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令和３年度 第２回亀山市地域福祉推進委員会 議事概要 

 

開催年月日： 令和３年８月１９日（木） 午後１時３０分～４時 

 

開催場所：  リモート開催（Zoom） 

 

出席者：  13名 

牧里 毎治、明石 澄子、田中 啓子、谷川 博子、森野 高史、 

佐野 知之、小林 智子、鈴木 壽一、川戸 敏弘、佐野 健治、 

内藤 朋子、楳谷 英一、小林 恵太 

欠席者：  １名 

渡邉 勝也 

 

定刻になり、事務局は、委員総数（１４名）のうち１３名の出席があり、過半数に達してい

ることを伝え、本日の会議が有効に成立した旨を告げ、開会を宣す。 

 

 

１ あいさつ 

●委員長から挨拶 

 

 

２ 第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画（前期計画）の評価について 

事務局：資料１－①、④について説明 

 

委員長：質問や意見を頂戴する時間を取りたい。 

 

（A）委員：コロナ禍になってから、心と体の関係でいろいろな問題が起きている。昨年度ま

では、相談して対処ができていたが、今年度になってから、特に７月は精神的にも追い込ま

れた方が多くなった。急きょ住所などを調べようと社協にも連絡を取ったが、責任者がお休

みで、個人情報は出せないという返事だった。介護保険も、障がい者でもない何も引っか

からない人に対しては、どこも関わってもらえなかった。一人は、一人暮らしの男性で、雨

戸を閉めて３日間寝ていて、結局、救急車搬送だった。そういうケースも、どこにも引っか

かっていない人に対しては、どうしようもない状態だった。 

同じ時期に詐欺的なことで、高齢者がだまされることが続いたので、まちづくり協働課や鈴

鹿亀山消費生活センターに連絡を取って、警察にも相談したのだが高齢者が悪いというよ

うな返事だった。業者が非常に巧みだから、法的に引っかかることはしていない。結局、私

が、霞が関の消費者庁に資料を送った。 

今の資料説明を聞いて、私は今まで、社協にほぼ毎日行っているので、個々の困った問
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題をつないできたつもりであるが、内容によっては解決できないこともある。特に、「死にたい」

と行方不明になったりしたときのような緊急の動きは、社協は無理だろう。コロナで、それを

本当に痛感した。コロナは災害のようで、精神や体や気力や生きがいなどを失っている方

が非常に多くなっている。だから、ここでやはり社協の方が動けるような体制にしていただき

たい。数値だけ追うのではく、本当に地元のことに関わっていただきたいと思っている。 

 

委員長：ひとまず、意見や質問を受け付けたい。他の委員はどうか。 

 

（B）委員：資料の１－①の４ページに「民生委員・児童委員の要件を満たさず」という文が

ある。この民生委員・児童委員の要件を満たすとは、どのような基準なのかお聞きしたい。 

 

