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第 1回 佐賀市地域福祉計画・地域福祉活動計画  

策定推進委員会 議事概要 

 

■日時： 平成２７年２月２４日（火）１５時００分～１７時００分 

■会場： ほほえみ館 ３階 ボランティア室 

■出席者： 

【委員】 田代 勝良（会長）、小城原 直、山田 義弘、大島 一紀、久野 絹子、 

松石 礼子、宮崎 一哉、谷口 仁史、吉田 榮治、池田 隆彦、小林 紀、 

池田 龍二、古賀 一菊、髙取 八束、村岡 美鈴 ※別添名簿参照 

【事務局】≪市≫  田中保健福祉部長、(福祉総務課)成富課長、牛島係長、前田、岩本 

     ≪社協≫石丸会長、白木事務局長、(地域福祉課)真崎課長、森木係長、渡邊主幹 

【傍聴者】なし 

 

 

■会議概要 

○事務局 

・資料の確認・説明 

 

１ 委嘱状交付 

○事務局 

・まず委嘱状の交付をする。「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」の２つの委員会の

委員の委嘱のため、佐賀市と市社協から交付する。略式での交付のため、代表者にのみ

交付する。代表で、委員名簿順で、小城原委員にお渡しする。（田中部長・石丸会長よ

り、代表の小城原委員へ委嘱状交付） 

 

２ 開会挨拶  

○田中部長 

・今年度は、校区社協、自治会、民生委員などの、地域に福祉の担い手が共に手を携えて、

地域にあった見守り体制づくりについて考えていただくきっかけとなるよう「地域見守

り懇談会」を、市社協と協力しながら実施した。これからも、地域住民同士が見守り、

支えあう活動の推進を図っていきたい。 

・本日の委員会では、地域福祉を取り巻く現状と課題、計画に掲げる各施策の進捗状況や

課題などを報告するので、委員の皆様から忌憚のない御意見をいただきたい。 

・今後とも地域福祉の推進に対し、皆様からのより一層のご協力をいただきたい。 

○石丸会長 

 ・活発な議論をぜひお願いしたい。 

○各委員 

（自己紹介） 

資料② 
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○事務局 

（事務局紹介） 

 

３ 策定委員会について 

○事務局 

本計画の策定推進委員会の設置について説明する前に、まず計画そのものについて説明す

る。 

○事務局 

・「資料①－２」、「地域福祉計画・地域福祉活動計画（概要版）」に基づき、地域福祉計画・

地域福祉活動計画について説明 

 

○事務局 

・「資料②、資料②－２」に基づき、計画の策定推進委員会の設置について説明 

・本計画を策定するにあたり、広く市民の皆さまの意見を求めるため「策定推進委員会」

を設置する。 

・委員会は、委員１８名以内で組織し、各種市民団体・有識者の方から委嘱する。 

・委員会には、会長・副会長、各１名を置き、互選により選出 

・会長には、会議の際、議長として進行等をしていただく 

・委員の任期は、平成２８年３月３１日まで 

○事務局 

・「資料③」に基づき、委員会の開催、計画の策定のスケジュールについて説明 

・委員会は、今回も含め、５回開催予定 

 ・平成２７年度のスケジュール（案）は、資料③のとおり 

・予算の検討時期もあるので、今年の 10月までには素案を固めていきたい。 

 ・そのため、議論の進め方によっては、委員会の回数が増える場合もある。その場合の予

備の委員会を８月に予定している。 

 

