
平成２９年度 第２回地域福祉推進会議 会議録 

【日 時】平成２９年１０月１３日（金）午後１時２５分～午後３時２０分 

【会 場】ｉプラザふれあい交流室１～２ 

【出席者】14 名（欠席者１名） 

【事務局】16 名 

【傍聴者】なし 

１ 開会（午後１時２５分） 

   牧野福祉課長補佐が開会を宣言し、進行する。 

２ あいさつ 

 ⑴ 平谷健康福祉部長 

   本日は、計画の一番大事な基本理念や基本目標の部分についてご意見をいただ

く。今回の地域福祉計画は、第 2次磐田市総合計画のまちづくりの基本理念であ

る「未来のまちづくりを担う『人づくり・地域づくり』を進めます」に即した計

画を立てたい。市の方針として、計画策定に際してはできるだけシンプルに分か

りやすく伝えることを念頭に策定していきたい。 

 ⑵ 八木社協会長 

   地域で自立して笑顔で幸せに生活できるにはどうしたらよいか。そのために地

域で何ができるのか、近所、本人、社会福祉法人は何をするべきか、行政はどう

手をさしのべるか、が計画の中心になる。そのあたりをご議論いただき、計画を

作っていきたい。 

 ⑶ 岡本委員長 

   地域福祉の対象は地域、主人公は地域住民。その地域は現在大きく変わりつつ

ある。少子高齢化の真っ只中で、地域の変化が地域全体の意識の変化に結びつい

ている。地域住民の地域福祉に対する関心と参加意欲はこの上なく高まっている。

こうした変化を受け、本市の地域福祉計画は、地域住民が自覚的、自発的に参加

し、地区の人が自分の地区の計画を作る方向で進めるべき。そのため、この委員

会が地域住民をバックアップしていく形をとっていく必要がある。 

３ 議事 

   牧野福祉課長補佐より、会議の成立状況について報告がある。「本日の会議に

は委員定数１５人中１４人が出席されている。要綱の規定にある過半数の出席を

満たし、会議は成立している。」旨の報告がされた。 

牧野補佐より、「要綱により、議事進行は委員長にお願いする。」旨の説明があ

り、以降の議事は岡本委員長が進行する。 



 ⑴ 地区別懇談会（住民等ワークショップ）の実施計画について 

    堀内社協課長補佐より資料１－１～１－４について説明がある。地区別懇談

会の概要、報告書の様式、各地区の開催予定表、事例について説明された。 

    社協からの説明の後、岡本委員長が委員に質疑の発言を募り、以下の質疑応

答が行われた。 

   委 員 懇談会の目的は実態把握だと思う。計画に対する住民の意見をいただ

くにあたり、最も重要な地域の課題は何か、焦点化する必要がある。

全ての意見を羅列するとぼやけてしまうため、強弱をつけていただき

たい。意見は人によってさまざま。地域のことを真剣に考えている人

の意見と、どうでもいいとか、そこに来て言いたいだけ、無責任な人

の意見はぜんぜん違う。そのあたりを十分考えていただくと、本当の

地域の実態が出てくる。 

   委 員 資料１－４の報告書について、福田中支部のワークショップに参加し

た。いろんな人がいろんなことを言うが、言いっぱなしで終わること

が多い。福田地区も今日の前夜祭からお祭りが始まるが、昔と雰囲気

は変わった。若い人は騒いで自分の世界でやっているが、上下の世界

に気を使わない。コミュニケーションが足りないと感じる。一方、若

い人が気を使って古い人にも子ども会にも屋台を1時間だけ引かせて

くれる。屋台も町によってだいぶ差が出ている。少子高齢化というが、

50 年もたてば人口が 1億人を切ることを政府も言っている。それはそ

れで難しく考えることなく、適度にそのときそのときで知恵を使って

やればよい。会合をやっても意見は出るがこれだと言う回答はない。

言いっぱなし終わりっぱなしになるのが欠点で、もっと論点を絞って

やるのがいいと感じる。 

 委 員 福田地区の報告書を見ると、民生委員、子ども会など参加者の内訳に

よって意見の見方が変わってくるところがある。少子高齢化は誰でも

言えるが、地域の中での問題点、必要なものは地域に住んでいる人し

かわからないので、参加者の内訳で意見が変わってくることを考えた

上で計画を作っていったほうがいいと思う。 

   社 協 ご意見のとおりであり、より多くの年代の方の参加を働きかけていき

たい。 

   委 員 6 月の豊田東のワークショップが地域福祉計画に向けてのものとは知

らなかった。当日、グループごとの話し合いの内容は模造紙にまとめ

