
令和元年度尾張旭市地域福祉計画推進会議 会議録 

 

１ 開催日時 

  令和元年８月２７日（火）午後１時１５分から午後３時１５分まで 

２ 開催場所 

  尾張旭市役所南庁舎３階 ３０１会議室 

３ 出席構成員 

  松宮委員、森委員、宮島委員、秋田委員、若杉委員、丹羽委員（６人） 

４ 欠席構成員 

  山本委員、原田委員、武藤委員（３人） 

５ 傍聴者数 

  １人 

６ 出席した事務局職員 

  尾張旭市 健康福祉部長 竹内元康、福祉課長 加藤秀樹、 

福祉政策係長 廣岡 学、福祉課主事 﨑 和樹 

  社会福祉協議会 事務局長 若杉浩二、係長 森島一樹 

７ 議題等 

⑴ 進捗状況と内部評価の結果について 

⑵ 自由意見交換 

 

８ 会議の要旨 

１ はじめに 

福祉課長 本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にあり

がとうございます。 

定刻となりましたので、令和元年度尾張旭市地域福祉

計画推進会議を開催いたします。 

 議題に入りますまで、私福祉課長の加藤が司会進行を

務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

それでは、次第に従って始めてまいりたいと思います。

はじめに健康福祉部長の竹内元康よりごあいさつ申し上

げます。 

健康福祉部長 ≪あいさつ≫ 

福祉課長  本日の会議には、構成員９名のうち、６名の出席をい

ただいております。山本委員、武藤委員におかれまして

は、都合により欠席の旨の連絡をいただいております。 

原田委員におかれましては、欠席の連絡をいただいてお



りませんので、後ほどお越しになられるかと思います。 

福祉課長 ≪資料の確認≫ 

≪推進会議及び進捗管理方法について説明≫ 

≪会議の公開について説明≫ 

 それでは、次第２「議題」に移りたいと思います。本

日、会議資料として送付させていただきました本推進会

議の開催要綱第４条第２項の規定により、座長が会務を

総理することとなっておりますので、議題の進行につき

ましては、座長の松宮委員にお願いしたいと思います。 

 それでは松宮委員お願いします。 

２ 議題 

松宮座長  では、次第２の「議題」に沿って進めてまいります。 

（1）進捗状況と内部評価の結果について、資料が多いの

で、基本目標を５つに分けて、説明と質疑を行い、その

後、ご意見をいただければと思います。 

 その後、校区別アクションプランについて説明と質疑

応答を行いたいと思います。 

 それでは、基本目標１について、事務局より説明をお

願いします。  

事務局 ≪事務局より説明 ≫ 

松宮座長  ただいまの内容について、ご質問、ご意見はあります

か。 

森委員  自治会加入促進で、のぼり旗を購入したということで

すが、今年度と来年度はどのような取組をしていくので

すか。 

事務局  ３０年度はのぼり旗のセットを購入。その他に三郷小

学校と調整し、地域情報掲示板を新たに設置しました。

これは、地域の自治会、町内会が実施する活動の周知を

図ったり、地域の案内を行うのに小学校の中に張り出す

ことで地域とのつながりを小学生がもてるようにしまし

た。今年度はのぼり旗の劣化に伴い、各自治会６枚を９

校区それぞれで購入する予定をしています。地域情報掲

示板は設置予定はありませんが、小学生のうちから地域

とのつながりをもてるようにし、地域への愛着をもてる

ように今後取り組んでいきたいと聞いております。 

森委員  地域情報掲示板の設置は三郷小学校のみですか。 



事務局  一番最初は瑞鳳小学校が独自に行っていたもので、三

郷小学校でも試行的にやってみようということで行った

ものです。来年度以降、この取組を広げていきたい思い

があるとのことでした。 

丹羽委員  施策１-１-２で、広報おわりあさひへの町内会特集記

事を掲載し、自治会活動の周知を行ったとあります。広

報を毎号読んでいた印象としては町内会へ入りましょう

という記事はあったが、特集記事があったという記憶が

ありません。掲載するのであればもっと印象に残る掲載

の仕方が良いのではないでしょうか。 

事務局  ２０１９年３月１日号の広報で「もっと知って欲し

い！自治会・町内会の活動」の内容で掲載をしました。 

この特集記事のほかにも町内会へ入りましょうという記

事を掲載しています。 

丹羽委員  １回の掲載だと、該当号の広報を見なかった場合は伝

わらないので、１回だけというのは厳しいのかなと思い

ます。 

事務局  １回では徹底できていないという思いもありますが、

広報の紙面にも限りがあり頻繁の掲載は難しいと思いま

す。これ以外にも自治会活動時にのぼり旗を使用したり、

３月末の転入者が多い時期に各連合自治会長が市役所ロ

ビーで加入促進キャンペーンを実施しています。広報以

外でも自治会活動を通じてＰＲを図っています。 

松宮座長  尾張旭市の場合、９小学校区の加入率にばらつきがな

く、全域での加入率が同じくらいであったと思います。

転入者だけでなく、既に住んでる方で加入していない方

が多いのではと思います。転入者のみならず、既に住ん

