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第１回伊賀市地域計画推進委員会 会議概要 
日 時：平成 23 年 6 月 21 日（火）19：00～21：10 
場 所：伊賀市役所北庁舎１階 第 11 会議室 
出席者：板井委員、小丸委員、川上委員、松岡委員、福澤委員、安岡委員、平井委員、藪内委員、竹下

委員、子日委員、水谷委員、鈴木委員、城委員、大西委員、吉岡委員、勝本委員 
   ：角田副市長 
欠席 ：小川委員 
事務局：伊賀市 増田健康福祉部長、清水介護高齢福祉課長、中岡地域福祉係主幹、津田、廣岡 

伊賀市社会福祉協議会 平井局長、乾地域福祉部長、山口地域福祉副部長、田辺権利擁護課長、

船見地域福祉係長、吉田 
 
１ 開会 
  （介護高齢福祉課長から開会のあいさつ） 
 
２．委員の委嘱 
  （角田副市長から委員へ委嘱） 
 
３．あいさつ 

（角田副市長からあいさつ） 
 
４．委員長及び副委員長の選出について 
   委員の互選により、委員長に板井委員、副委員長に川上委員が就任。 
 
５．第２次地域福祉計画の概要（資料３．４） 
   事務局が概要説明。 
 
６．議事 
 （１）各分野別計画と地域福祉計画との理念の共有について 
   参考資料１により事務局説明 
委員長：大きく２つに分けて意見を諮りたい。1 つ目は、各分野別計画に第２次地域福祉計画の理念の

共有を積極的に盛り込んでもらうことを推進委員会でお認めいただきたい。また、6 つの共通課

題について検討していっていただきたいということ。２つ目は、分野別計画へ理念を盛り込んで

いってもらうことについて、６つの共通課題とそれ以外にそれぞれの立場でご意見等いただきた

い。 
 
委員：まず 1 つ目は、第２次地域福祉計画が始まっているが、地域福祉計画の勉強会を実施したのか、

する予定はあるのか。それをしないと各計画の連携はとれないと思う。2 つ目は、「保健・福祉・医

療分 野の連携体制の強化」というところに、「介護」をいれてもらいたい。最後に、交通分野に

ついて引き続き検討を行ってもらいたい。 
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委員長：まず、地域福祉計画の勉強会を、各分野別計画の担当者に向けてということでよいかと思うが、