４ 会長・副会長の選出 

○事務局 

・会長・副会長の選任を行う。会長には、会議の際、｢議長｣として議事進行をお願いする。

副会長は、会長の補佐として、また、会長が欠席された際その職務を代行していただく。 

・どなたか会長・副会長の職を引き受けていただける方はいらっしゃらないか。 

○山田委員 

・新任の方も多いので、よろしければ第１期の計画からこの委員会の会長として関わって

こられた、田代委員にお願いするのはどうか。 

○事務局 

・事務局としても、第１期策定の時から会長をしていただいている、田代委員にお願いし

たいが、いかがだろうか。 
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○田代委員  

・私でよければ引き受けて構わないが、皆様の考えはどうか。 

  ＜拍手（異議なし）＞ 

○事務局 

・それでは、拍手をいただいたので田代委員に会長をお願いしたい。 

・引き続き、副会長の選任をお願いしたい。田代会長どなたか指名はないか。 

○田代委員 

・上野委員にお願いしたい。今日は欠席なので、上野委員の意向を確認して決定したい。 

○事務局 

・他の委員の皆様はどうか。 

  ＜拍手（異議なし）＞ 

 ・今回は上野委員欠席のため、事務局から委員会の意向として上野委員に打診したい。 

  それでは、田代委員には会長席に移っていただき、挨拶をお願いしたい。 

○田代会長 

・第３期の地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定推進委員会の会長に御指名いただいた。 

・皆さん御存知のように地域福祉とは非常に難しい課題である。地域とは佐賀市というこ

とになるが、佐賀市における地域福祉の課題をどう解決していくのかということ。地域

福祉計画では公助・共助・自助の最適な組み合わせを作っていくのが計画の趣旨である。

皆様ご承知のように、今年から介護保険も大きく変わり、地域の支えあい等の地域づく

りをどう進めていくのかが大きな課題となっている。特に、共助の部分を地域の中でど

う積み上げていくのか、高齢者の分野だけでなく、障がい者の分野や子育て支援におい

ても、今、特に強調されているところである。今回、地域福祉計画・活動計画を具体的

に策定していくにあたり、こういった点について、佐賀市としてはどう取り上げていく

のかというのが課題になってくる。佐賀市ならではの地域づくりをどう進めていくのか

ということを、計画の中で策定していくことになるが、皆様のご協力・ご意見が必要と

なるのでよろしくお願いしたい。 

 

３ 議題  

（１）会議の公開について 

○事務局 

・これから議題に入るので、田代会長に議事の進行をお願いする。 

○田代会長 

・議題（１）『会議の公開』について事務局から説明いただきたい。 

○事務局 

・会議については、佐賀市審議会等の会議の公開に関する規程に基づき、会議を公開する。 

・会議録については、佐賀市ホームページ等で公表するため、発言の際には、個人情報等

について、十分に留意してほしい。 

・議事概要については、軽微な字句等の間違いの修正につきましては、事務局に一任して
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いただくということで、お願いしたい。 

○田代会長 

・会議の公開について、事務局の提案のとおりでよろしいか。 

  ＜異議なし＞ 

・それでは会議の公開については事務局提案のとおりとする。 

  

