


                                       別紙（１） 

常滑市議会 文教厚生委員会 視察報告書 

 

調査日時：平成 26 年 10 月 22 日～23 日 

調査場所：鹿児島県鹿児島市、福岡県篠栗町 

視察者 ：委員長 成田勝之 副委員長 伊藤辰矢 

     委員  川原和敏 加藤久豊 伊藤史郎 森下宏 

     随行  芦田順子（事務局） 

 

鹿児島県中西部に位置する南九州の拠点都市で、人口約 60 万 7 千人の政治・経済・文化・交通の中心地。

江戸時代の鹿児島市は、禄高 77 万 8 千石・天下第二の雄藩で薩摩・大隅（鹿児島県）・日向（宮崎県南

部）の三国を治めた島津氏の城下町として発展してきました。明治維新においては、薩摩藩の元勲西郷

隆盛・大久保利通などを筆頭にその原動力となり大いに活躍したのをはじめ、黒田清隆・松方正義・山

本権兵衛が歴代総理大臣を務め、軍人では西郷従道・大山巌等、教育界では森有礼（初代文部大臣）等、

幾多の人物を輩出しました。その間、明治 4 年に廃藩置県とともに県庁の所在地となり、同 22 年 4 月に

は市制が施行されました。 

 

調査項目「鹿児島市教育振興基本計画について」 

 

出席者（敬称略）： 

三反園輝男（市議会副議長） 

橋口 訓彦（教育委員会 管理部総務課長） 

土屋 幹雄（教育委員会 総務課主幹） 

吉田英一郎（議会事務局 政務調査課） 

 

教育振興基本計画の策定 

鹿児島市教育振興基本計画は教育分野における 

目指すべき姿と進むべき方向性を定め、中長期的視点に

立った考え方のもとに事業を進めるとともに、市民の皆

様にも本市の考え方などを明らかにするために策定した

計画で、平成 23 年度より 11 年間の計画である。鹿児島

市に誇りを持ち、これからの時代に必要な生きる力を養

い、心身ともにたくましく、学び続ける人材を社会全体

で育成することを目標としている。  

平成 21 年 10 月には教育振興基本計画の第 1 回検討委員会が行われ、学識経験者、教育行政関係者など

16 人の委員により 6 度の委員会を開催し、平成 22 年 8 月に教育長へ答申した。鹿児島市教育施策の方

針、市民意識調査等を参考に策定した。現在平成 27 年度から始まる後期計画を策定、毎年行う学校評価

等を参考にしている。 



11 年間で目指すべき姿 

歴史背景を踏まえ、教育を取り巻く環境を見たとき、鹿児島市には教育を大事にする伝統や風土があり、

豊かな自然、地域に根ざした個性あふれる文化が継承されており、これらを生かしながら、豊かな体験

活動を通した「人づくり」に取組むことが重要だと考える。鹿児島市としての独自性を出しながら、教 

育に携わる者だけでなく、市民にとっても分かりやすく、

かつ普遍的な目標にしたいと考え、目指すべき姿を次の

ようにした。 

（か）鹿児島に誇りを持ち、 

（ご）これからの時代に必要な生きる力を養い、 

（し）心身ともにたくましく、 

（ま）学び続ける人材を社会全体で育成します。  

 

質疑応答 

①①①①教育振興基本計画教育振興基本計画教育振興基本計画教育振興基本計画のののの策定策定策定策定にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、市民市民市民市民へのへのへのへの意識調査等意識調査等意識調査等意識調査等をもとにゼロベースでをもとにゼロベースでをもとにゼロベースでをもとにゼロベースで取取取取りりりり組組組組みましたかみましたかみましたかみましたか。。。。そそそそ

れともれともれともれとも以前以前以前以前からあったからあったからあったからあった教育方針等教育方針等教育方針等教育方針等をもとにしましたかをもとにしましたかをもとにしましたかをもとにしましたか。。。。 

 国・県の教育振興基本計画、鹿児島市教育施策の方針、市民式調査等を参考に策定した（平成 22 年度

策定）。 

 

