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平成３０年度第１回米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会議事録 

 

平成３０年７月４日 午後６時３０分開会 

米子市役所４階 ４０１会議室 

 

１ 開会 

 

２ 委嘱状交付 

伊澤副市長より各委員に委嘱状を交付。 

 

３ 副市長挨拶 

皆さんこんばんは。米子市の副市長の伊澤でございます。本日は第 1 回の米子

市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定委員会ということでお集まりいただき、

そして先ほど委嘱状をお渡ししました。皆様方にはこの委員をお引き受けいただ

きまして誠にありがとうございます。重ねてお礼を申し上げたいと思います。 

この委員会の役割とか目指すものというのは改めて私から申し上げることはし

ないようにしたいと思います。本日の会議で確認させていただきますが、皆様方

それぞれの分野で御活躍でございますので、御承知のとおりでありますが、社会

福祉法改正に伴って各地域で包括的な支援体制を作るように、地域包括支援体制

というものが法でうたわれて、いよいよ、この改正法が平成 30 年４月から施行さ

れる、これらが直接的なきっかけになるわけではありますけども、なぜ、今、地

域包括なのか、地域包括的支援なのかということであります。社会の在り方が大

きく変わってきていますが、これは私が申し上げるまでもなく、皆様方がそれぞ

れの分野で御活躍される中でも実感しておられるのではないかと思います。 

従来から福祉の在り方、当然、行政は行政として地域福祉計画というものを柱

に据えながら、行政の理念とか目標とかあるいは主要な取組を掲げてやってきた

わけでありますが、お恥かしい話ですが行政はものすごく縦割りなのです。言い

訳ではありませんが、国自体が縦割りで、厚生労働省があり文部科学省があり、

あるいは厚生労働省の中でもそれぞれの局が分かれており、その下に課があって

いろいろな業務を広範囲にわたって専門的に分担している、こういった縦割りの

仕組みになっています。 

そうした中でさまざまな施策、事業がどうしても縦割りで構成されています。

ところが実際の個人、家庭、地域が抱える課題というのは決して縦割りでは解決

できません。それは当然であります。一人の人間をいろいろな行政の角度から切

り刻むことはあってはならないわけであります。ますますそういったことを包括

的に総合的に一人の個人、一つの家庭、世帯あるいは地域というものに視点を置

いて、その課題にしっかり寄り添って解決を考えていく、そのようなことが求め

られている社会になってきている、それだけ社会の課題が多様化し、あるいは複

雑化しているのだと思っています。 
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この際、米子市では、従来、市が作っておりました地域福祉計画と、そして、

従来は社会福祉協議会が担っておられました地域福祉活動計画を一体化してその

実行性を高めたい、本当にこの地域が住民の皆さんの住んで楽しい地域になれる

のかどうか、将来に向かって持続可能性がある福祉という幸せがあふれる地域に

なれるのかどうか、そこに向かって我々市役所自身も縦割りの壁を廃止して向

かっていきたいと考えています。そのために、少し失礼な言い方かもしれません

が、今回の委員の皆様は、それぞれの分野で実際に活動、活躍されている方々を

中心にお願いしておりまして、どちらかというと行政にとっては耳が痛い御発言、

あるいは御見解をお持ちなのかもしれません。どうか遺憾なくその御活動の中か

らお感じのこと、あるいは将来に向けて必要なこと、御意見、御見識を活かして

いただいて、我々のこの地域の福祉の向上に、その柱になるこの地域福祉計画・

地域福祉活動計画に反映させていただきたいと考えております。 

今ここにたくさんの職員がいます。実はこれ以外の担当職員もおりますが、こ

んなにたくさんの職員が、この計画作りに携わっています。繰り返しになります

が、決して課題は縦割りでは解決できない、その信念のもとで米子市役所として

米子市の実情にあった福祉計画を作りたい、そのチャレンジを始めるのだという

決意と覚悟を私自身が持ちたいと思いますし、今ここにいる事務局の職員にもそ

れを求めたい、このように思います。平成 32 年度当初に実施する計画、実施を目

指して、2 年近い長丁場でございます。多くの御負担をかけることになると思いま

すが、米子市に住む多くの住民方の幸せのために力を貸していただきたいと思い

ます。どうかよろしくお願いします。 

 

４ 委員及び事務局紹介 

（中本課長補佐） 

この度の策定委員会は委員改選後初めての開催でございますので、まずは、委員

の皆様の自己紹介をお願いしたいと思います。席の並び順にお名前をお呼びします

ので、名前を呼ばれた委員の方は経歴、現在の役職や活動内容等を含めた自己紹介

をお願いいたします。これは委員の中でお会いするのが初めての方もあるかと思い

ますので、どういう分野でどういう活動をされているのか知ることで、今後の議論

を活発化するためにもお手数ですが経歴等お話しいただければと思いますのでよろ

しくお願いいたします。では山中委員からお願いいたします。 

（山中委員） 

山陰福祉の会の山中と申します。私は、障がいのある方の就労支援事業、高齢者

のケアマネ事業所、この度高島屋の東館で虹色保育園を始めております。私はこの

委員になるのにふさわしいかどうかわかりませんが、これから皆さんのお知恵を拝

借しながら、この地域に見合った福祉計画を一緒に作っていきたいと思いますので

これからよろしくお願いいたします。活動といたしましては先ほど言いました福祉

のサービスをしておりますが、そのほか NPO の活動としてこども食堂の輪を広げ

る会ということで、地域でこども食堂をする方々の仲介支援をしております。 
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こういった計画の中で思うことが二つございまして、一つは、今後は福祉事業者

が福祉のことだけやっていては成り立たない、企業の方々をどんどん巻き込んで、

いろいろな企業とタイアップしながら福祉を成り立たせていきたいという思いがあ

ります。それと同時にこの度の包括ケアシステムというのは、行政だけでは成り立

たないと明言しているので、そういったところをいかにどういった形でやっていけ

るのか、関わっていけるのかと思っております。障がい児の方を日中預かってくだ

さる園があるからこそ、うちは夜間や日曜日等の一般的に園が開いていないところ

の保育をやっていける、社会資源の一つとして様々な色をいろいろな施設が持ち合

わせているので、そこがあるからこそ僕らが専門的なことができるので、こういっ

た人口の少ない町ですので顔が見えるつながりの中でそれぞれが生かし合っていけ

るような仕組みが作れたらと思いますので、皆さんこれからよろしくお願いいたし

ます。 

（藤澤委員） 

こんばんは、米子市新開から参りました NPO 法人えがおサポート代表の藤澤幸

恵です。法人格は平成 21 年に取得しまして、保育事業と子育て支援事業を主にやら

せていただいております。学童クラブと放課後等デイサービスの小学生の 6 年生ま

でと、あとは支援センター、0 歳からのお母さんと乳幼児さんの御利用、そして保

育園という形で、この度、春から企業主導型保育園の申請をすることが決まって運

営しております。0歳から 12歳の一本化保育を目指しまして、うちの方は同じ目線、

お母さん同士と同じ目線でできる支援ということでやらせていただいております。   

お力になれるかわかりませんが、サービスを受けるお母さんや子どもさんの望ん

でいる支援、お母さんや子どもさんのためになるような支援、手に届くような支援

を具体化してお力になれればと思っております。そしてこれから次の世代を担って

いく子どもさんたちに福祉のバトンを渡していきたいなと思っております。皆様と

一緒に委員を頑張って参りますので、どうかよろしくお願いいたします。 

（足立委員） 

足立京子と申します。米子市の在宅福祉員の代表者連絡会の会長をさせていただ

いております。独居の高齢者の見守り活動と給食サービスの活動をさせていただい

ております。それから私は富益地域ですけども、地区の民生委員・児童委員をさせ

ていただいておりますので子どもたちのことにも関わっております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

