
 

 

☆☆☆☆「「「「地域福祉計画策定地域福祉計画策定地域福祉計画策定地域福祉計画策定にににに係係係係るるるるパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント」」」」についてのについてのについてのについての市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

    
本市本市本市本市ではではではでは、、、、地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画のののの策定策定策定策定にににに際際際際しししし、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画にににに対対対対するごするごするごするご意見意見意見意見をおをおをおをお

聴聴聴聴きするためきするためきするためきするため、、、、昨年昨年昨年昨年１２１２１２１２月月月月７７７７日日日日からからからから１２１２１２１２月月月月２８２８２８２８日日日日のののの期間期間期間期間におきましてにおきましてにおきましてにおきましてパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント

をををを実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

そのそのそのその結果結果結果結果、、、、５５５５人人人人のののの市民市民市民市民のののの方方方方からからからから地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画にににに対対対対するするするする「「「「ごごごご意見意見意見意見」」」」等等等等をををを頂戴頂戴頂戴頂戴いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

ごごごご協力協力協力協力いただきいただきいただきいただき、、、、誠誠誠誠にににに有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。    

いただきましたごいただきましたごいただきましたごいただきましたご意見意見意見意見につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては『『『『計画計画計画計画にににに反映反映反映反映したごしたごしたごしたご意見意見意見意見』、』、』、』、またまたまたまた計画計画計画計画にはにはにはには反映反映反映反映してしてしてして

いませんがごいませんがごいませんがごいませんがご意見等意見等意見等意見等にににに対対対対するするするする市市市市のののの回答回答回答回答としましてとしましてとしましてとしまして『『『『意見等意見等意見等意見等にににに対対対対するするするする市市市市のののの考考考考ええええ方方方方』』』』にににに分類分類分類分類しししし、、、、

公表公表公表公表させていただくことといたしましたさせていただくことといたしましたさせていただくことといたしましたさせていただくことといたしました。。。。    

市市市市といたしましてといたしましてといたしましてといたしましてはははは、、、、本計画本計画本計画本計画をををを福祉推進福祉推進福祉推進福祉推進のののの基本的指針基本的指針基本的指針基本的指針ととととしししし、、、、交野市交野市交野市交野市にににに住住住住むすべてのむすべてのむすべてのむすべての

人人人人々々々々がががが地域地域地域地域のなかでのなかでのなかでのなかで自分自分自分自分らしくらしくらしくらしく生生生生きることができるきることができるきることができるきることができる地域地域地域地域のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様、、、、福福福福

祉祉祉祉にににに携携携携わるわるわるわる関係機関関係機関関係機関関係機関、、、、団体等団体等団体等団体等とととと協働協働協働協働しししし、、、、推進推進推進推進していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

今後今後今後今後におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画にににに対対対対するごするごするごするご協力協力協力協力をどうかよろしくおをどうかよろしくおをどうかよろしくおをどうかよろしくお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げまげまげまげま

すすすす。。。。    

    

    
☆☆☆☆市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様からのごからのごからのごからのご意見等意見等意見等意見等        一覧一覧一覧一覧    

 
 

○○○○    地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画にににに反映反映反映反映したしたしたした意見意見意見意見            ＰＰＰＰ    １１１１～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ    ４４４４    

    

    

○○○○    意見等意見等意見等意見等にににに関関関関するするするする市市市市のののの考考考考ええええ方方方方                ＰＰＰＰ    ５５５５～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ１１１１２２２２    
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☆☆☆☆地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画にににに反映反映反映反映したしたしたした意見意見意見意見    
    

№№№№１１１１            

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻㌻㌻㌻：：：：ＰＰＰＰ１０１０１０１０））））    

計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけはははは、、、、交野市交野市交野市交野市総合計画総合計画総合計画総合計画をををを上位計画上位計画上位計画上位計画とすることにはとすることにはとすることにはとすることには理解理解理解理解できできできできますますますます。。。。    

但但但但しししし、、、、保健福祉分野保健福祉分野保健福祉分野保健福祉分野にあるにあるにあるにある高齢者保健福祉計画及高齢者保健福祉計画及高齢者保健福祉計画及高齢者保健福祉計画及びびびび第第第第３３３３期介護保険事業計画期介護保険事業計画期介護保険事業計画期介護保険事業計画、、、、第第第第２２２２次次次次

障害者障害者障害者障害者（（（（児児児児））））長期長期長期長期計画計画計画計画、、、、次世代育成支援行動計画次世代育成支援行動計画次世代育成支援行動計画次世代育成支援行動計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をををを図図図図りつつもりつつもりつつもりつつも個別個別個別個別のののの理念理念理念理念

計画計画計画計画とするとするとするとするとなっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの対象対象対象対象をををを地域地域地域地域にににに住住住住むすべてのむすべてのむすべてのむすべての人人人人々々々々のののの生活課題生活課題生活課題生活課題をををを対象対象対象対象とするととするととするととすると明記明記明記明記するするするする中中中中

でででで、、、、結局結局結局結局はははは個別計画個別計画個別計画個別計画となるととなるととなるととなると意味意味意味意味がががが不明不明不明不明のようにのようにのようにのように感感感感じられるじられるじられるじられる。。。。どのようにどのようにどのようにどのように整合性整合性整合性整合性をををを図図図図

るのかるのかるのかるのか、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく図式図式図式図式のののの明記明記明記明記がががが必要必要必要必要とととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        市市市市のののの基本基本基本基本をなすをなすをなすをなす総合計画基本構想総合計画基本構想総合計画基本構想総合計画基本構想はははは、、、、交野市交野市交野市交野市のののの施策施策施策施策のののの方針方針方針方針をををを示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。ごごごご

意見意見意見意見にもありましたにもありましたにもありましたにもありましたがががが、、、、現在福祉現在福祉現在福祉現在福祉にににに関関関関わるわるわるわる計画計画計画計画としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、第第第第２２２２次次次次障害者障害者障害者障害者（（（（児児児児））））

福祉長期計画福祉長期計画福祉長期計画福祉長期計画、、、、次世代次世代次世代次世代育成育成育成育成支援行動計画支援行動計画支援行動計画支援行動計画、、、、高齢者保健福祉計画高齢者保健福祉計画高齢者保健福祉計画高齢者保健福祉計画及及及及びびびび第第第第３３３３期期期期介護保険介護保険介護保険介護保険

事業計画事業計画事業計画事業計画等等等等がありますがありますがありますがあります。。。。これらのこれらのこれらのこれらの計画計画計画計画につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、当然当然当然当然、、、、法律及法律及法律及法律及びびびび総合計画総合計画総合計画総合計画のののの

趣旨趣旨趣旨趣旨にににに沿沿沿沿ったったったった計画計画計画計画でありでありでありであり、、、、行政計画行政計画行政計画行政計画（（（（公助計画公助計画公助計画公助計画））））としてそれぞれのとしてそれぞれのとしてそれぞれのとしてそれぞれの所管所管所管所管によりによりによりにより計画計画計画計画

をををを取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、推進推進推進推進していくこととなっていますしていくこととなっていますしていくこととなっていますしていくこととなっています。。。。    

        今回策定今回策定今回策定今回策定しますしますしますします地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、これらのこれらのこれらのこれらの行政計画行政計画行政計画行政計画（（（（公助計画公助計画公助計画公助計画））））をををを含含含含

めめめめ、、、、交野市交野市交野市交野市のののの福祉全般福祉全般福祉全般福祉全般をををを捉捉捉捉えたえたえたえた基本的理念基本的理念基本的理念基本的理念をををを掲掲掲掲げさせていただいていますげさせていただいていますげさせていただいていますげさせていただいています。。。。またまたまたまた、、、、地地地地

域域域域、、、、関係諸団体等関係諸団体等関係諸団体等関係諸団体等とととと市市市市のののの協働協働協働協働によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みによるみによるみによるみによる地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進のののの仕組仕組仕組仕組みづくりをみづくりをみづくりをみづくりを

掲掲掲掲げげげげ、、、、各行政計画各行政計画各行政計画各行政計画（（（（公助計画公助計画公助計画公助計画））））とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。そのそのそのその図式図式図式図式につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

はははは、、、、新新新新たにたにたにたに記載記載記載記載させていただきまさせていただきまさせていただきまさせていただきましたしたしたした。。。。    

     反映反映反映反映掲載掲載掲載掲載㌻㌻㌻㌻::::ＰＰＰＰ１１１１１１１１・・・・・・・・図式参照図式参照図式参照図式参照 

         

№№№№２２２２    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ１５１５１５１５））））    

ふれふれふれふれ合合合合いにいにいにいに満満満満ちたちたちたちた地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり（（（（住民参加住民参加住民参加住民参加のののの徹底徹底徹底徹底））））でででで、、、、何故何故何故何故、、、、行政計画行政計画行政計画行政計画のののの中中中中でででで住民参住民参住民参住民参

加加加加をををを徹底徹底徹底徹底されなければならないのされなければならないのされなければならないのされなければならないのでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか？？？？        

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        現在現在現在現在、、、、市市市市がががが行行行行っていっていっていっているるるる公的公的公的公的ななななサービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供ではではではでは、、、、支援等支援等支援等支援等をををを必要必要必要必要とするとするとするとする方方方方々々々々にきめにきめにきめにきめ

細細細細かなかなかなかな対応対応対応対応がががが平等平等平等平等にににに行行行行えないえないえないえない状況状況状況状況にありますにありますにありますにあります。。。。    

地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画はははは、「、「、「、「地域地域地域地域のののの助助助助けけけけ合合合合いによるいによるいによるいによる福祉福祉福祉福祉」」」」をををを推進推進推進推進するためするためするためするため、、、、一人一人一人一人ひとりのひとりのひとりのひとりの尊尊尊尊