②②②②毎年度策定毎年度策定毎年度策定毎年度策定していたしていたしていたしていた「「「「鹿児島市教育施策鹿児島市教育施策鹿児島市教育施策鹿児島市教育施策のののの方針方針方針方針」」」」からからからから「「「「鹿児島市教育振興基本計画鹿児島市教育振興基本計画鹿児島市教育振興基本計画鹿児島市教育振興基本計画」」」」になったことにになったことにになったことにになったことに

よるよるよるよる大大大大きなきなきなきな変化変化変化変化はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。 

 計画の策定を通して、中長期的視点に立った本市の教育に対する考え方や事業の進め方を再確認する

ことができた。 

 

③③③③郷土教育郷土教育郷土教育郷土教育についてについてについてについて、、、、特色特色特色特色あるあるあるある取組取組取組取組としてどのようなものがありますかとしてどのようなものがありますかとしてどのようなものがありますかとしてどのようなものがありますか。。。。 

 ・各学校において、教科、総合的な学習の時間等の授業を通して、郷土素材を生かしながら、郷土 

の魅力について調べ、発表し合うなどの教育活動を行っている。（史跡の調査・研究、郷土芸能の伝承、 

伝統行事への参加、特産物の栽培など） 

 ・「個性あふれる学校づくり推進事業」を推進し、各学校による地域人材や外部講師の招へいを支援し 

ている。 

 ・児童生徒の郷土に対する関心を高めるために「かごしまジュニア検定」の受験を推奨するなどの取 

組を行っている。 

 ・生涯学習プラザ、地域公民館（14 館）において、郷土の文化、歴史等に関する講座を開設している。 

（19 講座「かごしま再発見」ぶらりまち歩き講座、親子で学ぶ郷土の史跡、親子で歴史探索など） 

 ・西郷南洲顕彰館において、西郷南洲翁の偉業を称え、その崇高な精神を後世に継承していくことを 

目的として、その生涯にまつわる歴史的資料等の展示や企画展、セゴドンノエンコ（南洲翁ゆかりの 

史跡めぐり）等の事業を実施している。 

 

④④④④11111111 年間計画前期年間計画前期年間計画前期年間計画前期（（（（平成平成平成平成 23232323～～～～27272727 年度年度年度年度））））のののの中中中中でこれまでにでこれまでにでこれまでにでこれまでに見直見直見直見直しがしがしがしが必要必要必要必要になりになりになりになり、、、、改定改定改定改定したことはありましたことはありましたことはありましたことはありま

すかすかすかすか。。。。 



 ない。27 年度に後期計画（平成 28～33 年度）策定予定である。 

 

⑤⑤⑤⑤鹿児島市鹿児島市鹿児島市鹿児島市のののの教育施策教育施策教育施策教育施策のののの報告制報告制報告制報告制のののの項目項目項目項目についてについてについてについて 

 アアアア    「「「「道徳教育道徳教育道徳教育道徳教育のののの充実充実充実充実」」」」のののの内容内容内容内容についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的にににに教教教教えてえてえてえて下下下下さいさいさいさい。。。。 

  ・市道徳教育研究会を開催し、道徳の授業の工夫・改善を図るとともに、家庭・地域連携分科会を

併設し、家庭・地域と連携した開かれた道徳教育の充実に努めている。 

  ・道徳教育の市研究協力校を指定し、研究授業を通して道徳の時間の授業改善を図るとともに、教

員の道徳教育の指導力向上を目指している。 

  ・マンガ教材「徳の交わり」、「薩摩義士伝」及び「こころの言葉作品集」などを市で作成・活用す

ることにより、郷土愛や不撓不屈、家族愛等の道徳的価値の醸成を図っている。 

  ・各学校が「心の教育の日」を設定し、道徳に授業参観を入れるなど、学校・家庭・地域が共に道

徳を考える機会を設けて、三者が一体となった道徳教育の推進を図っている。 

 

