載がございましたので、部課

部署ごとに取組事項であったりとか項目を分けて、それを割り振りをしましてヒアリ

ング調査という形で各課に一旦投げかけを行っております。それに対する回答を集約

して、聞き取りを行いながらチェックと言いますか、評価で第 1 次の評価を行ってお

ります。第 2 次につきましては、こちらの素案が出来ました段階でパブリックコメン

トと同時進行のような形でこちらも投げかけを行いまして、先程申し上げた所以外に

も割愛した箇所もございますが説明をして、修正箇所が多くございましたので、こち

らの方の修正を行い、考え方の意見を各課から頂くという形でそれぞれ行っておりま

す。計画の最終的な取りまとめといったところは事務局内での協議といった形で実施

致しました。 

 

◯C 委員 

私が言うのはディスカッションをしたかどうかです。実務はされたと思います。前

のパブリックコメントを見たら実に細かく書いてあります。でもこういうのはいわば

鹿児島弁でいうところの「語い
か た い

」ですね。「いけんじゃっけ」と。そもそも、そういう

ところから始まれば、アクティベートしていって、いろんな意見が出せるのではない

かな、ということを思います。 



そういう前向きな意見ですので、揚げ足を取る意見ではありませんので。前向きな

意見ですというふうに捉えて下さい。 

◯行政代表 C 

おっしゃる通りだと思います。地域福祉計画というのはそれぞれの福祉関係が 2000

年の社会福祉法の改正の後の中で、地域に対する福祉、「地域福祉」というものに大き

な視点を当てた流れの中にいるかと思います。それぞれ縦、縦であったそれぞれの計

画が実際は同じものだと。それぞれの縦の計画の狭間に来ている、溢れる部分がある

と。それを溢れるものがないような計画にしていかなければならないと。そういう意

味で「包摂的な」とか「我が事・丸ごと」というような言葉がきたと思います。それ

をいかにして拾っていって姶良市の、前回も意見を頂きました、姶良市の課題は何な

のかということを含めて、これまでの計画から狭間にいる人たちにどのようにして目

を向けていくか。その辺が大きな課題となるのが今回の姶良市地域福祉計画ではない

かと捉えているところでございます。そういう中で、昨年度が「姶良市介護保険事業

計画及び高齢者保健福祉事業計画」、それと「姶良市障がい者計画、障がい福祉計画、

障がい児福祉計画」。その前に「子ども子育て支援事業計画」という形で計画の策定が

ございましたので、これはすべてこの、福祉計画にも関連するものでございますので、

基礎のその状況のディスカッションといいますか、これまでの協議の経緯も踏まえま

して、また先程担当も言いましたけれども、その事項のものにつきましては各課、各

担当との意見交換を致しまして、非常にご意見、ご指導頂いた部分もありますけれど

も、この素案を作る過程として行ってきたという状況であります。今後は地域福祉計

画というのが大きな柱となって、その上に総合計画というのが入ってくるのですが、

その中にあるそれぞれの、高齢者の方々、障がい者の方々、子どもの方々、あと自立

支援の問題もなってくるかと思います。それを含めた形を包含した計画として立てな

ければならないと。そういう意味では委員長がおっしゃるように前準備の時間という

のが非常に取れていないというのが、大きな反省点でございます。ここにつきまして

は、今現在でもう既に走っている部分でもございますので、3年目の見直しあるいは第

3 次に向けた計画の策定の中で反省点を取り入れて計画させていく流れにさせていた

だければと思っているところです。 

◯C委員 

はい。納得しました。 

◯委員長 

よろしいですか。ありがとうございます。 

◯D委員 

ちょっとお尋ねしたいのですが。これに乗っているデータ、資料なのですが、例え



ば 13 ページの人口の推移とか。こういう年代が 27 年というのはというのは非常に古

い気がするのですが。現時点ではこのデータしか分からないのでしょうか。平成 29 年

くらいであればまだ。今 31 年ですよね。ちょっと古いなと。その辺、新しいものが分

かれば随時変えて頂きたいのと、それから高齢化率などもそうですよね。障がい者の

