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平成30年度 第１回 岡崎市地域福祉計画推進委員会 会議録

日 時 平成30年７月12日（木） 午後１時30分～午後２時52分

場 所 岡崎市役所分館２階202号室

出席者

委 員：長岩委員長、大堀委員、水野委員、新美委員、入江委員、

茂刈委員、加賀委員、木俣委員、鈴木委員、末崎委員、

事務局：山本局長、榊原係長、高柳主任、

内田部長、高橋課長、本間副課長、天野係長、林

欠席者：権委員、神尾委員、蜂須賀委員、本田委員

オブザーバー：地域福祉計画事業検討部会山口副部会長

傍聴者：１名

会議次第

１ 開会

２ 議事

地域福祉計画の進捗状況について 資料１、資料２、資料３

３ その他

４ 閉会

議事要旨

１ 開会

事務局（福祉部長）

・挨拶

事務局

・新任委員紹介

・会議の傍聴及び公開について説明

・会議資料の確認

２ 議事

「地域福祉計画の進捗状況について」（資料１、２、３）

事務局

・資料１により「ア市の取り組み」の説明。

・資料２により「イ社協の取り組み」の説明。

・資料３により「ウ地域福祉計画事業検討部会」の説明。

長岩委員長

・資料 1、２、３とありますが、まとめて取り扱いたいと思います。ご質問、ご意見があれ

ばお願いします。

木俣委員

・市の報告に対する要望です。細川の村積クラブで毎年７回、６月から翌年２月まで

健康長寿教室を実施しています。今年は６月が交通安全、今月は防犯講座として

行いました。我々も高齢者が増えてきて福祉の関係の出前講座をよく使うようにな

りました。これからも福祉に関係するような講座を幅広く考えていただきたいと思い

ます。

・防犯の関係の講座ですが、高齢者の交通事故が多くなっており、享成自動車学

校と安全安心課がタイアップして、年１回か 2 回、自動車学校を２時間程貸切にし

て講座を３年ほど前からやっていただいています。昨年 11 月に細川学区で高齢者
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が信号で事故にあって亡くなったこともありまして、講座のお誘いがありお受けしま

した。市のバスで自動車学校まで出向き、高齢者教室と同じような内容で実施して

いただきました。これからも高齢者向けの出前講座が多くできるようにご検討いただ

きたいと思います。

長岩委員長

・出前講座はオーダーメイド方式か、メニュー方式でしょうか。

木俣委員

・メニュー方式です。

事務局

・内容については既存のものは改善を検討したり、新しい講座についても検討して

いきたいと思います。内容についてはメニュー方式ですが、中には団体の要望に

応じて内容を少し変えるなどアレンジすることは個別で対応することはできます。

長岩委員長

・出前講座は資料では地域福祉課の福祉教育がらみで出ていますが、他の部署で

もやっているという理解でよろしいでしょうか。

事務局

・福祉に限らず、複数の課でいろいろな出前講座のメニューを登録しており、その中

の一つとして資料に挙げています。

加賀委員

・障害者団体ですが、出前講座は月曜から金曜までしかやってくれない。市役所の

勤務時間しか対応してくれないので、せめて土曜日だけでもやっていだきたいと思

います。

事務局

・具体的に対応する職員の都合にはなりますが、地域福祉課では昨年の出前講座

において土日での対応もしています。対応する職員が土日の都合がつかない場

合にはできないため、それぞれ個別の対応になりますが、絶対にできないというわ

けではありません。

加賀委員

・警察でも、交通安全でも土曜、日曜はやらない、勤務時間しかできないと言われ

る。せめて岡崎市の出前講座は融通を利かせて土曜日くらいやっていただけると、

人を集めることができますので、極力やってください。

加賀委員

・先ほどの自動車学校は直接お願いするのか。

木俣委員

・市の安全安心課がやってくれた。

木俣委員

・社会福祉協議会に対してですが、資料２のサロン活動者への支援についてです。

今私どももサロン活動を活発化させようと活動していますが、地区の会長がリーダ

ーシップをとってやらないとなかなかできない状態です。これからは子育てを終わっ

た女性の方が会員に入っていただいて、そういう方がリードしていただく方向になる

と一番いいと思っています。こういった研修会の内容を教えてください。

事務局

・プログラムの内容ですが、サロンを運営するのに必要なレクリエーションのスキルで

すとか、他市の先駆的なサロンの事例紹介などをしており、既存のサロンに関わっ
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ていらっしゃるサロンの今後の運営に役立てていただくことを目的に実施していま