（２）地域福祉を取り巻く現状と課題 

○田代会長 

・議題（２）『地域福祉を取り巻く現状と課題』について事務局より説明いただきたい。 

○事務局 

・【資料④】市民アンケートの実施概要の説明 

・【資料⑤】アンケート結果 概要説明 

・【資料⑥】アンケート分析結果についての説明 

・アンケートの結果に関して現場からの意見をいただきたい。 

○田代会長 

・アンケート分析結果等について何か意見をお願いしたい。 

○小城原委員 

・ボランティアの意義とはどういうことなのか。勧興地区は、ボランティアに参加している

者の割合が他の地区と比べてやや低い方という結果になっているが、勧興地区としては助

け合いをするのは当たり前にしている。向こう三軒両隣ということで班長が把握し、班長

から自治会、校区へという流れとなっていて、あえてボランティアという定義をしていな

いし、団体を作っていない。団体を作り固定化するとうまくいかない。固定化をするとボ

ランティアをする人の自分の時間がなくなりやめてしまう。アンケートではみなさんボラ

ンティアをどう捉えて回答しているのか、疑問である。何かしないとボランティアではな

いというのはおかしい、近所づきあいもボランティアになるのではないか。自治会から回

覧で案内等もしているが中々浸透しないというのが悩みである。ボランティアで話し相手

に行くと時間をとられ、負担が大きくなっており、もっと気軽にできる近所づきあいが、

ボランティアでも良いのではないか。 

○田代会長 

・ボランティアという言葉を市民がどのように捉えているのかということも考えて、このア

ンケート結果を見ていく必要があるのではないか。世代によっても違うが、回覧板などは

若い頃は大して目を通さずに回していたこともあった。周知をしていくことが難しい。 

○大島委員 

・資料⑥の P.12の記載では、「ボランティア活動」とは「自主的に参加する活動」であり「強

制的・義務的な活動」は含まないと記載してあるが、地域の川掃除は強制的・義務的な活

動ということになるのか。自主的に参加する活動というのは幅広く、捉え方によって変わ

るし、個人的に動くこともボランティアと言えると思うが、このアンケートを回答するの

は難しかったのではないだろうか。 
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○事務局（市） 

・具体的な例示を出せばもっと正確な数字が出たかと思われるが、１つは前回のアンケート

でも同じ問いがあり、そこに書き加えると数字が変わってくるということもあった。また

制度として行うボランティアと、向こう三軒両隣のようなボランティアと、区分した上

での推進というのもひとつの方向性ではないかと考えられる。 

○田代会長 

・住民活動というのは住民としての役割として果たしていかなければいけないところもある。

ボランティアも住民がやるべきこともあれば、純粋に人のためにするボランティアもあ

る。その線引きはとても難しいといえる。逆に線引きの必要性はあるのかと疑問でもあ

る。 

○池田隆彦委員 

・公民館では様々な行事があるが、ボランティアがいる。そしてヘルスメイト、民生委員が

いる。皆で行事をやっているが、ボランティアの人は「私はここまでしかできない」とい

う負担感をもっているのを感じる。しかし何もしないというわけにもいかないので、いま

は３者でやっていただいている状況である。 

○谷口委員 

・自分が 10 年以上市民活動をやってきた上で、変化が出てきたと感じることがある。熱心

な人は非常に熱心でプロ化しているところがある。法人化してみたり、団体も専門的な形

で活動をしており、一部の熱心な人はより熱心に活動をしている。一方で全く関わらない

という人も増えており、特に今の若い世代の中には距離感を持って熱心なことには関わ

りたくないと考え、あまり意欲のない人が増えている。その背景として、１つは今の教育

のあり方にあると思われる。例えば「知らない人にはついていくな」「声をかけられたら

逃げなさい」というように、今の若者たちは子どもの頃からそういうように育てられてき

た。実際に知らない地域で子どもたちに挨拶をすると不審がられることがある。そして、

最近報道されているようなセンセーショナルな事件などが起こっているのを見ると、ま

すます地域の中での関わりには注意が必要、余計な近所付き合いもしたくない、という

ことになる。そういったこともあり、今後ボランティア活動を地域の中で定着させ、地域

のつながりを回復させていくために必要なのが、先ほど申し上げた専門家など一定の問題

解決能力のある人達や団体をいかに地域の中に取り込んでいくのかというところを一つ

の視点としていれなくてはいけないと考える。なぜかというと、今の子どもたちの抱えて

いる問題の背景を見てみると複雑化かつ深刻化している。そうなると思いの世界の中で解

決できることが限られてきていて、下手に思いの強い人が関わると拒絶を生むようなこと

が起き、余計に関わりたくないということもある。そういったことも鑑みて、考えていく

必要がある問題ではないかと思われる。 

○田代会長 

・やはり世代の格差というものはある。会話やコミュニケーションがあれば少しずつ変わっ

ていく面もあるかと思うが。私も団地に住んでいるが、子どもたちに挨拶をしてもなかな

か返してくれない。諦めずに３回ほど言うとやっと返してくれる。そうやって少しずつ関
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わりができてくるものだと思うが、やはりお互いが努力していくことも大事なのかと思う。 