（手島委員） 

皆さんこんばんは。就将地区の社会福祉協議会の会長をしております手島です。

同時に民生委員、青少年育成会いろいろなものに今、手を染めさせていただいてお

ります。私自身、例えば、民生委員だけでしたらその部分しか見えませんが、在宅

のこととか子どもたちに関わることによって、例えば、お母さんが買い物とかお勤

めしていらっしゃる間に子どもたちが夏休みとか何をしているのかということがわ

かります。私は毎朝 2 時間地区を回りますが、子どもたちが学校に行く姿とか高齢

者の方が散歩をしていらっしゃる姿とか見て調子がいいなとか悪いなとか、一軒ず
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つ家を行かなくても地区を回ることによって見ることによってわかります。口でい

いことばかり言っていましても、自分がその人の立場に立ってみないとなかなかわ

からないです。今日学校に電話したのですが、子どもたちが学校に行く途中に自転

車で横一列に走っておりまして、そういう時私は車を止めて叱ります。「事故をした

ら誰が叱られると思う？おばさんが罪になるのだよ。あなた方はいいかもしれない

けど。おばさんも警察に行くのがいやだからきちんと走ってね。」と言います。そし

て、学校には必ず私の車の色と番号と何時何分にどこの場所で子どもたちがこうい

うことをしていたとその都度報告します。子どもについても高齢者についても全て

自分がその場になってみないとわかりません。今年からは在宅福祉員をさせていた

だきました。なぜ、したかというと、在宅福祉員の気持ち、高齢者の方が食事をも

らうときに何を望んでいらっしゃるのか、自分がその位置に入ってみないとわから

ないと思ったからです。ですから、できるだけ私は地区の皆さん方と一緒になって、

私を含めて高齢者ですので一緒にいろいろなことを話していきたいと思っておりま

す。今後、いろいろな形で皆様に教えていただくことが多くあると思いますので、

よろしくお願いいたします。 

（福景委員） 

米子市自治連合会の会長の福景と申します。自治連合会長といたしましては、行

政あるいは米子市社会福祉協議会、その他関係機関と協力をしながらこの福祉活動

に取り組んでいるところでございます。また、地域におきましては人が喜びを感じ、

幸せを感じてくれることを実行することが福祉活動である、これは私の信念、心が

けでございます。地域でいろいろな社会福祉協議会の活動機関に所属しながら、地

域の皆さんと日ごろ接して、少しでも喜びや幸せを感じていただけるような活動を

これからも死ぬまで続けていきたいと思っております。至りませんがよろしくお願

いいたします。 

（安木委員） 

私 4 年前に退職いたしまして、それ以来いろいろな活動をさせていただいており

ます。今日は知的障がい者の親の立場で来させていただきました。今日の肩書はも

みの木家族会会長として来させていただいておりますのでよろしくお願いします。

今、知的障がい者の立場というのは非常に厳しく、先月も大阪の方で虐待を受けて

亡くなられる痛ましい事件がありました。私は鳥取県西部のエリアでは一番古い、

今年で50周年となる障がい者施設もみの木家族会の第8代目の会長をさせていただ

いております。そのほかに一昨年に知的障がい者の方の権利を守るということから、

一般社団法人あんしん後見せいぶという後見制度の受任組織として法人として活動

もさせていただいております。それから、スペシャルオリンピックス日本・鳥取が

できまして、その理事をさせていただいております。あと、施設連合部会等が鳥取

県内さまざまな知的障がい者の方の施設がございますけども、そちらの方でも理事

長をさせていただいております。大きな組織の中では、全国的な組織の手をつなぐ

育成会がございますが、この組織の米子地域においては、副会長をさせていただい

ております。自分の中では本当に子どもと共に 37 年間歩んできた思いをこの場で機
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会があるごとにお話しさせていただきながら、有意義な時間にしていきたいと考え

ております。それから地域のことでは民生・児童委員もさせていただいております。

まだ 4 年ですが模索しながらいろんなことをさせていただいております。縁があっ

てこうして声をかけていただきましたので、最後まで頑張っていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

（吉岡副委員長） 

鳥取大学保健学科の地域・精神看護学講座の吉岡と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。現在の仕事の主なものは看護の方の大学生の教育ですが、その中

でいろいろなことを地域の中で話をする機会もあります。もともとこの委員の中で

は医師は私だけかなと思いますけども、現在、精神科医ですけども一般の精神科を

含めてもみの木の方の嘱託も二十数年間やっておりますし、知的障がいとかてんか

んを専門にやっております。その他、米子高専のカウンセラーも 10 年くらいやって

おりますし、YMCAや島根県の方の介護福祉の方でも非常勤としてやっております。

地域包括ということで、考え方はいろいろあるかなと思いますが、いろいろと勉強

する中で高齢、障がい者、子育て、子どもという形で広がってきているなという印

象です。議論をどの程度私ができるかわかりませんけども、そういった中で逆に私

が学ばせていただくことが多いのかなと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（加川委員長） 

島根大学の加川といいます。よろしくお願いします。私は専門が地域福祉論とい

う分野です。地域福祉計画もいくつかの自治体で関わらせていただき、策定してき

ましたが、私は隣の県から来ておりますので、米子のことについては皆さんに教え

ていただきながら委員を務めさせていただければと思っています。ちなみに米子市

との関わりは今から 12 年前で地域包括支援センターができたときに運営協議会で

委員をさせていただいた 1、2 年くらいで、それ以来ですので 10 年以上ぶりくらい

にお邪魔させていただいていることになろうかと思います。島根は隣なので学生が

米子市の皆さんにお世話になっていると思いますので、学生からは米子市のことは

聞いておりますが、今日おられる委員の皆さんには御活躍されておられる現場の話

を聞きながら一緒に学ばせてもらえたらと思っております。どうかよろしくお願い

いたします。 

（廣江委員） 

社会福祉法人養和会の理事長をしております廣江と申します。私は大学で福祉を

学んでおりまして、卒業したのがちょうど平成元年でしたが、障がい者福祉、特に

精神障がいの分野でずっと仕事をしております。精神保健福祉士という国家資格に

なるのですが、その資格を持って活動しております。日本精神保健福祉士協会、公

益社団法人なのですが、この理事をさせていただいております。ずっと東京におり

ましたが、9 年前、こちらに帰って参りまして養和会の方に入っております。この

間、東京の武蔵野市で小さな障がい者施設や精神科の病院の方でも働いておりまし

たが、こちらに帰ってきてからは、スクールソーシャルワーカーとして学校の方に
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入らせていただく機会が 2 年ほど前にありまして、今、吉岡先生が高専に入ってお

