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平成２９年度第１回米子市地域福祉計画策定委員会議事録 

 

平成２９年１２月２１日 午後２時開会 

米子市役所５階 第１会議室 

 

１ 開会 

 

２ 福祉保健部長あいさつ 

（斉下福祉保健部長） 

 本日はお忙しいところご参加いただき、ありがとうございます。また、日ご

ろから市政にいろいろとご協力いただき、お礼を申し上げます。現在進行中の

地域福祉計画は第４期のものでございまして、平成３２年度までの計画となっ

ております。第 1 期が平成１８年度に策定されておりますので、１０年以上経

過したことになります。ご存知のように、社会情勢や地域の状況も大きく変化

しているなかで、障がいのある方、高齢者の方、子育て中の方など、すべての

人が、住み慣れた地域で住みたいという気持ちを持って暮らしていくためには

どうすればよいかということが大きな課題となっています。国は地域共生社会

の実現を提言し、いろいろな施策も出てきております。また、社会福祉法の改

正のなかで、地域福祉計画の位置付けに変更が加えられております。 

今日の会議では、今後の計画の方向性をご説明するとともに、井上委員から

次期計画の策定に向けたご提案もいただいております。貴重なご提案をありが

とうございます。このご提案についても、皆様で意見交換していただければと

思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 会議の成立宣言 

  委員１５人中１２人出席につき、米子市地域福祉計画策定委員会設置要綱

第５条第３項に基づき、会議成立 

 

４ 委員の紹介 

   

５ 事務局の紹介 

 

６ 会議趣旨説明 

（中本係長） 

 議題１について、本来であれば、策定委員会は年度末に計画の進ちょく状況
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の確認のために開催していますが、来年度に改正社会福祉法が施行され、それ

に伴い、地域福祉計画が各福祉分野の上位計画として位置づけられることとな

ったこと、また、さまざまな福祉分野の計画が策定されるなかで、地域福祉に

ついて、我々が課題として考えていることを踏まえて再構築するために、地域

福祉計画を改定したいと考え、来年度から改定作業に入ることとしているため、

現在の状況を説明させていただきたいと思います。 

 議題２については、井上委員から次期地域福祉計画に関する提案がありまし

たので、これについて意見交換をしたいと考えています。 

 

７ 会議の全部公開について 

 （松本委員長） 

始めに、本会議の全部公開と、全文議事録の作成について、ご了承いただき

たいのですが、ご異議はありませんか。（異議なしの声） 

  では、これらについて、承認されました。 

 

８ 議題１ 地域福祉計画改定のポイントについて 

（山崎主幹） 

地域福祉計画の改定について、主に国から出てきている情報について説明し

ます。 

少子高齢化、核家族化、地域のつながりの希薄化、地域福祉の担い手不足な

ど、さまざまな地域福祉の問題が出てきている中で、すべての方が住み慣れた

地域の中でいつまでも安心して暮らしていける社会を作るため、国では地域共

生社会の実現が提唱されています。また、実際の取組を加速していくために、

有識者の検討会が作られ、「我が事・丸ごと」の理念のもとに、具体的な体制

整備が進められることとなっています。この「我が事・丸ごと」の理念がこれ

からの地域福祉の重要なテーマになっています。「我が事・丸ごと」とは、地

域において他人の困り事や、地域づくり活動など、他人事となりがちなことを

自分のこととして受け止めて、住民が主体的に活動していく取組や、複合的、

複雑な問題について、縦割りを排除し、包括的に支援していく仕組みを構築し

ていくという理念です。身近な圏域で住民が主体的に問題を把握し、解決して

いくことができる体制づくりや、行政が包括的な支援体制をつくっていくこと

などが考えられます。 

また、これらの取組の指針となる地域福祉計画を改定し、計画に基づいて取

組を推進していくことが推奨されているところです。 

資料２は改正社会福祉法の関連条文でありますが、「我が事・丸ごと」に関
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連する部分が社会福祉法第４条第２項や、第１０６条の３に盛り込まれていま