す。

・社協としては多世代型のサロン、小さいお子さん、若いお母さん、高齢者、いろん

な人が一堂に集まっていただけるようなサロンがいいかな、と思っておりますので、

今後もいろんな世代に研修を呼びかけていきたいと思っています。

長岩委員長

・これは学区福祉委員会のエリア内を想定しているものですか。学区を飛び越えて

広域的なサロンも想定していますか。

事務局

・基本的には学区福祉委員会を想定しています。

加賀委員

・こども食堂についてですが、福祉の村に売店があり、こどもを集めて何かできない

かという話があるが、こども食堂は具体的にどのようなことをしていますか。

長岩委員長

・子ども食堂のイメージですね。先ほど市内２か所という説明があったが、新しく２か

所か、トータルで２か所か。

事務局

・昨年度から新たに２か所増えて、社協で把握している範囲ではトータルで４か所で

す。

・何を主にされようとするかですが、看板のとおりで、いずれのこども食堂も食事の提

供をされています。合わせて遊びの時間を作ったり、学習支援として宿題を教えて

いたりだとか、様々なことを行っています。何をしたらいいかというのは、何を大事に

されるか運営者の方のお考え次第だと思います。

加賀委員

・お金がいることだが、社協からの補助がありますか。

事務局

・社協から補助はしていないです。社協としては、保健所の手続きなど、設立に向け

てのチェック事項を一緒にクリアさせていただくですとか、食糧支援を行っていただ

ける企業さんと運営者をつなぐ、担い手となるボランティアを集めるなどのお手伝い

をしています。

加賀委員

・計画をしてはいますが、やり方が分からないため（お伺いしました。）

長岩委員長

・こども食堂の背景をお話しいただけますでしょうか。

事務局

・もともとはこどもの貧困対策ということで、比較的経済的に苦しいご家庭ですとか、

なるとひとり親世帯でお母さんが働きに行ってしまって、毎晩一人でご飯を食べて

いるだとか、そういったこどもを集めて一緒にご飯を食べようというところがスタートだ

とお聞きしています。

・今では経済的に貧困な子だけを集めるのではなく、地域の大人からこどもまでみ

んなで集まってご飯を食べる、コミュニティの拠点として扱われているというのが現

状だと思います。

入江委員

・こども食堂ばかりではなく、松本町では高齢者の方が夕飯の惣菜を用意して、日
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ごろ一人住まいでおかずを作るチャンスがないような人に提供していると聞いてい

ます。

長岩委員長

・当初こどもだけで始めたところも、共生型でいろんな人が来られる場としているとこ

ろが多いと思います。こどもも自尊心がありますので、行き場がないというレッテルを

張られたような場であると行きたがらないということもあります。

・資料１、「居場所づくり」にリハビリテーション専門職の活用とありますが、サロンの

中で機能訓練を行っているのでしょうか。介護予防の取り組みを強化しているサロ

ンがあるということでしょうか。

事務局

・ごまんぞく体操といって、岡崎市独自の呼び方ですが、地域の高齢者の方の介護

予防のサロンへの支援を行っています。健康体操や交流の場といった活動をして

います。

長岩委員長

・この専門職の方は普段は医療機関にいらっしゃって、この時間だけ来ていただくと

いうことでしょうか。

鈴木委員

・作業療法士さんのことではないでしょうか。

長岩委員長

・資料２、コミュニティソーシャルワーカー配置モデル事業で、六名、竜美、三島で行

ったという報告でしたが、今年度は地域力強化推進事業の補助金を得て二人を

配置しているということでしょうか。これは継続性がない補助金ではないでしょうか。

事務局

・ご指摘のとおり地域力強化推進事業ということで、国庫補助を受けて事業を展開

しています。この事業は平成 30 年度から開始しまして２人分の事業を展開してい

ます。来年度以降もコミュニティソーシャルワーカーの配置は実施していく、国庫補

助がなくなることはまだ考えにくいですが、補助のあり、なしに関わらず、継続して

展開していくという認識でおります。

長岩委員長

・前回、権委員から中々進まないというご指摘がありました。庁内で人件費も含めて

いろいろな価値判断があるんでしょうけれども、指摘のインパクトがありましたのでお

伺いしました。

茂刈委員

・資料２のコミュニティソーシャルワーカーの件で、活動が 378 回とありますが、どのよ

うな活動内容でしょうか。また、利用する場合は民生委員としてどのように関わるの

でしょうか。

事務局

・昨年度の 378 回の内訳ですが、地域で開催される会議への出席、制度の狭間に

いるような、地域の中で問題視されているような世帯への訪問活動、またその方に

関するケース会議の開催等々で合計 378 回です。

・今年度から実施している地域力強化推進事業は、こういった個別のケースに関わ

るのではなく、地域づくりをしていくことを前面に押し出している事業になりますの

で、昨年度まで取り組んでいたモデル事業とは内容が異なります。

・このため、どういった形で専門職を使えるのかということについては難しいですが、
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今は専門職の立場から地域づくりをしています。学区福祉委員会の活動の充実で

