
※誤字脱字、レイアウトの統一等については、省略しました。
※頁数の上段は12月25日時点にお送りした計画骨子案のページ数、下段（　）
は、今回お送りした計画素案のページ数です。

頁 ご　意　見　・　ご　提　案 回　答

① 「はじめに」の文章について・・・賛否両論になるのではないか。慎重な議論が必要 はじめには、市長、社協会長メッセージとします。

② 全般
文言・語句・漢字/ひらがな　等、表現を統一した方がよいのではないか。
　　・「いのち」か「命」、「障害」か「障がい」。

統一しました。
「障害」「いのち」「はぐくむ」「心」「支えあい」
「助けあい」

③ 全般

レイアウトに工夫を
・目次に工夫を。（項目が探しつらい）
・イラスト・イメージ図の内容が希薄な印象。
・抽象的な表現、重複表現が多い。
・字体は、ポップ体より明朝体がよいと思う。

・目次を細かくしました。
・イラスト・イメージ図については、工夫を重ねま
す。（パブリックコメント時点までに確定しない図は
掲載しないこととします。）
・地域福祉計画は、具体的な行動計画ではなく、地
域福祉推進のための瀬戸市としての考え方や方
向性を示す計画になります。そのため抽象的な表
現が多くなり、わかりにくい部分があると思います。
地域福祉活動計画をはじめとした福祉分野の行動
計画で具体的な事業については示していくことにな
ります。
・どの箇所を見ても伝えたいことが伝わるよう、あ
えて重複した表現を用いています。
・手に取りやすさ、見やすさを重視することから現
在の字体としています。

④ 全般
（全体として）専門用語が多いため、注釈が必要ではないか。
・アウトリーチ、地域包括ケアシステム、成年後見制度、学びキャンパスせと　など。

用語説明を掲載します。

⑤ 全般 「地域住民が主役」と思うが、その印象が薄い。 地域住民の文言を追記しました。

⑥ 全般 「地域課題」→「地域の困りごと」と置き換えた方が、柔らかい感じを受ける。 置き換えました。

⑦ 全般
文中「いきます。進めます。目指します。」「推進・促進・取り組みます」
　→計画のため、このような表現になると思うが、もう少し具体的な取り組み例を示すと
市民にわかりやすのではないか。

・地域福祉計画は、具体的な行動計画ではなく、地
域福祉推進のための瀬戸市としての考え方や方
向性を示す計画になります。そのため抽象的な表
現が多くなり、わかりにくい部分があると思います。
地域福祉活動計画をはじめとした福祉分野の行動
計画で具体的な事業については示していくことにな
ります。

⑧ 全般

地域懇談会で出た問題点や要望点を項目毎にまとめ、具体的な対応策を示すとよいと
思う。
　例：　各問題点に対し、対応部署を記載　（今後の展開方法の記載があるとよい）
　　　　　※市役所：何課・何部
　　　　　※社協：何チーム
　　　　　※地域：自治会、町内会、公民館、包括支援センター、民生委員・・・

地域懇談会で出た意見については、課題別にまと
め、関係部署に周知していきます。具体的な対応
策は、地域懇談会でいただいた意見のほか、統計
資料、公的な社会保障制度との関連、財源などを
踏まえながら考えていくことになるため、現時点で
は今回の計画や他の行動計画に明確に記載する
ところまでは難しいと考えております。

⑨ 全般
個人情報保護が蔓延し、地域のきずな・ふれあいを叫ぶも、過去への修復は困難と思
う。

ありがとうございます。
これまでに委員の皆様からいただいたご意見を抜
粋して計画の中に掲載してまいります。

⑩ 全般
様々な施策を計画し、その実行を、ボランティア、自治会、老人クラブなどにゆだねて
も、加入率が低迷している組織では満足な活動ができないのではないか。
どのように対応するのか。

すぐに効果の現われる対策はなかなか見つからな
いと思いますが、地域での支えあい、助けあいの
気持ちによりそいながら、地域福祉を推進するた
めの様々な取り組みを進めてまいります。

⑪ 全般
この計画について、どこが受付で、どのように相談したらよいかわからない。
一本化した窓口ですべての相談報告を受け、対応できる部署へつなげるシステムが必
要。さらに、その問題の処理について、関係者と共同で当たれることが必要。

地域福祉計画の策定は社会福祉課が行っていま
す。多様な地域の困りごとについて、一本化した窓
口のみで相談を受けることは難しいため、相談を
受けた各窓口や事業者が適切な機関へつなぐこと
ができる仕組みについて、福祉総合相談窓口を中
心に今後検討を進めてまいります。