たが、各グループでどういう話し合いがされたかは口頭でのお話しが

あっただけ。報告書の形でみることはなかったが、福田地区の例のよ

うに、豊田東の内容もこのような形式になるとは知らなかった。 

   委 員 計画ありきで実施したワークショップでなく、終了した後で計画を立

てるにあたって、このワークショップ形式が有効ではないかという案

が出て、既に終了した地域はまたやるのは大変なので、きちんと書式



にまとめて報告を出す形になった。豊田がワークショップをした経緯

は、介護保険の中で地域課題を見ていくときに、地域ケア会議の手法

を使うことが介護保険の中で打ち出されてきた。個別地域ケア会議で

いろんな検討をしてきた。生活圏域にこんな課題があるがみなさんど

うですかということを投げた。ところが認知症を投げてもこんな重い

事例があったの、あーそうといった反応になり、どんな支えあいがで

きますかとの話し合いも、自分たちが問題を抱えていないし、介護の

経験もないし、近所でもそんな話を聞かない中で課題を投げても漠然

としており失敗した。豊田は 5つの生活圏域がある。それぞれの地域

性、課題がある。そこで社会福祉協議会と協力して、そこに暮らす人

たちの声を生で聞くことが必要ではないかと思い、ワークショップを

開催した。 

        今回は、地域課題の抽出であり、1 回目は自分ごととして考えても

らうため、空想にはなってしまうが、車を運転できなくなったら、認

知賞になったら、車いすになったら、を考えてもらう。もしそうなっ

たときにどんな地域になって欲しいかをやった。いろんなキーワード

が出たが、一番多かったのはつながりと交流。そこで 2回目はつなが

り、交流をテーマとした。次につなげるためのワークショップである。 

   委員長 住民が集まって話し合うのは重要だが、そこでは簡単にまとめ、結論

には至らない。だから何度も繰り返してやっていく中で絞込みが行わ

れていく。大事なのはそこに住む人たちが自分たちの問題を自分たち

で語り合うこと。そこからしか地域の福祉、助け合いのありようは出

発できないと思う。豊田東は活発な討論だった。その中で気づきが生

まれていると見えた。 

   委 員 次年度以降もワークショップをやり、参加者を変えながらやることが

大事。やりっぱなしではなく、あの手この手でいろんな人に参加して

もらいながらパターンを変えながら積み上げるほうが理解者が増え

る。報告書のフォーマットについて、今後の取り組みの部分はまだハ

テナだと思う。地区に必要な社会資源・活動があって、こんなまちに

なったらいいながあって、今後考えられる取り組みはどうでしょうと

いうのが、次のワークショップにやることだと思う。また、社会資源

のところは、公共施設だけが書かれている。生活上ではいろんな社会

資源があるので、2 回目のワークショップではどれだけ拾えるか、ネ

ットワーク作りの一番の基盤がここら辺に出てくると思う。 

   委 員 ワークショップはどこでも同じような話が出てくる。長野地区には 9

つの自治会があり、それぞれが違う課題を持っている。長野地区とし

てワークショップをやったあとは地区ごとにやってみたい。自治会長、

役を持っている人が集まって、自分の地区ではどうなのか、それをど

う自治会に広げていくのか。小さなことを地区からはじめて南部地区

に広がる、そんなことをしたい。サロンを調べてみるといろんな問題



があって面白かった。サロンに来る人から地域の問題を考えることが

できたら地域課題が出てくるのではないか。こういうところで学んだ

ことが地域に生かせればいいなと考えている。 

   社 協 包括と連携した小地域ケア会議の位置づけでもってこのワークショ

ップをやっていくものであり、今回限りでなく今後も継続して地域の

よさや必要なことが出し合えるような場作りをしていく。 

   委 員 福田は地区社協が 5支部に分かれており、6～7月に地域福祉懇談会と

いう形で実施した。前提として今回の計画のワークショップとして開

催しているわけではないので、そのままこれを安易にワークショップ

としていいのか疑問に感じた。地域住民の声を吸い上げるのにワーク

ショップが 1回限りなのもどうか疑問。意見を吸い上げる仕掛けを何

か考えているか。 

   社 協 第１回の推進会議の際には、他の福祉計画のアンケート調査の結果報

告もした。それらも反映させながら計画作りに生かしていきたい。 

   委 員 報告書を見ると事業所が数えるほどしか参加していない。社会福祉法