す。第１０７条第１項第１号では、地域福祉計画に各福祉分野に共通して取り

組む事項を定めるように定められています。 

資料１は、厚生労働省が作成したものでありますが、地域福祉計画の法令上

の取扱いが変更されたことに伴い、地域福祉計画が他の計画の上位計画である

こと、また、計画の具体的な内容についての例が示されています。これらの内

容は、必ず地域福祉計画に盛り込まなければならないわけではありませんが、

いずれも重要なポイントであると認識しているところです。 

市では、これらのポイントを地域福祉計画に盛り込むべきではないか、また、

その他の、現在の米子市の課題に対応する項目を盛り込む形で計画を見直さな

ければならないのではないかといった問題意識を持っています。 

そのため、来年度から、計画の全面改定を考えているところです。現計画は、

本来は平成２８年度から平成３２年度までの５ヵ年の計画ですが、計画期間満

了を待たずに改定に取り掛かりたいと考えています。改定作業は、来年 6 月に

現策定委員の任期が満了となりますので、新しい委員の任期が始まると同時に

スタートしたいと考えています。地域に出向いて行って、地域の方たちの話を

聴き、できるだけそれらを計画に盛り込みたいと思います。1 年で終わらず、

2 年かかるかもしれませんが、時間をかけてよいものをつくっていきたいと思

いますので、委員の皆さんの協力もお願いします。 

（吉岡佐知子委員） 

 これまでの地域福祉計画の位置付けについて、現計画の７ページに書いてあ

りますが、米子市の総合計画という大きな計画があり、その中にまたさらに小

さな個別の計画があります。その間の位置づけとして、この地域福祉計画とい

うものがあり、その個別の動きとして、米子市社会福祉協議会（以下「市社協」

という。）と一緒に福祉活動計画を作ってこられたと思います。地域福祉計画

は今までは主に役割分担のような計画でしたが、それを刷新して、まったく違

うものということで、今、考えているということでよいでしょうか。 

（大橋次長） 

そのとおりです。 

（山崎主幹） 

地域福祉計画と他の計画と大きな違いは、住民の役割が明記される点です。

住民がどのような役割を持って、地域の中で動いていただくか。これは市社協

が作っている地域福祉活動計画も同じですが、そのような点は、今まで以上に

しっかりと作りこんでいく必要があると考えています。 

（中村委員） 
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 前倒しで政策をつくるということですが、今回できた計画がいつからいつま

で使われる予定で作られるのですか。 

（山崎主幹） 

 国の通知で、高齢者の計画、障がい者の計画、子どもの計画などのそれぞれ

の分野の計画と期間を合わせるのがベストであるとされているため、なるべく

合わせるような形にしたいと思います。しかし、すでにそれらの３つの計画の

期間がずれています。高齢者の計画の新しいものが３２年度までということで、

なるべく、そこに合わせていきたいと考えています。 

（中村委員） 

何年からの計画にするのですか。 

（山崎主幹） 

各分野の計画は、計画期間が３１年までのものと３２年までのものがあるの

で、３０年から取り掛かり、３２年スタートと想定しています。 

 （木村委員） 

  他の計画と計画期間を合わせなければならないと思います。 

 （山崎主幹） 

  確かに合わせるべきです。 

（中村委員） 

 計画期間は４年間でしょうか。 

（山崎主幹） 

 ３年もしくは５年間と考えています。 

（木村委員） 

高齢者に関連して医療計画もあり、これもまたは年数が違います。たまたま、

来年度の３０年度は改定年度になっています。 

（中本係長） 

３１年、３２年や３３年と計画期間は様々なものがあり、全部いっぺんには

合わせられないが、一番多いところに基本的には合わせたいと思います。 

構想としては、来年から改定作業に入りますが、地域福祉計画と地域福祉活

動計画は車の両輪でありますので、まず来年は、市社協の力を借りながら、地

域に出て行き、住民の生の声を吸い上げる期間にしたいと思います。実際に今、

福祉政策課職員が市社協と一緒に公民館をまわっています。実際に計画として

仕上げるのがその翌年度となります。役所の計画は１年間で仕上げることが多

いのですが、１年分を地域に出る、実体験の生の声の聞きに行く作業に使って

みたいというのが、事務局の今のところの願いです。 

そのため、地域福祉計画は２年ぐらいで作らせていただきたいと考えていま
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す。国のガイドラインが出ているので、すぐ取り掛かり、半年ぐらいで作り直

すという話もあるかもしれませんが、時間をかけて作ってみたいと思います。

また、作って終わりの計画ではなく、作った後に活用できる計画にしたいとい

うことを考えています。 

（大橋次長） 

介護保険事業計画は保険料を決める計画であるため、このサイクルは変えら

れないと思います。したがって、現在、第７期計画が３０年、３１年、３２年

で、３３年が改定年度であることから、すべての計画は３３年よりスタートす

ると思っていただくのが、妥当な線ではないかと思います。本計画は理念的に

それらよりも先行する計画でありますので、最初にこの計画を立ち上げておい

て、第８期の計画にここで作られる地域福祉の内容が反映されていくというイ

メージを持っていただければと思います。事務局としては、本当はもっと時間

を掛けて作りたいが、諸般の事情を考え、３２年度には完成品ができている状

況を想定しています。 

（木村委員） 

 もともとの地域福祉計画があり、細部にわたっては、地区社会福祉協議会（以

下「地区社協」という。）が各地域において、地域版を作ることになっていま

したが、進ちょくが遅く、モデル地区を指定して行っていたが、今日に至って

も、まだ７地区しか作成されていません。どんどん高齢化は進んでいき、逆に

人口は減っていくので、５年も６年もかかって計画していたのでは、推計資料

等が全然マッチしなくなるのでよくないと思います。もっとスケジュールをき

ちんと作って、地区に出向いて、コミュニケーションを取る、課題をまとめる、

あるいはアンケートをとる、これらの作業のスピードを上げていただきたいと

思います。 

（山崎主幹） 

 計画を作り上げていく過程で、これをやると決まったものについては、計画

策定期間中からも積極的に取り組んでいかなければ、スピード感を持った取組

ができないと考えています。 

（大橋次長） 

木村委員の意見は、地区の活動計画はそれぞれの地区で策定していただくの

が建前であるが、市が責任をもって推進力のある役目を果たしていくというこ

とではないかと考えています。 

（木村委員） 

以前は、市が非常に消極的であり、計画を作ってしまえばそれで終わりで、

進ちょく状況のチェックもされていなかったため、現計画ではチェックの記述
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を入れてもらいましたが、まだ甘い。市長は、米子に住んでよかったと思って