⑫ 全般

福祉も啐啄同時（ニーズに応じた）施策が必要。無理に対象者を求める必要はない。
先ずは、自助（親子・親類縁者）・共助（地域内で仲良く・自分主義でなく）・公助
最近は、公助が第一に求められ、共助、自助の順になってしまった。先進国の中で、こ
れほど社会福祉の充実している国はない。（高福祉高負担の国を除く）本当に住みよい
街について、住民の意識調査を今一度実施するとよい）

ありがとうございます。第６次瀬戸市総合計画の中
間評価のための市民アンケートを実施する時の参
考とさせていただきます。

瀬戸市地域福祉計画　計画骨子案に関するご意見・ご提案　一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜地域福祉計画策定検討会議メンバー＞

資料１



頁 ご　意　見　・　ご　提　案 回　答

⑬ 全般 障害の分野で、「地域生活支援拠点」の明記は？
広い意味で、施策の方向性１の「障害者を支える
地域包括ケアシステムの構築」に含めています。

⑭ 1
【第１章】（P1）
１－１　「つながり」の表記は、印象づけるため、下線、太字、色文字としてはどうか

色文字としました。

⑮ 5
(11）

【第２章】　１　地域福祉推進の視点
（Ｐ5）　「地域のかけがいのない一人として暮らす」と「自立」・・文章の流れがつながって
いない。「自立」という言葉が、唐突。
　　→「暮らしていくことができるよう必要な環境を整える視点です。」

自立の言葉を使わず文章を整えました。

⑯ 7
(14）

【第２章】　３　基本方針　（P7)
ささえあい・つながる仕組みをつくる　→ここにも「地域住民」が入っていない。
・１行目　「地域だけで」→「個人や一機関だけでは」

地域住民の文言を追記しました。

⑰ 8
(15）

【第２章】　３　基本方針　「地域福祉推進のための環境づくり」
（Ｐ8）　「地域のかけがいのない一人として暮らす」と「自立」・・文章の流れがつながって
いない。「自立」という言葉が、唐突。
　　→「暮らしていくことができるよう必要な環境を整える視点です。」

自立の言葉を使わず文章を整えました。

⑱ 10
(19）

【第２章】　４　施策の方向性
（P10他）
「妊娠期とあるが、妊婦さんを意味するのであれば「妊産婦」がわかりやすい
　「子どもからお年寄り、妊産婦、障害や・・・」（１行目）。

すべての世代を支える地域包括ケアシステムの構
築としました。

⑲ 10
(19）

【第２章】　４－１
（P10）
　「『くらし』と『しごと』の全般に及んでいます。」
　　　　→　「くらし全般に及んでいます」でよいのでは。

暮らしとしました。

⑳ 11
(19）

「妊娠期・０歳からの地域包括ケアシステム」
　　→「妊娠期からの子育てを支える地域包括ケアシステム」ではどうか。

すべての世代を支える地域包括ケアシステムの構
築としました。

㉑ 11
(19）

「妊娠期」
　　→女性に限定されるイメージがある。パートナー（男性）や妊娠が望めない方、性同
一性障害の方へも配慮が必要ではないか。

すべての世代を支える地域包括ケアシステムの構
築としました。

㉒ 11
(20）

【第２章】　４　施策の方向性
（P11）（これからの取組み）
　地域包括ケアシステムの深化、推進とあるが、「深化」の基準は何か。

高齢者を対象とした「地域包括ケアシステム」につ
いて、これまでの取組みを更に深めながら、今後も
推進していくという意味で「深化」という言葉を使用
しています。

㉓ 11
(20）

【第２章】　４　施策の方向性
（P11）（これからの取組み）
　各分野で地域包括ケアシステムとあるが、地域福祉計画では一体的にとらえるものと
思うので、あえて、分けて記載する必要はないのではないか。「０歳から」にすべて集約
できるではないか。

すべての世代を支える地域包括ケアシステムの構
築を進めるためには、高齢者の地域包括ケアシス
テムを基礎として対象を広げていくという形で進め
ていく必要があると考えている事から、高齢者・障
害者についても掲載することとしました。

㉔ 13
(22)

【第２章】　４－２
（P13）（これからの取組み）　「福祉総合相談窓口の充実」
　（高齢者）→（高齢者支援）、など「○○支援」に統一
　仕事・生活自立相談窓口（自立）　→　（生活自立支援）。

支援の言葉を入れました。

㉕ 14
(22）

(P14）　「子育て総合支援センター」についての記述の変更

　→　　「子育て総合支援センター」に総合相談窓口を設置し、本市における子育て支援の中心
的役割を果たすとともに、相談内容に応じた適切な関係機関との連絡調整・協力体制がいっそ
う強化される仕組みを整えます。
　また、保育園等、市内のどこの相談窓口を利用されても必要な情報を提供できるマルチアクセ
ス相談機能の実現を目指します。

ご提案のとおり修正しました。

㉖ 14
(23)