すとか、企業の社会貢献への参加促進など、市全域に及ぶ地域力の強化に努め

ているというのが今年度からの内容です。

長岩委員長

・茂刈委員からご指摘がありました 378 回の事例でいうと、ごみ屋敷とか、引きこもり

とか、8050 といったことでしょうか。

事務局

・ごみ屋敷、アルコール中毒、ご近所トラブルのトラブルメーカーの世帯などへの訪

問活動などです。

茂刈委員

・個別ケースを少なくしていくということですが、今の個別ケースは今後どうなります

か。増える一方だと思いますが、どうでしょうか。

事務局

・個別の案件については、市内に地域包括支援センターが 20 か所ありますので、そ

れぞれの地域の包括支援センターの相談員と一緒になって解決の道を探っていく

という方向性になると思います。

茂刈委員

・若い人の引きこもりなどは包括では扱わない。そういうところの心配が出てくる。

事務局

・国もそのあたりを見据えて、０歳から 100 歳まで、全世代型の包括を国の施策とし

て展開していくことになると思います。

長岩委員長

・そういう点でいうと、資料１、総合的な相談支店体制の充実のア、イ、ウは非常に

大事ですが、細かい話ですが、イの多世代交流や学校、大学等との協働イベント

の開催をあまり過大評価できないと思います。これはこれでいいと思いますが、全

世代、全対象の地域包括をやっていくというのはとてもハードルが高い話であり、

地域包括支援センターは基本的に介護保険の機関であるので、ここで引きこもりも

ごみ屋敷も障がい者も見ていくというのはとても大変なことです。しかし、この事業

ではやっていこうということだと思います。

・そのような高い目標設定のところで、多世代交流と協働イベントというのは過大評

価しにくいと思いますがいかがでしょうか。

事務局

・地域包括支援センターは高齢者に対する支援が主であり、その業務内容がとても

多いため、一足飛びに全世代の課題に対して対応していくのは極めて難しいと思

いますが、それを目指す一歩目として、高齢者のみを対象として絞らずに、多世代

交流をしたり、対象の年齢層を全世代に対応していくということを少しずつはじめて

いくという意味で、こういったところから取り組んでいっているということで記載してい

ます。

・確かにこういった取り組みをすることで 8050 や引きこもりなど具体的な個別支援に

つながるかというと、まだまだこれからのことになりますが、地域包括支援センターを

全世代型にしていくことはこれからの課題となっています。

長岩委員長

・職員数を増やしたということも記載がありますので、職員が介護保険のところはスペ

シャリストだが、それ以外の利用者に対しても援助ができる能力をつけていくという
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ことが求められるため、ウに書いてある資質向上ということがポイントになると思いま