厳厳厳厳をををを重重重重んじんじんじんじ、、、、人人人人とととと人人人人とのつながりをとのつながりをとのつながりをとのつながりを基本基本基本基本としてとしてとしてとして、、、、困困困困ったときにったときにったときにったときに助助助助けけけけ合合合合うううう「「「「顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる

関係関係関係関係づくりづくりづくりづくり」、」、」、」、おおおお互互互互いをいをいをいを認認認認めめめめ合合合合いいいい支支支支えあうえあうえあうえあう「「「「共共共共にににに生生生生きるきるきるきる社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり」」」」をををを目指目指目指目指すためすためすためすためのののの

計画計画計画計画ですですですです。。。。    
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地域地域地域地域でででで生活生活生活生活をををを営営営営まれているまれているまれているまれている方方方方々、々、々、々、地域地域地域地域をををを愛愛愛愛しておられるしておられるしておられるしておられる方方方方々々々々によるによるによるによる「「「「市民市民市民市民のののの福祉力福祉力福祉力福祉力」」」」

をおをおをおをお借借借借りしてりしてりしてりして、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進をををを図図図図っていただくことがっていただくことがっていただくことがっていただくことが、、、、地域地域地域地域でででで生活生活生活生活するするするする上上上上でのでのでのでの「「「「心心心心

のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい」「」「」「」「顔顔顔顔のののの見見見見ええええるるるる関係関係関係関係づくりづくりづくりづくり」」」」につながっていくとにつながっていくとにつながっていくとにつながっていくと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

このことからこのことからこのことからこのことから、、、、地域地域地域地域にににに住住住住むすべてのむすべてのむすべてのむすべての人人人人々々々々がががが等等等等しくしくしくしく、、、、そのそのそのその人人人人々々々々がががが望望望望むむむむ形形形形でででで交流交流交流交流できるできるできるできる

地域地域地域地域をつくれるようにをつくれるようにをつくれるようにをつくれるように、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民がががが主体的主体的主体的主体的にににに取取取取りりりり組組組組めるようにめるようにめるようにめるように支援支援支援支援するするするするためためためため地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉

計画計画計画計画のなかでのなかでのなかでのなかで「「「「地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進のののの担担担担いいいい手手手手」「」「」「」「ふれふれふれふれ合合合合いにいにいにいに満満満満ちたちたちたちた地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」とととと位置位置位置位置づけづけづけづけ

させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。    

なおなおなおなお、、、、表現表現表現表現につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、適切適切適切適切なななな表現表現表現表現にににに改改改改めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます。。。。    

反映反映反映反映掲載掲載掲載掲載㌻㌻㌻㌻::::ＰＰＰＰ１５１５１５１５････････ふれふれふれふれ合合合合いにいにいにいに満満満満ちたちたちたちた地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり（（（（住民参加住民参加住民参加住民参加のののの徹底徹底徹底徹底））））    

→→→→    ふれふれふれふれ合合合合いにいにいにいに満満満満ちたちたちたちた地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり（（（（住民参加住民参加住民参加住民参加のののの促進促進促進促進））））    

    

№№№№３３３３    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ２２２２３３３３～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ４７４７４７４７））））    

メインメインメインメインのののの記述記述記述記述「「「「地域地域地域地域のののの役割役割役割役割」」」」とととと「「「「市市市市のののの役割役割役割役割」」」」    

行政計画行政計画行政計画行政計画がががが地域地域地域地域のののの役割役割役割役割をををを描描描描くのはくのはくのはくのは「「「「強制強制強制強制」」」」ではないではないではないではないでしょうでしょうでしょうでしょうかかかか。「。「。「。「期待期待期待期待」」」」としてとしてとしてとして書書書書くくくく

のであればのであればのであればのであれば少少少少しはしはしはしは理解理解理解理解できできできできますますますますがががが。。。。「「「「やらされやらされやらされやらされ感感感感」」」」でやるものではなくでやるものではなくでやるものではなくでやるものではなく「「「「主体的主体的主体的主体的にやにやにやにや

っているっているっているっている」」」」ものとしてものとしてものとしてものとして位置位置位置位置づけていくのであればづけていくのであればづけていくのであればづけていくのであれば、、、、このようなこのようなこのようなこのような「「「「地域地域地域地域のののの役割役割役割役割」「」「」「」「市市市市のののの

役割役割役割役割」」」」というというというという整理整理整理整理はははは抵抗抵抗抵抗抵抗をををを強強強強くくくく感感感感じじじじますますますます。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

一般的一般的一般的一般的にににに福祉福祉福祉福祉というとというとというとというと高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉高齢者福祉、、、、障害者福祉障害者福祉障害者福祉障害者福祉、、、、児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉などなどなどなど支援支援支援支援のののの対象者対象者対象者対象者ごとにごとにごとにごとに

福祉福祉福祉福祉のののの分野分野分野分野がががが分分分分かれたかれたかれたかれたサービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

一方地域福祉一方地域福祉一方地域福祉一方地域福祉はははは、、、、地域地域地域地域というというというという場所場所場所場所にににに主眼主眼主眼主眼をををを置置置置きききき、「、「、「、「助助助助けけけけ合合合合いいいい・・・・支支支支えあいえあいえあいえあい・・・・ふれあいふれあいふれあいふれあい」」」」

といったといったといったといった地域地域地域地域でででで暮暮暮暮らすらすらすらす何何何何らかのらかのらかのらかの助助助助けやけやけやけや支援支援支援支援がががが必要必要必要必要なななな方方方方たちをたちをたちをたちを地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様のののの「「「「福祉心福祉心福祉心福祉心」」」」

のののの集集集集まりでまりでまりでまりで見守見守見守見守っていくことですっていくことですっていくことですっていくことです。。。。    

こうしたこうしたこうしたこうした中中中中、、、、地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様のののの「「「「福祉心福祉心福祉心福祉心」」」」をををを「「「「地域地域地域地域のののの福祉力福祉力福祉力福祉力」」」」としてとしてとしてとして集結集結集結集結していただきしていただきしていただきしていただき

福祉福祉福祉福祉のののの推進推進推進推進をををを図図図図っていくためっていくためっていくためっていくため、、、、公開公開公開公開させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました素案素案素案素案ではではではでは、、、、本来本来本来本来「「「「市市市市がががが行行行行うううう

役割役割役割役割」、」、」、」、地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様のののの福祉力福祉力福祉力福祉力をおをおをおをお借借借借りしてりしてりしてりして行行行行うううう「「「「地域地域地域地域のののの役割役割役割役割」」」」としてとしてとしてとして記載記載記載記載させていたさせていたさせていたさせていた

だきましただきましただきましただきました。。。。    

表現表現表現表現につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては改改改改めさせていただきますめさせていただきますめさせていただきますめさせていただきます。。。。    

反映反映反映反映掲載掲載掲載掲載㌻㌻㌻㌻::::    ＰＰＰＰ２３２３２３２３～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ４７４７４７４７・・・・・・・・「「「「地域地域地域地域のののの役割役割役割役割」」」」→→→→「「「「地域福祉力地域福祉力地域福祉力地域福祉力のののの活用活用活用活用」」」」    

「「「「市市市市のののの役割役割役割役割」」」」→→→→「「「「市市市市のののの活活活活動動動動」」」」        

    

№№№№４４４４    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ２４２４２４２４））））    

地域住民地域住民地域住民地域住民はははは地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉ののののプロプロプロプロではではではではありませんありませんありませんありません。。。。ボランティアボランティアボランティアボランティア精神精神精神精神のののの基基基基でででで行動行動行動行動しししし活動活動活動活動しししし

ていくこととなるとていくこととなるとていくこととなるとていくこととなると思思思思いますいますいますいます。。。。地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの担担担担いいいい手手手手はははは、、、、中間支援組織中間支援組織中間支援組織中間支援組織やややや市行政自身市行政自身市行政自身市行政自身にににに「「「「地地地地

域福祉域福祉域福祉域福祉ののののプロプロプロプロ」」」」をををを配置配置配置配置することもすることもすることもすることも重要重要重要重要でででですすすす。。。。住民任住民任住民任住民任せではいけないせではいけないせではいけないせではいけないとととと考考考考えますえますえますえます。。。。    
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【【【【回回回回    答答答答】】】】    

わたしたちがわたしたちがわたしたちがわたしたちが住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる地域地域地域地域にはにはにはには、、、、一人暮一人暮一人暮一人暮らしのおらしのおらしのおらしのお年寄年寄年寄年寄りりりり、、、、子育子育子育子育てにてにてにてに悩悩悩悩むむむむ親親親親、、、、障障障障がががが

いいいいのあるのあるのあるのある人人人人などなどなどなど、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの「「「「支支支支ええええ」」」」をををを必要必要必要必要としているとしているとしているとしている方達方達方達方達がおられますがおられますがおられますがおられます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、わわわわ

たしたちがたしたちがたしたちがたしたちが住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる地域地域地域地域がががが「「「「だれもがだれもがだれもがだれもが思思思思いあいいあいいあいいあい・・・・ともにともにともにともに支支支支えあえるえあえるえあえるえあえる・・・・ふれあいにふれあいにふれあいにふれあいに満満満満

ちちちちたまちたまちたまちたまち」」」」をををを望望望望んでおられますんでおられますんでおられますんでおられます。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、行政行政行政行政からのからのからのからのサービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供だけではだけではだけではだけでは

なくなくなくなく、、、、地域地域地域地域のののの人人人人たちがたちがたちがたちが相互相互相互相互にににに助助助助けけけけ合合合合いいいい、、、、支支支支ええええ合合合合うことがうことがうことがうことが必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
地域地域地域地域のののの人人人人たちをはじめたちをはじめたちをはじめたちをはじめ、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアなどのなどのなどのなどの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが「「「「助助助助けけけけ合合合合えるえるえるえる地域社会地域社会地域社会地域社会のののの実現実現実現実現