（C）委員：福祉関係者が、細かいところまで丁寧にいろいろな施策を進めていることが、非

常にありがたいと思った。その中で、高齢者や障がい者には非常に手厚くいろいろな支援が

あると思うが、そこから外れてしまう方たちへの支援がもっと充実していけばよいと思う。私

は、不登校の親の会をしている。小・中学校までは、教育の相談窓口があるので、ある程

度不安があっても、相談する場所がある。義務教育を卒業してから先は、どこにつなげてよ

いか分からないという意見がたくさん聞かれる。障がいのある方はいろいろな支援があるの

で、ある程度この先相談していく場所があるが、そうではないお子さんを持っているお母さ

んたちは、卒業してから、もし何かあったときに、どこにどう頼っていけばよいか不安だという

声がたくさん聞かれる。コミュニティ・ソーシャルワーカーを配置していることは非常にありが

たいが、そこにつながる形ができるとよいと思う。今回、こういったいろいろな制度があること

が分かったが、ある程度勉強していてもどこに相談してよいか分からないので、もっと一般

の方たちにも伝わるような発信をしてもらいたい。本人が相談できなくても、ママ友ネットワ

ークなどで感じていることを気軽に相談できる所があるとよいと感じる。 

ボランティア活動の推進について、例えば７ページの「基本目標２」で、ちょこボラや各種サ

ロンの活動などが活性化していて、ボランティアセンターなどもあるということだが、ボランテ

ィアセンターがどこにあるのか具体的には分からない。小学校のコミュニティスクールの事

務員をしており、学校内のボランティアのコーディネートをしているのだが、そこに集まってき

た情報で、学区内でボランティアをしたい方がいるときに、学校ではその方がやりたいボラン

ティアをする場がないときに市につなげられたり、逆に市でボランティア登録をしている方が、

小学校でニーズに合ったものがあるのではないかと感じた。そういった仕事をしていてもボ

ランティアセンターとのつながりがないので、各小・中学校のコミュニティスクールの事務員

とのつながりをボランティアセンターと持てると、いろいろなことが広がっていくのではないか

と感じる。 

 

（D）委員：最初に、ボランティア組織のあり方が転換期を迎えているという話だったが、これ

は肌身で感じている。私が７、８年前にこちらに転居したときは、７０代の方たちから「きらめ

き亀山（かめさん）２１という、月に１回誰でも参加できる場所があるのでのぞいてください」と
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声をかけられた。それをきっかけに、ボランティア活動をどんどんするようになった。そういっ

た方たちが、健康を害されたり、お年を召されて活動を引退されたり、解散などということが

結構あり、正に転換期だと感じている。だから、先ほどの意見のように、さまざまな方に周知

していただくという話はとてもよく分かる。 

次に、ヒューマンフェスタなど、新しい生活様式に対応した実施方法を、と資料に書いてあ

ったが、それも肌身に感じている。コロナ禍の中だからこそ、広報のしかたも考えることがあ

ると思うし、逆にこれをきっかけに、マンネリ化したシステムなどを変えていくちょうどよい機

会ではないかと思った。 

この資料を読みながら、コミュニティ・ソーシャルワーカーの人数が足りているのかとか、い

ろいろな会議に参加することで、民生委員・児童委員の大変な苦労や尽力、忙しさなどを

感じる。ネットワークができたなどと書いてあるが、実際はどうなのだろうと読んでいたところ、

（A）委員の話があったので、私もなるほどと思った。 

 

（E）委員：資料はとてもよくできていると思う。資料１－①の２ページのちょっとした言葉遣い

だが、（１）番の「具体的な行動に落とし込んでいけるよう」という言葉は、少し違和感がある。

もう少し考えて、皆さんが理解できる易しい言葉に変えていただけたらと思う。 

 

副委員長：具体的には分からないが、「つながるシート」はよいと思っている。連絡を受けて

いなかったり、行ったが全然聞いていなかったという事例が、最近社会問題にもなっている

と思うので、それがチェックできるよう、今後は一歩進んだシートの開発に向けてやっていた

だけるとよい。何が問題だったのかとか、こういったことで解決した、いや、できなかったとい

うように、次に活用できるシートにしていただくとよい。やっていればそれで結構であるが、や

っていなければ、個人情報など管理されているのかどうかも踏まえてやってもらえるとよいと

思う。 

 

（F）委員：５ページの「前期計画期間における主な成果と課題」の最初に、「市が、人権を

守る啓発活動に加え、人権相談事業を継続して実施し、人権が守られる環境づくりを進め

ることができました」とある。確かにそういう面はあると思うが、福祉に関わる人権として挙げ

られる項目はたくさんあり、大半が人権に関わる項目だと思う。中には、人権課題の解決を

するために動いていること、例えば権利擁護という文言で表されたりすることが多々ある。そ

ういった福祉に関わる分野での人権が守られる環境づくりとは一体どういうことなのかを、も

う少し明確に出していただけるとありがたい。今後につなげることからも、その部分をきちんと

説明いただけると、次回に通じるのではないかと思う。 

 