方は 29 年で出ているのですよ。それから 1 人世帯の推移だとかこれなんかも 27 年な

のですよね。分かれば、29 年くらいのデータが出ればその方を基にしたほうが良いだ

ろうと思うのですが、どうでしょう。分からなければ仕方がないです。 

◯委員長 

データの古さ、新しさの所ですけれども。どうですか。 

◯事務局 

こちらの計画、人口等につきましては、国勢調査のベースで行っておりますので、

平成 27 年と言う形になっております。障がい関係や介護関係などの統計は国勢調査と

は別のところからのデータになりますので 29 年度という形で載せております。 

◯D委員 

国勢調査でしょうけど、わからないのですか。29 年というのは。 

◯委員長 

ホームページ等で見ると、本当に最新の状況を、それぞれ自治体が人口とか載せて

いたりしますが。 

◯D委員 

新しい状況を載せられたほうが分かりやすいですよね。 

◯事務局 

一応、国勢調査ベースということで、最新のものは出せるのですが、あくまで参考

値というような形になりますので、国勢調査の方を今回は活かしたという形で載せて

おります。 

◯委員長 

少し、いかにも古いということになってしまうというのがですね。「可能な限り新し

いものが取れれば取って下さい」ということにしておきましょうか。やっぱり無理な

場合もありますので。 

◯E委員 

市独自でやるわけだから、市の統計調査でよいのでは。 



◯A委員 

委員長、いいですか。先程 C 委員の方からあったことについてのことなのですが、

やはり C 委員が本当に言いたかったのは、あらゆる委員会、行政の中にも委員会がた

くさんありますよね。実は私も 22持っているのです。充て職で全て来ていますよ。そ

れをこなすというのは大変なことなんです。しかしそれは、役職柄やむを得ないと思っ

ているのですが。今、あらゆる委員会の中身的なものが市民に伝わっていっていない

現状で、これがとても怖いのです。何をしているのだろうと思われている。「22 も持っ

ていて何をやっているんだ」と言われることもあるのですよ。そして私も、どちらか

というと意見は言う方ですけれども、その意見的なものが、住民代表で出てきていて、

「こういうことを言ったんですよ」ということを言っても、なかなかすべての住民ま

では伝わっていかない。 

福祉の部分を見ても、ものすごく分野が広いですよ。そうした時に、コミュニティ

はコミュニティで、専門部を持っていて専門部の中で一応、活動内容を聞かせて、そ

して住民に周知されていくのですよ。行政面的なものは、「あいらびゅー（広報誌）」

だけでは、全く隅々まで落ちていかない。すごく住民は不安を持っている。市役所に

行くけれども何もわからない。あそこに言って聞くけど、「ここではないですよ、あっ

ちですよ」とこうやられると。そうしたところを、もう少し、万遍なく住民に分かっ

ていただく為に何が必要なのだろうか、ということを考えるのですよ。そうしたら、

やはり、福祉は福祉の課のそれぞれ担当するエリア（分野）がありますよね。そこの、

取組や施策などを全てお知らせするわけではないけれども、せめて、今ここにある 17

のコミュニティ協議会の中において、メール便等を活用して、4ヶ月に 1回とか 5ヶ月

に 1 回でも良いのですよ。こういうような事業や取組などがこうしてされていますよ

と、箇条書きなどでも良いから、せめてお知らせをいただければ、また（コミュニティ

協議会の）専門部の中で行政の方にお尋ねをして、そしてそれを事細かく住民に伝え

ていくという方法も取れるのではないかなというふうに考えておりますので、これか

らのこういう委員会の在り方についても行政としてもその辺を是非考えてもらいたい。

議事録も取っておられるわけですから、住民に伝わる方法を考えていただければあり

がたいと思います。 

◯委員長 

委員会の在り方ということで、ご発言頂いたということでよろしいかと思います。

素案についてはいかがですか。 

◯F委員 

79 ページの安全に暮らせるまちづくりの③についてなんですけど。前回福祉避難所

について、具体的なものを挿入してほしいということでお願いしたのですが、殆ど文