もらえるような街づくりをしたいということを言っておられるので、市は主体

性をもって、積極的に指導していただきたいと思います。地区社協や自治会そ

れぞれが主体となって組織づくりや地域福祉活動計画の策定をすることにな

っていますが、なかなかできない。まず、その必要性が理解されていないので、

市の方で何らかの会議を持って、真剣に取り組んでいただきたいという主旨の

説明を徹底していただきたいと思います。 

（中本係長） 

 私たちも、直接市の職員が出ていくというのも当然大事だと思います。しか

し、やはり市社協が持つスキルや力というのは相当なもので、地域の方が市社

協の存在を認めている現実がありますので、将来的には福祉のことは社協にと

いう形で、行政が背中を押して市社協がキーパーソンになっていくような形に

したいと思っています。押し付け合いではなく、共同作業として市社協ととも

に歩んでいきたいということもあって、今年市社協から誘いを受け、一緒に公

民館を回って、各地区の意見を聞きました。このような取組は今まで無かった

ことと思っているが、そういったところに時間をかけたいと考えています。 

（木村委員） 

 市社協も専属のコーディネーターを配置したり、市が入ったりしていますが、

それが結果に現れておらず、地区版地域福祉活動計画の策定地区が７地区から

全然増えていません。 

（中村委員） 

 地域の声を聴きたいということですが、どのような形を考えておられるので

しょうか。 

（中本係長） 

 今年、市社協に声をかけてもらって、一緒に公民館回りをしました。米子市

には２７の公民館があり、そこに地区社協があるという形ですので、まずは活

用できるものから進め、公民館を中心に話を聴いて、そこから地区社協、市社

協の協力、私たちが培ってきた人脈を使って、さらには委員さんから頂いたも

のを使って直接入っていきたいと思います。原則は公民館や地区社協を起点に

考えていきたいと思います。 

（中村委員） 

 密接に公民館などに関わっておられる人はいいですが、関わっていない方が

多いと思います。その人達はスルーされると思いますが。 

（中本係長） 

 今のところはアンケート調査をするつもりはありませんが、アンケート調査
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の必要性や、団体に直接出向いて意見を吸い上げる方法などについての議論を

していきたいと思います。各団体、公民館などの活動に何にも関わっていない

方はどうするのか、実はそこが一番多いかもしれませんので、そこをどうつな

いでいくかということを、意見を聴きながら取り入れていきたいと思います。 

（木村委員） 

 公民館と言われますが、公民館は教育委員会の現場機関であって、そのよう

に全体で意見を述べるというところではないです。条例で決まった役割があり

ます。したがって、まずは地区版地域福祉活動計画について、公民館地区、地

域で作っていただくことの必要性を説かないといけないと思います。この計画

は、地域で共同しながら実施していくことになり、地域包括ケアシステム構築

も関連することになるため、地域で作る必要があります。ただ地域での組織作

りをしないと先に進まないです。組織は関係者が２０人から３０人程度集まる

かたちがよいと思います。率直に言うと、公民館長、地区社協の会長の受け止

め方で全く進まないこともあります。１０年経過しても７地区しか組織ができ

ていないのは、あまりに遅いと思います。 

（松本委員長） 

 地区社協の代表でもある山本委員は、今の話を聞いてどうお考えでしょうか。 

（山本委員） 

 地区社協は、最初は、おそらくそうであったと思いますが、支所として法人

格を持って、こういうことをやるという、きちんとした組織を立ち上げること

が、まずは必要であると思います。ただ現実問題として、私を含めて、あと７，

８年もすれば、団塊の世代が後期高齢者となりますが、なかなかそこまで待っ

ていられない状況です。また、現在の地区社協は、財政的に非常に厳しく、存

続は難しい状況です。どこの地区の会長に聞いても、財政的になかなか厳しい

ようです。世の中が悪くなったと思いたくはありませんが、なかなか地域福祉

の方に力を入れていただくことは難しいです。財政的な面で支えていただくと

いうことが、なかなか難しいと思います。 

（木村委員） 

市社協は社会福祉法人であって定款があり、その中で会員から会費をもらっ

て運営することになっています。市社協の会員は、自治会の会員がなっており、

地区社協の会員も同様です。米子市全体では全世帯のうち６４％しか自治会員

になっていないので、６４％の自治会員から市社協の会費が支払われていると

いうことが現実であります。しかし、地区の社協の事業として、例えば、敬老

会は住民全員が対象であり、自治会の会員に限られてはいません。地区の敬老

会をする場合においては、市の補助金の額も少なくなってきており、地区での
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負担が多くなる等、運営が難しい状況です。地区によっては、地区社協の組織