委員長：事務局から何かコメントがあればいただきたい。 

 

事務局（１）：まず、（A）委員ご発言のコロナ禍でボランティア活動、サロン等の活動をされ

ている中での支援の必要な方に対する対応について、言葉足らずでお伝えできなかったと
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ころもあると思うので、その辺についてはご迷惑をおかけしたかもしれない。社協としては、

個人情報だから教えられないということや、相談を受けないということでは全くないので、そ

の部分に関しては、今後はきちんと対応をさせていただきたい。そういった気になる方がい

らっしゃったら、つないでいただけたらありがたい。今後ともよろしくお願いしたい。 

（C）委員ご発言の体制づくりの面については、総合保健福祉センターの中で、福祉部局が

すべてそろい、さらに社協もいるというところで、本来なら、相談に来られた方は、０歳から１

８歳を超えても、きちんと情報がつながっていける環境があることが自然であるが、これまで

取れていなかったところもあり、前期計画から、横断的に、いくつになってもつながっていけ

る体制にしようということで、市と社協で進めている。これについても、きちんと後期の中でも

対応させていただきたいと思う。ボランティアセンターについては社協が運営しており、セン

ターといっても、別にセンターがあるわけではなく、社協の事務局の中に、ボランティアの担

当者がいるということである。ボランティアがしたい、逆にボランティアに来てほしいという相

談があれば、受けさせていただき、既存の登録団体とつなげたり、ニーズに関してはコーデ

ィネートさせていただいている。ただ、先ほど（A）委員や（D）委員からもご指摘いただいたよ

うに、ボランティア組織がだんだん高齢化し、これまでは空いている時間に活動していただ

いていたが、今は６５歳、７０歳になっても働いているので、なかなかボランティアに割く時間

がなく、活動したくてもできない現状になってきていると思う。そういったことも踏まえて、同

様の部分のコーディネートに応えられるよう、新しい支援の開発もしていかないといけないし、

今までとは違ったボランティアコーディネートもしていかなければいけないと思う。どこまで対

応できるか分からないが、学校との連携もさせていただきたいと思う。 

 

事務局（２）：（B）委員からのご質問に回答させていただきたい。民生委員・児童委員にな

っていただく要件とは、国が指定している要件がいくつかある。その中で、これが一つの大き

な要件になっているのだが、民生委員・児童委員活動に必要な時間を割くことができる方

という要件がある。そういった時間を割いていただける方がなかなか見つからないということ

で、「要件を満たさない」という表現をしたところである。 

 

事務局（３）：まず（A）委員からいただいた、法的に引っかからないが、高齢者の方で消費

者詐欺のようなものに遭っている方については、消費者庁は、消費者安全確保地域協議

会を作ることを市町村に求めている。それはどういったものかと言うと、例えば、だまされた

という人の情報は、個人情報保護の観点で、本人の同意がないと開示ができないという形

になっている。ただ、消費者庁が定める消費者安全確保地域協議会を持つと、本人の同

意の有無にかかわらず、だまされている人がいると、例えば市につなぐことが可能になるも

のである。これについては、先ほど申し上げた成年後見の中核機関の設置に合わせ、その

位置づけも含めて検討したいと考えている。 

（Ｃ）委員からの、相談窓口の周知が弱いのではないかというご指摘については、先ほど申

し上げた成果と課題の中でも、総合的な窓口の明確化が必要ではないかという形で考えて

いる。これについては、例えば、健康福祉部の中に総合相談窓口機能を有するような部署
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の設置が必要ではないかと考えている。 