のののの担担担担いいいい手手手手」」」」としてとしてとしてとして、、、、各関係各関係各関係各関係機関機関機関機関とととと力力力力をををを合合合合わせわせわせわせ、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが住住住住みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でいきいきとしでいきいきとしでいきいきとしでいきいきとし

たたたた生活生活生活生活をををを送送送送れるようにれるようにれるようにれるように活動活動活動活動していただくことがしていただくことがしていただくことがしていただくことが、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進につながっていきまにつながっていきまにつながっていきまにつながっていきま

すすすす。。。。    
しかししかししかししかし、、、、市市市市としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、ごごごご意見意見意見意見にもありますようににもありますようににもありますようににもありますように福祉福祉福祉福祉のののの担担担担いいいい手手手手をををを地域地域地域地域のののの方方方方々々々々だだだだ

けにおまかせするわけではございませんけにおまかせするわけではございませんけにおまかせするわけではございませんけにおまかせするわけではございません。。。。地域地域地域地域のののの方方方方々々々々のののの助助助助けけけけ合合合合いいいい支支支支えあうえあうえあうえあう福祉心福祉心福祉心福祉心ををををココココ

ーディネートーディネートーディネートーディネートしていくしていくしていくしていく人材人材人材人材をををを発掘発掘発掘発掘しししし、、、、育成育成育成育成していかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

計画計画計画計画にもにもにもにも記載記載記載記載しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、多様多様多様多様なななな福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動をををを活用活用活用活用したしたしたした支援支援支援支援システムシステムシステムシステムづくりをづくりをづくりをづくりを構築構築構築構築

していくしていくしていくしていく考考考考えですえですえですえです。。。。    
反映反映反映反映掲載掲載掲載掲載㌻㌻㌻㌻::::ＰＰＰＰ５０５０５０５０・・・・・・・・（（（（５５５５））））多様多様多様多様なななな福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動をををを活用活用活用活用したしたしたした支援支援支援支援システムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり    

    

№№№№５５５５    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】    

多様多様多様多様なななな活動団体同士活動団体同士活動団体同士活動団体同士のののの交流交流交流交流についてについてについてについて、、、、既既既既にににに交野市交野市交野市交野市ではではではでは数年前数年前数年前数年前からからからから毎月毎月毎月毎月１１１１回回回回、、、、ラウンラウンラウンラウン

ドテーブルドテーブルドテーブルドテーブルがあるのにそれをがあるのにそれをがあるのにそれをがあるのにそれを事例事例事例事例にもいれないなんてにもいれないなんてにもいれないなんてにもいれないなんて、、、、謙虚過謙虚過謙虚過謙虚過ぎませんかぎませんかぎませんかぎませんか。。。。ラウラウラウラウンドンドンドンド

テーブルテーブルテーブルテーブルをををを基本基本基本基本としてとしてとしてとして、、、、もっともっともっともっともっともっともっともっと分野分野分野分野ごとでもごとでもごとでもごとでも、、、、活用活用活用活用してもいいとしてもいいとしてもいいとしてもいいと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    

ララララウンドテーブルウンドテーブルウンドテーブルウンドテーブルのののの実績実績実績実績をつなげていくためにもをつなげていくためにもをつなげていくためにもをつなげていくためにも改善改善改善改善もももも必要必要必要必要かもしれませんがかもしれませんがかもしれませんがかもしれませんが、、、、地域地域地域地域

単位単位単位単位やややや分野分野分野分野ごとでもできればすばらしいとごとでもできればすばらしいとごとでもできればすばらしいとごとでもできればすばらしいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        ラウラウラウラウンドテーブルンドテーブルンドテーブルンドテーブルはははは課題課題課題課題のののの共有共有共有共有とととと情報交換情報交換情報交換情報交換のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな活動活動活動活動をしているをしているをしているをしている

人人人人やややや何何何何かをしたいとかをしたいとかをしたいとかをしたいと思思思思っているっているっているっている人人人人などなどなどなど、、、、様様様様々々々々なななな人達人達人達人達がががが同同同同じじじじテーブルテーブルテーブルテーブルにににに対等対等対等対等なななな立場立場立場立場にににに着着着着

いていていていて、、、、課題課題課題課題をををを共有共有共有共有しししし、、、、情報情報情報情報をををを交換交換交換交換するするするする場場場場ですですですです。。。。人人人人とととと情報情報情報情報ネットワークネットワークネットワークネットワークによるによるによるによる、、、、のののの一手一手一手一手

法法法法としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけられていますづけられていますづけられていますづけられています。。。。    

計画計画計画計画のののの中中中中でででで、、、、市市市市のののの活動活動活動活動としてとしてとしてとして「「「「各種活動団体同士各種活動団体同士各種活動団体同士各種活動団体同士がががが連携連携連携連携をををを図図図図れるれるれるれる交流交流交流交流のののの場場場場づくりへづくりへづくりへづくりへ

のののの支援支援支援支援」」」」とととと記載記載記載記載させていただいていますさせていただいていますさせていただいていますさせていただいています。。。。今後今後今後今後、、、、交流交流交流交流のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、市民市民市民市民のののの方方方方、、、、あるいあるいあるいあるい

はははは団体等団体等団体等団体等からからからから地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉についてについてについてについてラウンドテーブルラウンドテーブルラウンドテーブルラウンドテーブルのののの希望希望希望希望があればがあればがあればがあれば、、、、福祉福祉福祉福祉まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの

一環一環一環一環としてとしてとしてとしてラウンドテーブルラウンドテーブルラウンドテーブルラウンドテーブルをををを活用活用活用活用していくしていくしていくしていく考考考考えですえですえですえです。。。。    

反映反映反映反映掲載掲載掲載掲載㌻㌻㌻㌻::::ＰＰＰＰ４４４４９９９９・・・・・・・・（（（（２２２２））））地域地域地域地域とのとのとのとの協働体制協働体制協働体制協働体制のののの構築構築構築構築    
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№№№№６６６６    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ３４３４３４３４））））    

総合的総合的総合的総合的なななな相談体制相談体制相談体制相談体制についてについてについてについて、、、、市市市市、、、、社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会、、、、各種相談機関各種相談機関各種相談機関各種相談機関、、、、住民組織住民組織住民組織住民組織、、、、校区校区校区校区

福祉委員会福祉委員会福祉委員会福祉委員会とととと一体化一体化一体化一体化したしたしたした、、、、中学校区単位中学校区単位中学校区単位中学校区単位ににににワンストップワンストップワンストップワンストップ的的的的なななな相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口があればいいのがあればいいのがあればいいのがあればいいの

ですがですがですがですが、、、、たらいまわしにならないのではたらいまわしにならないのではたらいまわしにならないのではたらいまわしにならないのでは。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        市市市市やややや社会福祉協議会等社会福祉協議会等社会福祉協議会等社会福祉協議会等のののの民間機関民間機関民間機関民間機関においてにおいてにおいてにおいて、、、、各種各種各種各種相相相相談談談談がががが行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。市民市民市民市民アンケアンケアンケアンケ

ートートートートによるとによるとによるとによると、、、、安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らすことができるらすことができるらすことができるらすことができる福祉福祉福祉福祉のありのありのありのあり方方方方としてとしてとしてとして、、、、身近身近身近身近なななな地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける

相談相談相談相談のののの場場場場づくりやづくりやづくりやづくりや各種専門機関各種専門機関各種専門機関各種専門機関をををを紹介紹介紹介紹介したしたしたした情報情報情報情報をををを入手入手入手入手できるできるできるできる窓口窓口窓口窓口のののの設置設置設置設置などがなどがなどがなどが求求求求められめられめられめられ

ていますていますていますています。。。。    

        住住住住みなれたみなれたみなれたみなれた地域地域地域地域でででで、、、、支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする市民市民市民市民のののの方方方方々々々々がががが自立自立自立自立したしたしたした生活生活生活生活をををを送送送送ることができることができることができることができ

るようるようるようるよう、、、、またまたまたまた、、、、困困困困ったときにすぐったときにすぐったときにすぐったときにすぐ相談相談相談相談ができるようができるようができるようができるよう、、、、今後今後今後今後、、、、総合的総合的総合的総合的なななな相談体制相談体制相談体制相談体制づくりづくりづくりづくり

のののの推進推進推進推進をををを図図図図っていくとともにっていくとともにっていくとともにっていくとともに、、、、地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンターやややや地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンターをはをはをはをは

じめとするじめとするじめとするじめとする関係機関関係機関関係機関関係機関やややや地域地域地域地域にあるにあるにあるにある多様多様多様多様なななな福祉活動団体福祉活動団体福祉活動団体福祉活動団体等等等等とととと相互相互相互相互につないでいけるにつないでいけるにつないでいけるにつないでいけるココココ

ミュニティミュニティミュニティミュニティーソーシャルワーカーーソーシャルワーカーーソーシャルワーカーーソーシャルワーカーのののの確保確保確保確保とととと育成育成育成育成をををを図図図図っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    
反映反映反映反映掲載掲載掲載掲載㌻㌻㌻㌻: : : : ＰＰＰＰ３４３４３４３４～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ３５３５３５３５（（（（１１１１））））重層的重層的重層的重層的・・・・総合的総合的総合的総合的なななな相談体制相談体制相談体制相談体制のののの整備整備整備整備        

ＰＰＰＰ５０５０５０５０・・・・・・・・（（（（５５５５））））多様多様多様多様なななな福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動をををを活用活用活用活用したしたしたした支援支援支援支援システムシステムシステムシステムづくりづくりづくりづくり    
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☆☆☆☆    意見等に対する市の考え方 

    

№№№№１１１１    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：全般全般全般全般））））    

計画全般計画全般計画全般計画全般にににに「「「「協働協働協働協働」」」」というというというという表現表現表現表現がよくがよくがよくがよく使使使使われていわれていわれていわれていますますますますがががが、、、、行政行政行政行政としてのとしてのとしてのとしての協働協働協働協働をどのをどのをどのをどの