されたのかどうか、もしくはされる計画はあるのか。 
 
事務局：分野別計画の事務局とは理念を反映できるように打ち合わせを行っている。 
 
委員長：打ち合わせより共有を深めるような仕掛けを考えていないか。 
 
事務局：それぞれの分野別計画の事務局段階で連携を密にして、理念の共有を図るようにしている。だ

た、当然、勉強会はやっていかなくてはならないと考えている。 
 
委員長：地域福祉計画の理念を、各分野別計画にどのように反映させていくのかということで、委員の

皆様でそれぞれの立場から各分野別計画に関っている方もいらっしゃると思うが、ご意見等あれ

ば。 
 
委員：生涯学習推進大綱の後期基本計画の状況をもう少し詳しく説明してもらいたい。 
 
事務局：この大綱は、１０年計画である。来年度、２４年度から後期の５年間を実施する。策定の組織

としては、市の課長が集まり、「庁内検討会」を実施し、「推進委員会」へ諮っていく。 
 
委員：この分野に限ったことではないが、計画の進捗状況の開示はどのようにやっているのか。という

のは、委員として、ある程度分野別の動きを的確に把握しなくてはいけないと考えている。ホーム

ページなど何らかの方法で、各分野別計画の議論の流れを把握できる体制になっているのか。 
 
委員長：今の質問は、地域福祉計画の理念を各分野別計画に盛り込むことを了承していただいたとして、

各分野別計画の策定状況の中で、どのように反映されているのかということは確認できるのかと

いう質問であるが、事務局お願いします。 
 
事務局：開示については、委員会が終わった後、ホームページに各種計画の委員会・協議会の会議内容

の開示ということで開示している。 
 
委員長：いずれにしても、我々がここで、了承して「できるだけ積極的に理念を盛り込んで欲しい」と

いうことがどのように反映されるのかは、タイムスケジュール的にシビアであるので、その中で

我々が確認する方法があるのかどうか。事務局に検討していただくということでここまでよいか。 
 
委員長：「生涯学習推進大綱」については、勝本委員から進捗状況をお聞かせいただきたい。 
 
勝本委員：「生涯学習推進大綱の後期基本計画は来年度に向けて策定を進めているが、理念については、

地域福祉計画と共通できていると思っている。また、月１回公民館長と話をする機会を設けて

いる。ただ、理念については共通理解はできているが、どう実施していくかのところで、公民

館講座の中で、福祉教育の体系を作っていければと私は考えている。 
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委員長：ありがとうございます。具体的に地域福祉計画の内容が反映されるよう進めていくというお話

をいただいた。ぜひお願いしたい。 
 では、「地域福祉計画の理念をどのように反映させていくか」ということについて、事務局レ

ベル、推進本部レベルやプロジェクトレベル、それから各分野別計画の中でも、生涯学習推進大

綱のように順次盛り込んでいただいているということであるのが、推進委員会としても改めて積

極的な反映や理念の共有をお願いしたいという点について、皆様了承いただけるか。 
 
（異議なし） 
 
委員長：ありがとうございます。あと、「保健・医療・福祉」に介護を含めて考えていただきたいとい

うこと、また、交通について、部会の設置をお願いしたいとの意見でよいか。 
 
委員：はい 
 
委員長：では、「交通の部会」については、2 つ目の議事にまわさせていただき、「保健」医療・福祉」

に介護を加えることが必要とのご意見について、第２次地域福祉計画の策定で確定した内容であ

るので、プラスアルファの意見とし、推進委員会の総意ということにはしないほうがよいのでは

と考えるが、もう少し「保健・医療・福祉」に介護を加えるということのポイントをいただきた

い。 
 
委員：「介護」を付け加えるというのは、地域が高齢化する中で、見守りをする人も増えていく。私も

１０年くらい取り組んでいるが、これといった施策がでてこない。その中で、介護というのは大き

なキーワードになってくると思うのでぜひ介護をいれてもらいたいということ。 
 
委員長：ありがとうございます。 
 
部長：「保健・医療・福祉」に介護をいれたらどうかということであるが、基本的には、基本施策の中

で計画に位置づけていると考えている。一般的には、「介護」というと介護保険制度のことという

イメージがあるが、このことについては、適切な介護サービスの提供ということをうたっている。

介護ではない、支援や助け合いについては、他のところで位置づけているという解釈にしていただ

ければと考える。要するに、「保健・医療・福祉分野の連携体制の強化」という位置づけに加えて

いくのはどうかと考えている。 
 
委員：地域福祉計画は「市民の役割、事業者の役割、社協の役割、市の役割」があるのが大きな特徴で

あるので、少しでも分かりやすくという意味合いで提案した。ただ、皆さんがそこまでというので

あればこのままでよい。 
 
委員長：新しい委員の方々からのご意見をお伺いしたいがどうか。 
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委員：教えてもらいたいが、この計画は国の法に基づく計画であり、市で推進していくのに予算は国か