（Ｄ）委員からのコミュニティ・ソーシャルワーカーの体制が大丈夫かというご指摘について

は、平成３０年度、令和元年度に正規１名、非常勤体制１名という形でいたものを、令和２

年度からは、正規２名という形で、体制を充実させたところである。そこもまた、個別支援が

増え、地域支援が少し弱くなってできなくなりつつあることを踏まえ、令和４年度において、

どのように組み合わせるかは検討中だが、体制の充実・強化を考えている。予算の関係も

あり、一気にすべてがうまくできないが、委員会の中で定期的に報告しながら、体制の充実

を図ってまいりたいと考えている。 

（Ｅ）委員からご指摘の、２ページの「落とし込んでいけるよう」という表現については、柔らか

い表現で置き換える形で検討したい。 

副委員長からの、つながるシートや情報の連携のご意見についても、実際、本人の同意が

得られない状態で、関係機関が情報をつなぐものである。これについては、生活困窮者自

立支援法の中で、本人の同意の有無にかかわらず、関係機関での情報を共有してもよい

という国の方針に即して対応しているところである。ただ、本人の支援に当たるところについ

ては、本人の同意が要る形に、令和３年４月から社会福祉法が改正されているので、今後

は、市と社協で相談しながら対応をしてまいりたいと考えている。 

 

委員長：前期計画の成果と課題、それからコミュニティ・ソーシャルワーカーの活動実績の

報告と評価については、これぐらいにしたい。 

いただいた意見で、私なりに考えたことを少しお話しして、皆さんの意見のまとめに代えたい。

皆さんお気づきのように、家族も地域も、急速に変わりつつある。それにコロナが追い打ちを

かけている状況下に私たちは置かれている。家族も小さくなり、地域も担い手が高齢化して、

担い手がなかなか生まれない。しかし、孤立して引きこもりやごみ屋敷になり、支援が要る

方々もどんどん増えている。それを個人のレベルで解決することが限界に近づきつつある

のではないかという認識は、多分共有できると思う。そうなると、今までのあり方、やり方でよ

いのか。例えばボランティア一つ取ってみても、高齢化して、新たななり手がいない。高齢

者の雇用延長や就労支援などが増え、そちらに人が取られてしまう。男女雇用機会均等

法ができて、働くのが当然という時代になってくると、今までのボランティアの多くの担い手

だった主婦層もいなくなる。学生も、受験勉強や将来のために塾や習い事に行ってしまう。

塾や習い事へ行くので、子ども会が成立しない。そういう状況が、あちらこちらで起きている。

そういうところを見ても、今までの暮らしのあり方の延長線上で考えても、よいアイデアが出

てこない。何がどう変わっているのか、人びとがどのような暮らしをしているのか、１回きちん

と見直して、工夫がどの程度できるのか考えないといけない。多分、行政も皆があっぷあっ

ぷで、目先のことでもう目いっぱいで、それを単純に延ばしていても難しい。支援サービスは、

そういう中で生まれたと思うが、個々に孤立化し、地域の対応が難しいし、行政も総合的に

対応することが難しいということで、現代的に生まれてきたものだと思う。だからといって、支

援サービスをどんどん増やしても、増やしたら増やした分、そのケースが増える。財政難の

中で、従来の考え方の延長線上では難しい。もう少し他のやり方をいろいろ出し合ってみる。
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荒唐無稽の案もあるかもしれないが、出してみないと、やってみないと分からないところがあ

