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第６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 

 

令和元年８月７日 午後６時３０分開会 

米子市役所本庁舎 ４階４０１会議室 

 

 

出席委員 １３名 

加川充浩委員（委員長）、吉岡伸一委員（副委員長）、手島仁美委員、中曽登志

子委員、足立京子委員、廣江仁委員、中村富士子委員、井上徹委員、池田千鶴

枝委員、山中裕二委員、三輪龍介委員、吉野立委員、藤澤幸恵委員 

 

欠席委員 ２名 

福景順一委員、安木達哉委員 

 

事務局 ３０名 

景山福祉保健部長 

【福祉政策課】 

大橋福祉保健部次長 

地域福祉推進室 中本室長、山崎担当課長補佐、手嶋主任 

企画担当 宇山担当課長補佐、井原係長、安藤主任 

【米子市社会福祉協議会】 

福祉のまちづくり推進室 森本室長、谷口副主任 

【関係課職員】 

長寿社会課、障がい者支援課、子育て支援課、こども相談課、福祉課、健康対

策課、防災安全課、地域振興課、経済戦略課、生涯学習課、学校教育課、交通

政策課 

 

傍聴者 ３名 

 

議題 

米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画の骨子案 第４章「目標達成のための

具体的な取組」について 

 

報告事項 

地域福祉ワークショップについて 
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開会（午後６時３０分）  

 

会議成立の報告 

委員１５人中現時点で１０人の出席を確認（その後３人到着し参加）。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項の規定によ

り、会議の成立を報告。 

 

会議の公開について  

（加川委員長） 

それではよろしくお願いいたします。まず会議の公開・非公開についてです。

この会議の内容は、非公開情報に該当するものはありませんので、会議は公開

とさせていただいて、議事録を作成して市のホームページで公表させていただ

くことを御承諾いただけますでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

はい、ありがとうございます。それでは公開とさせていただきます。 

 

議題 米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画の骨子案 第４章「目標達成のた

めの具体的な取組」について 

 

（加川委員長） 

それでは議題に入ります。本日の議題は一つです。計画の骨子案について御

議論いただきたいと思います。特に、今日は第４章、「目標達成のための具体的

な取組」というところからです。計画骨子案での３５ページからです。それで

はまず、事務局から骨子案について御説明をお願いいたします。 

 

（山崎担当課長補佐） 

失礼いたします。福祉政策課の山崎です。では、計画案につきまして説明を

させていただきます。今日はかなりボリュームがありますので、かいつまんで

の説明となることを御了承いただきますようお願いいたします。まず本日は、

先ほどからも説明をさせていただいておりますとおり、第４章の「目標達成の

ための具体的な取組」というところを今回初めてお出ししますので、ここにつ

きまして委員の皆様方に御審議いただきたいというふうに考えておりますが、

その前の第１章から第３章の部分につきましては、前回はほとんどここには記

述がなかったものですから、今回ある程度形を整えてきております。この内容

につきまして、御確認いただきまして、御不明な点ですとかいろいろ出てくる

かと思いますので、また、それは次の会に御意見をいただけたらと思っており
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ます。まず、第４章の前に、３３ページを開いていただけますでしょうか。こ