そのものにも問題があるのではないかと思います。米子市には４１９も自治会

があり、一番小さな自治会は３名というところがあります。４００世帯以上が

１０団体しかなく、大変、難しい面があると思います。地域で組織を作ってい

ただくということを、もう一度お願いしたいと思います。 

（山本委員） 

地区社協が主体となって作成しなければいけないという地区版地域福祉活

動計画は、このたびの新しい地域福祉計画の対象になっているのですか。策定

済みの７地区については、どうなるのでしょうか。地域福祉計画は、地区版地

域福祉活動計画とは全く性格の異なる、行政も含めた大きな計画になるという

認識でしたが。 

（山崎主幹） 

 地区版地域福祉計画は地域福祉計画とは別のものですが、地区版の計画を地

域の活動の基盤にしていくという手法もあるので、策定の推進は続けていきた

いと考えています。 

（山本委員） 

 地区社協はぜい弱な組織であり、事務局もないような状況で、突き詰めれば

私ひとりであったりするわけです。自治会長や、民生委員も入りますが、なか

なか市社協のような組織ではないというところが現状です。もし、計画策定の

主体になるということであれば、それは悩みのたねです。例えば、倉吉市や鳥

取市などの地区社協がどのようになっているか調べてみるといいかと思いま

す。新たに中学校単位などということも聞きましたが、どうでしょうか。 

（山崎主幹） 

地域の範囲については、今後の地域福祉計画の中では、一つのテーマになっ

てくると思っています。 

（中村委員） 

先ほど、自治会に入っている方が６４％という話がありましたが、米子市は

アパートが多くあり、アパートの方はほとんど自治会に入っておられないと思

います。その方々も、この計画に参加できるような仕組みを考えていただけた

らと思います。 

（松本委員長） 

確かに中村委員の言われるとおりだと思います。今の状況だと約４割の方に

は届かないということになります。地区社協というのは山本委員が言われたよ

うに、地区社協の会長、副会長があってそれ以外の協議会委員が誰もいません。

ほとんどは、自治会長が理事となり、構成されています。そして、今後どうし
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ていくかを審議していくのに、評議委員がいますが、評議委員は、自治会長や

民生委員、在宅福祉委員、保健推進員というような、地区の諸団体が入ります。

いざ、社協の行事をするとなると、自治会や民生委員が動かないと何の力もな

いというのが現状です。そのことについて、地区をまわっていただき、意見を

吸い上げていただきたいと思います。そして、そこをどうしていくかというこ

とが、大きな取り掛かりとなると思います。今までは、地区社協は高齢者の福

祉が中心になり、障がい者や子育てに関することへの想定が少なかったですが、

一緒に行っていくとなると、地区社協の役割や地域住民というものの範囲が広

くなっていき、担い手があるのかという懸念があります。 

（大橋次長） 

 ６４％しか自治会に加入してなくて、地区社協は会長一人、実態は自治会と

同じ。自主防災組織も同様。それぞれ別の組織があるようにみえますが、住民

にとってみれば、そこには同じ人しかいないのが現状です。自治会の加入率が

２０年間で約２０％下がり、６４％となっていますが、中村委員が言われたよ

うに４割の人が無視される状態は、地域福祉計画が望むところではありません

ので、木村委員の言われる組織化をするということは、一つの検討すべきアイ

デアであると思います。それをどうするか、自治会や地区社協を無くし、ゼロ

から作る方法もあるかもしれませんし、今ある自治会の加入者を増やす取組を

進める方法もあるかもしれません。それを皆さんで議論し、実行可能なものを

用意していって、事務局である私たちは、市民に問いかけて仲間になってもら

う営業をしていく、そのような構造にしていただけたら有り難いと思います。

１０００人を超えるような自治会と３人の自治会で同じことを期待してもい

けません。一方で、例えば、高齢者福祉の地域包括ケアは中学校単位であり、

公民館はほぼ小学校単位でありますが、私たちはこの地域福祉計画を、どうい

うエリアで考えていくのかというところから決めていくのがいいのではない

かと思っています。また、これから改定作業を進めていく中で、意見を出し合

いながら、理想を掲げて実行可能なことから行い、できれば、委員の皆様も私

共と一緒に責任の一端も分かち合っていただければありがたいと思います。こ

の問題については、今後、何らかのアイデアを出したり、お聞きしたりしてい

きたいと考えています。 

（木村委員） 

 地区社協は会長と副会長と、例えば２、３人と言われるが、地域包括ケアシ

ステムを３０分以内に移動できる範囲で構築することになっているので、それ

を早く作らないといけないと思います。地域福祉計画は各分野の計画の基とな

るものであり、憲法に値するものだと思っています。その中に地域包括ケアシ
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ステムなどがあるのだと思います。 

（王島委員） 

 先ほどから、地域福祉計画と地域福祉活動計画とが混在した議論になってい

るように思います。ここは地域福祉計画の策定委員会であって、地域福祉活動

計画は別に策定委員会があります。考え方として、地域福祉計画は、各地区の

地域福祉活動計画を吸い上げて作るというものではないと思いますが、どうで

しょうか。 

（大橋次長） 

 そのようなやり方ではないです。 

（中本係長） 

 地域福祉計画の理念などがあり、そこから下りていくので、積み上げてはい

ません。 

（王島委員） 

 ただ市民の意見を聞くだけでは。 

（大橋次長） 

 市は当然市民に意見を聞かないといけません。ただし、地域福祉計画は市が

作る義務があって、全体に関することをしますが、地域が計画を作るかどうか

は、本来はその地域の自由です。木村委員の意見はそこから更に進んで、全体

の公共の責任者である市も、地域に営業に行って、参加してもらえるように努

力すべきであるという話だと、私は整理したところです。建前上はそれぞれ別

のことだということは、お互い理解されていると思います。当然、市社協の地

域福祉活動計画も、市としてお願いはしますが、これを作れとはなりませんし、

各地区の地域福祉活動計画も、お願いはしますが、作る義務があるという話で

はありません。このことは木村委員もご存じだと思います。しかし、何年もあ

る過程の中で、市役所側の推進力が極めて薄いのではないかとのご意見であっ

たと思います。 

（木村委員） 

 従来はピラミット型で指揮命令的に構成されてきたものが、今では全部一緒

になってしまっています。 

（大橋次長） 

 委員の方が言われることもわかりますし、私たちが感じることもありますの

で、もう一度この会を立ち上げて、話し合いながら、色々な要素を入れて、本

気でやらなければならないと思います。例えば、現在のように、様々なところ

に高価なプロフェッショナルのサービスを投入していくと、介護保険会計はい

ずれ必ず破綻します。それを避けるためには、地域住民が日々の生活の中で少
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しだけ善意を供給するということについて、市民社会の合意が得られるよう、