 イイイイ    教員教員教員教員はははは、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと向向向向きききき合合合合うううう時間時間時間時間をどのをどのをどのをどの様様様様にににに確保確保確保確保していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    

（（（（事務的仕事事務的仕事事務的仕事事務的仕事をどのをどのをどのをどの様様様様にににに減減減減らしていますからしていますからしていますからしていますか。）。）。）。）    

  ・教育委員会では、研修内容の精選を図るとともに実施回数を削減したり、学校からの報告文書の

精選を行ったりしている。 

  ・各学校では、放課後の会合等を精選して個別指導の時間を確保し、子どもと向き合う時間を確保

したり、職員朝会を廃止して放課後の連絡会を週 1 回に削減し、子どもと過ごす朝の活動を十分

に確保したりしている。 

  ・調査様式を電子データでメール送信し、事務処理の効率化を図っている。 

  ・教育委員会内に調査物検討委員会を設置し、各課の調査内容に重複がないよう協議している。 

  ・学校では時間記録ソフトを活用して、時間外の勤務時間を集計しており、その結果も参考にして、

健康管理指導とともに、業務の効率化・簡素化を指導している。 

 

 ウウウウ    「「「「学校学校学校学校がががが、、、、自己評価自己評価自己評価自己評価やややや学校関係者評価学校関係者評価学校関係者評価学校関係者評価をををを実施実施実施実施しししし、、、、結果結果結果結果をををを公表公表公表公表するするするする」」」」とありますがとありますがとありますがとありますが、、、、現在行現在行現在行現在行っていっていっていってい

ますかますかますかますか。。。。またまたまたまた評価評価評価評価はどのようにはどのようにはどのようにはどのように活用活用活用活用されますかされますかされますかされますか。。。。    

  ・自己評価及び学校関係者評価の公表は 100％実施されている。 

  ・教育委員会では、学校評価の結果を踏まえて、校長面談や学校訪問、校内研修会等で学校に対す

る指導助言に活用している。 

  ・学校では、学校評価を実施することで、PDCA サイクルに沿った教育課程改善に活用したり、そ

の結果を公表することで、保護者・地域住民の理解を得ながら、三者連携による学校づくりを推

進したりしている。 

 

⑥⑥⑥⑥「「「「教育委員教育委員教育委員教育委員とととと市民等市民等市民等市民等のののの意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場をををを設設設設けるようにけるようにけるようにけるように努努努努めますめますめますめます」」」」とありますがとありますがとありますがとありますが、、、、現在現在現在現在どのようなどのようなどのようなどのような状況状況状況状況でででで

すすすすかかかか。。。。 

 教育委員会定例会に併せて、年 2 回学校訪問を行っており、保護者や生徒との意見交換を行っている。 

⑦⑦⑦⑦鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島のののの教育計画教育計画教育計画教育計画でででで位置付位置付位置付位置付けるけるけるける方向性方向性方向性方向性とととと各学校各学校各学校各学校のののの独自性独自性独自性独自性をどのようにバランスさせていますかをどのようにバランスさせていますかをどのようにバランスさせていますかをどのようにバランスさせていますか。。。。またまたまたまた、、、、

各教員各教員各教員各教員やややや保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの周知周知周知周知はどのようにしていますかはどのようにしていますかはどのようにしていますかはどのようにしていますか。。。。 



 ・教育委員会は、本市教育施策の方向性を基に、指導の重点化を図り、管理職研修会や教務主任等研

修会において、各学校の教育課程編成及び年間指導計画作成上の配慮事項を具体的に示すとともに、

内容の確認を行っている。 

 ・各学校は、教育委員会が示した具体化の視点を基に、児童生徒の実態や保護者・地域の願い等を踏

まえながら、教育計画を策定し、PTA の会合や学校便り等で教育計画の概要等について保護者に周

知を図っている。 

 