ようにようにようにように位置位置位置位置づけているのかづけているのかづけているのかづけているのか明記明記明記明記すべきすべきすべきすべきだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。「「「「きょうどうきょうどうきょうどうきょうどう」＝「」＝「」＝「」＝「協働協働協働協働、、、、共同共同共同共同、、、、

協同協同協同協同、、、、パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ」」」」などとあなどとあなどとあなどとありますがりますがりますがりますが、、、、そのそのそのその中中中中であえてであえてであえてであえて「「「「協働協働協働協働」」」」というというというという字字字字をををを使使使使

っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、しっかりしっかりしっかりしっかりとととと考考考考えをえをえをえを明記明記明記明記すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うううう。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        「「「「共同共同共同共同」」」」・・・・・・・・二人以上二人以上二人以上二人以上のののの人人人人がががが仕事仕事仕事仕事をををを一緒一緒一緒一緒にすることにすることにすることにすること。。。。    

「「「「協同協同協同協同」」」」・・・・・・・・力力力力をををを合合合合わせてわせてわせてわせて一一一一つのつのつのつの仕事仕事仕事仕事をすることをすることをすることをすること。。。。    

「「「「パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ」」」」・・・・・・・・共同共同共同共同でででで仕事仕事仕事仕事などをするときのなどをするときのなどをするときのなどをするときの相手相手相手相手。。。。    

「「「「協働協働協働協働」」」」はははは、、、、協協協協・・・・・・・・力力力力をををを合合合合わせるわせるわせるわせる。。。。働働働働・・・・・・・・仕事仕事仕事仕事をするをするをするをする、、、、活動活動活動活動するするするする。。。。となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画のののの推進推進推進推進をををを図図図図るにはるにはるにはるには、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々々々々のののの力力力力、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの方方方方々々々々のののの力力力力、、、、関係関係関係関係

団体等団体等団体等団体等のののの力力力力といったといったといったといった、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの「「「「福祉心福祉心福祉心福祉心」」」」のののの集集集集まりがまりがまりがまりが「「「「福祉力福祉力福祉力福祉力」」」」となりとなりとなりとなり、、、、「「「「心心心心のふのふのふのふ

れあいれあいれあいれあい」「」「」「」「顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる関係関係関係関係づくりづくりづくりづくり」」」」によるによるによるによる地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進がががが図図図図れることとなりますれることとなりますれることとなりますれることとなります。。。。    

このここのここのここのことからとからとからとから、「、「、「、「福祉心福祉心福祉心福祉心」」」」をををを持持持持たれているたれているたれているたれている全全全全てのてのてのての方方方方々々々々とととと市市市市がががが力力力力をををを合合合合わせわせわせわせ、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが住住住住

みみみみ慣慣慣慣れたれたれたれた地域地域地域地域でいきいきとしたでいきいきとしたでいきいきとしたでいきいきとした生活生活生活生活をををを送送送送れるれるれるれる活動活動活動活動をををを行行行行うことがうことがうことがうことが、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進につにつにつにつ

ながっていくというながっていくというながっていくというながっていくという意味意味意味意味からからからから、「、「、「、「協働協働協働協働」」」」のののの言葉言葉言葉言葉をををを使用使用使用使用させていただいていますさせていただいていますさせていただいていますさせていただいています。。。。    
    

№№№№２２２２    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：全般全般全般全般））））    

連携連携連携連携もももも協働協働協働協働とととと同様同様同様同様にににに多多多多用用用用していしていしていしていますがますがますがますが、、、、連携連携連携連携とはとはとはとは上下関係上下関係上下関係上下関係ではなくではなくではなくではなく、、、、水平関係水平関係水平関係水平関係でつでつでつでつ

ながっていくものだとながっていくものだとながっていくものだとながっていくものだと思思思思ううううのですのですのですのですがががが。。。。連携連携連携連携とはとはとはとは何何何何なのでしょうなのでしょうなのでしょうなのでしょうかかかか。。。。連携連携連携連携はははは軸軸軸軸になるとになるとになるとになると

こがないとこがないとこがないとこがないと連携連携連携連携はははは困難困難困難困難ではではではではないでしょうかないでしょうかないでしょうかないでしょうか。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画はははは、、、、地域地域地域地域のののの福祉力福祉力福祉力福祉力をおをおをおをお借借借借りしてりしてりしてりして「「「「心心心心のふれのふれのふれのふれあいあいあいあい」「」「」「」「顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる関係関係関係関係づづづづ

くりくりくりくり」」」」によりによりによりにより地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進をををを図図図図っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを目的目的目的目的としていますとしていますとしていますとしています。。。。そのそのそのその担担担担いいいい手手手手としとしとしとし

ましてましてましてまして地域住民地域住民地域住民地域住民、、、、住民自治組織住民自治組織住民自治組織住民自治組織（（（（区長会区長会区長会区長会やややや自治会等自治会等自治会等自治会等）、）、）、）、ボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体、、、、社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉

法人法人法人法人などのなどのなどのなどの方方方方々々々々やややや団体団体団体団体がががが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    

支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする、、、、またまたまたまた必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる方方方方々々々々ののののニーズニーズニーズニーズのののの多様性多様性多様性多様性、、、、かつかつかつかつ地域性地域性地域性地域性もももも考考考考えらえらえらえら

れれれれ、、、、それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが同一同一同一同一のののの支援等支援等支援等支援等ではないこともではないこともではないこともではないことも考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。このこのこのこの様様様様なななな中中中中でででで、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ

のののの立場立場立場立場においてにおいてにおいてにおいて共通共通共通共通のののの認識認識認識認識やややや支援支援支援支援へのへのへのへの方法方法方法方法などなどなどなど情報交換情報交換情報交換情報交換はははは、、、、必要不可欠必要不可欠必要不可欠必要不可欠なこととなこととなこととなことと考考考考ええええ

られますられますられますられます。。。。    

当然当然当然当然、、、、ごごごご意見意見意見意見にありますようににありますようににありますようににありますように、、、、連携連携連携連携をををを行行行行うにはうにはうにはうには軸軸軸軸がががが必要必要必要必要とととと考考考考えまえまえまえますすすす。。。。やはりやはりやはりやはり、、、、連連連連

携体制携体制携体制携体制のののの軸軸軸軸はははは、、、、市並市並市並市並びにびにびにびに社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会がががが窓口窓口窓口窓口とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    



 

 6

№№№№３３３３    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：全般全般全般全般））））    

市市市市のののの役割役割役割役割でよくでよくでよくでよく「「「「支援支援支援支援」」」」とありますがとありますがとありますがとありますが、、、、このこのこのこの計画策定後計画策定後計画策定後計画策定後、、、、地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画をををを推進推進推進推進してしてしてして

いくためにいくためにいくためにいくために、、、、市市市市はどうなるのですかはどうなるのですかはどうなるのですかはどうなるのですか。。。。    

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会にににに地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画をををを作作作作らせてらせてらせてらせて市市市市のののの支援支援支援支援はははは終終終終わりですかわりですかわりですかわりですか。。。。    

支援支援支援支援のののの姿姿姿姿をこのをこのをこのをこの計画計画計画計画にににに載載載載せてほしいですせてほしいですせてほしいですせてほしいです。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉におけるにおけるにおけるにおける最大最大最大最大のののの目標目標目標目標はははは、、、、行政行政行政行政とととと住民住民住民住民等等等等のののの方方方方々々々々のののの協働協働協働協働にににによよよよるるるる福祉福祉福祉福祉コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

作作作作りとりとりとりと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    
交野市交野市交野市交野市にににに住住住住むむむむ人人人人々々々々がががが安心安心安心安心してしてしてして住住住住みみみみ続続続続けていくためにはけていくためにはけていくためにはけていくためには、、、、福祉福祉福祉福祉コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティづくりをづくりをづくりをづくりを進進進進

めていくとともにめていくとともにめていくとともにめていくとともに、、、、地域地域地域地域とととと行政行政行政行政がそれぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれ連携連携連携連携しししし合合合合いいいい、、、、地域地域地域地域にににに応応応応じたじたじたじたセーフティーネセーフティーネセーフティーネセーフティーネ

ットットットットのののの構築構築構築構築がががが重要重要重要重要となとなとなとなってきまってきまってきまってきますすすす。。。。    
市市市市におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、このこのこのこの計画計画計画計画でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが効果的効果的効果的効果的かつかつかつかつ継続的継続的継続的継続的にににに行行行行われているかどうわれているかどうわれているかどうわれているかどう

かをかをかをかを点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価していくしていくしていくしていく責任責任責任責任がありがありがありがあり、、、、地域地域地域地域ののののセーフティーセーフティーセーフティーセーフティーネットネットネットネットづくりをづくりをづくりをづくりをサポートサポートサポートサポートしししし、、、、

各関係機関及各関係機関及各関係機関及各関係機関及びびびび団体等団体等団体等団体等がががが連携連携連携連携をとれるをとれるをとれるをとれる体制体制体制体制づくりもづくりもづくりもづくりも行行行行っていくっていくっていくっていく義務義務義務義務がありますがありますがありますがあります。。。。    
計画策定後計画策定後計画策定後計画策定後におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、計画推進計画推進計画推進計画推進にににに伴伴伴伴うううう予算予算予算予算、、、、またまたまたまた進捗進捗進捗進捗がががが困難困難困難困難なななな事案等事案等事案等事案等がががが発生発生発生発生しししし

たたたた場合場合場合場合におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、市市市市のののの関係部署関係部署関係部署関係部署とのとのとのとの連携連携連携連携をををを行行行行いいいい、、、、計画推進計画推進計画推進計画推進がががが図図図図っていけるっていけるっていけるっていける体制体制体制体制づづづづ