るので、「こういう考え方がある」「他の地域では、こういうことをやっている」ということを共有

しながら考えることができないかと思った。例えばコミュニティ・ソーシャルワーカーも、地域

支援とまちづくりで一緒に結びつけて、何が地域支援で何が仕組みづくりなのかがよく分か

らないと、コミュニティ・ソーシャルワーカーも行政も社協も困っていると思う。いろいろ解釈

のしかたもあるが、基本的には、自治会や社協の地区組織やまち協などに体力があって、

ある程度行政とタイアップして一緒にできる余力があればうまくいくが、どこも余力がなくなっ

てきている。地域支援とはよく分からないと、亀山だけではなく、全国的にそうだと思う。先

ほど（Ａ）委員がおっしゃったように、仕組みはあるが実際はうまく行っていない。例えば、ち

ょこボラのコーディネートは、誰がやっているのか。地域の人がやっている場合もあり、そうい

うちょっとした助け合いで、助ける人の組み合わせは、コーディネートする力量が問われる。

プロ級の人がいないと、やってほしいと人としたい人のミスマッチングが多い。来てもらったけ

れども、「援助している人の態度が悪い」とトラブルになると、コーディネートの人が間を調整

しないといけない。結構難しい。難しいことに挑戦することは、素晴らしいこと。ごみ屋敷の

近所の人が、そのごみ屋敷の人の見守り、ボランティアをずっとやれるかというと、結構難し

い。だから、つないで終わりではなくて、トラブルが出たら、今度は地域の人に相談しないと

いけない。地域の人を支えないと、もうやっていられないということが出たりする。そこをなだ

めるのか、理解を深めるのか分からない。結構、時間も取られて、大変だと思う。「仕組み

を作ったら回るだろう」ではなく、仕組みを作っても、それをつなぐような人を支援する。ボラ

ンティアだったり家族だったり、あるいは行政で、こういう福祉の問題に関わっていない人に

丁寧に説明をしていかないといけない。膨大な調整力が要る。そういう意味では、地域支

援と言葉にすることは簡単だが、いろいろ考えてみると、ここが肝である。極端に言うと、援

助を受けている人が将来ボランティアになる。介護で苦しんだ人が、助けてもらったから恩

返ししたいという人が増えるようにしようと思ったら、やはり一人ひとり丁寧に対応せざるをえ

ない。それがボランティアでできるかという意味では、ＣＳＷというプロを置けば、少しは変わ

るのではないかということは出てきていると思う。地域支援ということを、もう一度一緒に考え

ていく。ＣＳＷに丸投げで全部やってということではなくて、私たちはこういうことができるけれ

ども、ＣＳＷに間に入っていただく。「行政の専門職につなげやすくなった」などと、お互いの

知恵比べというか補い合う関係を一緒に考えていきたいと思う。 

 

〈休憩〉 

 

３ 後期計画策定における各種調査の概要及び骨子案について 

事務局：資料２―①、②、④について説明 

 

委員長：アンケート調査結果の報告と後期の骨子案について、ご質問やご意見を頂戴した

い。 
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（Ｂ）委員：１４ページの上から４行か５行、「障がいの有無、国籍の違いを越えた交流の機

会づくり」とあるが、これをひとくくりにせずに、障がいは障がいとし、外国籍の方も亀山は増

えているので、できれば二つに分けていただきたいと思う。 

（４）の困窮のところだが、中間的就労の説明があったが、福祉では農福連携を進めている

と思う。その中で、例えば農業で就労トライアルをすることも考えていけばと思う。 

１３ページの「地域の防災対策の充実」だが、福祉避難所があまり明確化されていないよう

に思う。できれば、それを指定して明確化してほしいと思う。 

先ほどコミュニティ・ソーシャルワーカーの増員の話があったが、１年で 1,500 件も相談が

あるわけなので、福祉委員や民生委員とうまく連携しながら、できれば予算を取って増員を

していただきたい。１年で 1,500件も相談があるわけなので、増員をお願いしたいと思う。 

１６ページの「健康づくり・生きがいづくり」について、あと１週間もすればパラリンピックもある

が、障がい者の健康づくりや生きがいづくりということで、障がい者のスポーツを進めていた

だきたいと思う。それと、先ほども言ったように、農福連携の取り組みの推進をしていただき

たいと思う。 

（３）の一番下の星印だが、資料１－①の２行目の黒丸の「さまざまな規制があって、既存

の移動支援がなかなか進まない」と書いてある。この辺りの規制を外すことを、市として何

かお考えがないのかお聞きしたいと思う。 

 