【第２章】　４－２
（P14）（相談しやすい環境づくり）
　「民間事業者の例」とあるが、実施事業が記載されている。
　　→社会福祉法人、医療機関、NPO法人など。

文章で説明するにとどめ、例示は削除しました。

㉗ 15
(24)

【第２章】　４－３　（P15）　・図表6がわかりづらい。 図表については再考します。

㉘ 16
(25）

【第２章】　４－３
（P16）
　「生活困窮者自立支援事業の推進」のみ、他の項目と比較しても内容が具体的。
　他の項目が抽象的に感じる。

生活困窮者自立支援事業は、地域福祉計画に盛
り込む事項として国からの通知があります。
今後、包括的な支援体制を構築していくにあたって
も大きな役割を果たしていくと見込まれることから、
同事業の中で重点的に取り組んでいく２つの事業
について明記させたいただきました。



頁 ご　意　見　・　ご　提　案 回　答

㉙ 16
(25）

【第２章】　４－３
（P16）
・自立相談支援の充実、子どもの学習支援に加え、「社会資源の開発（インフォーマル
サービスを含む）」を追記してほしい。
・また、就労訓練事業の推進も具体的に明記してほしい。
・生活困窮者対策について、もう少し、具体的な記述が必要ではないか。（国からの通
知に盛り込む事項が記載されている）

他の施策の方向性とのバランスから、重点的に取
り組んでいく自立相談支援の充実と子どもの学習
支援に留めています。

㉚ 19
(27）

【第２章】　４－４　（P19）・図表7がわかりづらい。 図表については再考します。

㉛ 22
(31）

【第２章】　４－５　福祉教育、生涯学習の推進　（Ｐ22）
　福祉教育の対象が「子ども」である印象が強い。「大人」も対象である趣旨の文言を入
れるべきではないか。地域懇談会では、「障害を知らないからどうしてよいかわからな
い」という意見も多かった。「知る」という要素をもう少し盛り込んでもよいと思う。

「障害の理解を深める」項目を追加しました。

㉜ 24
(32）

【第２章】　４－６　災害時要援護者支援体制の整備
　Ｐ24図の「要援護者台帳」とＰ25の「災害時支援台帳は同じものか。

同じです。文章にあわせるよう、図表を修正しま
す。

㉝ 25
(33)

【第２章】　４－６　災害時要援護者支援体制の整備
（Ｐ25）福祉避難所の充実
　　→充実だけでなく、存在と活用方法の周知が重要。（市民はほとんど知らない）

文章を追加しました。

㉞ 25
(33)

「要援護者」、「要配慮者」、「要支援者」の整理、統一を。
　　　　（地域福祉計画、高齢者福祉計画、障害者福祉計画との整合も）

整理しました。

㉟ 25
(33)

【第２章】　４－６　災害時要援護者支援体制の整備
（Ｐ25中段）
　　「要援護者、要配慮者の情報共有」とあるが、支援台帳」とのちがいは何か。
　また、情報を共有できるものかどうか、確認が必要ではないか。

要配慮者に統一、ここで言う台帳は「災害時支援
台帳」です。項目を２つに分けず、1つにまとめまし
た。

㊱ 40
(68）

「障害者の状況」が身障者だけになっている。
ほかの障害者の推移も必要では。

知的障害、精神障害を加えました。

㊲ 44
(95)

（資料編　P44からの市民の意見）
　・アンケートの概要を掲載した方がよい。
　・今回実施のものか、他からの引用か、対象者数、年齢構成などを掲載すべき。
　　（意見が偏っている可能性あり）
　年齢構成補正がしてあれば、その旨も明記した方が信頼度があがる。

概要を記載しました。

㊳ 47
（－）

○資料編Ｐ４７
福祉サービスへの意見、高齢者福祉サービスが「充実している」が一番多く、しかしそ
のすぐ後に高齢者福祉サービスが「充実していると思わない」が2番目に多いという不
思議な現象。よくみると「わからない」と回答する人が少なかったとも読み取れるが。
高齢者福祉、健康に関する誰もがイメージしやすいものが良くも悪くもあがりやすく、障
害福祉や生活困窮など、わかりにくいもの、知られにくいものが、「わからない」回答が
半数近いことも併せて触れる事で、より実態がつかみやすいのではないか。

資料編に掲載するアンケート結果については再考
し、地域福祉の推進に関する内容を中心に掲載す
ることで整理しました。

㊴ 資料
アンケート：高齢者問題が半数をしめ、子供問題、障害者問題と続く。
　→子供は親が面倒をみるが、子供は親の面倒をみないことが、今の社会問題の根幹
と思う。

ありがとうございます。
これまでに委員の皆様からいただいたご意見を抜
粋して計画の中に掲載してまいります。