章のちょっと前後とか、長時間の避難のことは書いてあるのですが、この計画は地域

の福祉計画なので、この避難所の中での福祉避難所のことをもっと重点的に書く必要



があるのではないかなと思います。姶良市の避難所マニュアルはとても立派なのがあ

りますが、その中で福祉避難所のことは1ページもならないくらいのボリュームです。

要配慮者と避難所のことについてはですね。他県のものを見ると 60～70 ページくらい

のを作ったりしているのですが、結局福祉避難所というのがどういうものかというの

がとても分かり難いし、それからここの中に書いてありますけど、姶良市は民事連（姶

良市民間社会福祉事業所連絡会）と協定を結んでいるのですけど、本来は施設ごとの

協定が必要なのだろうと思います。場所が、建物が違いますし、職員配置も違います

し。民事連は団体ですけど、個々の施設の状況は全然違うわけですね。その中でもま

た、うちはそんな災害の受け入れは出来ないという所もありますし、建物、形状等の

問題もありますし。それが進まないわけですね。ですから今回のこの計画は 5 年間の

計画なので、ここできっちり謳っておかないと中々進まないと思いますね。だからこ

こは地域福祉計画なので、この安全については一般の指定避難所の分はしっかりした

ものが出来ているので、更に福祉避難所を充実させるためのマニュアルが是非必要だ

と思います。 

他県では今、一般の指定福祉避難所と福祉避難所と福祉子ども避難所まで出来てお

ります。熊本でもそうですけど、実際 28年に地震があった時に、子どもたちの障がい

児、あるいは発達障がい児の避難にとても大きな課題が残ったということで、去年作っ

ているわけです。そういうところもあるくらいです。今それが全然ないわけですよね。

熊本は 26 年に策定したので、2 年後の災害に対応出来ましたし、それでもやっぱりい

ろんな課題が残って改定をしたり修正をしたりしているわけですけど、姶良市はそれ

がないわけですよね。姶良市は今、福祉避難所の指定施設がいくつありますと言われ

たら、ここに書いてあるように、一般の指定避難所は 63 ありますけど、パッと出ない

ですよね。一般の方にこれからこの基本計画を周知あるいは推進していくためにも、

きっちりしたものをまず作らないと行けないと思っています。福祉避難所の一覧表を

作るとか。あるいはどういう災害の時に、その施設の中でも全部受けられるわけでは

ないですから、土砂災害の時はどこ、どういう要避難所はどこ、子どもはどこ、とか

ですね。 

「行政等を含めた関係機関との間において、いざという時に実行可能で速やかな避

難誘導も連携強化を図ります。」と書いてありますけど、そのために、一番大本となる

福祉避難マニュアル等をまずはきっちり作るということをここに謳って、31 年度から

推進あるいは周知をしていくという形が良いと思います。他県では周知をするために

福祉避難所マニュアルを行政版と市民版と作っているのです。それから福祉避難所で

いちばん重要なのが手順なのですよね。その手順も行政版と市民版も出来ています。

福祉避難所に入る方は要配慮者ですから、とてもその手順が一般の方よりも大変です。

ということは訓練も必要です。訓練をしながらいろんな課題をクリアしていく。その

ためにはきっちりその前の、施設を作ったり手順を決めたり、その施設の職員配置あ

るいは行政の配置とかも含めてですね、やっぱり決めていくという大本がないと中々

進まないと思います。ここにはぜひ、これを図るために福祉避難所マニュアルの策定



に努めるとか進めるでも良いのですけど、それがあると次の推進のところや周知のと

ころでもそれが絶対活かせるのだと思いますが、いかがでしょうか。 

◯委員長 

ありがとうございました。いかがですか、マニュアルについては。 

◯事務局 

ありがとうございます。この件については、F委員から以前から言われていたことで

ございまして。今、福祉避難所協定を結んでいる姶良市民間社会福祉事業所連絡会に

は全て通知をお出しして、ただ聞き取りではなくてこちらから出向きますので、と。

時間調整等をしてもらうための通知を出しましたので、おそらく今日か明日には届く