私たちは話をしていきたいという気持ちがあります。井上委員が今日これから

提案される内容も、そこをベースとした一つのアイデアであることを、了解し

てもらいたいと思います。介護保険会計が破綻するとは、制度がなくなるとい

うよりも、所得の大半を頂くということを意味するのですが、これまでの例か

ら見ると、一番弱い方から切り捨てられていくのではないかという危惧があり

ます。これを明らかにして、誰もが生きていける社会にするいうことを皆さん

にお願いしていく、そういうものにしたいと思っています。 

 

 

 議題２ 委員からの提案について 

（井上委員） 

 市の説明であった「地域共生社会」や「我が事・丸ごと」は、資料には、制

度・分野ごとの縦割りや支え手という関係を超えて、地域住民や地域の多様な

主体が我が事として参加し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて、丸ごと

つながることと書いてありますが、これは、少子高齢化から来ていると思いま

す。社会保障の担い手の人数を調べてみると、１９６５年頃は１０．５人の現

役世代が１人の老人を支えていたが、２０１６年は２．２人の現役世代が１人

の老人を支えていることになっており、分母が５分の１になっています。どう

考えても、この状態であれば社会保障は成り立ちません。よく会社の３０代、

４０代の若い職員と話す時に、彼らは、自分たちは年金をもらえないと言って

います。年金をもらえる年齢が限りなく上がっていき、若い人は、今は６５歳

からもらえる年金が、自分たちは７５歳、８０歳頃になるのではないかと思っ

ています。それであれば、企業年金のような、自分でかけたものが返ってくる

仕組みでないといけないと思う人が増えていますが、それでは社会保障などが

成り立たないと思います。ただ、そうはいっても皆で協力して何とかならない

かというのが、この「我が事・丸ごと」だと思います。これを基にして作った

ものが、これから説明する提案であります。 

 

資料３についての説明 

⑴ 米子市地域福祉計画の骨子案 

ア 福祉サービス全体の調整について 

（井上委員） 

例を上げると、よく介護や福祉業界で言われることですが、介護保険

のデイサービスが多すぎて余っているが、特別養護老人ホームには入所
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できないのはおかしいと言った声があります。また、障がい者の分野で