人を社会資源として住民にも意識してもらいたい。2 回目、3 回目の

ときに事業所をつながらせてもらえるとうれしい。ワークショップは

原則20地区とあるが、原則外のワークショップをどう考えているか。 

   福祉課 小地域ケア会議は、多様な主体が入っていただくことを念頭に、包括

と社協と一緒にやっていきたい。包括が入ることで事業所をうまく誘

えるのが強みなので工夫していきたい。ワークショップを繰り返しや

っていくことは、今年度はたまたま地域福祉計画のためでもあるが、

次年度以降も小地域ケア会議として継続していく。もう少し小地域単

位というのも念頭にはおいているが、もっとせまい自治会単位などで

行うと具体の課題、活動につながると思うので、この後議論する基本

計画にも盛り込んでいただきたい。 

   委 員 おととし、地域ケア会議に参加した。高齢者サロンをやっている立場

で意見を言った。素人なので、この人はどのくらいの認知度かがわか

らない。ただ、素人である私でも、会議に参加したことであれくらい

が介護度１．５なのか、と実態がわかった。小規模でやると生の声が

出る。あのときのような会議をもう１回やってほしい。途切れてしま

わないように２回、３回とやっていくと、今後サロンやボランティア

をやるときに多少なりとも知識が身につくと思う。 

   委 員 ワークショップは、見付、中泉をいっぺんにやるというのは地域的に

広くて大変なので、できれば数箇所に分けていただきたい。高齢者が

よく言うのは買い物支援、移動支援だと思う。希望が多かったらスー

パーに話を持っていって、移動スーパーなどあるので今月は中泉、来

月は見付と回ってもらい、告知は自治会回覧や折込チラシを使う。市

役所で話をすると店を１カ所に決めるのは難しいので、毎月、店を変

えて地区も決める。どこかで毎月やるようにすると、高齢者も来やす



くなるし、買い物をしていると交流が生まれると思う。テーマが大き

すぎるので、できそうなことに絞っていくのがよい。 

   委 員 自治会単位のワークショップのほうがきめ細やかな意見が出ると思

う。報告書の人口、世帯数、高齢化率など現状分析欄は、事前にワー

クショップで提示できればいいのでは。こういうものがあれば参加者

も考えやすい。 

   委 員 小地域で考えていかないと、大雑把にやっても話はまとまらない。ワ

ークショップは中泉では何度も試みてやっている。中泉をどうしてい

こうか、暮らしやすい地区にするには、ということをやっている。生

活に直結した課題は、小さい範囲で調べていくと考えやすい。おおざ

っぱだと多数決みたいになり、少数意見がないがしろになる傾向があ

る。中泉は小地域の福祉ネットワーク活動を２年半かけてやっている。

明日やるワークショップもできるだけ計画に反映できるようにし、み

んながここに住んでいてもなんとかなるよという雰囲気になるよう

にやっていきたい。いいものがあれば拾い上げていきたい。問題は、

来る人の問題意識が非常に希薄であること。自治会長の定例会で地域

福祉の話をしても半数以上はぴんとこない。少しでもワークショップ

に参加して意見を出してもらうようお願いした。 

   委員長 私は浜北区在住で、地区社協役員でもある。社会福祉法人から一緒に

地域のことについて手伝わせて欲しいという申し出があり、４月から

正式なワークショップを立ち上げた。メンバーは社会福祉法人４人、

地域１６人、合計２０人。毎月論議している。この１２月までに内容

を取りまとめて地区社協に報告、提案する。その内容を来年２月に全

体のワークショップをやって深めてもらう。それを３０年度以降の地

区福祉計画にしていこうという位置づけになっている。平均参加率が

８割。今日、二之宮のサ高住のカフェでやるこども食堂をワークショ

ップのメンバーが見学する。１ヶ月で７箇所に行く。大事なのは継続

的に話し合いの場をもうけ、中心メンバーが深めていくこと、それを

周囲に広げていくこと。不断の努力で地域が確実に変わってくる。地

域の力はあなどれない。いろんなところの取り組みを参考にしながら

自分の地域に生かすことが必要。地区社協、自治会のレベルでひざを

割って話をすれば小さな課題発見につながる。それを大事にすること

が委員が繰り返し発言している内容である。大枠でなく、身近で小さ

な課題を発見していくことが、ワークショップの進むべき方向ではな

いか。議論により、ワークショップそのものの位置づけや内容が明ら