○小林委員 

・アンケート結果に出ているボランティア参加者が少ない地域を見たが、ボランティアグル

ープがある地域も多数ある。いまあるボランティアの方々が高齢化していて、だんだん縮

小化してきている。例えば地域で会食会などをすることだけがボランティアという固定観

念の中にいると、他のことがボランティアと気付けないのではないか。 

○山田委員 

・アンケートの結果を見ていて、ボランティア参加者数が日新校区は低い。私も日新校区で

民生委員をしているが、こんなに低いとは思わなかった。日新にはボランティア団体が多

数あって、様々な活動をされている。つまり自主的なものという文言に捉われて参加して

いると回答していないのではないかと思われる。この低い数値に驚いている。 

○田代会長 

・ボランティアの意味というものが充分に浸透していないという結果のように思える。今回

アンケート調査でいろいろな数字がでてきており、課題等出てきているが、この分析結果

をふまえて、今後の地域福祉計画を策定していく中で参考にしていくことになる。 

 

（３）第２期計画（平成２３～２７年度）の進捗状況について 

○田代会長 

・議題（３）『第２期計画（平成２３～２７年度）の進捗状況』について事務局から説明い

ただきたい。 

○事務局（市・社協） 

・計画の概要版 P4で、計画の体系の全体像を説明 

・資料⑦を基に、平成２６年度の進捗について、ポイントで説明 

※説明した事業 

・P36-1-1 自治会などへの支援（市） 

・P36-1-2 民生委員・児童委員への支援（市） 

・P36-1-6 福祉協力員の設置検討（市） 

・P36-2-2 高齢者ネットワーク台帳の整備（社協） 

・P36-2-3 緊急連絡カードの整備（社協） 

・P36-3-3 地域における協働活動の促進（社協） 

・P38-2-2 高齢者ふれあいサロン（社協） 

・P38-3-4 「障がい者の理解」のための方策検討（市） 

・P40-1-1 住民座談会の開催（社協） 

・P42-1-1 老人福祉センター および いこいの家運営（市） 

・P42-1-4 社会参加と生きがいづくりを目的に就労の場を斡旋（市） 

・P44-2-4 ひとり暮らし高齢者「愛の一声運動」（社協） 

・P44-2-6 地域で子どもを見守る活動（市） 

・P46-1-1 災害時要援護者避難支援対策事業（市） 
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・P46-2-2 自主防災組織の設立促進（市） 

・P46-2-3 消防団加入促進（市） 

・P48-2-2 ボランティア団体の活動支援（市） 

・P48-2-5 ボランティア養成講座（社協） 

・P48-3-1 「総合的な学習」での地域活動（市） 

・P50-1-1 地域福祉施策の推進 および 福祉部署の連携（市） 

・P50-2-1 福祉ワンストップサービス窓口の設置（市） 

・P52-2-2 福祉サービスの利用援助事業の促進（社協） 

 