（Ｇ）委員：アンケート結果だが、全体的にポイントが下がっている。集計方法というのか年

代別というのかが変わってきているのか。 

ひきこもりについて、亀山市は今年度から取り組んでいただいたが、全民生委員のアンケー

トを取ったけれども、今の支援では、障がい者手帳の入手や診断書が要るなど、ハードル

が高い。まずそこをクリアしないと、次の就労支援につながらないという状況を、私たちは知

らなかった。今後、何人かのひきこもりの方の支援をするに当たって、中間的支援と書いて

あるが、もっと大きな意味での中間的な支援をする状況は作っていただけるのか。 

 

（Ｃ）委員：施策の新旧の比較などを見ると、問題が起きてからの対応が多いと思う。全体

として、高齢者向けの対策などはたくさんあるように思う。サロン活動を取り上げたときには、

高齢者向けというイメージがあり、実際、高齢者が１００以上あるのに対して子育てサロンは

５団体しかないという現状もある。ことが起きてから、いろいろな当事者の方たちとつながる

ことは非常に難しいので、子どもが生まれたとき、もしくはもっと前の家庭を作ったときから、

地域や福祉の分野とつながれるような対策ができたらよいと感じる。 

 

（Ｄ）委員：「地域防災対策の充実」のところで、物資でミルクなどの話も出ているが、例えば

高齢者で薬などが飲み込めない人に関して、家ならばゼリーのような物などがあると思う。

いろいろな観点から、避難した場合の物資の充実をお願いしたいと思う。 

 

（Ｅ）委員：先ほど（Ｃ）委員も言われたが、高齢者だけのサロン、子どもだけのサロンではなく、
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これからは少子化でもあり、高齢者も増えてくるので、交えたサロンも計画していかないとい

けない。子どもたちも育たないし、高齢者も高齢者の中だけでエネルギーをもらえないので、

交えたサロンを考えていく必要もあるのではないか思う。 

 

（Ａ）委員：ボランティアの立場として、永年、地域福祉計画に関わっているが、最初に申し

上げたように、書かれたことはする、書かれていないことはしない、責任取れることはなどと、

書けば終わりという感じでずっと来ている気がする。ボランティアに関しては、はっきりいって

センター機能が働いていない。コーディネーターがいない歴が１０年である。それから、協

働の方も、市民活動のコーディネーターや専門職がいない。いつも言うのだが、何人が登

録という数値は頑張って集められるが、実際のところ、それをどのように動かすかが大事で

ある。これからの計画については、これからを見据えてできることをしていただきたいと思う。

いろいろな方向が変わってくると思う。ボランティアコーディネーターがいないのが、亀山の

中では非常に大きなことだったと思う。せっかく登録してもらっても、活用されていない。本

当は、先ほど言われたように、学校へ出向いたり、需要・供給をつなぐ係がいれば、もう少し

活発な活動もできたと思う。 

 

副委員長：アンケートは、非常に短期間の間に集計されたと、苦労を感じる。２―④の資料

についても非常に見やすく、的確に色刷りで分かりやすくなっている。アンケートの中で、単

に社協なり、行政に任せるのではなく、自らこういったことで悩む方が多いのだということを

参考にしながら、今後の活動を進めていきたいと思う。 

 

（Ｈ）委員：２ページから４ページで、社会福祉法の改正により、重層的支援体制整備事業

が令和３年４月から施行とある。亀山市としても、この福祉計画を作成するに当たり、この

重層的支援体制整備事業実施計画を、この福祉計画と一体的にというか、この計画をも

って重層的支援体制整備事業実施計画とするという解釈でよいのか。 

 

委員長：皆さんの意見、質問について、事務局からコメントはあるか。 

 

事務局（４）：貴重なご意見ありがとうございます。まず、（C）委員、（E）委員ご発言のサロン

についてだが、高齢者のサロンが１００ぐらいあって、子育てのサロンが５団体である。その

前は１０団体ぐらいあったと思うが、コロナ禍の関係で減ってきている。平成２９年からは、

子どもから高齢者まで、地域の住民の誰が来てもよいというコミュニティサロンも始めている。

そちらについては、コロナ禍の影響で若干減っているが、まち協を中心にしていただいており、

10あまりあったと思う。そういったものが広がっていけば、共生社会につながるということで、

進めていきたいと思っている。 

（Ａ）委員ご発言のボランティアセンターにボランティアコーディネーターがいないということ

だが、専任としては入れないが、業務を兼任しながらできる範囲でさせていただいているが、

まだまだ不十分だと思う。今後、（Ｃ）委員がおっしゃったコミュニティスクールとの連携や、
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ボランティアだけではなく福祉教育という側面で学校とも関わっているところもあり、私が所