は就労継続支援 B 型の事業所の数がとても多いですが、重度の人を対象

としたサービスはないという問題があります。そのため、市が総量規制

を行わないといけないのではないかという提案です。 

イ 住民を育成・支援する仕組みづくり、住民が主体的に運営する地域の居

場所づくりについて 

（井上委員） 

国も言っていますが、軽症の人は、今の介護事業者がお金をもらう形で

はなく、有償ボランティアが校区で見るような仕組みに変えることができ

るのではないかと思います。今米子では、介護予防のケアプランの作成で、

１人３，８００円かかりますが、これをずっとやっていたら、先程大橋次

長が言われたように必ず介護保険会計はパンクしていまいます。米子市の

半分の２，０００円くらいの費用でやるようなモデル事業をやっている自

治体もありますが、そういう取組を始めないと破綻してしまうのではない

かということであります。 

ウ 支える側の人間が不足・枯渇しない仕組みについて 

（井上委員） 

今、私は、福祉事業をやっていますが、全く人材が足りません。求人を

出しても、夜勤や重症な人の支援をする人は来なくて、パートや日勤を希

望し、夜勤等を嫌がる人の方が多く来るので、なかなか住民のニーズがか

み合っていません。 

エ １０年後のビジョン・到達目標を描く役割について 

（井上委員） 

２１世紀終わりには、日本の人口は推定５，０００万くらいになってい

るそうです。そうすると、今の仕組みは成り立ちません。今どうするかだ

けでなく、１０年後にどう変化をするか、人口等を含めた上で、誰かがビ

ジョンを描くということが必要だと思います。ただの多数決だけでいった

ら上手くいかないと思います。 

⑵ 地域福祉計画の進め方 

 総合支援モデル事業や地域共生型住民主体の事業等の実践活動について 

（井上委員） 

総合支援モデル事業は、高齢・障がい・子ども・生活困窮者等の方の支

援を具体的に実施する、縦割りでない支援をモデル事業で行うものです。

また、住民の主体的な居場所づくりをモデル事業でバックアップするとい

うものもあります。 
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⑶ 平成２９年度に取り組む課題 

ア 地域福祉計画具体案作成やモデル事業等実践活動の準備を行う事務局

的な部署と地域福祉計画の具体案検討グループ（地域共生社会推進会議）

について 

（井上委員） 

理屈だけではなかなか分からないので、総合支援的なことをするのであ

れば、少しでもモデル事業をしながら、どのような形になるのか、実際に

やってみたほうがいいと思います。 

例えば、介護保険計画であれば、市の長寿社会課が事務局になって、長

寿社会課が事務局案を介護保険計画の策定委員会に提示し、承認してもら

うという流れになりますが、地域福祉計画は、国が出しているハードルが

非常に高く、障がい・高齢・子どものすべてを統括していくためには、そ

の素案作成は、集中的に行わなければいけません。検討グループで作成し

た素案をこの会で提案して、承認されたら地域福祉計画になっていくとい

うようなイメージです。 

イ 行政、事業者、住民、福祉職員の各層向けの学習会の開催について 

市民の地域改革をするためには、まずは、地域改革をしていただいて、

市民に分かりやすい説明をしていくというのがこの提案です。 

私たちは地域福祉の基礎的な研修と、応用研修の２つの研修の実施につ

いて、県から委託を受けています。ちょうど良いタイミングなので、今年

はこの県の研修事業を使って、地域福祉計画をつくろうというテーマで取

り組もうと思っています。これを２月１８日に行うので、よろしければ、

参加していただきたいと思います。 

この研修では、午前中に勉強会をしますが、まずは、縦割りの仕組みで、

家族全体の支援がなかなかできていないので、実際に１軒の家に障がい者

と認知症老人の両方を抱えているような人に、なぜ家族全体の支援が必要

かという話を聴いたり、子どもの貧困という問題があるので、元里子で、

現在は就労し、看護師として働かれている方に自分がどうやって育ってき

たかといった、実際の経過を話してもらいます。 

２番目に地域福祉の支援システムの問題点、現行の支援制度の問題点に

ついて、障がい者の相談とケアマネージャーの両方をしている者が話をし

ます。 

３番目に今後の国の福祉・地域福祉の動向について、鳥取県の障がい福

祉課の小澤課長に話していただきます。小澤課長は厚生労働省からの出向

で、国の動向はかなり分かっておられるので、国の動向や人口減少社会に
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おける課題などをお話しいただきます。 

４番目に、米子市福祉政策課の大橋次長に財政状況及び米子市の地域福

祉計画について語っていただいて、コメンテーター同士で意見交換をした

いと思っています。 

午後からは、参加者で少人数のグループを作り、グループごとに自分た

ちが欲しい地域福祉計画や、地域福祉計画に提案したいことを話し合い、

資料にまとめて米子市に提案したいと思っています。西部地区が対象のた

め、もし郡部の方が来られた場合は、郡部の方のグループを作って、自分

の住んでいる町村に提案を出すことも考えています。 

また、山口県で県のケースワーカーをされていた、大変現場に詳しい国

会議員の桝屋敬吾氏に来ていただけたら、相当詳しい話が聴けると思いま

すが、忙しい方なので難しいかもしれません。 

続いて、事業者向け学習会ですが、意外と、民間の事業者というのは、

制度が縦割りになっているため、一緒にやることが難しいです。そのため、

高齢・障がい・子どもを一緒にやる事業者の方に勉強していただかないと

難しいと思います。 

住民・福祉職員向けの学習会については、福祉ゼミというものを開催し

ます。ここで住民を育成して、住民が主体的になった有償ボランティアの

居場所のようなものを作ったらどうかと思いますが、そのような活動は簡

単にはできないため、まずはどのようにしたら良いかということを、皆で

話し合う場を作りたいと思います。昼は、住民は集まりやすいですが、専

門職は集まることが難しいため、昼と夜の両方で開催したいと思います。 

ウ 総合支援に向けての人材育成と連帯感の醸成 

平成２９年度から３１年度までの３年間くらい、総合支援ができるよう

人材養成研修を行います。今すぐに高齢・障がい・子どもの総合支援をで

きる人は少数であるため、人材の育成をしないといけないと思います。 

全分野共通の対人援助基礎研修は今もやっていて、障がいでも高齢でも

子どもでも、どの分野にも関連する基礎的なコミュニケーションの研修で

す。平成２４年度から行っており、今年は民生委員に参加してもらいまし

た。これにみなさんに参加していただき、生活支援スキルアップ研修も活

用し、行政だけ、事業者だけ、住民だけではなく、三者が勉強をするとい

うものです。 

住民相互の心のケアを行うピアカウンセリング講習についてですが、私

は「発達障害家族ネット」という、今問題になっている発達障がいの家族

会とを組織していますが、例えば、大人の発達障がいの場合で、高校くら
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いから２０年くらい引き籠っていて、働いておらず、時々暴れて暴力を振