ら半分、県から１／４出ているのか。人件費などが膨らんできたときに出せる余裕があるのか。 
 
委員長：計画の財源的な話であるがどうか。 
 
部長：この地域福祉計画は、計画の中で事業を何かするのではなく、施策の方向性を示しているので、

国や県の予算がついていない。 
 
委員：例えば、施策の方向性を在宅にまわしていくとなると、それを支援する人間、マンパワーがたく

さん要る。ただ、その人たちはボランティアではない。であるので、どんどん人件費がかさむはず

である。よって、「案だけ出して結局は出来ないということになるのではということを聞きたい。 
 
部長：個別の計画には、事業はたくさんぶら下がっているので、それに対する事業費はある。人の問題

も、個々の計画に基づいた人の手当もたくさんかかっている。ただ、この地域福祉計画自体には、

進める上で、皆さんに寄っていただく事務的な経費くらいの予算ぐらいである。 
 
委員：国が１／２、県が１／４出すというのは上限があるのか。 
 
部長：国が１／２、県が１／４というと。 
 
委員：この地域福祉計画というのは、国の政策であり、必要経費が出来た場合には、予算があるという

ことですよね。 
 
部長：社会福祉法で市町村が地域福祉計画を作ることになっているが、それに対して国からいくら、県

からいくらという補助はない。 
 
委員長：ありがとうございます。質問等あるかと思いますが、順次進めながら意見をいただきたい。1

つ目の議題の「各分野別計画との理念の共有」というところについては了承いただくということ

でよいか。 
 
（了承） 
 
委員長：事務局で積極的に「理念の共有」をアピールしていただきたい。各委員の皆様にもそれぞれの

立場で反映よろしくお願いします。 
 理念をどのように推進していくかということで、推進委員会では部会の設置が出来ることにな

っている。年３回の推進委員会だけで把握することはなかなか厳しいと思いますので、具体的な

事項については、テーマ別部会を設けて、そちらで審議して、推進委員会へ報告するというしく

みを持っている。第２次の推進にあたって、「テーマ別部会」の設置を審議したい。 
 事務局から説明お願いする。 
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 （事務局説明） 
 
委員長：ありがとうございます。少し確認しますが、推進委員会に認められた機能として、「テーマ別

部会」を設置することが出来ますが、「テーマ別部会」ですべて議論できる訳ではないので、事

務局で「各種検討会」というものを立ち上げられるようになっている。市民参加をいただきなが

ら意見をいただく課題については、「テーマ別部会」で検討し、「各種検討会」では、専門職にも

入っていただきながら進めていくということです。 
 推進委員会の位置づけとしては、あらゆる部署からあがってきた地域福祉課題に対する推進や

評価というものを一旦、推進委員会のフィルターを通して、「これはテーマ別部会で検討しても

らおう」とか「各種検討会を新たに立ち上げよう」という形での交通整理が大きな役割である。

同時に、それぞれの進捗状況を評価していくという役割もある。 
 そのような中で、１回目の推進委員会として、まず立ち上げるべきテーマ別部会として、事務

局から３つの部会を提案していただいた。質問や意見を伺いたい。 
 
委員：理念は５つの柱があるが、そのうち３つを今回は集中的に部会を作って進めるということか。 
 
委員長：提案の意図について、事務局から補足説明をお願いする。 
 
委員長：１つは、優先順位をつけたということと思います。５つ理念があるのであるから、５つの部会

を最初から立ち上げるべきという意見は当然と思います。しかし、限られたメンバーの中でそれ

それ課題を掘り下げていくために、今年度３つの部会に集中して始めてはどうかという認識でよ

いか。 
 
事務局：補足いたします。５つの理念のうち、「新しい自治」の理念については、伊賀市全体で進める

理念であるが、地域福祉計画としても、理念の中に念頭に置きながら計画を推進していくという

ことで１つの柱としている。「協働の推進」の理念については、市民や各種団体との協働という

部分では、地域福祉計画を進める中でも欠かすことが出来ない理念であるということで１つの柱

としている。この２つの理念については、福祉の部分というより、市の行政計画として欠かすこ

とが出来ない理念であるということです。あとは委員長から補足していただいたとおりです。 
 
委員長：よろしいでしょうか。 
 
委員：質問する。まず、１点目として、「保健・医療・福祉の連携検討会」で議論した内容が委員会に

あがってくるが、「医療」はこの検討会では誰が入るのか。 
 
委員長：各種検討会、テーマ別部会を含めて、事務局として、構成員の案について、どこまで固まって

いるか。 
 
事務局：この「保健・医療・福祉の連携」については、どういう連携が必要であるのかという具体的に

連携をとる内容が何かというところがつかめていない状況である。その中で、まず、課題や連携
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の中身から検討していかなくてはならない現状である。 
 