られますが、今年 6 月から高専の方にも入るようになりました。私立の高校にも何

箇所か入らせてもらっております。米子市のスクールソーシャルワーカーさんの方

とも一緒に検討会をさせていただくという形で入らせてもらっております。そう

いった子どもの分野、メンタルヘルスの分野で福祉の実践をしております。地域福

祉計画のところでどういう関与ができるのか見えないところはあるのですが、最終

的には米子市のまちが将来的にどうなっていくのかというところに大きく関わるよ

うな計画だと思っておりますので、ぜひ協力させてもらえたらと思っています。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

（井上委員） 

社会福祉法人地域でくらす会の井上と申します。当法人は米子市の西倉吉町に本

部事務所を置いておりまして、市役所のすぐ近くで、主に在宅支援を行っておりま

す。下請けプラス障がい者、高齢者の方の生活を支えるのを目標としてやっていま

す。うちは昔から障がいと高齢を一緒にやる方針だったので、現在はケアマネー

ジャー兼障がい者の相談支援兼ヘルパーというのが複数おりまして、支援センター

で中心にやっております。高齢も障がいもやってきましたが、今の地域共生社会と

いうのは普通の流れだと思っております。ただ、私は事業者だけではなくて、親戚

に精神障がい者がおりまして、自宅から歩いて 10 分くらいのところにおりますが、

ちゃんと定期的に問題を起こされるという感じですし、父親は米子の介護施設、母

親は琴浦町で１人暮らしをしております。母親は人工股関節なので老人介護もあり、

身内に精神障がいもあり高齢とか分けて考えることはほぼないです。ただ、仕事で

やっているので縦割りになってしまう今の仕組みは家族全体の支援がやりにくいな

といつも思うところでございます。以上です。 

（中村委員） 

今年から米子市ボランティア協議会の会長になりました中村富士子と申します。

よろしくお願いします。米子市ボランティア協議会はボランティアグループ 20 の集

まりですが、いろいろなグループがございまして、その人たちが自分たちの活動を

しながら力を合わせて一つの行事をやっております。例えば、9 月には 1,000人

ウォークをしまして、今年の 11 月にはボランティア協議会が 30 周年を迎えるので

すが、30 周年記念行事のボランティア祭りを行う予定です。私がボランティアを始

めたのが 20 年くらい前で、それまでは本当に仕事しかしていませんでしたが、この

まま仕事だけをして人生終わってもいいのだろうかという疑問がありました。その

ころ東京に住んでおりまして、こちらに帰ってきてからの米子での生活と私のボラ

ンティア歴は同じ長さという感じです。ボランティアを通していろいろなことを学

ばせてもらって、特に自分自身は心が育ったように感じます。ボランティア活動は

ほかの活動もそうだと思いますけれども、やはり一番いい気持ちでするのが大切だ

と思いまして、そのような気持ちでこれからもいろいろなことをして福祉の方にも

私自身もボランティア協議会も何かお役に立てたらいいなと思っております。よろ

しくお願いいたします。 
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（三輪委員） 

初めまして、三輪と申します。よろしくお願いいたします。私は今回こちらに参

加させていただきますのは、肩書といたしましては、鳥取県西部中小企業青年中央

会という青年経済団体の会長を 9 月までやっておりまして、こちらの方の肩書で参

加させていただきます。こちらの会がどういったものか紹介させていただきたいと

思います。鳥取県西部地区の中小企業の経営者であったり経営幹部、年齢的には 25

歳から 45 歳までの人員で構成しており、目的とすれば、各自の自己研鑽であったり、

地域の貢献だったり、そういうことで活動している中小企業の代表者の集まりの団

体でございます。声かけいただきましたのは、福祉のテーマとは一見関連がないよ

うに思われますが、私自身一瞬戸惑いましたけども、ぜひ、これを機に私自身も学

ばせていただきまして逆に中小企業、ビジネスの視点で御意見できればというふう

に思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

（吉野委員） 

皆さんこんばんは、公募で参加しております吉野といいます。私は認知症になり

ました母親の介護を妻と二人で、10 年間在宅でしてきまして、なんとか皆さんの助

けを得ながら看取りをしたことからこの世界に入るようになりました。ちょうど

2000 年から認知症の家族の会の鳥取県支部の代表世話人をさせていただいており

まして、その過程の中で紹介がありました井上徹さんたちと一緒に商店街にある田

園という喫茶店を開業し、デイサービスを作ったり、相談窓口をしたり、田園プロ

ジェクトという取組を皮切りにまちづくり、人と関わるようになりまして、地域で

地域福祉を進める NPO 法人地域福祉ネットという法人を立ち上げまして、在宅と

か本人が希望する場所で最後まで暮らし続けられるような仕組みづくりを以後ずっ

としてきております。地域福祉ネットは今米子市中心市街地活性化協議会の方にも

参加しておりまして、まちづくりと連動した取組をやっているところです。この会

は地域福祉の問題を考える会とお聞きしているのですが、先ほど、廣江さんもおっ

しゃっておられましたが、20 年、30 年先の米子市の一つの事業体がどのような運営

の形態をしていけばいいのかというようなところから福祉の問題を考えないと、福

祉の問題だけを切り離して論議することでは、人口減少の中ではなかなか難しいと

思いますし、また米子市の問題だけではなく山陰の中でどんな位置として考えてい

くのかという視点も片方では大事かなと思います。ただそういう視点と現実に動い

ている現場サイドの内容をどういうふうに整理するかも大切だと思っております。

山中さんとも西部地区にこども食堂の輪を広げる会を手伝わせていただいておりま

して、各校区一つぐらいからできたらいいなと思って活動しているのですが、実際

的な社会資源を一つ一つどう使っていくのか考えるのは片方では大きな仕事かなと

思っております。よろしくお願いいたします。 

（池田委員） 

あかしやに務めておりました池田と申します。よろしくお願いいたします。先ほ

ど、もみの木さんが 50 周年と言われましたが、私が保育士になって 55 年になりま

す。55 年前にあかしやができたときに採用されました。発達障がい児、障がいのあ
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る子どもさんに関わって、保育園、あかしやを通して 30 年ちょっとくらいなるのか