るうため、親も傷付いているケースがあります。そういった方の心のケア

を専門職だけで行うのではなく、発達障がいの家族が月に 1 回集まって、

家族同士でピアカウンセリングを行っていますが、これは非常に効果があ

ります。 

地域支え合い活動研修については、住民が自分で地域福祉の拠点を作る

ときに、どのようにすればできるのかといった基礎的な勉強ができれば良

いと思っています。 

エ サービスの供給過剰と職員確保の困難対策 

社会福祉法人の事業連携と職員教育の一本化についてですが、職員教育

は事業所や関わる人に手法がバラバラで、このままでは職員が障がい、高

齢、子どもに関わっていくことが難しいので、職員教育の基礎を統一した

いと考えています。将来的には、社会福祉法人の事業統合の検討も必要だ

と思います。これは、事業者でなければ分からないのですが、今までは福

祉事業者を県がどんどん認可し、増やしてきましたが、国の情報をみると、

これからは事業者が淘汰されていくことになります。つまり、力のあると

ころが残り、小さいところは消えていくような流れがはっきり感じられま

す。そうなったときに困らないように、小さな事業所がバラバラにするの

ではなく、将来的には、社会福祉法人が連携したり、統合したりして、き

ちんと米子の福祉サービスができるように、今から検討したいと思ってい

ます。 

次に、市役所が調整力を発揮することについてですが、米子市は介護保

険のデイサービスが多すぎます。障がい者の就労継続支援Ｂ型の事業所も

多いです。ところが、高齢者の特別養護老人ホームが全然足りません。例

えば、動くことができる認知症の方は介護度が低くなり、受けてくれる施

設がありません。デイサービスは山ほどありますが、特別養護老人ホーム

に入れないのが現状で、非常にアンバランスな状態です。これは障がい者

でも同じです。なぜ、供給過剰になるかというと、事業を立ち上げるのが

簡単であるからです。障がい者や高齢者の方が必要としている事業所では

なくて、事業者が簡単に立ち上げることのできる事業所が、どんどん増え

ていっています。だから、中軽度の事業所が増え、重度が増えない。今の

ように、事業者の自由参入に任せていると、重度の対応は、なかなか難し

いと思います。中軽度が増えすぎて、職員が足らないという問題も解決で

きないので、市が調整できるような形が必要なのではないかと思います。 

事業所の数が増えすぎると、職員が休めなくなり、重度対応や夜勤対応
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が可能な職員の質・数、両方とも確保できません。夜間対応のニーズは高

いが、日勤だけしかしたくないという職員がすごく増えています。日勤の

職場は増えても、夜勤が必要な職場が増えていかないという問題がありま

す。 

また、気に入らないとすぐ辞める職員が多いです。事業所が山ほどあり、

辞めてもすぐに別のところへ行けるため、勤めたばかりですぐ辞める人が

とても多いのです。そして、６０代前後の求職者が多く、若い人が来ませ

ん。 

オ 住民パワーの発掘・育成 

継続的に取り組む課題で、対策１として住民運営の居場所を作り、軽度

の人を吸収し、対策２として住民運営の共同介護住居を作り、事業者や家

族と共同運営します。共同介護住居は私たちが試験的にやっていますが、

北欧では、高齢者や障がい者の家族がお金を出し合って、介護用の専用住

居をもって、そこでヘルパーと家族が共同で介護するという仕組みがある

ようです。自分の老後を考えたときに、特別養護老人ホームには簡単に入

れないし、誰も面倒を見てくれる人がいないとすると、自分たちで特別養

護老人ホームの代わりになるようなものを作ってみなければいけないと

考え、共同介護住居を作り、まだ安定はしていませんが、実験的に２４時

間介護ができるようにやりかけているところです。 

対策３として、運営力を持った住民の育成を行います。住民に地域福祉

のやり方を教えてくれる塾のようなものを作っていかないと、単に住民パ

ワーだけでは、話になりません。そういうものをどうやって作るか、考え

ていかないといけないという提案です。 

 

（松本允行委員） 

先ほどの話の中でもありましたが、人材不足については、致しかたないとい

う状況です。公務員や体力のある企業であれば、それなりに長く勤めることが

できますが、零細中小企業の多い鳥取県西部では、若年労働者の異動は昔から

あったと思います。また、今は定年後も勤めに出る高齢者が多く、非常勤の勤

務や短時間労働が多くなってくると、労働者はどうしても高齢者になってきま

すが、それは仕方ないように思います。 

社会福祉協議会での問題、自治会や公民館活動での問題も、人材不足で悩ん

でいることが実態ではないでしょうか。公民館でも色々と人材が欲しいです。

運動会、公民館祭などの行事をする際に、若年層の方が集まりにくいですが、

若年層の方がいないわけではないのです。自分の子どものサッカーや野球の大
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会などであれば、親は参加しています。ただ、思考が昔と変わってしまってい