委員：第 2 次計画が出来た段階で、医療を急遽付け足したという認識。推進委員になったから、医療も

含んでいるということではなく、フロー図を作った訳なので、この段階で医療というのはどういう

関係にあるのか明確にしておかなくてはならないと思う。連携という言葉だけでは意味がない。本

当に医療がこれから安心して住んで行くために必要であるということであれば、策定のときから参

加させてもらわないとおそらく、医療というのは付け足しになっていってしまうと思う。 
 慌てないので、検討会を立ち上げるのであれば、推進プロジェクトでしっかり検討して、きっち

り実践できるような考えを持っていただきたいと思います。 
 
委員長：ありがとうございます。推進委員会として心強い言葉をいただいた。各種検討会、テーマ別部

会の委員構成については、今後、詳細を詰めていく段階であり、どのような方に入っていただく

のかいいのかについても委員のご助言をいただきたいというのが事務局の思いではないかと思

いますので、代弁しておきます。 
 各種検討会については、今のところ、４つ立ち上げる計画をしているということで、その中に

「保健」医療・福祉」の連携検討会を立ち上げることになっているので、今いただいた意見を十

分に議論していただきたいし、計画は５年間あるので、持続可能な検討会の機能を模索していき

たいと考えています。 
 あと、交通の部会について、立ち上げるべきという意見がありましたが、この点についてどう

か。 
 
事務局：委員からご提案のあった「交通について部会が必要ではないか」という意見につきまして、市

民参加を得ながら議論していただいている場として、「いが移動送迎連絡会」という場でご検討

していただいていると思います。特に福祉交通や移動制約者のことについては、「安心生活部会」

の中で検討することになるのではないかと考えています。「安心生活部会」の中で、交通を特化

して検討していく必要があるとのことであれば、検討会として位置づけていかなくてはならない

と考えています。 
 
委員長：まず、いが移動送迎連絡会という議論の場が既に立ち上がっていて、自主的に動いている、機

能していることから、わざわざ推進委員会でテーマ別部会を別に設けて議論するより、自主的に

動いている組織の進捗を見守ろうというのが１つの意図です。もう１つは、「安心生活部会」の

中に交通に関しても含めるので、取り立てて課題検討が必要な場合にその中で議論できるのでは

ということです。この点、どうでしょうか。 
 
委員：そういうことであれば、安心生活部会の検討内容に交通問題を入れておけばよい。 
 
委員長：それでは、主な検討内容に「交通問題」を追加しておくということにします。推進委員会とし

ては、出来上がったものに目を通しながら、そこから意見を集約していくので、できるだけ丁寧

な資料作成に適宜尽力していただきたい。お気づきの点や質問等あればお伺いする。 
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委員：各種検討会について、何を持って専門になって、いつどんな形で始まるのか。 
 