⑧⑧⑧⑧前期前期前期前期（（（（平成平成平成平成 23232323～～～～27272727 年度年度年度年度））））途中途中途中途中ですがですがですがですが、、、、現時点現時点現時点現時点でででで現現現現れたれたれたれた成果成果成果成果としてどのようなことがありますかとしてどのようなことがありますかとしてどのようなことがありますかとしてどのようなことがありますか。。。。またまたまたまた、、、、

後期計画後期計画後期計画後期計画をををを策定策定策定策定するするするする段階段階段階段階でででで前期前期前期前期のののの検証検証検証検証をするとをするとをするとをすると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、いつのタイミングでどのようなメンバーいつのタイミングでどのようなメンバーいつのタイミングでどのようなメンバーいつのタイミングでどのようなメンバー

ですかですかですかですか。。。。    

(1)現時点で現れた成果 

 ・地方教育行政法第 27 条第 1 項に基づく「教育委員会活動の点検・評価」を行い、計画に掲げた施策

について、毎年振り返りながら行うことができた。 

(2)前期計画の検証 

 ・平成 27 年度当初に、「教育委員会活動の点検・評価」を活用し、前期の総括評価を行う予定である

（教育委員による評価）。 

 ・その際は、同法第 2 項に基づく、学識経験者の知見を活用することとしている（教育行政評価会議）。 

 ・平成 26 年度に市民意識調査を実施し、前回調査（21 年度）と比較しながら、成果（市民の満足度

等）を検証する。 

 

⑨⑨⑨⑨目標達成度目標達成度目標達成度目標達成度をををを数値的数値的数値的数値的にににに評価評価評価評価しますかしますかしますかしますか。。。。    

・事業ごとに目標を定め、達成度をはかっている。例えば道徳など、数値で考えにくいものについて

は、アンケート等でどの程度浸透したかを数値化し、指標としている。達成度が低いものについて

は、事業の見直し、切り口の見直しを行う。 

 

⑩マンガ⑩マンガ⑩マンガ⑩マンガ教材教材教材教材はどのようにはどのようにはどのようにはどのように作作作作られていますかられていますかられていますかられていますか。。。。    

・市で企画をたちあげ、NPO にお願いし、出来上がったものを廉価で購入し、小学校５年生全員に配

布する。道徳の時間の郷土愛の部分で、資料として使用する。予算としては毎年配布する分で約 260

万円。 

 

所感 

教育計画の進め方について大変参考になった。郷土教育や道徳教育等に力を入れており、地域への理解

と郷土愛を育む良い取組がなされていた。またマンガ教材を利用し、児童にわかりやすく、そして親し

みやすく郷土について学ぶことが出来ていた。常滑市でも同様に郷土教育はしっかりと取り組んでいる

が、現在、教育振興計画がない。今回の視察を参考にし、本市にとってどのようなやり方がいいのか、

しっかりと考えていきたい。 

 

    

    



■■■■鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市「「「「かごしまかごしまかごしまかごしま環境未来館環境未来館環境未来館環境未来館」」」」    

 

 調査項目「環境教育について」 

 

かごしま環境未来館とは 

 

平成 20 年 10 月、市民及び事業者が環境について関心や

理解を深め、日常生活や事業活動において自発的に環境

保全活動を実践するとともに、その活動の輪を広げてい

くことを促進するために設置された施設。鉄筋コンクリ

ート造 2 階建、事業費約 43 億 6 千万円をかけて建設し

た。市民一人ひとりが環境問題を楽しく学び、環境に配

慮した生活や行動ができるよう、参加体験型の環境講座  

を実施している。また、環境についての意識を高め、楽しく分かりやすく学習するための教材として、「気

づき」「知る」「学び」「実行する」を踏まえた展示を行っている。 

 