なと思います。退職しまして 15 年になりますけども、退職したときにちょうど地域

福祉計画のお話があり、いろいろ、大学の先生からお話を聞いたときに、私で何か

できることがないのかなと思って、今みたいにドキドキしながら地域の公民館長さ

んに、「ここで子育て相談をさせていただきたいのですけども」と頼みに行きました。

そこからですから 15 年目になります。今それは子育て応援日となって、子育てサー

クルですとか第三週は chuchu さんからも来ていただいております。私はあかしやの

地域療育等支援事業ということで県西部の保育園、幼稚園を回って保育を見たり、

保護者の方とお話をしたりする仕事を続けていることもありまして、遠いところだ

と日南町から相談に来られることもありますが、そういう中で見てきたこの 14 年間

で、今は親子、子育ての危機かなと感じます。支援センターもたくさんできて、保

育園もできていろいろなことが充実しているように思いますが、本当にお話する度

にどうしていいかわからないというような声をよく聞きます。園の先生たちが伝え

ても、お母さんたちに受け止めてもらうということがなかなかうまくいかない、そ

ういう現状がある中で、そうしたことがこうした会の中で少しでもお役に立てれば

いいかなと思います。現在あかしやで特別なことをしていないのでずっと前の職な

のですけども、今あかしやは米子市児童発達支援センターということで退職してか

らずっとここで月に 2 回くらい園の方に行って相談を受けたり、先生たちと研修会

ということで、また今年度から地区社協の理事をさせていただくようになったので、

子育て応援と一緒に、地域で、触れ合うことに幸せ感を自分自身感じておりまして、

そういうことを広げながら楽しかったな、今日はいっぱい笑ったなとか小さなこと

ですが私の方がありがたいなと思いつつ過ごしているところです。よろしくお願い

いたします。 

（中本課長補佐） 

委員の皆様ありがとうございました。なお本日は米子市民生委員協議会会長中曽

登志子委員が所要のため欠席されるとの御連絡をいただいていますので御報告いた

します。 

（中本課長補佐） 

 続きまして、事務局職員を紹介します。 

  （事務局職員の紹介） 

 

５ 会議成立の報告 

  全委員１５人中１３人出席（１人欠席、１人途中退席）につき、米子市地域福

祉計画・地域福祉活動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

を報告。 

 

６ 会議の公開について 

本会議の内容から、非公開情報に該当するものがないことから、会議は公開と

し、全文議事録を作成のうえ、市ホームページで公表することを決定した。 
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７ 議題１ 委員長及び副委員長の選出 

（中本課長補佐） 

米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会設置要綱では、「委員長が議長

となる」と定められておりますが、この度新たに委員を委嘱させていただいたこと

から、委員長が決まっておりませんので、議題１の「委員長及び副委員長の選出」

までは、事務局の方で進行させていただきます。 

委員会設置要綱第４条の規定により、当該委員会には委員の互選により委員長・

副委員長を 1 名ずつ置くこととなっております。 

まず、どのような方法で選出すればよろしいか、皆様にお諮りしたいと思います。

どなたか、御意見はございますでしょうか。 

（安木委員） 

 事務局案はないですか。 

（中本課長補佐） 

 ただ今、安木委員から事務局案について御意見がありましたので、事務局として

の提案をさせていただきます。 

事務局としては、委員長を加川委員、副委員長を吉岡委員にお願いしたいと考え

ております。その理由として、加川委員は、長年、地域福祉を専門として研究をし

ておられ、計画策定プロセスにも精通しておられることから、本委員会の委員長に

適任ではないかと考えております。また、吉岡委員は、前回の委員会でも、学識経

験者の立場で、副委員長として委員会をまとめていただいた実績がございますので、

引き続き副委員長をお任せしたいと考えております。 

 それぞれ適任ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

  （拍手により承認） 

 それでは、委員長に加川委員、副委員長に吉岡委員が決定されました。 

（以後、議事進行は加川委員長が行う。） 

 

８ 議題２ 地域福祉計画・地域福祉活動計画について 

（加川委員長） 

議題２について、事務局より説明をお願いします。 

（山崎主幹） 

資料 1-1 をご用意いただけますでしょうか。地域福祉計画・地域福祉活動計画に

ついてということで、2 枚ものの資料を御用意しております。まず、この度我々が

策定する計画について若干御説明をさせていただきたいと思います。まず、この度

策定する地域福祉計画ですけれども、こちらの方は社会福祉法 107 条が根拠法にな

りまして、市町村が策定している行政計画でございます。福祉各分野ございますけ

ども、分野を超えて地域福祉を総合的に推進していくための理念ですとか行政施策

等を示した行政計画という位置付けになります。米子市におきましては、平成 18 年

に第 1 期米子市地域福祉計画というものを策定いたしまして、その後、改定を経ま
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して現在は第 4 期計画の計画期間中でございます。資料の訂正がありまして、資料

2 の第 4 期計画期間は平成 28 年 4 月から平成 33 年 3 月までで、計画期間は 5 年間

でございます。 

続きまして、地域福祉活動計画は、米子市社会福祉協議会が中心となって策定さ

れておられます計画でございます。先ほど説明いたしました米子市地域福祉計画の

理念と連携をいたしまして、主に住民ですとか民間団体、米子市社会福祉協議会も

含めてですけれども、こうした民間団体の具体的な活動や行動を示した計画でござ

います。副市長からも説明がございましたけれども、地域福祉計画と地域福祉活動

計画、それぞれが連携を取りつつも別々の計画として進めていたのですが、その内

容を考えますと、いわば社会福祉、地域福祉を推進していく上での車の両輪のよう

な関係というように考えておりますので、この度の新しい計画から 1 本の計画とし

て統合することによってより実効性を高めていきたいと考えております。資料 2

ページ目のところに国の動きということでまとめております。この度、地域福祉計

画も地域福祉活動計画も計画の期間中でございまして、今回、我々は計画の期間満

了を待たずに計画を改定する予定で、その理由は、大きなものとして国の動きとい

うものがございます。資料の方にまとめておりますけれども、国が少子高齢化に伴

いまして、これから地域の担い手不足、社会保障費の増大が懸念される中で、地域

共生社会の実現を提言しております。さらに地域共生社会を実現していくためには、

「我ごと・丸ごと」という理念をもって政策を展開していくと打ち上げておりまし

て、その理念がこの度社会福祉法の中に取り込まれて、平成 30 年 4 月から改正社会

福祉法が施行されたという動きがございます。これを受けまして、現行の地域福祉

計画のままではこれからの地域福祉の発展には到底耐えられないと判断いたしまし

て、計画の期間中ではございますが計画を改定することを考えた次第でございます。

社会福祉法の改正の内容の概要について資料の方にまとめてございますけども、社

会福祉法の原文につきましては、資料 3-2 の中に載せてございますので確認してい

ただければと思います。この度、特に社会福祉法の中で社会福祉法 107 条が市町村

地域福祉計画について定めている条文ですけれども、この中で地域福祉計画に盛り

込むべき事項の規定がございます。地域福祉計画に盛り込むべき事項として、2 点

新たに付け加えられています。資料 3 ページ（7）に書いておりますけれども、まず

1 点目としては福祉の各分野における共通的事項を地域福祉計画の中で定めなさい

と明記されています。これは、地域福祉計画が他の福祉分野の計画の上位計画とし

て位置づけられたということでございます。もう 1 点は、包括的な支援体制の整備

に係る事業に関する事項について定めなさいと明記されています。これは、前段の

他の条文のところでも市町村において包括的な支援体制の整備についてうたわれて

おりますけども、これを地域福祉計画の中に定めていくことがこちらに明記されて

いるということでございます。 

続きまして、資料 1-2 計画体系図ということで、この度、新しく作る米子市地域

福祉計画・地域福祉活動計画の体系図として図化したものをお示ししております。

真ん中にきているのが今回新しく作る計画でございますけども、まず左側の方に米
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子市地域福祉計画がございます。こちらは、そのほかの高齢者の分野、障がいの分