と思いますので、それで調整していただいた上で、実際に現場を見て、そして今言わ

れたようにマニュアル化するための大本の、実際に実行可能な状況を確認させていた

だきます。以前も言われましたけれども、「実際うちは避難所となっているけれども、

うちが全部避難しないといけない」とそういう状況のところもあるようでございます

ので、本当の意味で避難できる状況、実行可能な本当の意味での福祉避難所、今の協

定は全て高齢者のみだけの避難所協定になっているものですから、そこも今言われた

ように、障がい者とか障がい児そして児童関係も含めた形のものを再構築します。ま

ず、立派なのを作る前に、いつ起きてもおかしくない災害ということですので、4月ま

でには作ってですね、梅雨の時期とか台風の時期とか当然来ますので、ちょっと後手

になった感はありますけど、実践できるように、3月中、4月にちょっと入るかも知れ

ませんけれども、そこまでには調整して、今協定を結んでいる所に伺わせて頂いて、

という旨の通知を致しましたので。今おっしゃられたことを重々こちらの方も策定の

素案から…これはこれとしてしっかりとやっていきたいという考え方を持っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

◯行政代表 C 

関連して補足しますと、6 ページの方の図の中に連携図が載っているところですが、

その他関連計画ということにはなろうかと思いますけれども、78 ページに戻りますと、

姶良市地域防災計画、先程おっしゃいました計画の分厚いのがありますが、その部分

の中に福祉避難の要項もございます。今おっしゃるように、そこの中に細かい部分が

含まれているかといえばそうではないですけど、またその細部の中に要支援者の福祉

避難マニュアルというのもまた別に作っているところではございます。それは危機管

理の方でやっていることでございます。その要支援者の福祉避難マニュアルに沿って

我々は対象の方々の把握と流れというものを先ほどおっしゃったようなマニュアルに

沿ってやっていかないといけないと思います。ただ、それが具体的に先程お示し申し

上げたように、果たして具体的に流れているかと言えば、今から取り組んで行かなけ

ればならない課題ともなっている部分でございます。計画的には別で要支援行動マ



ニュアルはあります。市としての総体的なのはあるのですが、実際現実的な、この福

祉計画、また福祉の事業所の皆さんあるいは地域の方々の福祉に対する要支援の流れ

というものは具体的に今後強く進めていかなくてはならないという課題としていると

ころですので、またご助言、ご協力いただければと思います。 

◯委員長 

今のテーマについては少し、福祉避難所にについてもう少し文言、マニュアルを含

めた積極的な表現に変えて頂くということでよろしいですかね。 

ちなみに昨日地域福祉支援計画、県で支援計画の会議ありましたけれども、このく

らいは言っても良いだろうと思いますが、少なくとも福祉避難所については用語とし

て説明、用語集を最後に付けますけど、この中に福祉避難所という文言で説明があり

ました。でもそれは不十分だということで、委員の方からクレームが出ていましたけ

れども、そういうところでもちょっと考えてもらっても良いのかなと思いました。 

◯E委員 

障がい者の避難ですが、施設とかの場合は一箇所に集まっていらっしゃいますから、

いいのですが、一般の障がい者が…私ども相談員もやっているのですが、どこに住ん

でらっしゃるか。姶良市約 4,000 名の手帳保持者がいらっしゃるのですが、正直言っ

てどこに誰が住んでいるか知らないのですよ。だから、個人情報云々の話になってく

るのですが、オープンにできないものだろうかと。正直言って全然わからないのです。

自分達の会員であればわかりますけど、会員以外の障がい者がどこに住んでいらっ

しゃるかというのは全然分かりません。だから、個人情報のオープンを是非お願いし

たいなと思っているのですが。 

 

◯委員長 

計画書に盛り込むということではないですよね。 

 

◯E 委員 

計画書にはちょっと出来ないでしょうけど、なんとか個人情報のオープンをお願い

したいなと。 

 

 