るというところが大きな理由であると思います。 

地域福祉計画については、国の推奨するワンストップサービスなどいろいろ

なものを、行政がそれをそのまま受けてしまうと、組織が肥大化し、人件費や

維持管理費が増え、介護保険料などを値上げせざるを得なくなります。そうい

う状況の中で、自治会や公民館、社会福祉協議会など、できやすいところにな

んとなく持っていくということをせざるを得ないということもあるかもしれ

ません。 

過去の時代とは違って、高齢になっても働かなければいけないということを

踏まえないと、何も話ができないと思います。いい話はたくさんできますが、

昔のように人材がいた時代とは違いますので。 

何でも受け入れてしまうと、組織が拡大し、人が増え、お金が必要になりま

す。どのように取捨選択していくかが、これからの知恵だと思います。 

（中村委員） 

 一番大切なことは、助け合う心・気持ちがあるということだと思います。今

の世の中、生活することが精一杯で、若い方だと子育てなどで、そのような場

合ではないということがあると思いますが、まだ純粋な子どものうちに、ボラ

ンティアに参加する機会や助け合う心を学ぶ機会がたくさんあると、効果が出

るのではないかと思います。子どもがボランティアをすると、それに親も一緒

に参加して、家族でボランティアをされる方もいるので、そのような違う視点

からも考えて計画に盛り込んでもらうと幅が広っていくと思います。 

（松本委員長） 

 井上委員にお聞きしますが、地域共生社会推進会議というのは地域ケア会議

とは違うものでしょうか。 

（井上委員） 

 地域ケア会議とは違うもので、地域福祉計画を作るコアメンバーの事務局の

ようなものです。従来のやり方では、策定委員会に提案する計画案は市の職員

が作るのですが、新しいタイプの地域福祉計画は原案を作るだけでも大変だと

思いますので、小グループを作り、そこで月に２回程度集まって案を練って、

会議に提案するということです。計画案作りは、市だけでは難しいと思います。 

（吉岡伸一委員） 

 例えば、子育て中の親であれば、親同士で支え合い、高齢者は高齢者同士で

支え合い、障がい者は障がい者同士で支え合うといった、同じレベル、段階の

人たちが支え合うということが重要です。共通の悩みは共通のところでないと、

わからない事が結構あります。ただし、それだけでは、どこかで様々な問題が



18 

 

出てきますので、そこを支えるために、少し財源を投入するなどという形にし

ないと、どこかで破綻すると思います。 

（仲田委員） 

 先程提案された、総合支援に向けての人材育成と連帯感の醸成についてです

が、私はこれが必要であると思います。基礎ができていないと、それに取り組

むことができないと思います。 

（木村委員） 

 資料３の１ページ目２（１）に、地域包括支援センター、障がい者一般相談

等を民間委託ではなく市直営で行うとありますが、これは市の職員を増やして

するということですか。 

（井上委員） 

 例えば、鳥取市の地域包括支援センターは市の直営ですが、民間の職員が出

向しています。いきなり全部を市の職員がやることはないと思います。相談機

関のトップは市が担って、民間の職員が市に出向するというかたちをとるのが、

当面現実的にできることだと思います。私の希望としては、５年から１０年後

には公的な福祉をする職員は、民間の職員ではなく市の職員になってほしいと

思っています。 

（木村委員） 

 それについては、私は反対であります。 

資料３の１ページ目２（２）に、総合支援が可能な人材を市が育成するとあ

りますが、これは市でなくてもできることではないですか。例えば、井上委員

のグループでもできるのではないかと思います。鳥取県からそのような事業を

委託されている団体だと思います。 

（井上委員） 

 事業を委託されている団体は、法人化されていない、任意団体で、県から委

託を受けて基礎的な研修をしています。 

（木村委員） 

 資料３の１ページ目４に、住民を育成・支援する仕組みを作り、住民が主体

的に運営する地域の居場所作りで、最低でも中学校区に１か所取り組むとあり

ますが、これは、担い手やリーダー的な人材の確保が難しいと思います。 

（井上委員） 

したがって、市がバックアップして、人材を育成したいということです。 

（木村委員） 

 育成する側の人材確保が難しいと思います。そして、資料３の２ページ目の

平成２９年度に取り組む課題で、市が事務局を担当し、５名から１０名のメン
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バーを集めて地域共生社会推進会議を開催するとありますが、メンバーに誰が

入るのですか。例えば、我々、策定委員会の委員がメンバーになるということ

ですか。 

（井上委員） 

 資料に書いてありますが、構成員は市の担当職員、総合支援モデル事業等の

実践活動を行う者、障がい者や介護家族等、その他必要な専門家等とし、この

会議で原案を作り、計画策定委員会へ提案し、承認を得て進めたいという考え

です。 

（木村委員） 

 それなりの案を作るために勉強されるということは自由であって、どんどん

していただきたいと思います。そして、良い案を提案していただくことは、良

いことであり、それに関して私たちが反対するべきではないと思います。 

（井上委員） 

今までと違い、地域福祉計画が各計画の一番上位となりますので、将来の見

通しも含めて、よく考えて案を作る必要があります。 

（木村委員） 

 高齢者、障がい者、子育てのそれぞれの分野で米子市の計画が作成されてい

ます。それをベースにして、足りないところを平成３２年以降に向かってどう

して欲しいか。そういう意見をまとめていただき、自主的に研究していただく

ことはいいことだと思います。 

（松本委員長） 

 井上委員は大変勉強されており、将来を見据えた提案でありましたので、事

務局には参考にしていただきたいと思います。 

 

９ その他 

（中本係長） 

 現計画の実績報告と重点課題に対しての検証の会議を、日程調整の上、２月

か３月に開催したいと考えています。 

我々は、このように委員の皆さん同士が意見を交わしていただける会議を目

指しています。それが、最終的によりよい地域福祉計画の策定につながればと

思いますので、協力をお願いいたします。 

（斉下福祉保健部長） 

この計画は現在４期目でありますが、第 1 期目では、地域に出かけたり、ボ

ランティアの方の話を聞いたり、アンケートをしたりと年月をかけて作り、そ

の後は事務局が案を出して、承認をいただくという形で進めて参りました。今、
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このような背景の中で、新しい計画を皆さんと一緒に作りたいという気持ちで、

計画期間の満了を待たずに、来年度から動いていきたいと考えているところで

ございます。提案などをたくさんいただいて、良い計画を作りたいと思ってい

るので、どうぞよろしくお願いいたします。 