くりをくりをくりをくりを行行行行っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    
    

№№№№４４４４    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：ＰＰＰＰ１２１２１２１２））））    

自主的自主的自主的自主的なななな計画計画計画計画としてとしてとしてとして地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画がががが考考考考えられるとしてもえられるとしてもえられるとしてもえられるとしても当事者当事者当事者当事者のののの社会福祉協社会福祉協社会福祉協社会福祉協

議会議会議会議会でででで地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画をををを予定予定予定予定しているようなしているようなしているようなしているようなアナウンスアナウンスアナウンスアナウンスがががが聞聞聞聞こえてこえてこえてこえてきませんきませんきませんきません。。。。地域地域地域地域

福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画ができてからができてからができてからができてから取取取取りりりり組組組組むのむのむのむのでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        現在策定中現在策定中現在策定中現在策定中のののの地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画はははは、、、、市民市民市民市民・・・・福祉団体福祉団体福祉団体福祉団体などがそれぞれのなどがそれぞれのなどがそれぞれのなどがそれぞれの役割役割役割役割のなかでのなかでのなかでのなかで「「「「おおおお

互互互互いにいにいにいに力力力力をををを合合合合わせるわせるわせるわせる」」」」関係関係関係関係をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、地域地域地域地域ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの福祉福祉福祉福祉のののの推進推進推進推進をしていくためのをしていくためのをしていくためのをしていくための共通共通共通共通

理念理念理念理念やややや仕組仕組仕組仕組みをつくるみをつくるみをつくるみをつくる計画計画計画計画ですですですです。。。。    

        このこのこのこの地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画のののの理念理念理念理念のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指すためのすためのすためのすための計画計画計画計画としてとしてとしてとして、、、、地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画のののの策策策策

定定定定がががが必要必要必要必要となりますとなりますとなりますとなります。。。。このこのこのこの活動計画活動計画活動計画活動計画につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、現在現在現在現在、、、、社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会においてにおいてにおいてにおいて

策定中策定中策定中策定中ですですですです。。。。    

    

№№№№５５５５    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：ＰＰＰＰ１２１２１２１２））））    

民間団体民間団体民間団体民間団体によるによるによるによる福祉活動福祉活動福祉活動福祉活動のののの行動計画行動計画行動計画行動計画としてとしてとしてとして地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画をををを位置位置位置位置づけているのづけているのづけているのづけているの

にににに、、、、社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会のののの活動計画活動計画活動計画活動計画としてとしてとしてとして地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画をををを位置位置位置位置づけるのづけるのづけるのづけるのですですですですかかかか？？？？    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    
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社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会はははは、、、、地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画のののの根拠法根拠法根拠法根拠法であるであるであるである社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法においてにおいてにおいてにおいて、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推推推推

進進進進をををを図図図図るるるる中核中核中核中核的的的的なななな位置位置位置位置づけづけづけづけがありがありがありがあり、、、、地地地地域域域域のののの様様様様々々々々なななな福祉福祉福祉福祉課題課題課題課題やややや福祉福祉福祉福祉ニーズニーズニーズニーズにににに則則則則したしたしたした事業展事業展事業展事業展

開開開開をををを行行行行うことによりうことによりうことによりうことにより地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉をををを推進推進推進推進しししし、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる福祉福祉福祉福祉のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを推推推推

進進進進することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としたとしたとしたとした組織組織組織組織ですですですです。。。。    
現在現在現在現在、、、、社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会によりによりによりにより「「「「地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画」」」」がががが策定中策定中策定中策定中ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの活動計活動計活動計活動計

画画画画につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市市市市がががが策定策定策定策定するするするする福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画のののの理念理念理念理念をををを受受受受けけけけ、、、、地域地域地域地域福祉福祉福祉福祉のののの推進推進推進推進をををを目指目指目指目指すたすたすたすた

めめめめのののの具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが記載記載記載記載されますされますされますされます。。。。    

今後今後今後今後、、、、福祉福祉福祉福祉のののの推進推進推進推進につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進をををを図図図図るるるる中核中核中核中核的組織的組織的組織的組織としてのとしてのとしてのとしての立場立場立場立場かかかか

らららら市市市市とととと協働協働協働協働しししし、、、、福祉福祉福祉福祉のののの推進役推進役推進役推進役をををを担担担担っていくこととなりますっていくこととなりますっていくこととなりますっていくこととなります。。。。    

    
№№№№６６６６    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ１２１２１２１２））））    

計画目標計画目標計画目標計画目標のののの推進推進推進推進についてについてについてについて、、、、１８１８１８１８年度年度年度年度からからからから５５５５年間年間年間年間のののの計画計画計画計画となっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、、、、年度展開年度展開年度展開年度展開

をををを明確明確明確明確にすべきとにすべきとにすべきとにすべきと思思思思いますいますいますいます。。。。    
【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画はははは、、、、地域地域地域地域でででで支支支支ええええ合合合合いやいやいやいや助助助助けけけけ合合合合いといったいといったいといったいといった、、、、市民市民市民市民のののの福祉力福祉力福祉力福祉力によるによるによるによるボランボランボランボラン

ティアティアティアティア活動活動活動活動をををを位置位置位置位置づけるとともにづけるとともにづけるとともにづけるとともに、、、、市民市民市民市民やそれぞれのやそれぞれのやそれぞれのやそれぞれの団体等団体等団体等団体等がそれぞれのがそれぞれのがそれぞれのがそれぞれの役割役割役割役割のののの中中中中でででで、、、、

おおおお互互互互いがいがいがいが力力力力をををを合合合合わせるわせるわせるわせる関係関係関係関係をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、地域地域地域地域でででで支支支支えるえるえるえるセーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットづくりをづくりをづくりをづくりを目指目指目指目指
すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進のためののためののためののための理念理念理念理念やややや仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを明示明示明示明示するするするする計画計画計画計画ですですですです。。。。    

        既存既存既存既存のののの福祉福祉福祉福祉にににに関関関関わるわるわるわる行政計画行政計画行政計画行政計画としましてとしましてとしましてとしまして、、、、第第第第２２２２次次次次障害者障害者障害者障害者（（（（児児児児））））福祉長期計画福祉長期計画福祉長期計画福祉長期計画、、、、次世次世次世次世

代代代代育成育成育成育成支援行動計画等支援行動計画等支援行動計画等支援行動計画等がありますがありますがありますがあります。。。。本計画本計画本計画本計画はははは、、、、それらのそれらのそれらのそれらの行政計画行政計画行政計画行政計画（（（（個別福祉計画個別福祉計画個別福祉計画個別福祉計画））））をををを
包括包括包括包括するするするする計画計画計画計画でもありでもありでもありでもあり、、、、またまたまたまた行政計画行政計画行政計画行政計画（（（（個別福祉計画個別福祉計画個別福祉計画個別福祉計画））））のののの目的目的目的目的もあることからもあることからもあることからもあることから、、、、年度年度年度年度

展開展開展開展開についてのについてのについてのについての記載記載記載記載はいたしておりませんはいたしておりませんはいたしておりませんはいたしておりません。。。。    

        なおなおなおなお、、、、本計画本計画本計画本計画のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを受受受受けけけけ、、、、社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会でででで策定策定策定策定されるされるされるされる地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画におきにおきにおきにおき
ましてはましてはましてはましては、、、、個別事業毎個別事業毎個別事業毎個別事業毎のののの年度展開年度展開年度展開年度展開がががが明示明示明示明示されますされますされますされます。。。。    
    

№№№№７７７７    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：ＰＰＰＰ２２２２２２２２））））    

福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育＝＝＝＝学校教育学校教育学校教育学校教育、、、、社会教育社会教育社会教育社会教育だけだけだけだけでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。表現表現表現表現をををを広義広義広義広義にににに捉捉捉捉えてもらいたいえてもらいたいえてもらいたいえてもらいたい。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育はははは、、、、福祉福祉福祉福祉とととと教育教育教育教育がががが連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働してはじめてしてはじめてしてはじめてしてはじめて可能可能可能可能となるとなるとなるとなる取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。それそれそれそれ

ぞれのぞれのぞれのぞれの専門分野専門分野専門分野専門分野をををを尊重尊重尊重尊重しししし、、、、互互互互いにいにいにいに影響影響影響影響しししし合合合合いながらいながらいながらいながら双方双方双方双方のののの目的目的目的目的をををを合致合致合致合致させていくことさせていくことさせていくことさせていくこと

がががが必要必要必要必要とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。学校学校学校学校・・・・教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会・・・・市市市市・・・・社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会・・・・福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設・・・・教育施教育施教育施教育施

設設設設・・・・各種団体各種団体各種団体各種団体・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティアなどのなどのなどのなどのそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの立場立場立場立場でででで福祉福祉福祉福祉についてについてについてについて考考考考ええええ、、、、かつかつかつかつ行動行動行動行動しししし

ていくことがていくことがていくことがていくことが、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉をををを推進推進推進推進していくしていくしていくしていく重要重要重要重要なななな取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    
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№№№№８８８８    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：ＰＰＰＰ２２２２２２２２））））    

国国国国のほうでゆとりのほうでゆとりのほうでゆとりのほうでゆとり教育教育教育教育のののの見直見直見直見直しがありしがありしがありしがあり、、、、総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習もももも見直見直見直見直しししし削減削減削減削減のののの動動動動きがあきがあきがあきがありまりまりまりま

すすすす。。。。学校教育学校教育学校教育学校教育におけるにおけるにおけるにおける福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育をゆとりをゆとりをゆとりをゆとり教育教育教育教育やややや総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習のののの恩恵恩恵恩恵恩恵のようにのようにのようにのように明記明記明記明記するするするする

とととと、、、、削減削減削減削減・・・・見直見直見直見直しがすすめばしがすすめばしがすすめばしがすすめば福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育のののの位置位置位置位置づけはづけはづけはづけはどうなるのでしょうかどうなるのでしょうかどうなるのでしょうかどうなるのでしょうか。。。。学校学校学校学校教育教育教育教育