建物の理念 

緑の大地「緑の創出」 

 ①敷地全体を使い豊かな緑を創出し、地球温暖化やヒートアイランド現象などの対策に貢献する施設 

 ②敷地全体を四季の変化を楽しめる潤いのある緑の広場とし、多くの人に親しまれる施設 

 ③屋上を全面緑化し、緑にとけ込み、建物を主張しない施設 

自然との共生「自然の恵みを最大限に活用」 

 ①緑 ・・・屋上や建物周辺の緑化による空調効果 

 ②水 ・・・地下水や雨水の空調、散水などへの活用 

 ③空気・・・敷地全体の卓越風を取り込む建物配置 

 ④光 ・・・太陽の光を取り入れ、暖かみあふれる空間 

 

施設の利用 

リユース・リサイクルショップリユース・リサイクルショップリユース・リサイクルショップリユース・リサイクルショップ    

家庭で使われずに眠っていた日用品が、必要な人に循環

していく場所。鹿児島市在住、通勤・通学する１８歳以

上の人が利用することができる。食器など家にしまって

いた未使用の日用品などを持ち込む。そうすると「かご

しまリユースポイントカード」が発行され、提供された

日用品に応じてポイントがもらえる。もらったポイント  



でお店に並んでいる好きな品物と交換できるという仕組

み。 

 

環境環境環境環境についてについてについてについて考考考考えるえるえるえる    

4 つのゾーンに分かれており、市内の児童生徒や一般利

用者が環境について学ぶことができる。ゾーン 1 では海

外からの漂流物が多数展示されており、地球が海でつな

がっていること、外国の暮らしや文化、そして現代社会

の課題まで、海はたくさんのメッセージをくれることを

学ぶ、ゾーン 2 では地球の温暖化や森林破壊、水の汚染

など、いろいろな環境問題が世界中で起こっていること

を学ぶ。ゾーン 3 では私たちが普段何気なく暮らしてい

る中で、いかに地球環境に大きな負担を与えているのか、

便利で快適なモノをつくり、消費してきた私たちの生活 

 

 

が地球に与える影響を学ぶ。そしてゾーン 4 では昭和 46 年の小学校の教室にデザインされたシアタール

ームで生活スタイルの変化により環境がどのように変化してきたのか。地球の現在、過去、未来につい

て考え、学ぶことができる。 

 

所感 

環境について児童や市民が学び、そして自分たちの地域、地球を大切にするんだという仕掛けが随所に

あり、環境啓発に大いに役立っていると感じた。一方、多額の建設コストがかかるなど、常滑市にとっ

て同じものを作るということは到底難しい。しかしながら環境保全を考えてもらうということの大切さ

を、本市はどのように出来るのか、これからしっかりと考えていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



■■■■福岡県篠栗町福岡県篠栗町福岡県篠栗町福岡県篠栗町    

福岡市内から東に 12km のところに位置する人口約 3 万 1 千人の町。中心部とその西側は平たんな土地

で、東側は山地である。JR の快速を利用すれば博多駅まで 15 分の距離にあり、福岡市のベッドタウン

として住宅開発が進んでおり、人口は年々増加している。 

 

調査項目「篠栗町介護支援ボランティア制度について」 

 

出席者（敬称略）： 

三浦正（町長） 

黒瀬英三（健康課 課長） 

井上勝則（健康課 課長補佐） 

今村浩子（健康課） 

 

制度成立までの経緯 

平成 20 年に議員より一般質問があり、町は実施の方向

で検討をはじめ、九州で１番に実施している唐津市を視

察した。アンケートやパブリックコメントを行い、各団

体と打ち合わせ等を重ねる。平成 21 年 12 月、文教厚生

常任委員会において当該制度の報告をした。平成 22 年 1

月、ボランティア連絡協議会において登録申請書及び個

人カードを配布、同年 3 月、町内のボランティア受入施  

設に当該制度の説明。 

 