○田代会長 

・このように幅広い分野で地域福祉に関する取組みがあるが、何か意見はあるか。 

○小城原委員 

・資料⑦P.10の「P46-1 要援護者の支援対策」についてだが、実施主体として民生委員・

児童委員となっているが、現在、民生委員・児童委員は女性が多い。自治会が手伝わない

と絶対にできない。そのため自治会と民生委員というのは連携を密にしてやっていかな

いと、地域の安心・安全というのは絶対に守られないと考える。自治会としてはそこに

重点を置いているので、そういうのも含めてやっていただきたい。 

・資料⑦P.15の「P52-2-1 成年後見制度の利用促進」についてだが、障がい者だけではな

く、足腰が弱っていて身の回りのことはできるが銀行までは行けないという方々も対象に

して事業をしてほしい。お金の扱いなどを嫌がる人もいるので、そういう人も含めて支援

をしてほしい。 

○事務局（社協） 

・「成年後見制度」に関して、足腰の弱い方などについては、成年後見よりももっと軽度と

いうことで、「あんしんサービス」という金銭管理のみを行うサービスを行っている。具

体的なサービスの中身としては、通帳と印鑑をお預かりして、月々のお金の管理をしてい

る。現在、市社協で取り扱っている方は、お金があるとすぐに使ってしまって管理ができ

ないという人が多く、それを計画的に支援するサービスとなっている。銀行に出向くこと

が出来ない人も相談をいただけたら、サポートすることはできる。契約を結んでいただき、

こういうところだけ社協がやります、というようにできる。契約能力のある方は「あんし

んサービス」、無い方は「成年後見制度」を利用してもらうというように区分けをしてい

る。 

○山田委員 

・災害時の要援護者の支援について、民生委員には女性が多く難しいということについてだ

が、日新校区では民生委員・児童委員の２４名のうち１６名が女性である。そのため自治

会の協力が絶対に必要ということで、昨年は阿蘇市、一昨年は長崎市で、民生委員と自治

会の合同研修会を行った。懇親会等では交流をすることができ、民生委員と自治会長が

顔見知りになる。参加した人がとても良かったという結果となり、そのような場を設ける

のはいかがだろうか。 
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○髙取委員 

・以前自治会の会長をしたことがあるが、自治会は地区の住民の情報を管理しているが、民

生委員は知っておられないので、結局、自治会が協力をしないと民生委員は活動ができ

ないということがある。また、官公庁からは個人情報は教えられないということもあり、

以前は民生委員が善意で知りたいと尋ねて来られた場合は教えていいのではという意見

になった。一方で、自治会長からすると教えてしまって何かあったら責任を問われると

いう意見もあった。 

・ボランティアの範囲や定義について、どこまでをボランティアといっていいのか、それに

ついても疑問に思っている。 

・高齢者のふれあいサロンと老人会と、どう違いがあるのかお聞きしたい。 

○田代会長 

・要援護者の支援については地域福祉計画の中に必ず入れなくてはいけないとなっており、

自治会と民生委員の協力関係についてもこれまでも論議を重ねてきた点ではある。このこ

とについて事務局から説明いただきたい。 

 

○事務局（市） 

・まず地域の中でいかに個人情報を共有するかという点についてだが、自治会では世帯人員

名簿を独自の取組みで収集し、地域住民の情報を把握されている。民生委員に対しては、

行政が６５歳以上の高齢者の方について３年に２回実態調査をして、その名簿と一緒に調

査票をお渡しして民生委員活動に役立てていただいている。また活動で得た情報を行政に

も返していただくという仕組みでやっている。その中で新たに６５歳以上の高齢者になら

れた方に連絡をしたいので、自治会に世帯人員名簿を見せてほしいと民生委員からお願い

をすることがある。これについては協力的に見せていただける自治会とそうでないところ

とあるが、引き続き行政からも協力のお願いをしていくというところである。 

・災害時要援護者名簿については、自治会と校区社協と、民生委員の３者に同じ情報をお渡

ししているが、これは本人の同意のもとに共有をさせていただいている。今後は法律の改

正により、行政からまず本人の同意をとって、地域の支援団体に情報をお渡しするという

流れになってきている。 

・サロン活動と老人会活動の違いについてだが、サロン活動は身体が弱ってきて引きこもり

がちな方を、元気な方に地域にひっぱってきてもらい主に公民館などで趣味の講座等をし

ながら、介護予防や身体を動かしたり交流をする活動となっている。地域によってはサロ

ン活動を見守りの場として活用されているところもある。老人クラブ活動は、例えば、友

愛ヘルプや見守りが必要な方の訪問等、どちらかと言えば社会的な活動を主に行っている

団体である。つまり、もちろん見守りという部分もあるが、地域の仲間同士の集まりが「サ

ロン活動」、社会的な見守りを意図して活動をしているのが「老人会」ということである。 

・ボランティアをどこまでの範疇かという質問だが、住民アンケートを作成する際も悩んだ

ところではある。恐らく地域で役を担われている方は、ほぼボランティアで活動をされて

いるが、例えば家の前の掃除をすることが果たして隣の人の役に立つだろうかといったと
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ころもあったので、今回は厳密にボランティアを定義して、アンケートを実施した。 