かになった。これを受けて事務局でより発展的に進むようまとめてい

ただきたい。 

⑵ 第３次地域福祉計画、地域福祉活動計画中間案（基本理念・基本目標・体系図） 

について 



 ⑶ 計画に盛り込むべき新たな取り組みについて 

議事（２）、（３）を一括議題とする。 

    増田副主任より地域福祉計画の中間案として、基本理念、基本目標、体系図

について、また新たな取り組みとして、社会参加促進事業、成年後見制度利用

促進について説明された。牧野課長補佐より生活困窮者自立支援事業について

説明された。 

説明の後、岡本委員長が委員に質疑の発言を募り、以下の質疑応答が行われ

た。 

   委 員 すばらしい内容であり、基本計画の実現によって安心して暮らせる地

域社会となることを切望する。福祉とは支え、助け合い、人間の心の

姿であるが、地域で一番気になることは家族崩壊。また、支えあいは

したくない、他人のことを見たくないといった地域崩壊の歯止めが大

事。計画の推進は、住民が応えられるか心配。市が住民に要求してい

かないと現状を打破できない。そうしないと計画を作っても絵に描い

たもちになってしまう。人づくりは、これから正しく生きられる人づ

くりであり、地域づくりは、住民がお互い支えあい助け合える地域づ

くりが大事。地域での支えあいネットワークづくりとして、地区社協

の設立支援、活動支援とあるが、かつて地区社協に関わったとき、地

区社協は地区どまりであり、地域に下りていかなかった。地域の人は

地区社協を知らない。見える地区社協、地域に下りる活動をしていた

だきたい。 

   委 員 資料２－２、基本目標の施策にある福祉教育は学校教育を含めたもの

か。 

   社 協 学校における福祉を体験できる福祉の心を学べる福祉教育と、地域の

広い世代が地域で福祉を学んだり体験したりする、２通りの考え方が

ある。 

   委 員 学校教育の中の福祉教育は大事。認知症の理解など小中学校の段階で

学ぶことは大事。積極的に学校へ呼びかけしていってはどうか。 

   委 員 学校での福祉教育だが、小学校４、５年生で車いす、視聴覚障害、高

齢者の体験をやっている。難しいとは思うが、教室の中で覚えたこと

を実際の場で手助けできるようになるのが福祉教育だと思う。福祉教

育は小中学校でやっている。 

   福祉課 学校における福祉教育は、社協や地域で進めている。認知症の理解は

認知症サポーター養成講座を通じてやっている。中学校は参加が進ん

でおり、小学校は今年度１校、高校で一部展開されている。小中学生

にも認知症の理解を進めていくのは大事であり、どのように進めてい

けるかは議論していきたい。 

   委 員 福祉教育は何年生からやるというものではなく、義務教育の中で発達

段階に応じたプログラムが必要ではないか。特定の障害に対する福祉



教育というのは一部分の話。地域福祉を考えるとなると、小さい子ど

も、親世代、青年世代、高齢者世代それぞれに福祉教育は必要。今後、

地域福祉を推進する方向であれば、視点を広げていろんなやり方を模

索しながら地域での福祉教育という捉え方がよいのではないか。学校

だけでなく、交流センター、地域づくり協議会、地区社協などいろん

な場面で地域資源を活用して福祉教育をしていったほうが、高齢者や

子どもへの理解も深まると思う。 

   委 員 ４年生になるとうちの施設も近くの学校を訪問する。保育園、こども

園との交流もある。２年連続で県主催の高齢者体験を梅花の里で受け

た。市主催でもそういった体験をバスツアーの形で訪問できるとよい

のではないか。県では東部中部西部で１カ所ずつ訪問があり、駅にバ

スが迎えに来て企業も回る。いろんな形で子どもたちに高齢者と触れ

るきっかけを作れば、次の時代の福祉の担い手育成にもつながってい

くと思うので、企画できると良いと思う。 

   委員長 １０年間サロンを続けている。スタッフが３年前から３人の孫を連れ

て来る。ちょっとしたことで子どもと関われると思う。体系的に大勢

の子どもを一括でというのは難しいが、身近な子どもを現場に連れて

行って過ごすことで立派な福祉教育になる。地域で考えて子どもや親

に呼びかけることで随分変わってくる。子どもが来るとお年寄りも喜

ぶ。両者にとって良い機会になっている。 

   委 員 高齢者サロンに年２回子どもが来てくれた。すごくよいこと。会話に

もつながる。 

   委 員 生活困窮者自立支援について、学習支援事業や高齢者体験は親の関心、