介護ボランティア制度とは 

65 歳以上の人が介護保険施設等でボランティア活動を行った場合に「ポイント」が得られ、たまった「ポ

イント」を換金できる仕組み。本制度のメリットとして 4 つの視点から考える。 

参加者：健康増進や介護予防につながる。また社会参加や地域貢献を通じた生きがいづくりになる。ボ 

ランティア活動の現金化による介護保険料の実質軽減となる。 

施設利用者：より豊かな生活づくりとなる。 

施設：地域とのつながりが得られ、サービス向上にもつながる。 

町：介護予防による介護給付の減少につながる。また住民の相互、地域とのつながり、介護予防の意識 

醸成となる。 

介護支援ボランティアの登録者は地域公民館（いきいきサロン）で昼食作りやレクリエーション等の支 

援、介護保険施設で話し相手となったり散歩や外出・レクリエーションの支援、シーツ交換や洗濯物の 

整理などを行う。 

 

 

 



ポイントカードについて 

介護ボランティア登録者は町が発行する介護支援ボランティアポイントカ 

ードを受け取る。A4 用紙を二つ折りにし、クリアファイルに入れて管理す 

る。1 日あたりスタンプ 2 個（活動時間 2 時間）がもらえるが、年間でスタ 

ンプは 50 個までとなり、換金額の上限は 5,000 円である。各施設はオリジ 

ナルのスタンプを用意している。 

 

ボランティアの現状 

平成 26 年 3 月末現在、ボランティア登録者数は 138 名（65 歳以上の人口の

0.4%）であり、平成 22 年度のスタート時より順調に伸びてきている。年代

別でみると 70～79 歳が一番多く、90 歳代も一人いる。換金状況は登録者数

の約 85％が換金をし、額にして 303,200 円である。  

 

課題と今後の活動について 

・ボランティア登録をする方の高齢化が進んでいる。70 歳代が一番多く、65～69 歳までの若い登録者が

少ない。毎月行っている介護保険交付会や広報誌等で町民に呼びかけている。 

・買い物支援を望む高齢者が多いので、活動内容を再検討する必要がある。しかし居宅活動を加えると

誰が評価をするのかなど、課題が残る。 

・65 歳未満の方はボランティア活動をしてもポイントが付与されない状況である。 

・65 歳以上であれば要介護者であっても、受入施設や他のボランティア登録者の協力で、ボランティア

活動を行い、介護予防の一助となりうると考えている。 

 

質疑応答 

①①①① ポイントにポイントにポイントにポイントに応応応応じたじたじたじた交付金交付金交付金交付金というというというという形形形形をとっていますがをとっていますがをとっていますがをとっていますが、、、、地域地域地域地域通貨等通貨等通貨等通貨等でのでのでのでの支払支払支払支払いいいいなどはなどはなどはなどは検討検討検討検討されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。    

介護保険の還元金として現金で支払っています。全国的にも現金が多いようです。 

 

②この②この②この②この制度制度制度制度によるによるによるによる高齢者自身高齢者自身高齢者自身高齢者自身のののの介護予防効果介護予防効果介護予防効果介護予防効果はどのはどのはどのはどの程度程度程度程度ですかですかですかですか。。。。    

 毎年更新の申し込みをし、介護支援ボランティアに積極的に参加して地域に出向くことで、本人の健 

 康に役立っていると思います。 

 

③③③③施設間施設間施設間施設間でのボランティアでのボランティアでのボランティアでのボランティア希望希望希望希望のののの偏偏偏偏りはありませんかりはありませんかりはありませんかりはありませんか。。。。    

 病院併設の施設は、特に衛生面で厳しいため、特別養護老人ホームや地域密着型の施設の方がボラン 

 ティア活動も多く、活動しやすいようです。 

 

④ボランティア④ボランティア④ボランティア④ボランティア制度制度制度制度はいつからはいつからはいつからはいつから行行行行っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

 平成 22 年 4 月 1 日からです。 

 

⑤⑤⑤⑤希望者希望者希望者希望者はははは年間何人年間何人年間何人年間何人いますかいますかいますかいますか。。。。    

 平成 25 年度の登録者数は 138 人、平成 26 年度の今現在の登録者数は 144 人です。 



 

⑥⑥⑥⑥交付金交付金交付金交付金についてについてについてについて、、、、1111 年間年間年間年間のののの一人当一人当一人当一人当たりたりたりたり平均額平均額平均額平均額はいくらですかはいくらですかはいくらですかはいくらですか。。。。    