のののの中中中中におけるにおけるにおけるにおける福祉教育福祉教育福祉教育福祉教育のののの重要性重要性重要性重要性をもっとをもっとをもっとをもっと違違違違うううう角度角度角度角度からもからもからもからも論論論論じてほしいじてほしいじてほしいじてほしいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

公立学校公立学校公立学校公立学校ではではではでは、、、、教育課程教育課程教育課程教育課程のののの基準基準基準基準としてとしてとしてとして示示示示されているされているされているされている学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領にににに基基基基づいてづいてづいてづいて義務義務義務義務

教育教育教育教育をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。 
    平成平成平成平成14年度年度年度年度よりよりよりより実施実施実施実施されているされているされているされている現学習指導要領現学習指導要領現学習指導要領現学習指導要領ではではではでは、「、「、「、「総合的総合的総合的総合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間」」」」がががが

新設新設新設新設されされされされ、、、、各学校各学校各学校各学校がががが、、、、地域地域地域地域やややや学校学校学校学校、、、、児童児童児童児童････生徒生徒生徒生徒のののの実態等実態等実態等実態等にににに応応応応じてじてじてじて、、、、横断的横断的横断的横断的・・・・総合的総合的総合的総合的

なななな学習学習学習学習やややや児童児童児童児童････生徒生徒生徒生徒のののの興味興味興味興味・・・・関心等関心等関心等関心等にににに基基基基づくづくづくづく学習学習学習学習などなどなどなど創意工夫創意工夫創意工夫創意工夫したしたしたした教育活動教育活動教育活動教育活動をををを行行行行うううう

ものとされていますものとされていますものとされていますものとされています。。。。国際理解国際理解国際理解国際理解、、、、情報情報情報情報、、、、環境環境環境環境、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・健康等健康等健康等健康等がそのがそのがそのがその課題課題課題課題としてとしてとしてとして示示示示ささささ

れていますれていますれていますれています。。。。各学校各学校各学校各学校ではではではでは、、、、現在現在現在現在、、、、自然体験自然体験自然体験自然体験ややややボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動などのなどのなどのなどの社会体験社会体験社会体験社会体験をををを取取取取

りりりり入入入入れれれれ、、、、学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領にににに示示示示されているされているされているされている限限限限られたられたられたられた授業時間授業時間授業時間授業時間のののの中中中中でででで様様様様々々々々なななな活動活動活動活動にににに取取取取りりりり組組組組

んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。 
    

№№№№９９９９    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：ＰＰＰＰ２３２３２３２３～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ４７４７４７４７））））    

市市市市のののの役割役割役割役割としてとしてとしてとして、、、、どこのどこのどこのどこの部局部局部局部局がががが主体部局主体部局主体部局主体部局なのかをなのかをなのかをなのかを明記明記明記明記すべきすべきすべきすべきだとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

市市市市のののの施策施策施策施策はははは、、、、交野市総合計画基本構想交野市総合計画基本構想交野市総合計画基本構想交野市総合計画基本構想によりによりによりにより方針方針方針方針やややや方向性方向性方向性方向性をををを示示示示しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

このこのこのこの総合計画基本構想総合計画基本構想総合計画基本構想総合計画基本構想をををを受受受受けけけけ、、、、またまたまたまた法律法律法律法律のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに沿沿沿沿ってってってって各行政計画各行政計画各行政計画各行政計画がががが作成作成作成作成されていされていされていされてい

ますますますます。。。。各行政計画各行政計画各行政計画各行政計画はははは、、、、計画計画計画計画をををを扱扱扱扱うううう担当部署担当部署担当部署担当部署やややや計画計画計画計画のののの内容内容内容内容をををを実行実行実行実行するするするする担当部署担当部署担当部署担当部署によりによりによりにより事事事事

務事業務事業務事業務事業をををを遂行遂行遂行遂行していくこととなしていくこととなしていくこととなしていくこととなりますりますりますります。。。。    

地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画はははは、、、、既存既存既存既存のののの福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画やこれからやこれからやこれからやこれから策定策定策定策定されるされるされるされる新新新新たなたなたなたな福祉福祉福祉福祉にににに関関関関わるわるわるわる計画計画計画計画をををを

総合計画基本構想総合計画基本構想総合計画基本構想総合計画基本構想やややや法律法律法律法律のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに沿沿沿沿ったったったった形形形形でででで、、、、交野市域交野市域交野市域交野市域のののの福祉全般福祉全般福祉全般福祉全般のののの推進推進推進推進をををを行行行行うううう上上上上でででで

のののの「「「「理念理念理念理念」」」」とそのとそのとそのとその「「「「仕組仕組仕組仕組みみみみ」」」」をををを確立確立確立確立するためのするためのするためのするための計画計画計画計画ですですですです。。。。    

計画計画計画計画のののの推進推進推進推進にあたるにあたるにあたるにあたる担当部署担当部署担当部署担当部署はははは、、、、福祉福祉福祉福祉にににに携携携携わるわるわるわる市市市市のののの各関係部署各関係部署各関係部署各関係部署となりとなりとなりとなり、、、、計画計画計画計画のののの推進推進推進推進

状況状況状況状況についてはについてはについてはについては、、、、地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画のののの活動活動活動活動のののの進捗進捗進捗進捗とととと整合性整合性整合性整合性をををを図図図図りつつりつつりつつりつつ点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価をををを行行行行

っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

    
№№№№１１１１００００    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ㌻：Ｐ２６２６２６２６～Ｐ～Ｐ～Ｐ～Ｐ２８２８２８２８））））    

地域地域地域地域のふれあいについてのふれあいについてのふれあいについてのふれあいについて、、、、声声声声かけかけかけかけ・・・・見守見守見守見守りなどりなどりなどりなど地域地域地域地域のののの高齢者対策高齢者対策高齢者対策高齢者対策もももも制度制度制度制度などのなどのなどのなどの整備整備整備整備

がががが先行先行先行先行してしてしてしておりおりおりおり、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方々々々々はははは行事行事行事行事にににに参加参加参加参加されませんされませんされませんされません。。。。低学年生徒低学年生徒低学年生徒低学年生徒のののの校外学習校外学習校外学習校外学習としてとしてとしてとして
地域地域地域地域のののの花壇手入花壇手入花壇手入花壇手入れれれれ・・・・清掃清掃清掃清掃などになどになどになどに高齢者高齢者高齢者高齢者とととと一緒一緒一緒一緒にににに奉仕学習奉仕学習奉仕学習奉仕学習をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、具体的具体的具体的具体的ななななイベンイベンイベンイベン
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トトトトをををを経験積経験積経験積経験積んでいるんでいるんでいるんでいる地域地域地域地域ボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体などになどになどになどに実施計画実施計画実施計画実施計画のののの提案募集提案募集提案募集提案募集などのなどのなどのなどの実施実施実施実施をををを

提言提言提言提言しますしますしますします。。。。    
問題問題問題問題のののの障障障障がいがいがいがいはははは全全全全てふれあいのてふれあいのてふれあいのてふれあいの無無無無さでありますさでありますさでありますさであります。。。。    

具体的実施具体的実施具体的実施具体的実施についてはについてはについてはについては、、、、実行力実行力実行力実行力のあるのあるのあるのあるパワーパワーパワーパワーをををを活用活用活用活用されるされるされるされる事事事事がががが最適最適最適最適をををを思思思思われますわれますわれますわれます。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    
        本計画本計画本計画本計画はははは、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進のためののためののためののための「「「「理念理念理念理念」」」」やややや「「「「仕組仕組仕組仕組みみみみ」」」」をつくるをつくるをつくるをつくる計画計画計画計画ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、

地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの取取取取りりりり組組組組むむむむ方向性方向性方向性方向性をををを示示示示したしたしたした計画計画計画計画でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。本計画本計画本計画本計画のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを受受受受けけけけ、、、、社会福社会福社会福社会福

祉協議会祉協議会祉協議会祉協議会によりによりによりにより地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画地域福祉活動計画がががが策定策定策定策定されますされますされますされます。。。。    
両計画両計画両計画両計画におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進をををを図図図図るためにはるためにはるためにはるためには、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々々々々のののの福祉力福祉力福祉力福祉力がががが重要重要重要重要

ななななポイントポイントポイントポイントをををを占占占占めることからめることからめることからめることから、、、、各活動各活動各活動各活動のののの実施内容実施内容実施内容実施内容やややや取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき方法方法方法方法につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、

地域地域地域地域セーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットのののの構築構築構築構築をををを含含含含めめめめ、、、、市市市市ととととボランティアボランティアボランティアボランティアをををを含含含含めためためためた関係団体等関係団体等関係団体等関係団体等とととと協働協働協働協働
がががが図図図図れるようれるようれるようれるよう取取取取りりりり組組組組んでいきますんでいきますんでいきますんでいきます。。。。    
    

№№№№１１１１１１１１    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：ＰＰＰＰ２９２９２９２９））））    

ＣＢＣＢＣＢＣＢ（（（（コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネス））））、、、、これをこれをこれをこれを地域地域地域地域のののの役割役割役割役割でででで書書書書くとくとくとくと、、、、やはりやはりやはりやはり住民住民住民住民ははははサービサービサービサービ

ススススのののの担担担担いいいい手手手手ででででしかしかしかしかありませんありませんありませんありません。。。。行政行政行政行政ははははカネカネカネカネがががが掛掛掛掛かるからかるからかるからかるから丸投丸投丸投丸投げげげげ、、、、下請下請下請下請けというけというけというけという表現表現表現表現でででで

はははは不不不不味味味味いからいからいからいから「「「「サービスサービスサービスサービスのののの担担担担いいいい手手手手」「」「」「」「コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネス」」」」    にしておこうにしておこうにしておこうにしておこう、、、、ではではではでは