◯委員長 

相談員に対してということですか。 

◯E委員 

相談員さんというのがおりますので、相談員さんたちには個人情報をオープンにし



てもいいですよと。これはですね、長崎県とか熊本県とかもうやっています。それを

鹿児島県も、というふうに言っているのですが、県に言うとこれは市町村の問題です

と。市町村に言えば、いやこれは県からと… 

◯委員長 

直接計画案についての記載事項について議論していますので、もちろんそれはお聞

きいただいておくということで、少しちょっと進めたいのですが。こっちの素案の方

の議論を進めたいのですが。申し訳ありませんが。 

◯E委員 

一緒ですよ。つながってきますので。どこに誰が住んでいるのかということで、応

援もできるし… 

◯A委員 

いいですか。コミュニティ協議会としてですね、現在 17 コミュニティ協議会の中で

そういうマップ作りじゃないですけれども、自治会長さん方を介して、そのことを今、

出来上がっている地域もあるのですが、出来上がりつつある状況です。どこでも出す

わけにはいきませんので、それをやはり行政連絡員の方々に、一応責任を持って把握

していただくという方法をコミュニティ協議会で取っていこうかなと。その時にはま

た、コミュニティ協議会の代表の方々に、またご相談いただければなんとかその辺は

やっていけるのではないかなと。今、まだ作る段階ですので、もうしばらくお待ちい

ただければありがたいと思います。 

◯行政代表 C 

地域と一体となってやらなければ、まず命を守るということにはつながらないかと

思います。市としましてもシステム的には、要支援者の把握をしているシステムをも

う作っておりまして、この地域にどういう方がどの程度いらっしゃるというのは把握

できるようにはなっております。ただ、おっしゃるようにプライバシーの関係もござ

いまして、本人の同意も得なければ出来ないし、それが法的に変われば強制的にする

こともできるということで、そこはちょっと大きな課題として捉えているところなの

で、その返のところは、地域の方々と話をしながら進めていければと思います。 

 