委員長：各種検討会については、推進委員会が立ち上げるということではないが、推進委員会から出た

意見等も立ち上げに反映していただけると思うので、そのあたり、補足あれば説明お願いします。 
 
事務局：テーマ別部会や各種検討会へは、ぜひ推進委員の皆様へも参加していただきたいと思っている

ので、事務局から、後日、部会や検討会の参加についてお願いをさせていただきたいと思ってい

ます。 
 
委員長：ありがとうございます。今後、テーマ別部会、各種検討会の構成について、事務局で議論して

まいりたい。その中で、推進委員の皆さんの専門家のご進言もいただきたいと思っています。 
 
委員：資料５の推進テーマ別部会「福祉でまちづくり部会」の主な検討内容の「基盤支援の構築」の意

見はどういう意味か。 
 
委員長：詳細の内容は計画に盛り込まれていると思うが、事務局から説明お願いする。 
 
事務局：地域を支える拠点の充実と活動の場作りという意味合いで「基盤支援の構築」ということを考

えている。地域福祉活動を実践する基盤を支援していければということであり、福祉でまちづく

りという理念全般の基本施策をまとめて要約し、「基盤支援」という分かりにくい言葉にまとめ

てしまったということです。 
 
委員長：第２次地域福祉計画には３０の基本施策があり、それぞれ横断的な課題であるので、部会での

検討内容については、柔軟に対応してそれぞれの部会で議論していただきたい。 
 
委員：確かに部会ごとの境界は難しい。複数の部会に入ることは難しいので、情報共有が必要である。

そのシステムがきちっと出来ていれば心配ないが。 
 
委員長：部会の中で、横断的な課題があるという部分については、推進委員会で集約をする段階でも、

それぞれの部会に関わる委員の皆様にも共有できるよう丁寧に進めていきたいと思うし、その工

夫については、皆様のご意見をいただきながら進めていきたい。時間も迫ってきましたので、２

つ目の議題の「テーマ別部会の設置」について、「３つの部会を立ち上げる」ということで了承

いただけますでしょうか。 
 
（了承） 
 
委員長：ありがとうございます。では、今後柔軟に対応はしていきますが、第２次の推進としては、こ

の３つの部会を立ち上げさせていただくことにします。 
 
７．平成２３年度のスケジュールについて 
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委員長：予定の議事は終了しましたが、平成２３年度のスケジュールについて、事務局よろしくお願い

します。 
 
事務局：参考資料１をご覧ください。各テーマ別部会や各種検討会につきまして、参加をお願いする委

員の皆様には事務局からご案内をさせていただくということで、お示ししているスケジュールで

各テーマ別部会や各種検討会を進めていきたいと思っております。 
 推進委員会につきましては、評価をどうしていくのかということについて、事務局で検討し、

11 月の第２回の推進委員会でご提案させていただきたいと考えております。第３回目の推進委員

会は 2 月ごろに計画させていただきたいと思っております。2 回目、3 回目の日程につきまして、

お忙しい中集まっていただくことになるので、日にちを決めていただければと思っております。 
 
委員長：ありがとうございます。初年度ですので、なかなか要領を得ないが、年度末に事業の評価をす

る必要があります。そこで、11 月にまずその評価の方法について推進委員会でお諮りし、年度内

に評価をさせていただく。その評価を次年度以降に反映できるようなスケジュールを組んでいま

す。2 回目、3 回目の日時について、事務局から案はあるか。 
 
事務局：第 2 回は 11 月 15 日（火）に、第３回は２月 14 日（火）でどうかと考えています。 
 
委員長：時間はいずれも１９時から、今回と同じということでよいか。 
 
事務局：日中に開催させていただければと思っているが、皆さんの仕事の都合もあり、第 2 回、第３回

も午後７時からお集まりいただけたらと思っています。 
 
委員長：それでは、11 月 15 日（火）に 2 回目、2 月 14 日（火）に３回目で、時間はいずれも 19 時か

ら、場所はことらでよいでしょうか。 
 
事務局：場所については、改めてご案内の通知をさせていただきます。 
 
委員長：では、11 月 15 日と 2 月 14 日の開催でご了承いただけますでしょうか。 
 
（了解） 
 
委員長：よろしくお願いします。 
 
８ その他 
 
委員長：その他、事務局何かあるか。 
 
事務局：７／２（土）の「地域支え合い体制づくり研修会」の案内。 
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委員長：１回目の推進委員会、ありがとうございました。お疲れ様でした。 
 
 
（21：10 終了） 
 