野、子どもの分野でそれぞれ既存の計画がございますけれども、これらに共通する

事項を定めた上位計画としての位置付けになります。今後高齢者、障がい、子ども

の計画も時期が来れば改定が必要になってきますが、改定におきましては、この度

ここで作成する新しい計画に基づいた計画の作成が必要になってきます。この度作

る地域福祉計画・地域福祉活動計画は、資料の上の方に米子いきいきプラン 2016

とありますけれども、当然米子市の総合計画がございますので、こちらとの整合を

図る必要がございますし、併せまして現在の総合計画ができた後に米子市の現在の

伊木市長が誕生しておりますので、現在の市長の理念も盛り込む必要があると考え

ておりますので、そことも整合性を図っていきたいと考えております。簡単ではご

ざいますけども計画についてご説明させていただきました。以上でございます。 

（加川委員長） 

ありがとうございます。ただいまの件について皆さんの方からご質問・ご意見い

かがでしょうか。 

（中村委員） 

資料 1-2 下の横の表の米子市障がい者支援プランの米子市障がい者計画、米子市

障がい福祉計画、米子市障がい児福祉計画の内容について教えてください。 

（障がい者支援課 米田主幹） 

障がい者支援課で計画を担当しております米田と申します。よろしくお願いしま

す。ご指摘いただきました障がい者支援プランの中の計画の関係性ということで、

米子市障がい者支援プランは昨年策定いたしまして、今年度から動いておりますが、

その中に法律で定められた 3 つの計画を定めており、まず米子市障がい者計画は、

障害者基本法に基づいて定めている計画でございまして、米子市では平成 27 年から

9 年間の計画という長期計画で定めているものでございます。そして、その下の米

子市障がい福祉計画は、受給計画でございまして、3 年スパンで見直しを行い、現

計画は平成 30 年度から 32 年度で動いています。その下の障がい児福祉計画は、児

童福祉法で定められている計画でございまして、国の法律の方で障害福祉計画と一

体のものとして策定ができるものとして決まっておりまして、米子市でも障がい福

祉計画と障がい児福祉計画を一体のものとして、平成 30 年から 32 年の計画として

策定したものでございます。よろしくお願いいたします。 

（加川委員長） 

もちろん法律上定めないといけないものですので、基本的には考え方というのが

障がい者計画で、障がい福祉計画はサービスがどれくらい必要かという量を定めて

ある計画かと思います。 

 

９ 議題３ 計画策定プロセス及び今後のスケジュールについて 

（加川委員長） 

では、議題３について、事務局より説明をお願いします。 

（山崎主幹） 
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 資料２を御覧ください。これは、現在の時点でのスケジュール案ということで御

承知いただければと思います。 

地域福祉計画・地域福祉活動計画につきましては、基本的には、こちらの計画策

定委員会において計画案の審議を行い、策定をしていきたいと考えています。平成

３０年度は７月を第１回とし、あと３回の開催を予定しています。３１年度は５回

開催と資料にありますが、回数については、議論の進捗状況などを勘案しながら決

めていきたいと考えています。 

 次に、計画策定委員会とは別に、市役所庁内の検討会議を立ち上げております。

先日、第１回目の会議を行ったところですが、これから策定する計画は、福祉の分

野だけではなく、様々な分野の知識や経験などを集結させる必要がありますので、

庁内の関係課を集めて協議を行うものです。庁内検討会議のメンバーは基本的にこ

ちらの策定委員会にも出席し、議論に参加させていただきたいと考えております。 

 続きまして、社会福祉審議会についてですが、福祉政策課では、計画策定委員会

とは別に、社会福祉審議会という審議会を所管しています。社会福祉全般に関わる

事項について御審議いただく会議ですが、地域福祉計画・地域福祉活動計画の議論

がある程度進んだ時点で、この審議会に議論の内容を伝え、審議会からも御意見を

いただけるように進めていきたいと考えています。 

 計画策定については平成３１年度末を目標に仕上げていきたいと考えていますが、

これから作る計画は、行政だけではなく、市民、事業や活動をされている方など、

さまざまな地域に関わる方の参加がなければ成り立たない計画です。したがって、

市民から意見をもらう、又は市民の意識啓発をする意味もこめて、市民ワークショッ

プを開催したいと考えています。具体的な内容についてはまだ詰め切れていません

が、案が固まりましたら皆さんにお示ししたいと考えています。 

 また、実際に地域福祉活動に携わっている住民の方にアンケートを取らせていた

だき、そのアンケート結果を分析したものをお持ちして、地域を回り、住民の方か

ら直接お話を伺いたいと考えています。 

 また、いくつかの当事者団体や事業者などに伺い、直接意見をもらって、それを

計画に反映したいと考えています。 

 最後に、ある程度、計画案が固まった段階になると思いますが、市民の皆さんに、

地域福祉について知っていただき、また、市民の皆さん自身が地域のためにできる

ことなどを考えていただくことを目的に、シンポジウムの開催を考えています。 

 委員の皆さんには、ワークショップやシンポジウムに参加していただいたり、周

りの知り合いの方に声をかけていただきたいと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いします。 

 以上で説明を終わります。 

（加川委員長） 

 ありがとうございました。ただ今の件について、何かありますか。 

（中村委員） 
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 スケジュールの計画策定のところで、パブリックコメントとありますが、最後の

ところでパブリックコメントを行っても、それが反映されるのかなと思います。例

えば暫定案ができたときにも、皆さんの意見が聞けるような仕組みを作られたらい

いのではないかと思います。 

（山崎主幹） 

 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。計画作成の最終段階だ

けではなく、中間段階で市民の意見が聞けるようなプロセスを入れるよう検討した

いと思います。 

（加川委員長） 

 私もそのように思います。 

（吉岡副委員長） 

 地域でアンケートを行う際には、地域格差があってはいけないので、それぞれの

地域で同じくらいの回答率になるようにしなければならないと思います。もう一つ

は、世代間のギャップが広がるような福祉計画ではいけないと思います。できるだ

け、子どもからお年寄りまでを対象にし、子どもがどう思っているのか、青年がど

う思っているのか、お年寄りはどう思っているのか、広く意見を募るようなアンケー

トをしていただくとよいと思います。今後５年、１０年先までのフォローをお願い

したいと思います。 

（山崎主幹） 

 ありがとうございます。そのように検討させていただきたいと思います。 

（中本課長補佐） 

 補足ですが、子どもに関しては、これだけ子どものことが取り上げられている中

で、子どもの声を直接聞くということが、今までなかなかできていなかったと思い

ます。今の御意見を踏まえて、直接子どもから意見を聞くということも検討したい

と思います。 

（藤澤委員） 

 私も、以前「いきいきプラン」のときに委員に入らせていただいて、子どもの分

野で参加させていただきました。福祉は、高齢者、障がい者、子育て・子どもとい

う３つの大きな分野があると思います。私は子どもの分野ですが、子どものことで

も皆さんの立場によって課題がそれぞれ違います。策定委員会が９回しかない中、

専門分野の方がまず集まって、話をするという機会があればいいと思います。委員

同士で親睦を深め、今の課題に関することを計画にきちんと盛り込めるよう、参加

していきたいと思います。 

 また、先ほどありました子どもからの意見を聞くというのは、私はとてもいいと

思います。以前、子育てフォーラムを開催したときに、小学校１年生から６年生ま

での６人の代表を集めて話を聞きましたが、子どもたちも家庭で願っていること、

学校での課題などはそれぞれ違います。子どもたちは微力ではありますが、気持ち

を込めて発表する意見は貴重だと思います。いい形で子どもたちの意見がこの計画

に入るよう、協力できることがあると思いますので、よろしくお願いします。 
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（加川委員長） 