◯委員長 

割と災害支援の場合には、情報共有できるという、生死が関わるような問題は割と

できるというような話もあるので、進めやすいのかなという気もしますけどね。 



◯E委員 

同意書貰えばどうということはないのですけどね。 

◯D委員 

いいですか。この素案のですね、全体を見ての感想でもよろしいでしょうか。 

◯委員長 

はい、どうぞ。 

◯D委員 

私はやはりこの、高齢化が非常に進んできているわけですよ。それで、今からでも

30％、40％すぐ来る、目の前に来ているわけで。どうしてもこの高齢者対策というの

ですか。高齢者施策がこれはだいぶ弱いような気がするのですが。これは私の意見な

のですが、今回高齢者に対する実態調査やっておられますよね。その中でもボランティ

ア活動に対する体制づくり、参加する体制づくりだとか、それから情報が中々入りづ

らいだとか、あるいは生きがいももちろんそうですけど、先程言われた災害時の避難

ですよね。これも実態調査から見ますと 2 割以上の方が 1 人では全然避難できないだ

とか、いろいろあるわけで。これを見ますとやはりどうしても高齢者という文言、単

語そのものも非常に少ないです。だからその辺を少し今後の考え方としては高齢者に

対する福祉施策を具体的に入れて頂きたい。例えばですね、基本目標の最後のところ

でも一つ柱でもね。例えば若者との連携協同とかね。そういうことをしながらの高齢

者福祉の充実だとか、そういう項目が一つでも入ってくると、今後の対策としては出

てくるのではないかなと思っているのですけど、ここを見ますとあまり高齢者いらっ

しゃらないのかどうか知りませんけど、ちょっとその辺が気になった気がしますけど

ね。 

◯委員長 

言葉としては、検索したら「高齢者」という言葉は 81 ヶ所使われていますね。「障

害」は 21ヶ所くらいしかない。だから、おそらく全体で高齢者の側面というのは割と

多いのかなという気はしますけどね。それでも十分ではないというところもあるのか

なと思います。どちらかと言うと、地域福祉計画の場合には、これは介護保険事業計

画とは違うところですけれど、お客様として必ずしも高齢者を見ていないというか、

高齢者も支援する側に回ってもらうというような発想が少しある、というようなとこ

ろが、もしかしたら何か違和感があるのかも知れないですね。 

他にいかがでしょうか。 

◯F委員 

はい、いいでしょうか。書式のことなのですけど、用語集が巻末に付いていますけ



ど、一般の方に見てもらうと、福祉関係のこういう書面は専門用語がとても多いしカ

タカナが多いので、一回一回後ろの用語集を見るんじゃなくて、脚注の下にあったら

読みながら下を見るというような形で。紙面の問題があるのでしょうけど、そういう

のは出来ないのかなという意見でした。 

もう一つは、これは基本計画とは推進していくということ、推進とか周知するのが

これからとても大事という観点から話すと、この福祉計画は、児童分野とか障がいと

か高齢とかありますけど、我々は児童分野のことはよく分かるのですけど、他の高齢

者の施設とか障がいの施設とかは、たくさんありすぎてなかなか難しいですよね。例

えば保育所だけで言いますと、保育所もあるし認定こども園もあるし小規模保育所も

あるしそれから企業主導型もあるし、家庭保育もありますし。それを皆さんが、他の

福祉の関係者だとなかなか児童分野はわからないのと一緒で、児童分野の関係者から

言うと、介護の方なんかは分かり難いというのがあるのですね。ですから、ここの巻

末にでも今ある姶良市の中にある福祉施設の種類みたいなのがあったら、今度はこれ

を周知していくあるいは推進していく時に役に立つのかなと思います。 

今は子育てをしながら介護もするとか、複合的とか包括的な福祉がとても増えてい

ると思うんですね。だから「子どもだけのことじゃないし、介護だけのことじゃない

し、障がいだけのことではないし」ということがあるので、姶良市の中でどういうよ

うな施設があるのかなと。窓口についての記述がありましたけど、窓口に行く前に、

施設やサービスの一覧などがもう一つ前にあると良いのかなと。計画の取組を推進と

か周知をしていく時に、役所と利用者との間に、福祉推進委員や人権委員みたいな形

のものを作っていくとしたら、人が複合的にアドバイスをするとかコーディネートし

ていくとかいうときに役立つのかなというので、細かなところは良いのですけど、大

本の基本のところですね。そういうのが福祉全体を見られるような、姶良市にはどう

いう施設などがあるのかの記載があるととても助かるなという意見がありましたので、

ちょっとご検討願えたらと思います。 

 