でいる方への取組も実施してもらえるといいのではない

かと思います。 

若杉委員  サロンはどのような方が運営をしているのですか。サ

ロンの場とは、どのような場を指しているのか。 

事務局  尾張旭にはミニデイサービスを展開している団体があ

り、これらの団体が高齢者の集いの場として、朝にレク

リエーションを行い、ボランティアが作った食事を食べ、

午後にもレクリエーションを行い、１５時頃に帰るよう

な高齢者のサロンを実施しています。校区社協でも瑞鳳



校区では健康麻雀を使った高齢者サロン。白鳳校区では

年に４回程、拠点を変えつつ高齢者サロンを行っていま

す。場所は各公共施設を活用して実施しています。社協

においても、サロンを立ち上げるための助成を始め、サ

ロンを増やしていこうと努めています。一方で心に心配

のある障がいの方が集まる場が月に２回、渋川公民館で

行われてきましたが、開催をしていた団体が解散し、後

を継ぐ団体が現在ありません。社協のボランティアセン

ターとしても、精神ボランティア養成講座、精神福祉関

係のボランティア養成講座を行いましたが、なかなかそ

ういった方が集まってサロンを実施するまでに展開でき

ていないのが現状です。なんとか１ヶ所でも開催できる

ように努めていけたらと考えています。 

若杉委員  ボランティア団体の人数も減ってきているが、高齢化

が原因でしょうか。新しく始める方の勧誘や方法、手段

は何かありますか。 

丹羽委員  若い方に入ってもらいたいとずっと思っています。口

コミで誘うことが多く、若い方だと仕事などで時間が合

わないことが多いです。 

松宮座長  サロンで精神保健の分野は基本目標５でも心の健康相

談として大事になってきますので、サロンも貴重なもの

だと思います。再開できるよう努めていただければと思

います。 

松宮座長  それでは、次の基本目標２について、事務局より説明

をお願いします。 

事務局 ≪資料に基づき説明≫ 

松宮座長 ただいまの内容について、ご意見、ご質問などござい

ますか。 

松宮座長 市民活動支援センター登録団体会員数が大幅に減少し

たのは、会員数が多い団体の会員が減少したというとこ

に尽きると思いますが、何か理由があったのですか。 

事務局 団体との更新に向けた連絡はとっていたが、更新がさ

れなかったと聞いており、団体の意向もあったのではな

いかと考えています。 

松宮座長 基本目標１と同じように、高齢化が進み活動や団体数

が減ったりといった状況があるなかで対策や新たな養成



を進めていただいているが、それ以上に減っている状況

ですね。 

松宮座長  それでは、次の基本目標３について、事務局より説明

をお願いします。 

事務局 ≪資料に基づき説明≫ 

松宮座長 ただいまの内容について、ご意見、ご質問などござい

ますか。 

松宮座長  基本目標３の数値目標はすべて達成できています。特

に昨年からホームページの情報を充実させて情報提供が

進んだと思います。 

松宮座長  それでは、次の基本目標４について、事務局より説明

をお願いします。 

事務局 ≪資料に基づき説明≫ 

松宮座長 ただいまの内容について、ご意見、ご質問などござい

ますか。 

松宮座長 基本目標４に限りませんが、社協では人員体制上、専

任の職員を配置できないこともあり、Ｂ評価となってい

る取組があると思いますが、何らかの工夫で対応できる

のか、そもそもの人員を増やさないといけないものなの

かどうでしょうか。 

事務局 今いる人数でやりくりしているのが現状ですが、本来

いるべき職員の数でいえば、地域福祉担当で１人欠員が

生じています。すぐに補充すればといいということなの

でしょうが、様々な事情もあり補充が難しいです。包括

支援センターにおきましても、必要な資格をもった職種

の職員がいるわけですがこちらも確保が非常に難しいの

が現状です。財政的な面にも課題があり、こういったも

のが複合的になり厳しい状況にありますが、出来る限り

の努力をさせていただいています。 

若杉委員 友愛訪問活動に助成金を出しているということです

が、どういう形で助成金を出しているのですか。 

事務局 校区社協全体の運営助成金を出しており、その中の一

つに友愛訪問活動があるという形で助成しています。 

若杉委員 訪問した都度に申請するのではなく、一括して助成し

ているということですね。 

事務局  その通りです。 



松宮座長  それでは、次の基本目標５について、事務局より説明

をお願いします。去年、新しく追記した目標ですので、

今回初めて評価するものです。 

事務局 ≪資料に基づき説明≫ 

松宮座長 ただいまの内容について、ご意見、ご質問などござい

ますか。 

松宮座長 本目標は３月の推進会議時に追加で盛込むということ

でかなり議論いただいたものです。こういった形で動き

始めたので確認いただければと思います。 

松宮座長  それでは、次の校区別アクションプランについて、事

務局より説明をお願いします。 

事務局 ≪資料に基づき説明≫ 

松宮座長 ただいまの内容について、ご意見、ご質問などござい

ますか。 

松宮座長  Ｃ評価のものもありますが、やっていないというより