困困困困りますりますりますります。。。。地域地域地域地域のののの人人人人のののの中中中中でででで CBCBCBCB をするをするをするをする人人人人もいますがもいますがもいますがもいますが役割役割役割役割ではないはずですではないはずですではないはずですではないはずです。。。。選択肢選択肢選択肢選択肢とととと

してしてしてして市市市市などがなどがなどがなどが支援支援支援支援していけるようなしていけるようなしていけるようなしていけるような制度制度制度制度、、、、環境環境環境環境、、、、風土風土風土風土があればいいのでないでしょうがあればいいのでないでしょうがあればいいのでないでしょうがあればいいのでないでしょう

かかかか。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネス（ＣＢ）（ＣＢ）（ＣＢ）（ＣＢ）はははは、、、、地域地域地域地域のなかでのなかでのなかでのなかで不足不足不足不足しているしているしているしているサービスサービスサービスサービスやややや生活上生活上生活上生活上のののの

課題課題課題課題などをなどをなどをなどを解決解決解決解決したいというしたいというしたいというしたいという人達人達人達人達がががが仲間仲間仲間仲間をつくりをつくりをつくりをつくり活動活動活動活動するするするする、、、、地域住民主導地域住民主導地域住民主導地域住民主導ののののビジネスビジネスビジネスビジネス

活動活動活動活動ですですですです。。。。    
企業企業企業企業などがなどがなどがなどが行行行行ううううビジネスビジネスビジネスビジネス活動活動活動活動とととと異異異異なりなりなりなり、、、、コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスのののの対象対象対象対象はあくまでもはあくまでもはあくまでもはあくまでも

地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて不足不足不足不足しているしているしているしているサービスサービスサービスサービスやややや生活課題生活課題生活課題生活課題のののの解決解決解決解決にあることからにあることからにあることからにあることから、、、、住民同士住民同士住民同士住民同士のののの顔顔顔顔

のみえるのみえるのみえるのみえる関係関係関係関係ででででサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供することにありますすることにありますすることにありますすることにあります。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、コミュニティビジネコミュニティビジネコミュニティビジネコミュニティビジネ

ススススはははは、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民やややや今後今後今後今後、、、、団塊団塊団塊団塊のののの世代世代世代世代がががが定年定年定年定年をををを迎迎迎迎ええええ地域地域地域地域にににに帰帰帰帰ってきたときのってきたときのってきたときのってきたときの生生生生きがいきがいきがいきがい活活活活

動動動動としてとしてとしてとして、、、、またまたまたまた、、、、地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティをををを活性化活性化活性化活性化させるさせるさせるさせる取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして期待期待期待期待されているされているされているされている活活活活

動動動動ですですですです。。。。    
交野市交野市交野市交野市としましてもとしましてもとしましてもとしましても、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉をををを推進推進推進推進するするするする観点観点観点観点からからからから、、、、今後今後今後今後、、、、コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネス

にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、支援体制支援体制支援体制支援体制のののの整備整備整備整備にににに努努努努めめめめ、、、、コミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスコミュニティビジネスにににに取取取取りりりり組組組組

みやすいみやすいみやすいみやすい仕組仕組仕組仕組みみみみづくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    
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№№№№１１１１２２２２    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：ＰＰＰＰ３２３２３２３２））））    

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会とととと連携連携連携連携してとありますがしてとありますがしてとありますがしてとありますが、、、、連連連連携携携携はははは対等対等対等対等でないとできませんでないとできませんでないとできませんでないとできません。。。。対等対等対等対等なななな

んですかんですかんですかんですか。。。。何何何何をををを連携強化連携強化連携強化連携強化するのですかするのですかするのですかするのですか。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会はははは、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの推進推進推進推進をををを図図図図るるるる中核中核中核中核的組織的組織的組織的組織としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけられづけられづけられづけられ、、、、福祉推進福祉推進福祉推進福祉推進をををを

使命使命使命使命としとしとしとし、、、、福祉福祉福祉福祉のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを推進推進推進推進していくこしていくこしていくこしていくことをとをとをとを目的目的目的目的としたとしたとしたとした組織組織組織組織ですですですです。。。。    
地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉計画計画計画計画はははは、、、、地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進地域福祉推進にににに向向向向けたけたけたけた基本的基本的基本的基本的なななな理念理念理念理念、、、、地域地域地域地域とととと行政行政行政行政のののの協働協働協働協働とととと役割分担役割分担役割分担役割分担

のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、そしてそしてそしてそして地域地域地域地域とととと行政行政行政行政によるによるによるによる重層的重層的重層的重層的なななな支支支支ええええ合合合合いいいい・・・・助助助助けけけけ合合合合いのいのいのいの仕組仕組仕組仕組みづくりについみづくりについみづくりについみづくりについ

ててててそのそのそのその方向性方向性方向性方向性をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。    
今後今後今後今後、、、、本計画本計画本計画本計画とととと平行平行平行平行してしてしてして社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会によりによりによりにより策定策定策定策定されるされるされるされる地域地域地域地域福祉活動計画福祉活動計画福祉活動計画福祉活動計画においてにおいてにおいてにおいて、、、、

身近身近身近身近なななな地域地域地域地域のののの状況状況状況状況やややや課題課題課題課題などをなどをなどをなどを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた取取取取りりりり組組組組みみみみについてのについてのについてのについての計画計画計画計画がががが策定策定策定策定されされされされ、、、、行政行政行政行政とととと協協協協

働働働働してしてしてして今回今回今回今回のののの計画計画計画計画のののの推進役推進役推進役推進役をををを担担担担うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、そのそのそのその推進推進推進推進においてにおいてにおいてにおいて住民住民住民住民やややや各種団体各種団体各種団体各種団体、、、、行政行政行政行政とととと

のののの調整役調整役調整役調整役としてとしてとしてとしてのののの大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを担担担担うことうことうことうことからからからから、、、、地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが、、、、効果的効果的効果的効果的かつかつかつかつ継続継続継続継続

的的的的にににに行行行行われるためにもわれるためにもわれるためにもわれるためにも社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化がががが必要必要必要必要とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

№№№№１１１１３３３３    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】（（（（記載記載記載記載㌻：㌻：㌻：㌻：ＰＰＰＰ３６３６３６３６））））    

情報情報情報情報のののの提供提供提供提供についてについてについてについて、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々々々々のののの情報収集情報収集情報収集情報収集ははははアンケートアンケートアンケートアンケートのとおりのとおりのとおりのとおり、、、、交野市広報交野市広報交野市広報交野市広報紙紙紙紙
がががが全全全全てでありますてでありますてでありますてであります。。。。殆殆殆殆どのどのどのどの方方方方々々々々のののの地域情報収集源地域情報収集源地域情報収集源地域情報収集源となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。それはそれはそれはそれは確度確度確度確度がががが高高高高

いことでありいことでありいことでありいことであり、、、、それだけにそれだけにそれだけにそれだけに地域地域地域地域のののの方方方方々々々々にににに信頼信頼信頼信頼されていますされていますされていますされています。。。。このためこのためこのためこのため地域福祉情報地域福祉情報地域福祉情報地域福祉情報

内容内容内容内容をををを多多多多くすべきとくすべきとくすべきとくすべきと思思思思いますいますいますいます。。。。    
            インターネットインターネットインターネットインターネットによるによるによるによる情報提供情報提供情報提供情報提供もありますがもありますがもありますがもありますが、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者にににに対対対対するするするする、、、、情報収集支援情報収集支援情報収集支援情報収集支援にににに地地地地

域域域域ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの支援支援支援支援をををを得得得得るなどのるなどのるなどのるなどの方策方策方策方策をををを講講講講じじじじ、、、、費用節減費用節減費用節減費用節減をををを図図図図るべきであるとるべきであるとるべきであるとるべきであると思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    
【【【【回回回回    答答答答】】】】    

            福祉情報福祉情報福祉情報福祉情報のののの提供提供提供提供につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、福祉制度福祉制度福祉制度福祉制度のののの変更変更変更変更、、、、またまたまたまた催催催催しのしのしのしの開催開催開催開催などなどなどなど毎月毎月毎月毎月１１１１回回回回のののの

広報紙広報紙広報紙広報紙によりによりによりにより市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご覧覧覧覧いただいていますいただいていますいただいていますいただいています。。。。このこのこのこの他他他他にもにもにもにもホームページホームページホームページホームページややややパンフパンフパンフパンフ
レットレットレットレット等等等等によりによりによりにより周知周知周知周知させていただいていますさせていただいていますさせていただいていますさせていただいています。。。。    

            今後今後今後今後、、、、ごごごご意見意見意見意見にありますにありますにありますにあります情報情報情報情報のののの入手入手入手入手がしづらいがしづらいがしづらいがしづらい高齢者高齢者高齢者高齢者のののの方方方方々々々々にににに対対対対しましてしましてしましてしまして、、、、地域地域地域地域でででで

支支支支えるえるえるえるセーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットセーフティーネットづくりのづくりのづくりのづくりの構築構築構築構築をををを進進進進めてめてめてめて行行行行くとともにくとともにくとともにくとともに、、、、市市市市としましてもとしましてもとしましてもとしましても情報情報情報情報
提供提供提供提供のののの体制体制体制体制のののの改善改善改善改善をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。    

    
№№№№１１１１４４４４    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】    

障障障障がいがいがいがい者者者者もももも含含含含めめめめ、、、、誰誰誰誰もがもがもがもが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる卓球等卓球等卓球等卓球等をするをするをするをする場所場所場所場所、、、、道具等道具等道具等道具等をををを提供提供提供提供してほしいですしてほしいですしてほしいですしてほしいです。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    
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今今今今のところのところのところのところ星田西体育施設星田西体育施設星田西体育施設星田西体育施設・・・・いきいきいきいきいきいきいきいきランドランドランドランドでででで個人利用個人利用個人利用個人利用（（（（卓球卓球卓球卓球・・・・バドミントンバドミントンバドミントンバドミントン））））をををを行行行行