◯委員長 

今の件、どうですか。用語解説の所は、文言、かなり難しい用語についてはその下

に説明文というのがあったと思うのですけど。中々全部に置くのもどうなのだろうな

という気もしますけどね。そういうご質問ですね。下に置けないのかということで。 

それから福祉施設。これもたくさんありますけど、福祉施設を後に載せるというこ

とについてだったと思いますが、いかがですか。 

◯事務局 

まず脚注につきましてですが、前回の計画書では、下の方に載せていたのですけれ

ども、今回作業を進める中で、今別途脚注については作業中なんですけど、下の方に

載せましたところ、ページによって用語が出てくる所、偏りがあって収まらないペー



ジもございまして、今のところ、出てきた用語に印を何らか付けて後に誘導すると言

う形で、レイアウトの都合上ですね。後に見ていただくという形で考えております。 

2 点目、福祉施設についてですけれども、スペースの都合等もありますけれども、今

時点で載せて、施設というのはどんどん新しいのが追加されたりとか名前が変わった

りというところでございますので、現時点では記載は考えておりません。 

◯委員長 

施設、おそらく名前を入れるとすると、それがどういう施設かという説明もしない

と多分意味がないでしょうから。そうするとかなり長くなる可能性はあるかなと思い

ます。 

◯F委員 

施設名でなくて、例えばそういう施設の内容、種類ですね。種類みたいなのを載せ

るのはできないのかなと思います。施設もたくさんありますので。デイケアとデイサー

ビスとの違いがちょっとわからないとか、それをまた日本語で説明すると長くなって、

またわからないので、どこがどう違うのかというのが、違いが分かるくらいの説明み

たいなのがちょっと入ったようなもので、施設名を入れるということではないです。 

◯委員長 

ちょっとイメージが湧かなかったですけど。すみません、またあとで時間があった

らここ議論したいと思います。 

2、3 用語等であったので少し話させて頂いていいですか。これはこの案でも良いか

な。74ページに障がい者の差別、同和問題や障がい者差別、性的少数者。この辺は入っ

たんだなということで、これはこれでいいなと。「偏見と差別」というのがですね、取

り扱い方というのが、これは考え方によるのですけど、通常は「偏見」というのは見

方で態度だと言われているのですけど、「差別」というのは行動レベルだと言われてい

るのです。だから障がい者については偏見もあるし差別もあるんだろうなと思って。

何か偏見、差別というような形の取り扱い…何か障がい者だけが差別で、こっち側は

偏見と書いてあるような気がちょっとしましたね。これはそういう意図ではないと思

いますけども。 

それから成年後見制度と利用支援の話が、75 ページの所に出てきますが、この利用

支援についての説明がちょっとはっきりしなかったと言いますか、文言として「成年

後見制度や日常生活自立支援事業の普及…」、要するに判断能力が不十分な人たちの権

利擁護ということを、特に自立支援事業の場合にはやっているわけで、契約を前提に

するのですけれども、この用語についての説明がちょっとどこかでほしいなと思いま

した。成年後見もあったのではないかなと思うんですが、そこの点ですね。 

それと、これは基本的なところですが、地域福祉の定義のようなものがちょっとあ

るのです。3ページのところですね。『「地域福祉」とは』という形で文言としてありま



す。これは書かれていることは大変重要なことなのですが、これだけだと要するに互

助だとか共助の側面しかちょっと出てきていないというか。議論しているのは行政支

度の議論をしているわけですから、なんとか…地域福祉がこれだけと言われると…要

するに共助の部分だけですよという話になってしまうので、何かもう少し足せないか。

これが大事なのはよく分かるのですが。「地域福祉の特徴とは」とかですね、何かそう

いうことでこれを出したほうが。これが地域福祉ですと言われると、これだけじゃな

いのだけどというような話にちょっとなってくるかなという気がしました。そこは考

慮されて、可能なら修正していただければというぐらいのつもりです。 

それから、先程の修正箇所のところで、2ページ目に学校区別の年齢 3区分の割合と

いうのがあって、ここに 100％というのは当然足せば全部 100％ですけど、実数なんか

を入れると、人口区分はどうだというような確か意見もあったので、それはちょっと

入らないかなと思ったところでした。100％というところに、全体として何人いて 100％

であると。そういう表記の仕方をするので、これも特に強くは言わないのですが、そ

うすると少し人口規模ここは小さいなとか大きいなというのがちょっとよく分かるか

なと。それで実際に高齢者がどれくらいの人数がいるのかということがそこから見え

てくるかなということですね。これは、お考えいただければと思いますので。 

あと他に、いかがでしょうか。それでは、またもし大事な点なので、最後にまた確

認をしますので、その時にもし不十分な点はですね、またご説明をいただけたらなと

思います。 

続きまして（３）イメージ資料についてということで、事務局の方から説明をお願

いします。 

 

 

議事３ （３）イメージ資料について 

事務局より、資料に基づいて説明（製本かがみの部分及び概要版のレイアウト等） 

 

 

◯委員長 

これをどうしろというのですか。 

◯事務局 

協議というか例示、提示という形です。 

◯委員長 

ここはこのカラーが良いんじゃないとか、そういうこと。 

◯事務局 

そうです。アイデア等いただければ修正いたします。 



◯委員長 

以前、この絵柄がほとんど他の自治体で作ったものと重なっていて、そこの自治体

は恥ずかしい思いをしたと。業者が同じだったということがありましたけど、そうい

うことはないのですか。大丈夫ですか。どこかの地域福祉計画と表紙が同じだったと

か。 

◯事務局 

イラストは類似のものはありますけれども、まだ同じものを私は見たことはありま

せん。表紙等に「くすみん（姶良市のイメージキャラクター）」や市章など、そういっ

たものは入れようかと考えております。 

 

◯委員長 

イラストの中に車椅子の人がいたりとかしてもよさそうですが。 

◯事務局 

イラストは検討します。それから概要版の最後に載せております、先程冒頭ござい

ましたように、そのまま４つの考え方（自助・互助・共助・公助）で載せております

ので、ここは訂正を致しますので。 

◯委員長 

この表紙と概要版は、まだ少し手直しが必要なようですけども、何かお気づきの点

がございましたら。概要版なので、どこの部分を引用するのが良いのかということに

なるのでしょうけども。 

◯事務局 

（概要版のレイアウトは）A3 で 2枚です。 

◯委員長 

冊子なのだろうか、リーフレットなのか。配る時に大変だという。 

◯事務局 

（第１次地域福祉計画の概要版を示しながら）前回のものですが、このような冊子

形式になります。 

 