 子どもには、高齢者や障がい者の福祉サービスなど、狭い意味での福祉のことを

聞いてもあまりピンと来ないので、これからも米子に住み続けて、将来を担っていっ

てほしいという意味で、米子のまちについてどう考えているかというようなことを

聞けるような機会があればいいと思います。この辺りは教育分野も含めて相談して

いただければと思います。 

 スケジュールについては以上にしたいと思います。 

 

１０ 議題４ 計画の方向性について 

（加川委員長） 

では、議題４の計画の方向性について、事務局より説明をお願いします。 

（山崎主幹） 

 資料の３－１、３－２、３－３、３－４を御用意ください。これらの資料は、国

が出している通知です。資料３－１は、「社会福祉法に基づく市町村における包括的

な支援体制の整備に関する指針」で、この指針を踏まえて出された通知が資料３－

２の「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」というものです。こ

の通知を読みますと、これから市町村がしなければならないことが網羅的に書いて

ありますが、特に我々が重要だと考えているのが、地域における包括的な支援体制

の整備をどのように、米子に合った形で作っていくのかというところです。そのた

めにはどのような拠点が必要なのか、どのような人材がどこに何人必要なのかと

いった、具体的な体制について検討が必要だと思います。この件については、計画

策定プロセスにおいて、いろいろな方から意見をいただきたいと思います。 

 また、この計画は、作って終わりということではなく、計画に基づいて、いかに

地域福祉を推進していくかというところが重要ですので、住民も行政も、持続可能

な形で取り組んでいくというところを重視していきたいと考えています。 

 資料３－２の２９ページからは、市町村地域福祉計画の策定ガイドラインが示さ

れています。当然、計画は米子に合ったものを作っていく必要がありますが、国が

ここでガイドラインを示していますので、これを一つの道標と捉えて、米子市の現

状と照らし合わせながら、計画案についての議論を進めていきたいと考えています。 

 資料には、市町村地域福祉計画と合わせて、都道府県地域福祉支援計画について

書いてあります。都道府県地域福祉支援計画とはその名のとおり、市町村の地域福

祉施策の推進を支援するために、都道府県が策定することになっている計画です。

鳥取県には以前は地域福祉支援計画があったのですが、県の担当課に確認したとこ

ろ、残念ながら、計画は更新されず、現在は機能していない状態のようです。した

がって、本来であれば、県の支援計画も視野に入れながら計画を策定する必要があ

りますが、今回は県の計画は考慮せずに計画を策定していくことになります。ただ

し、広域的な取組が必要な場合や、県と歩調を合わせたり、県の支援が必要な場面

が生じた場合は、県に積極的に働きかけをしたりしていきたいと思いますし、この

ことについては、県も了解をしているところです。 
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 国のガイドラインの中には、社会福祉法第１０７条の市町村地域福祉計画に盛り

込むべき事項について、具体的な案が示されています。そしてこれらの案を抜き出

した資料が、資料３－３と資料３－４です。資料３－４は各項目を分類ごとに並び

替えをしたものです。これらを参考にしながら、米子市としての方向性を定めてい

きたいと考えています。 

 説明は以上です。 

（加川委員長） 

 ありがとうございました。これは厚労省の資料なので、非常に多岐にわたるもの

ですが、この中から米子市に必要なことや、課題になっていることを抽出しながら、

どれを計画に盛り込んでいくかについて、これから策定委員会で議論していくこと

になると思います。 

（吉岡副委員長） 

 次の米子市の現状のところにも出てくると思いますが、資料３－１の３ページに

留意点というところがあり、住民の身近な圏域について、小学校区域、合併や統廃

合、自治会単位など、いろいろとありますが、米子の５年後、１０年後のイメージ

として、統廃合や自治会の人口比などの予想や、住民の構成要因なども聞かせてい

ただきながら、先に進んでいけたらと思います。今作ったものが、１０年後にもで

きるだけ効力が有ったほうがよいと思います。 

 

１１ 議題５ 米子市の現状について 

（加川委員長） 

では、議題５の米子市の現状について、事務局より説明をお願いします。 

（山崎主幹） 

 資料は４－１と４－２です。まず資料４－１の人口推計ですが、米子市では将来

の人口減少に備えて、いろいろな施策を打ち出しており、資料でお示ししている全

てのデータは、それらの政策効果を盛り込んだ後の人口推計で統一しています。米

子市はこれに向かって進んでいるということですので、参考資料としてはそれを付

けています。 

 米子市の人口は、全国的にそうであるように、これから減っていきます。資料４

－１の１ページ目の「年齢３区分別人口の推移」を見ていただくと、子どもの人口

はそれほど変わっていないですが、６５歳以上の高齢者の人口は逆に増えており、

２０４０年あたりがピークとなります。そして、生産年齢人口がどんどん少なくなっ

ていきます。これが意味するところは、当然税収は減っていき、社会保障費は逆に

増えていくということです。 

 また、米子市の特徴としては、資料の３ページ目の出生の状況を見ていただくと、

合計特殊出生率が、全国的にも、県と比較しても高いことが分かると思います。 

 あと、特徴的なところは、５ページ目の自治会加入世帯の推移のところですが、

自治会加入率がどんどん下がってきています。この要因ははっきりとは申し上げる

ことはできませんが、ライフスタイルや考え方が以前と違ってきていることもある
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でしょうし、自治会に入るメリットが見えにくいことで敬遠される方がいらっしゃ