す。

入江委員

・資料１、災害時避難行動要支援者支援制度の充実とありますが、本年度の細川

学区のリストを見ると、昨年度から１割減っています。全市ではどのような状況にな

っていますか。昨年に比べて高齢者は増えているが、どうして要支援者が減ってい

るのか。本来であれば高齢者になって一人暮らしが増えれば、災害時に一人で逃

げられないと、要支援者が増えるはずだと思います。

・大阪の地震では震度６になりましたが、要支援者支援制度そのものを知らなかっ

たという市もあるとの報道もありました。本来であれば国が各自治体に名簿作成を

義務付けており、岡崎市では平成 19 年から名簿の作成を始めて、細川学区では

各町の福祉委員、民生委員、総代で協力して要支援者のフォロー体制を作って

います。

・市全体の要支援者が減っているのであれば、制度に登録してもらえるようなＰＲを

する必要があると思います。

事務局

・詳細な資料がありませんので何人というのがお答えできませんが、大きくは変わっ

ていない、１割も減っているようなことはないと思います。また改めて確認してお伝

えしたいと思います。

・他市を例示していただき、制度そのものを知らない人が多い地域もあったとのこと

ですが、岡崎市においては福祉委員会や総代、民生委員に名簿を配付し、それ

ぞれの場で制度の説明はしているので、地域支援者リーダーには周知できている

と思います。名簿の配布率についても、昨年度の数字では 99％の配付ができてい

るため、地域支援者への周知と名簿の配付は比較的できていると思います。

・要支援者への制度の案内については、障がい者の方が手帳を取得する際に案内

したり、介護認定を受ける際に制度を周知するなど、もれなく周知できるように方法

を今後も検討していきたいと思います。

事務局

・災害時の名簿について、岡崎市の要件に該当する人は１万６千人程、登録されて

いる方が７千５００人程です。岡崎市の運用としては地域の総代や民生委員、学区

福祉委員長に名簿を配付しています。また、消防本部にも名簿登録者の情報を

提供しています。救急連絡の際や、登録者のうち希望者に渡してあるキーホルダ

ーに記載の見守りナンバーを消防に問い合わせると、名簿の情報が分かるように

なっています。その人の緊急連絡先や障がいの有無、介護保険の有無などが確

認でき、救急の活動に活用できるような体制になっています。

・今回の大阪北部地震の関係で、市によって対応が異なりますが、大阪は福祉に

ついて割と先行しているところでもあるため、ある意味驚きでもありましたが、反省点

も含めて本事業の展開を考えていきたいと思っております。

入江委員

・事務局が説明されたように、該当者の半分しか登録していない。後の半分は危な

い状態であると思います。

事務局

・そういう見方もできますが、例えば療育手帳の方ですと親御さんが一緒にいる場合

は登録されないので、登録率が低くなっています。また、精神障害の方も登録が少
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ないと思います。こういったことから、登録率としては半分程度ですが、療育手帳、

障がい手帳の方の登録率は低いため、そういう方を除いて高齢者や身体障害の

方ですと登録率が上がると思います。

茂刈委員

・身体障害の方や知的障害の方は手帳交付の時に申請の案内があると思います。

民生委員が一人暮らしに関わっています。例えば高齢者夫婦の世帯など、市から

助言があって申し込むことができない人、制度を知らない人がいると思います。そう

いう人に対して、今の制度について広報などで周知していますか。

事務局

・身体障害者手帳などを交付された時には制度のチラシを配布しています。介護度

が３以上の方についてもケアマネを通じて申請用紙をお渡ししています。高齢者

世帯については名簿の条件に該当はしますが、積極的にお知らせはしていませ

ん。包括や総代に対してチラシをお渡ししていますので、お声掛けしていただくと

いう程度の周知となっています。

事務局

・補足ですが、市のホームページの周知と、市政だよりでの制度の周知を年１回行

っています。

長岩委員長

・個別にお知らせするツールと、全体で周知するツールと両方必要だと思います。

・資料３、地域福祉には学校が必要ということがありましたが例えば学校を地域福祉

の拠点といか、活動の場としてもっと使えないかという問題提起と、福祉教育を学

校のカリキュラムの中でもう少し位置づけられないだろうかという問題意識と理解す

ればよろしいでしょうか。それをやるには教育委員会の壁があるという捉え方です

ね。

・地域で展開する福祉教育と、事業所で展開する福祉教育と、学校でと、いろいろ

ありまして、学校はすぐに効果ができるか分かりませんが、息の長い福祉教育を考

えると、学校教育の中で位置づけることは大事ではありますが、教育委員会にお

願いしてすむ話でもないと思います。福祉教育を全市的にやろうと思うと課題にな

ってくるところだと思います。

・計画策定のプロセスについてのご指摘も端的にいただいておりますので、計画を

策定したばかりですが、次期計画の見直しの際には頭に入れておかないと思いま

す。

３ その他

事務局

・参考資料により、「社会福祉法の改正（平成 29 年５月成立）について」の説明

・委員の改選について説明

長岩委員長

・大堀委員、全体を通して何かご意見があればお願いします。

大堀委員

・岡崎で生まれて、岡崎で育ったものとして、そして今岡崎で仕事をしていますが、

こんなにいろんなことをしているということを知りまして、この分野に関してだけでもこ

んなにやっているということが驚きです。驚いた上で思うことは、自分はどうして知ら

なかったのかということが一番の疑問点です。もちろん、自分が年齢的にも関わら
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ないので、全てを目にする耳にするということはありえないと思います。チラシを配っ

たり、広報に掲載したりしても、自分から情報を求めなければそれを目にしても記

憶に残らなかったり、いざその状況になっても思い出せないです。

・一言で解決できるとは思いませんが、岡崎の地域の人たちみんなに伝えられるも

のがあるといいなと思いました。びっくりして、感動して聞きながら、今まで自分が何

も知らなかったということが驚きでしたので、自分が何かお手伝いできることがあれ

ばと改めて思いました。

長岩委員長

・一生福祉の当事者とならずに亡くなるというのはある意味ハッピーかもしれません

が、国が言っている我が事・丸ごとというのは、自分が当事者ではないけれども、近

所の人が、地域の人がというような目で問題を捉える事をどこまでできるかということ

を追及していくということでしょうから、行政や社協が行うのは啓発活動ということに

なるのかもしれませんが、浸透性の高い啓発活動をやっていかなければいけないと

いうことを、今お聞きして改めて思いました。

議事終了