◯委員長 

よろしいですか、これ。何か他にご意見ありませんか。 

あと、協議題としては（４）第 4 回策定委員会について、ということで説明をお願

いします。 



 

 

議事４ （４）第 4回策定委員会について 

事務局より、説明 

◯事務局 

後ほどまた日程調整を行いますけれども、第 4 回策定委員会。次回が最後の策定委

員会になりますが、第 4 回を持ちまして、第 2 期姶良市地域福祉計画素案の承認を頂

きまして、市長までの決裁を以って計画策定という流れで考えております。事務局と

致しましては、本日ご協議頂いた内容を基に再度いくつか修正のご意見頂いておりま

すので、その作業を行いまして、最終案を作成後、また次回の委員会までに委員の皆

様へ最終案という形でお送りするという流れで考えておりますが、こういった流れで

よろしいでしょうか。 

 

◯委員長 

時期はいつ頃ですか。 

◯事務局 

今年度中での策定になりますので、3月の…具体的には後ほどのことにはなりますけ

れども、議会等の都合もございますので、今時点では事務局としては3月 15日金曜日、

こちらで最初はご提案させて頂きたいところなのですが。 

◯A委員 

1 時半から防災会議が入っています。その辺は調整して下さい。 

◯委員長 

防災会議の時間とずらして、というのはできない。 

◯A委員 

1 時半からだから、午前中にしてもらっても良い。後は行政の関係だ。 

◯事務局 

この辺の日で調整させて下さい。一応 15日を予定として。 

◯事務局 

では、最終案をお作りしまして、仮で 3月 15 日。時間は午後の後半部分という形で、

その前にある程度見て頂くお時間を作りますので、そこまでにはまた案を改訂したも

のをお送りいたします。 



◯委員長 

ということで、一応協議題としては以上でございますが、今日は素案の検討が主な

議題でしたので、先程ちょっと言い忘れたとか、そういうことありましたら、いかが

でしょうか。 

◯G委員 

先程の、国勢調査のデータとか、いろんなデータを見ていくと今度は地域の姶良市

の何々課のデータということで 29年度が載っていますので、この年齢と人口というの

は、リンクするというか、福祉に関してリンクする問題であるので、しつこいようで

すけど、私の方からもできたならば一本化したほうが、横並びに人口統計がこうなっ

て、減少がこうなって高齢化率がこうだったら障がい者が増えるな、こうだな、過疎

化率はこうだなという一つのデータとしてできるのではないかと思うんですけど、一

方は 29 年度一方は 27年度とあるので、対象が、それに我々は。頭を切りかえて、3年

前の統計はこうだったから、こんなに変化したのだなと計算しなくてはいけないのだ

けど、こう見たら、見る人が何かあるな、ということで。盛り返してすみません。流

れがちょっと、さかのぼったり、上がったり下がったりというデータになっています

ので、一本化できないのかなということです。 

◯委員長 

この年度を特にまたいでいるようなところで、そういう問題がちょっとあるのだろ

うなと思っていますが、この返はちょっと、出せないものは出せないということがあ

るかも知れませんので、一応事務局の方はできるだけ最新データに振り替えてもらう

ということで、お願いできませんか。 

◯事務局 

委員長からもございましたが、確かにできるところとできないところがございます

ので、ちょっとすぐすぐ回答ができませんので、また検討させて下さい。できるかで

きないかは素案を修正いたしまして、それをお送りしますので、それをもっての回答

という形でご了解いただければ。 

◯C委員 

それはもういいですよ。ちゃんと事務局でしてくれれば。さっき G 委員が言った、

おしりがちゃんとしておりさえすればね。 

◯委員長 

他にいかがでしょうか。もうこれで終わってもよろしいですか。 

 

 



○事務局 

  データについては他の事例等を確認した上で、国勢調査につけ加えて掲載できるよ

うであれば検討します。次回策定委員会の日程については、3 月 15 日の 15 時～16 時

頃で、皆様には最終案の送付と合わせて、時間と場所を改めてお示しします。 

 

議論は以上。 

第４回策定委員会は平成 31 年 3 月 15 日（金）の午後 4 時から、姶良市役所本館 2 階大

会議室にて開催する旨を後日文書にて通知した。 

 

 