るのではないかと思います。 

 繰り返しになりますが、このデータで言えることは、生産年齢人口が減っていく

ことで税収が減り、逆に社会保障費は増えていくことが懸念されますし、地域に視

線を向けると、今でもそうですが、地域福祉の担い手がいない、後継者がいないと

いう問題が生じているということです。 

 次に、資料４－２に米子市の主な福祉相談窓口ということでまとめています。こ

こで問題なのが、分野ごとに分けて書いていますが、まさに縦割りになっていると

いうところです。それぞれの分野で、当然連携をとってはいますが、一つのところ

で全ての話を聞いてもらえる体制かというと、決してそうではないです。 

また、住民が日常生活している範囲で相談ができる体制がとれているかというと、

そうでもないです。車がある方であれば、多少離れていても相談に行けますし、む

しろ自宅から離れていた方が相談しやすいということがあるかも知れませんが、そ

うでない方にとっては、身近なところで話が聞いてもらえるような体制が必要に

なってくるのではないかと考えているところです。 

資料に挙げている相談窓口の中で、生活困窮の相談窓口を米子市社会福祉協議会

が市からの委託事業で行っていますが、この生活困窮の相談に関しては、さまざま

な分野に関わってくるところです。相談員の方に話を聞きますと、相談に来られる

方は、高齢者の方がいれば、引きこもりの方もいますし、世帯の中でいろいろな問

題が複合的に絡み合っているような方もあるということで、様々な分野の相談に対

応しておられます。このような全ての分野に横串を入れるような相談窓口を参考に

しながら、今後の米子市の包括的な相談支援体制を検討していく必要があると考え

ています。 

説明は以上です。 

（加川委員長） 

 ありがとうございました。議題５について、委員の皆さん何かありますでしょう

か。 

（吉岡副委員長） 

お互いに連携、協働しながら、情報交換がどの程度されているのかわかりません

が、かなり複数の分野に関わっているものもあり、たらい回しされるのではなくて、

ここに行けば大丈夫というようなところを作っていくのが大事ではないかと思いま

す。 

（加川委員長） 

 いろいろなやり方があると思います。一つは総合相談窓口で、総合的に何でも受

け入れる、若しくはそこの人が相談を受けて、高齢者や障がい者の分野に振り分け

る、前裁きをするような相談窓口を１箇所設けるということがあるでしょうし、も

う一つはいろいろな相談の専門職が定期的に集まって、自分たちのケースを検討し、

それぞれの担当だけで抱えるのではなく、情報交換により課題を共有し、課題の解
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決に向かうような仕組みを作るということも有り得ると思います。いろいろなやり

方があると思いますので、検討いただければと思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

（三輪委員） 

 少し戻るのですが、スケジュールのところで、策定委員会の２回目以降で計画案

の検討が続いているのですが、全体的に網羅しながら地域福祉をやっていくに当

たって、まず、今まで何が問題で、どんな課題があって、現状がどうなのかといっ

たことが網羅的にわかるようなものを開示していただけるのでしょうか。それから、

そのようなことを把握していくためのワークショップやアンケートや団体ヒヤリン

グではないかと想像するのですが、これらの内容について、事前に策定委員会の中

で議論する場があるのかというところを教えていただければと思います。 

（中本課長補佐） 

 まず、何が問題で、どんな課題があるかということですが、おっしゃるとおりで

して、当然そういうことを事務局側で整理していきたいと思います。また、先ほど

山崎から資料説明を行いましたが、今の質問は、計画の策定方針に関わる内容だと

思います。策定方針としましては、厚生労働省の計画策定ガイドラインの盛り込む

べき事項を基軸にして、本市の状況を考慮しながら検討していくという考え方で、

その中に、住民のポテンシャルを引き出すことや、施策や取組の持続可能性、分野

の縦割りの仕組みからの脱却、地域包括ケアシステムの全世代への展開、ソーシャ

ルワークを基盤にして地域福祉を再構築していくこと、そして具体性を持たせた計

画の実行に重点を置いていくという方針を考えています。計画を作るのが目的では

なく、その計画をどう実行していくかというところに力点を置いて、計画策定の過

程においては住民を巻き込んでいく必要がありますので、策定期間は２年間という

長丁場になりますが、委員の皆さんのお力をお借りしたいと考えています。 

次回の策定委員会から、計画の策定はどのような方法がいいのか、今説明したプ

ロセスを踏まえて、ある程度の骨格を事務局側が提案すべきなのか、それとも、か

なりの時間がかかるかもしれませんが、委員の皆さんの議論を積み上げて計画を

作っていくのがいいのか、その辺りを議論いただいて、リクエストをいただければ

事務局から情報やデータを提供したいと考えています。 

（三輪委員） 

 ありがとうございます。こだわるようですが、スケジュールでは早速９月からア

ンケートを開始することになっていて、２回目の委員会が１０月ということですの

で、このアンケートは委員会を踏まえずに進めるということでしょうか。それが駄

目だというわけではないですが、そのことについて教えてください。 

（中本課長補佐） 

 我々が考えているスケジュールでは、２年で計画を作り上げるという観点から、

見切り発車的に見えるかもしれませんが、アンケートはこのスケジュールで進めた

いと考えています。もちろん、もし委員の皆さんからの意見があれば、修正をさせ

ていただきます。ただ、アンケートを行って終わりということであれば、三輪委員
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が言われるとおりだと思いますが、アンケート結果を材料に地域に出たいというと

ころがありますので、このスケジュールにさせていただいたところです。 

（三輪委員） 

 そういうことでしたら、承知しました。 

（加川委員長） 

 結局、どんなことを計画に盛り込むか、国はある程度の枠は示しているのですが、

具体的なことは、米子の皆さんのニーズを見ていきながら、この策定委員会で何が

必要かという議論をしていただければいいと思います。そこに事務局があって、勝

手に決めるということではなくて、案を出していただき、それをここでもんで、積

み上げていくという進行プロセスにしていただきたいと私は思っています。 

 

１２ その他 

（加川委員長） 

井上さんから資料が出ているので、御説明いただきたいと思います。かなりある

のですが、３分以内でお願いしたいです。 

（井上委員） 

これは、私が前の地域福祉計画の策定委員をしておりまして、去年の１２月２１

日の地域福祉計画策定委員会で提案したのですが、議論する時間が無くて、宙に浮

いたものです。私としては、せっかく提案したのに、議論できなくて残念です。そ

れともう一つは、地域福祉計画を一からずっと話合いで詰めていくというのは無理

があるので、骨子案位は示してほしいとずっと思っています。ただ、なかなか市の

方から骨子案が出てくるという流れでもなかったので、骨子案の案みたいなものは、

市民サイドが出しても良いだろうということで、12 月 21 日に出したものです。私

としたらできたら、どこかで議論をしていただきたいという気持ちはあります。一

つは、住民のニーズにかなうのは縦割りではなくて、財政的にも持続可能な生活支

援の仕組みを生活圏域ごとに作ることで、そのためには、基本的には市が地域福祉

計画全体の管理運営をできる仕組みが無いといけないと思います。今は、地域包括

支援センターにしても、障がい者の一般相談にしても民間委託しているので、どう

しても公益的な相談になりにくいのですが、本当に縦割りでない持続可能で市民の

ニーズにかなうのであれば、私自身が一般相談の委託を受けているのですが、民間

委託というかたちではなくて、市が責任を持って、市直営で公益的な相談をやりつ

つ、一方で、就労Ｂとか、デイサービスとかは過剰ですけど、特養とか障がい者の

重度の方の支援はとても少ないので、そういうサービスのアンバランスを市がコン

トロールできるようなかたちを考えていかないと地域福祉計画は成り立たないので、

骨子案を提案しました。できることなら、今日は時間が無いですけど、一回議論を

していただきたいです。以上です。 

（吉野委員） 

第 2 回目以降からどんな論議をするのかということですが、先程、事務局が説明

されたように、例えば、骨子案からこの委員会で作るのか、骨子案は市の方から出
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されるのかによって、随分我々の考え方も変わってくると思います。もし、骨子案