○事務局（社協） 

・今、ボランティアの範疇ということで様々な意見が出ているが、ボランティアという目的

をもって団体等に入り活動をされている方と、地域で手助けをする方と大きく２つに分か

れるのではないかと思う。どちらもボランティアとなると思うが、例えば自分の得意分野

があって地域の行事に参加することが目的を持ってやっているという意識がないため、ア

ンケートではこのような結果となったのではないか。目的を持ちつつ行う活動と、地域の

コミュニティの中でできる範囲でやる活動と、どちらもボランティアであると考えられる。

しかし、アンケートの項目として、どちらかという線引きをすると、このような回答結果

になるかと思う。 

○小城原委員 

・自治会と民生委員・児童委員についてだが、昨年度から民生委員・児童委員から自治会に

言ってもらったら、世帯票の名簿のコピーをとり、民生委員・児童委員にお渡ししている。

年度が終われば、回収して自治会全体で溶解処分を行っている。そのような仕組みを作っ

たので、民生委員から依頼があった場合は、世帯票を必ずお渡しするようにしている。 

○大島委員 

・やはり個人情報の問題が出てきてからは、お世話するほうとしては大変になっている。そ

の問題がネックになってきている。 

・ボランティアという言葉が出てきて、原則として無料奉仕だが、実際地域で揉め事も起き

ている。お世話にかかる費用をもらう「有償ボランティア」と、無料奉仕する「無償ボ

ランティア」と区分する時代にきていのではないだろうか。 

○田代会長 

・委員の中でもボランティアに対する考え方はそれぞれ違うようだが、市民はもっと分かり

づらいということもあるのではないか。この委員会を通じてボランティアの共通理解を深

めることも重要ではないか。この点の整理についても、今後委員の皆様には協力をお願い

したい。 

 

（４）「第３期計画（平成２８年～３２年度）の策定」について 

○田代会長 

・議題（４）「第３期計画（平成２８年～３２年度）の策定」について事務局から説明して

ほしい。 

○事務局（市） 

・資料⑧を使って、策定方針について説明 

・「第 2次佐賀市総合計画」と整合性をとる 

・関連分野の計画との整合性や連携をとる 

・災害対策基本法改正、地域防災計画に沿った、災害時要援護者事業の充実を図る 

・生活困窮者自立支援法制定に伴う生活困窮分野の取組みの充実を図る 

・地域コミュニティ（福祉分野）に関する取組みとの一体的推進を図る 
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○事務局（市） 

・今回は説明に時間を割いて委員の皆様のご意見を伺う時間が少なくなってしまったので、

今後の委員会でまたご意見をいただきたい。 

○田代会長 

・特に全体を含め質疑がなければ、議事はこれで終わりとし、進行を事務局に返す。 

 

○事務局（市） 

・谷口委員より、生活困窮分野について情報共有をしたいということで、配布資料の説明を

お願いしたい。 

○谷口委員 

・生活困窮分野の取り組みとして、佐賀市生活自立支援センターの取り組み、我々の活動の

紹介について、資料をお渡ししているので、後ほど参考までに御覧いただきたい。 

○田代会長 

・生活困窮者の内容についても、本計画に盛り込んでいかなければならないので、委員の皆

さんには読んでいただき、今後、意見を聞かせていただきたいと思っている。 

○谷口委員 

・この委員会での意見を、ぜひ今後の我々の活動にも活かしたいと考えているので、御意見・

御指導等よろしくお願いしたい。 

○事務局（市） 

・最後に保健福祉部長の田中より閉会の挨拶をする。 

○田中部長 

・本日は長時間にわたって議論いただき改めて感謝申し上げる。今後ともよろしくお願いし

たい。 

○事務局 

・年間スケジュールのところで説明したとおり、次回の開催は、平成２７年５月１９日（火）

14：00～16：00 を予定している。来年度のスケジュールは、火曜の午後を予定している

ので、御都合が悪い場合は、お早めに連絡をお願いしたい。 

・以上で、第１回の委員会を終了する。 