は条件的に出来ないことや協力体制が進んでないなど

様々な理由があるのかと思います。 

若杉委員  各校区ともよくやっていただいていると思います。座

長が言われたようにＣ評価は特別な事情があるもので、

それ以外の取組には全て着手しており、すごく努力して

いただいていると思います。 

松宮座長  出来ることは全て、最大限進めていただいているなと

思います。 

若杉委員  活動内容はすごく良いことだと思いますが、地域の

方々の目に見えているだろうか。参加されている方はし

っかりやれているが、無関心の方もいるだろうし、知ら

ない方もいるのではないかと思います。 

森委員  小学生のいる家庭の両親にどうやって参加していただ

くか。福祉のことを社協としてどうやって進めていくの

かも難しいところで、社協も委員の代替わりが出来ない

ということもあります。 

若杉委員  高齢者を大事にしてもらう取組が多いので、我々もよ

りもっと貢献していければと思います。 

宮島委員 城山校区では子供が参加するイベント時は、学校で昼

の時間に放送すると子供と一緒に親が参加するため、参

加率が良かったそうです。 



丹羽委員  サマーフェスタでも子供のボランティアを募集したと

ころ、何人か応募がありました。 

松宮座長  校長会を通じても子供の地域参加を促す形で周知など

しているのでしょうか。市町村によっては実施している

所もあるようですが。 

宮島委員  各校区で地域推進会議がありまして、そういった話も

出ています。 

松宮座長  そういった形でも子供と親といった若い世代が参加す

る可能性を広げいただいており、今後もやっていただけ

ればと思います。 

秋田委員  全体的に見て参加者数や回数が平成３０年度は２９年

度と比較して減少しているように思うが、何か原因があ

りますか。 

事務局  それぞれにおいて要因があると思います。各団体で一

生懸命やっていただいてきた方が高齢化に伴い、団体活

動の継続が難しいなどあると思います。会として何かの

役割を持って、運営をしていくべきと思いますが、それ

も難しくなっているのだと思います。ボランティアや地

域のための働ける方の数が減ってきているのかなと。こ

ういったことに対応するため、国も地域共生社会の実現

などやっているのかと思います。 

丹羽委員  団体で長や役職についた方が高齢化してきて、その方

が辞めるとなると、残った方たちが長などの役割をやり

きれず、解散という話につながっていると思います。役

職がついても、負担が増えないような仕組みが作れれば

後継者に引継ぎやすいと思いますが、普段の活動ではそ

こまでやりきれないので、何か良い方法を示していただ

ければと思います。 

 自治会長の集まりでも、良い事例を取りまとめたもの

があれば、じっくり見て考えやすいのかなと思います。 

森委員  それはまとめること自体、難しいかと思います。そも

そも誰がまとめるのか。校区社協でも新しいことを行う

のは大変で、何かをやめたら新しい事に取り組むという

形になります。他の良い事例があっても、誰がどうやる

かといった課題があります。 

若杉委員  各シニアクラブの会長へ伝えているのは、クラブ間の



レベルを引き上げず、各クラブの自主性を優先すること。

各クラブでやれることをやってもらうにしてもらってま

す。その代わり、解散しないよう伝えています。 

若杉委員  市民活動支援団体の登録人数についてですが、人数が

大きく変動したが、登録の方法だと思います。団体数が

変わらなければ、大きく変動することはないと思います

ので、登録方法を考えることが必要だと思います。 

 防災訓練の参加人数についても、前年に参加した人が

翌年度は出ないなどあるのではないかと思いました。 

 町内会は組織として出来ているが、その下の班がどう

活動しているか。年に数回、班毎の相談などがやりきれ

ておらず、活動に参加する人と不参加の人が出るのでは

ないでしょうか。 

松宮座長  イメージとしてマンションでごそっと加入していなか

ったり、点在して加入していなかったりですか。 

若杉委員  班長や会長が順番で回ってくるので、順番になると抜

けてしまうのが多いと思います。 

事務局  防災訓練についてですが、今年は開催日を 8月から 10

月の涼しい時期に変更します。その他、全小学校にチラ

シを配布し、参加を促すことを考えていると担当課に聞

いております。 

松宮座長  今までの話について、次期計画の策定にも関わってく

るもので、貴重な意見をいただきましたので推進に向け

てご留意いただければと思います。既に自由意見交換に

入っていますが、他にご意見はありますでしょうか。 

松宮座長  それでは、意見もないようですので、これで議題をす

べて終了します。議題の進行につきまして、ご協力いた

だきありがとうございました。議題が終了しましたので、

司会進行を事務局にお戻ししたいと思います。 

３ その他 

事務局 ≪次回開催時期等の連絡≫ 

福祉課長  以上を持ちまして令和元年度尾張旭市地域福祉計画推

進会議を閉会させていただきます。 

 長時間にわたり、ご協力いただきまして、ありがとう

ございました。 

 