から作るというのであれば、例えば、米子市の財政計画が、この人口計画と同じよ

うにどのくらいのものがあってというような、市全体の事業体としての運営の仕組

みが今どうなって、その中で問題が何かというものがないとこの場では骨子案は作

れないと思います。ですから、少なくとも次回はどういうかたちで論議するのか、

そのために一人ひとりの委員がどのような準備をしてきたら良いのか、あるいは、

必要があれば、先程、藤澤委員が言われた関係する委員が独自に集まって議論をす

ることも必要だと思います。少なくとも、第 2 回目委員会をどういうかたちで皆が

迎えるかをここで確認を取っておく必要があると思います。 

（加川委員長） 

先程、第２回のやり方については言われたのですが、骨子を出すかどうかという

ことをはっきりさせていた方が良いということですか。 

（吉野委員） 

次回、何の話をするのですかということです。例えば、何もなくて、今暫定的に

決まっている米子市の地域福祉計画をたたき台としてやるのか、委員が考えている

ことを、それぞれが勝手に発言するのか、次回はどういうかたちでこの会をされる

のかということが見えないです。 

（加川委員長） 

先程の話より、もう少し具体的に、こうだというようなものがあれば。いかがで

しょうか。 

（中本課長補佐） 

先程、私が説明したのは前段階であって、そもそも計画案自体、骨格自体を我々

が作るかどうか、今、まさに吉野委員が言われたことを次回決めていきたいと思っ

ていました。本日は、委嘱等々ありまして、時間的なものあって、一通り地域福祉

計画はどういうものかという概要説明をさせていただいて、次回から計画の作り方

をどのようにしたら良いのかということを皆様と議論したかったというのが正直な

ところです。その中で、先程、井上委員さんから提案があった骨子案は、前回の策

定委員会でも提案されましたが、その時点で計画を改正するということを決めてい

たため、結果的には議論していないという状況になっていますので、委員の皆様と、

井上委員さんの骨子案について、そして計画策定のやり方、方向性についてお話し

て、委員として一個、一個詰めていくのか、それともきりがないので、骨子案は事

務局が作って、事務局側のものに肉付けをしていくのかというところを遅れながら、

第 2 回目で行いたいと思っていました。 

（加川委員長） 

今、始めた議論を第２回目から続けることになるのかなと思います。もちろん、

井上委員さんが出されたものは、委員さんとして出していただいているので、この

委員会で検討するということになりますが、井上委員さんの意見も含めて、これを

どう扱うかを次回以降議論することかなと思います。井上さん、これは個人のお名
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前で出されていますが、皆さんで検討されたということだったようですが、井上さ

ん個人のお名前で良いですか。 

（井上委員） 

総合相談の勉強会や家族支援の勉強会というものをしていて、そういう中での案

です。あとは、この資料の最後の「地域共生社会」という、国が出している１枚も

のの資料で、これは割とコンパクトにまとめてあるので、何が問題点かが分かりや

すい資料ですが、こういうものを参考にしながら、何回か話し合ったことをまとめ

ております。あとは、市民のニーズ、声だけでは財政は伴わないので、財政的に折

り合いが付くもの、財政的な面と市民のニーズの折り合いが付くものを考えた上で

出しております。 

（加川委員長） 

井上委員さんが出された意見でということにしたいと思います。 

（井上委員） 

それともう一点は、まず骨子がないとだめだと思います。前回の地域福祉の策定

委員会で骨子だけは提案したので、それをここに出したかったです。そうしないと

時間的に間に合わないと思ったからです。 

（加川委員長） 

分かりました。その話の続きを次回します。 

（中本課長補佐） 

ありがとうございました。一つ付け加えさせていただきます。吉野委員さんの意

見の中でもあったのですが、財政状況とか、委員さんから資料のリクエストがあり

ましたら、随時言っていただければ、作成させてもらうように努力します。併せて、

計画を作るだけが目的の委員会にしたくないですし、実行性が高まるものを皆様と

作っていきたいという思いが強くありますので、当然会議だけにこだわらず、今回

も皆様にお時間いただきましたけど、各々、一人ずつ出会って意見をいただくこと

もさせていただきたいと思いますので、御協力の程よろしくお願いします。資料と

して、何を言っても行政としては、政策にはお金は付き物ですので、財政の資料と

か、ひいては財政課の口述が必要だということでありましたら、今回の庁内検討会

のメンバーではないですが、財政課の職員から説明をさせるということも考えてお

ります。 

（加川委員長） 

次回までに何か月かありますので、委員の皆様から御意見をお寄せいただければ

と思います。ど 00 ういう形にするかということも庁内の中で受け取っていただける

のではないかと思います。 

（中村委員） 

資料ではないですが、一つ御用意していただきたいものがあります。この計画の

名前ですが、市の計画と社会福祉協議会の計画が並列となっているのですが、連携

して一つのものを作るというのであれば、一つのまとまった名前が必要ではないか

と思っておりますので、そういう案を提示していただければと思います。 
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（中本課長補佐） 

ありがとうございます。我々の提案もですが、皆様と一緒に考えていきたいと思

います。良い意見だと思います。 

（加川委員長） 

法律は地域福祉計画ですので、市民にとって、馴染みやすい、親しみやすいよう

なキーワードとかが付けられればと思います。 

（廣江委員） 

地域のアンケートはできあがっているのですか。 

（田村主幹） 

まだ、作成段階で、できあがっていません。 

（廣江委員） 

委員さんに意見を聞いたりするのか、できあがったものを配付するのか、その辺

りはどうですか。 

（田村主幹） 

できれば、事務局側で作成するより、委員さんが聞いてみたいと思うものも盛り

込めればと考えています。先程、三輪委員さんもおっしゃっていただいたように、

行いたいと考えますので、このスケジュールが案でありますことから、そういうこ

とも総合的に含めて検討させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

（加川委員長） 

その他ございますか。先程もありましたように、随時事務局に御意見を伝えてい

ただいたらと思います。 

それでは、議題は以上にいたいと思います。どうも皆様、御協力ありがとうござ

います。 

 

１３ 次回の日程について 

（中本課長補佐） 

 スケジュールでは次回の策定委員会は１０月を予定しておりまして、できたらこ

の場で次回の開催日を決定したかったのですが、今日の議論等もありまして、今後

の方針、やり方も直接的に各委員さんから意見をいただいた上で、その準備等の時

間のこともありますので、当面の目標として、１０月の第２週、第３週を考えてお

りましたが、別途調整させていただきたいと思います。 

 

１４ 閉会 

（中本課長補佐） 

 本日はお忙しいところ、更に長時間の議論ありがとうござました。次回以降も活

発な議論をいただき、より良いものを作っていきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 