管する地域福祉係で所管しているので、ボランティアコーディネーターだから、福祉教育だ

からではなく、うまく融合するように、社会福祉協議会として、福祉教育やボランティアと絡

めていけたらよいかと聞かせていただいた。先ほど骨子案でお示しした重層的支援体制、

横串を刺すところにもつながってくるというところで、ご理解いただけたらと思う。 

（Ｂ）委員がご発言のコミュニティ・ソーシャルワーカーの比重が高くなってきているのではな

いかというご意見について、実際、複合的な課題を抱えた方へのケースワークは、件数も

増えてきているのが事実である。すぐに解決するのは、ほとんど難しい。伴走的に何年も、

何十年もつき合いをしながら、しっかり信頼関係を構築しながら、前期計画で書いたコミュ

ニティ・ソーシャルワークの充実を受けて、つながるシートなどを活用しながら、入口支援は

一定程度、できてきていると考えている。後期の骨子としては、それらの方々をどのように

出口として拾い上げられるか、居場所を作れるかというところに着眼点を置いて、支援策を

まとめさせていただいたのでご理解いただけたらと思う。 

 

事務局（２）：（Ｂ）委員からご質問いただいた障がい者の関係について、回答させていただ

きたい。まず、障がいの有無と国籍の違いなどを二つに分けたらどうかということと、農福連

携、福祉避難所、障がい者のスポーツの推進ということで頂戴したと思う。今年度、第２次

障がい者福祉計画の見直しに当たっており、先日もアンケート調査を実施し、地域福祉計

画と同様に、骨子案の策定を進めている段階である。地域福祉計画は、福祉のマスタープ

ランではあるが、障がい者福祉計画との整合を図りながら、（Ｂ）委員のご発言いただいたこ

とについては検討をしてまいりたい。 

 

事務局（３）：（Ｂ）委員からご指摘いただいた農福連携の農業のトライアルについては、生

活困窮者という福祉の側面の中で関われるような、農福連携のことが書けるような形で考

えてまいりたい。また、健康づくりやスポーツ、生きがいづくりについても、来年度スポーツ推

進計画を策定しており、そことの整合性を図りながら、内容を中間案に向けて考えてまいり

たい。また、移動支援の中で、道路交通法の規制など、国土交通省の所管のところもある

ので、市や社協が関われることや規制の解除に向けては、法的なものがあってなかなか難

しい。けれども、国の方からは緩和制限という形で出ているものもあるので、その辺もきちん

と読み取りながら、関われる形を考えていければと思う。 

（Ｅ）委員からご発言いただいたサロンのことなどについても、今までの高齢、子育てと分け

るのではなく、全世代などすべての方が利用できる形が、まさに重層的支援の中で一体的

にという形で求められていることでもあるので、今までの地域のコミュニティサロンもそうだが、

新たな所でつなぎ合わせていきたいと考えている。 

（Ａ）委員からご発言いただいたことについても、実行性がある計画になるように努めてまい

りたいと考えている。 

（Ｇ）委員からいただいた意見についても、今回についても無作為抽出で実施しており、年

代によっては、平成２８年のものとは若干違う形で偏りもあり、ばらつきはあるので、ポイント
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数に影響しているかと事務局では考えている。 

 