 平成 25 年度決算、介護支援謝礼金 303,200 円÷換金申出者数 117 人＝平均 2,591 円 

 

⑦⑦⑦⑦介護予防効果介護予防効果介護予防効果介護予防効果のののの検証検証検証検証はされていますかはされていますかはされていますかはされていますか。。。。    

 検証はしていませんが、ボランティア連絡協議会や福祉協力員の会合等において、町から実績などの 

 事業報告をし、会員の確保のために推進を呼びかけています。 

 

⑧ボランティアセンターがボランティア⑧ボランティアセンターがボランティア⑧ボランティアセンターがボランティア⑧ボランティアセンターがボランティア受入施設受入施設受入施設受入施設とボランティアとのとボランティアとのとボランティアとのとボランティアとの調整調整調整調整をするをするをするをする際際際際、、、、留意点留意点留意点留意点はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。    

施設からの受入要望は、ボランティア事務局を経由して、各ボランティア団体に連絡されます。 

 

⑨⑨⑨⑨施設施設施設施設がボランティアをがボランティアをがボランティアをがボランティアを労務代替及労務代替及労務代替及労務代替及びびびび介護労働力介護労働力介護労働力介護労働力としてとしてとしてとして捉捉捉捉えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性についてどのについてどのについてどのについてどの様様様様にににに考考考考えるえるえるえるかかかか。。。。    

 ボランティアの施設での活動内容をお示しましたが、入所者とのふれあいが主な活動となっています 

 ので、中には、シーツ交換などもされていますが、労務代替や介護労働力として捉える可能性は見受 

 けられません。 

 

⑩⑩⑩⑩導入導入導入導入されされされされたきっかけはたきっかけはたきっかけはたきっかけは議員議員議員議員によるによるによるによる一般質問一般質問一般質問一般質問だったがだったがだったがだったが、、、、そのそのそのその後後後後はトップダウンによりスタートしたのはトップダウンによりスタートしたのはトップダウンによりスタートしたのはトップダウンによりスタートしたのかかかか。。。。    

 6 月の一般質問で「前向きに検討する」と回答したが、10 月には検討が実施の方向で固まった。その 

 後視察等を経て進めていった。 

 

⑪⑪⑪⑪地域介護地域介護地域介護地域介護・・・・福祉空間整備等事業費福祉空間整備等事業費福祉空間整備等事業費福祉空間整備等事業費はどのようなはどのようなはどのようなはどのような国国国国のののの制度制度制度制度ですかですかですかですか。。。。    

 地区公民館を介護予防事業の拠点とするために、高齢者が使いやすい施設とするための制度。600 万 

 円を上限とする。大きな改修となり、設計士等を入れると 100％ではない。 

 

⑫⑫⑫⑫現在現在現在現在ボランティアボランティアボランティアボランティア登録人数登録人数登録人数登録人数はははは適正適正適正適正かかかか。。。。    

 まだ増やしていけると思う。男性が少ないのは、年金が少なく就労を求めている人が多く、シルバー 

 人材センターなどを利用する。 

 

⑬ボ⑬ボ⑬ボ⑬ボランティアにランティアにランティアにランティアに対対対対してどういったしてどういったしてどういったしてどういった保険保険保険保険をかけているのかをかけているのかをかけているのかをかけているのか。。。。    

 福祉サービス総合補償という保険制度を利用している。 

 

所感 

介護ボランティア制度はこれからの介護の在り方を考えたとき、大切な制度の一つとなる。介護保険制

度を持続可能なものにするためには、住民の協力は必要不可欠である。いかに健康を維持することがで

きるかにより、保険制度の維持と共に高齢者の QOL の向上につながると考える。ボランティア参加者、

施設利用者、施設、そして自治体という 4 者にとってメリットのある介護ボランティア制度を本市にお

いても推進していけるよう、今後もしっかり取り組んでいきたい。 