つながりがないと子は参加する手段がない。親が高校や大学を出てな

いと子もそこで学歴が止まってしまい、生涯年収にも差が出る。生活

困窮者の子どもが生活困窮者になる。聞いた話だが、袋井市の生保受

給者が保険に入ろうとしているのだが、自分で支払うめどがないのに

入ろうとする。みんな入っているから国保以外にも入りたいと言う。

みんな持っているから携帯を持ちたいという。保険の約款や契約書は

文字が細かく、文章量も多く意味もとりづらい。学校に行ってないと

わからないところもある。生活困窮者の支援では、何かの契約などの

際は手助けがあると良いのでは。 

   福祉課 生活困窮者自立支援事業は平成２７年度にスタートした。福祉課に相

談窓口を設置し、制度の狭間の人（どの制度にもあたらない人）の相

談を受ける。以前は生活困窮の相談は所管ごとに受け、生活保護に至

らない人の相談をつなぐ機関がなかったり、提供するサービスがなく、

単にお話を聞くに留まっていた。少し支援が必要な人、例えばどうや

って仕事を探したらよいかわからないとか、ハローワークに行くとこ

ろまでたどり着かない人を手伝うといった伴走支援などにより、少し

手伝うことで自立することができる人を支援するのがこの制度。同事



業のうち、自立相談支援事業と住居確保給付金は必須事業、就労準備

支援事業と学習支援事業は任意事業となっている。学習支援事業は貧

困の連鎖を断ち切ることが目的で、スタートは生活保護世帯が対象だ

った。ただ、対象者を事業につないでも諸事情により事業につながら

なかったり、事業を受けても外国人もいたり、親の教育意識もいろい

ろで難しい面がある。ただ、教員ＯＢの支援員や学生ボランティアの

丁寧な対応のほか、学校との連携で学校の様子もわかり、この３年間

で中学３年生は全員が高校へ進学した。生活支援をどこまでするかは

難しいが、生活困窮者共通の傾向として、本人に困り感がなく支援の

介入が難しい。生活保護受給者には担当ケースワーカーがついており、

日頃の生活を見ることができるが、相談につながらない人は指摘のよ

うなことがあるかもしれない。この事業が始まって包括、ケアマネ、

民生委員等に制度の趣旨や成果、支援事例を共有することにより、い

ろいろなところから相談が福祉課につながるようになった。一度支援

した人を民生委員に見守りしてもらえたり、支援がつながっていく流

れができてきた。大きな目的に地域づくりがあるので、そういったと

ころにつなげていきたい 

   委員長 生活困窮者は、精神的に人とのつながりが貧困化している。今まで誰

にも話せなかったことが話せる、話を聞いてもらえることが精神的に

大きな力を発揮している。大事なのは相談窓口があること、自分の気

持ちを聞いてもらえること。これは生活困窮者だけでなく全てのこと

に共通している。そこから先にネットワークができてきたことも大き

い。地域もできる範囲で関わっていくと地域丸ごとの方向につながっ

ていくと思う。 

   委 員 認知症の理解度について、３日前、子どもたちが下校時に変なおばさ

んにつかまった。住所や電話番号をしつこく聞かれたということで逃

げてきた。毎日、見守り活動をしている人に「変な人がいるよ」と言

われた。その後、たまたま出くわすことができたが、認知症患者では

あるがすごく元気だった。外から見てもぜんぜんわからない。手作り

の小物をたくさん持って、子どもにあげようとしてしつこくやった。

本人は、子どもは足がはやくて逃げられる、ランドセルの間に入れれ

ばいいと思ったとのこと。自分は良かれと思ってやっているのだが、

周りはその人が認知症であることを知らないし、一般の人は認知症の

ことを認識不足。不審者として警察を呼んだほうがいいのではという

話に発展しそうだった。その前に出くわしてよかった。警察にいくと

事件になってしまう。本人や家族にとってもショックになる。認知症

患者の認識を啓発しないとこれから困ると思う。 

   委員長 今日は総論の概要を論議した。総論で中身をどう盛り込んでいくかだ

が、さまざまなケース、個人の感想、意見がたくさん出された。これ

らは総論の中身を裏づけ、厚みを増していくうえで大事な討論だった。



これを一つの成果として、ホップステップの次のジャンプ、フィニッ

シュに向け、事務局のとりまとめを期待する。 

４ その他 

   牧野福祉課長補佐より、次回の会議日程について説明がある。 

５ 閉会 

終了時間 午後３時２０分 