っていますっていますっていますっています。。。。道具道具道具道具についてはについてはについてはについては原則原則原則原則としてとしてとしてとして本人本人本人本人のののの持参持参持参持参ですがですがですがですが、、、、いきいきいきいきいきいきいきいきランドランドランドランドではではではでは貸貸貸貸しししし出出出出

しもしていますしもしていますしもしていますしもしています。。。。ただただただただ毎日行毎日行毎日行毎日行っているわけではなくっているわけではなくっているわけではなくっているわけではなく、、、、指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの導入導入導入導入もありますもありますもありますもあります

のでのでのでので、、、、各施設各施設各施設各施設においてにおいてにおいてにおいて確認確認確認確認がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    
生涯生涯生涯生涯スポーツスポーツスポーツスポーツ課課課課のののの管理施設管理施設管理施設管理施設でないでないでないでない星星星星のののの里里里里いわふねいわふねいわふねいわふね・・・・児童児童児童児童センターセンターセンターセンターなどでもやっていまなどでもやっていまなどでもやっていまなどでもやっていま

すがすがすがすが、、、、詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは各施設各施設各施設各施設でおでおでおでお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ下下下下さいさいさいさい。。。。 
 
№№№№１１１１５５５５    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】    

        私市山手地区私市山手地区私市山手地区私市山手地区へゆうゆうへゆうゆうへゆうゆうへゆうゆうバスバスバスバスをををを延伸延伸延伸延伸させることをさせることをさせることをさせることを計画案計画案計画案計画案にににに入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。    

        私市山手私市山手私市山手私市山手１１１１丁目丁目丁目丁目やややや５５５５丁目丁目丁目丁目までまでまでまで延伸延伸延伸延伸をををを希望希望希望希望しますがしますがしますがしますが、、、、せめてせめてせめてせめて私市山手私市山手私市山手私市山手３３３３丁目丁目丁目丁目までまでまでまで現行現行現行現行

バスバスバスバス路線路線路線路線のののの改変改変改変改変によりによりによりにより延伸延伸延伸延伸させることをさせることをさせることをさせることを提案提案提案提案しますしますしますします。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

ゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆうバスバスバスバスのののの運行運行運行運行につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、平成平成平成平成４４４４年年年年６６６６月月月月にゆうゆうにゆうゆうにゆうゆうにゆうゆうセンターセンターセンターセンターがががが開設開設開設開設されるされるされるされる

とととと同時同時同時同時にににに、、、、市内市内市内市内のののの各施設各施設各施設各施設をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる無料無料無料無料のののの福祉巡回福祉巡回福祉巡回福祉巡回バスバスバスバスととととしてしてしてして高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者のののの利便利便利便利便のののの

図図図図るるるる目的目的目的目的でででで、、、、運行運行運行運行してしてしてしてきましたきましたきましたきました。。。。高齢者高齢者高齢者高齢者がががが増加増加増加増加しているしているしているしている中中中中、、、、当初当初当初当初につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては２２２２台台台台でででで、、、、

星田星田星田星田、、、、倉治倉治倉治倉治、、、、郡津郡津郡津郡津ににににコースコースコースコースをををを１１１１日日日日５５５５、、、、６６６６便便便便でででで運行運行運行運行してしてしてしてきたところですきたところですきたところですきたところですがががが、、、、平成平成平成平成９９９９年年年年にはにはにはには、、、、

市民市民市民市民のののの要望要望要望要望もありもありもありもあり３３３３台台台台にににに増車増車増車増車をををを行行行行いいいい、、、、１１１１日日日日９９９９便便便便のののの運行運行運行運行としとしとしとし、、、、同時同時同時同時ににににバスバスバスバス停停停停もももも数数数数カカカカ所増設所増設所増設所増設

しししし、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々々々々によりによりによりにより利用利用利用利用していただけるようにしていただけるようにしていただけるようにしていただけるように行行行行ってってってってきたところですきたところですきたところですきたところです。。。。    
    ゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆうゆうバスバスバスバスにににに対対対対するするするする要望要望要望要望につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、ごごごご意見意見意見意見ののののルートルートルートルートのののの変更変更変更変更やややや、、、、またまたまたまたバスバスバスバス停停停停のののの

増設増設増設増設等等等等があがあがあがありりりりますますますます。。。。バスバスバスバス停停停停のののの増設希望増設希望増設希望増設希望につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、現在現在現在現在、、、、星田北星田北星田北星田北、、、、星田山手星田山手星田山手星田山手、、、、星田星田星田星田

９９９９丁目丁目丁目丁目、、、、幾野幾野幾野幾野６６６６丁目丁目丁目丁目、、、、私私私私市山手市山手市山手市山手、、、、東倉治東倉治東倉治東倉治あるいはあるいはあるいはあるいは私部西私部西私部西私部西といったところからといったところからといったところからといったところから要望要望要望要望があるがあるがあるがある

ところですところですところですところです。。。。    
新新新新しいしいしいしいルートルートルートルートあるいはあるいはあるいはあるいはバスバスバスバス停停停停のののの増設等増設等増設等増設等はははは、、、、市域市域市域市域のののの中中中中のののの状況状況状況状況においてにおいてにおいてにおいて非常非常非常非常にににに年年年年々々々々交通事交通事交通事交通事

情情情情もももも厳厳厳厳しくなっているところでしくなっているところでしくなっているところでしくなっているところでありありありあり、、、、定時定時定時定時でのでのでのでの運行運行運行運行そのものがそのものがそのものがそのものが非常非常非常非常にににに難難難難しくなっているしくなっているしくなっているしくなっている

状況状況状況状況もももも考考考考えられえられえられえられ、、、、ルートルートルートルート変更変更変更変更やややや延伸延伸延伸延伸をすることによりをすることによりをすることによりをすることにより、、、、安全安全安全安全のののの確保等確保等確保等確保等がががが非常非常非常非常にににに難難難難しくなしくなしくなしくな

るとるとるとると考考考考えてえてえてえていいいいますますますます。。。。    
今後今後今後今後、、、、現在現在現在現在のののの運行運行運行運行のののの状況状況状況状況あるいはあるいはあるいはあるいは運行運行運行運行ののののスタッフスタッフスタッフスタッフのののの状況等状況等状況等状況等もももも含含含含めましてめましてめましてめまして、、、、引引引引きききき続続続続きききき検検検検

討討討討してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    
        
№№№№１１１１６６６６    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】    

地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画地域福祉計画のののの主旨主旨主旨主旨とはとはとはとは少少少少しずれるかもしれませんがしずれるかもしれませんがしずれるかもしれませんがしずれるかもしれませんが、、、、基本目基本目基本目基本目標標標標４４４４にににに関関関関わってのわってのわってのわっての意意意意

見見見見ですですですです。。。。    
障障障障がいがいがいがいのあるのあるのあるのある方方方方やややや介助介助介助介助するするするする方方方方がががが気軽気軽気軽気軽にににに使使使使えるえるえるえる更衣室更衣室更衣室更衣室がわくわくがわくわくがわくわくがわくわくプールプールプールプール内内内内にあればにあればにあればにあれば

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。ぜひごぜひごぜひごぜひご検討検討検討検討くださいくださいくださいください。。。。    
【【【【回回回回    答答答答】】】】    
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  いきいきいきいきいきいきいきいきランドランドランドランド内内内内プールプールプールプール棟棟棟棟にはにはにはには、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者（（（（児児児児））））用用用用のののの更衣室更衣室更衣室更衣室がありがありがありがあり、、、、男女男女男女男女のののの区別区別区別区別なくなくなくなく

親子親子親子親子でもでもでもでも、、、、車椅子車椅子車椅子車椅子でもでもでもでも利用利用利用利用できるようになっていますできるようになっていますできるようになっていますできるようになっています。。。。更衣室更衣室更衣室更衣室からからからから直接直接直接直接プールプールプールプールにににに入入入入れまれまれまれま

すのですのですのですので、、、、ごごごご利用利用利用利用のののの際際際際はおはおはおはお気軽気軽気軽気軽ににににプールフロントプールフロントプールフロントプールフロントまでおまでおまでおまでお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    
    

№№№№１７１７１７１７    

【【【【ごごごご意見意見意見意見】】】】    

活動事例活動事例活動事例活動事例についてについてについてについて、、、、いいいいいいいいアイデアアイデアアイデアアイデアとととと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。行政計画行政計画行政計画行政計画でででで市民団体市民団体市民団体市民団体やややや社会福祉協社会福祉協社会福祉協社会福祉協

議会議会議会議会のののの実践事例実践事例実践事例実践事例しかないのしかないのしかないのしかないのですかですかですかですか。。。。行政行政行政行政のののの先駆先駆先駆先駆的的的的なななな事例事例事例事例をだしてをだしてをだしてをだして、、、、交野市交野市交野市交野市もももも「「「「しますしますしますします。」。」。」。」

っていうっていうっていうっていう訳訳訳訳にはいにはいにはいにはいかないのですかかないのですかかないのですかかないのですかねねねね。。。。    

【【【【回回回回    答答答答】】】】    

        活動事例活動事例活動事例活動事例ですがですがですがですが、、、、各基本目標各基本目標各基本目標各基本目標のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、参考参考参考参考としてとしてとしてとして他市町村他市町村他市町村他市町村のののの活動活動活動活動のののの取取取取

りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容をををを記載記載記載記載させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております。。。。今後今後今後今後、、、、交野市独自交野市独自交野市独自交野市独自のののの活動活動活動活動をををを行行行行っていくこっていくこっていくこっていくこ

ととなりますのでととなりますのでととなりますのでととなりますので、、、、計画成案時計画成案時計画成案時計画成案時にはにはにはには削除削除削除削除させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    