委員長：また次の委員会でもう少し具体化し、それでご意見を頂戴することになると思う。

今の段階で少し付け加えておきたいことは、実行性をどのように担保するのかが課題にな

ると思う。もちろん、社協だけですべてができるわけではなく、行政だけですべてができるわ

けでなく、市民にやりなさいと言っても、限界もある。それぞれに限界があるが、それを実行

プロジェクトというか、乗り越えていく。移動支援でも、乗り越えていこうと思ったら、まず勉強

からで、他市で、他府県ではどのような取り組みをやっていて、何が課題だったのか。それ

が亀山でできることなのかできないことなのか検討してみようと、その検討・調査と実行する

ための組織づくりというものも、計画の中に盛り込んだ方がよいと思う。行政がやればよいと

いうだけではなく、市民はそこに、この計画策定委員会だけではなく、もっと具体的に考える

チームをたくさん作ってみようではないかと。それを上げてもらって、文章化するなどというこ

とをやらない限り、書いて終わりとなってしまうので、書いたことを、どのように具体化するの

かということを一緒に考えていく組織も、地域福祉計画の中に入れる必要があると思う。こ

れから何度か議論する機会もあろうかと思うので、今日はこれぐらいにさせていただく。 

 

 

４ 今後のスケジュールについて 

事務局：資料３について説明 

 

事務局（３）：先ほど、（Ｃ）委員と（D）委員のご質問への回答が漏れており、申し訳ない。（C）

委員のご発言については、今まで事柄が発生した後の対応という中で、学校現場と福祉と、

子どもと福祉の連携が図れなかったという実情もある。それについては、昨年度から教育

委員会、市内小・中学校、幼稚園、保育園を含めて、つながるシートの仕組みということで、

何かあった後ではなく、予防的な対応ができないかということで、学校教育と福祉の連携を

図っているところである。これについては、市内、市役所の全庁的な取り組みや、あるいは

ひきこもり、不登校といったところもターゲットにしながら、福祉とどのように関わりができるか

というところも後期の４年の中でしっかり考えてまいりたい。 

最後、（D）委員からご質問いただいた物資のことについては、今回、防災の方とも地域福

祉計画の策定に当たり意見交換する場がある。その中で、物資の充実に向けて、防災とも

話をし、どのような書き方ができるのかも含めて考えてまいりたい。 

 

委員長：ただいまのスケジュール案にいて、ご質問やご意見はあるか。特になければ、一

応、案のとおり進めていただきたいと思う。委員会が終わった後も、口頭なり文書なり、事務

局に伝える機会を受けていただけるか。 

 

（I）委員：貴重なご意見をいただいたので、委員長がおっしゃったように、この後も事務局に

ご意見をいただいて、よりよい計画になるように努めていきたい。 
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特に印象に残ったのが、いろいろな相談窓口のニーズが非常に高いということである。福祉

の窓口を作っているが、前段にご質問があったとおり、なかなか市民に浸透していない。亀

山市は、昔から情報提供することが下手だというが、そこはもう少しうまくやって、市民の皆

さんに分かりやすい窓口を設置することが非常に大事なことだと感じた。 

アンケート調査からすると、ボランティアや市民活動を含めて、ご意見でもあった「きらめき

亀山」というものが昔あったが、そういったところが非常に弱体化してきているのが、危機感

を持って考えなければいけない。ボランティアの育成や、ボランティアセンターの強化にも

非常に力を入れていかないといけないと思ったところである。また今後とも、どうか一つよろ

しくお願いしたい。 

 

委員長：後は事務局に進行をお任せしたい。 

 

以上 

 

当日委員に回答できなかった質問に対する回答 

 〇P8：（H）委員の質問に対しての回答 

  事務局：お見込みのとおりです。重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施

するため「重層的支援体制整備事業計画」を策定するよう努めることとされてい

ます（法 106条の５）。 

 

 〇P7：（G）委員の「中間的就労」に対しての回答 

  事務局：ひきこもりの方など、長期間就労から離れている方が一般就労を再びすること

は困難であると考えており、中間的就労という、緩やかな就労訓練、機会を設け

られるよう、その人の状況に応じた就労を提供できる体制づくりを進めることを考

えています。 