こに計画の体系ということで、項目を並べた図を載せておりますけれども、前

回も同じような図をお示ししたところでございますが、前回までの議論と、７

月までにさまざまな地域の方のお話を伺ったりですとか、いろいろなところに

出かけて行った折にインタビュー調査をさせていただいたりですとか、そうい

ったことを踏まえまして、少し項目を整理しております。前回から若干整理し

た関係で、数も少し減っておりますけれども、内容を少し統合したりして、今

回はとりあえずこのような形でまとめさせていただいております。それと、少

し戻っていただきまして３１ページのところです。少し前後しますが、第３章

「米子市が目指す地域福祉の姿」というところで、基本理念のところがまだ空

いております。その次は、２番目の「基本目標」というところです。これも３

点書いてございますが、こちらについては前回と変わりないですけど、内容に

ついて若干手を加えております。これは前回の議論を踏まえてというところな

のですが、例えば、「基本目標」(２)のところにつきましては、中段のあたりに、

何か問題が起こってから対応するということではなくて、問題が起こる前に予

防的な観点で事前に対応していくのだというようなことを目標に明記をしてお

ります。あとは、３番目の「未来へつながる人づくり」というところには、追

加の意見を加えて、福祉教育の観点を若干入れております。それと、前回まで

はここの目標の後、３２ページのところになりますが、３番に「目標を達成す

るために目指す体制」ということで、体制を示す図をここに入れていたのです

けれど、これを、次から第４章の中の基本計画の中に入れておりますので、こ

こは、考え方のみに触れているというような構成になっております。このこと

については第４章、５０ページからになりますが、ここに詳しく載ります。今

の段階ではそういう形になります。 

続きまして、第４章に入らせていただきます。３５ページのところから第４

章が始まります。第４章の基本的なつくりといいますか、構成ですけれども、

この計画は今回、地域福祉計画と地域福祉活動計画が統合された計画になって

おりますので、行政計画として市が行う施策だけではなくて、市民一人ひとり

の方に地域福祉の推進のために、今担っていただきたいといいますか、期待す

ること、もしくは企業ですとか事業者ですとか、そういった団体に対して地域

福祉推進のために期待することということを計画の第４章の中で入れておりま

す。この表現につきましては、なかなか市民の方に、「こういう支援はこれをし

なければならない」とか、「市民はこれをすることとする」みたいなそういう書

き方は、少し行政の上からのような書きぶりになってしまいますので、そうい

ったことではなくて、あくまでも市民の方や企業や団体の方たちが自主的な行

動として取り組んでいただけるようにという思いを込めて、「期待すること」と
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いうような表現にしております。そういったことが、自主的な行動がされるよ

うに、それを支えていく役割として「市と市社協の取組」というようなことを

その後に述べている構成にしておりますので、御理解いただきたいと思います。

それで、３６ページから具体的な各項目について、まず最初に、考え方といい

ますか、項目の説明を述べさせていただいていまして、各種調査関係が大方終

わっておりますので、その調査でいただいた御意見を若干抽出して、中段のほ

うに書いております。こういった意見があって、その意見に基づいて若干表現

も変えていたりという構成としております。また、調査が全て終わっているの

ですけれども、また後ほど説明がありますが、７月の２０日、２１日に市民ワ

ークショップというのを行ったのですが、そこでもたくさん、いろいろ御意見

をいただいております。そのまとめが、まだこの資料作成の段階ではできませ

んでしたので、そこについては、ここにはまだ反映されておりませんが、それ

までの調査については地域懇談会ですとか、アンケート調査ですとか、各種団

体さんへの聞き取り調査ですとか、そういったものがここに一部反映させてい

ただいています。具体的な項目については、また、皆様のほうで御確認いただ

いて、後で御審議いただければと思います。特徴的なところを少し説明させて

いただきますが、先ほど触れました５０ページの体制の話のところです。ここ

のところも、前回御説明させていただいた内容です。ここについては、前回か

らはそれほど大きく内容を変えてはおりません。コミュニティワーカーと個別

支援ソーシャルワーカーということを前回も説明をさせていただいたのですが、

この名称も含めて、今いろいろと検討しているところでございますので、ここ

については、今後またお示しさせていただきたいと思います。それと、この５

０ページ以降のところですね。体制整備の話の中で、２９の公民館が米子市に

あるのですけども、公民館区域ごとにコミュニティワーカーを配置して、公民

館区域ごとのプラットフォームをつくります、というような表現が出てきます。

そのプラットフォームというものを、いかなるものをつくるのかというところ

も、今まだ事務局のほうでも検討しているところでございますので、そのあた

りにつきましては、皆様のほうからも御意見いただきまして、そういったもの

を参考にさせていただいて、より良いものをこの計画に書いていきたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

このような形で案としておりますが、もちろん項目については、まだ足りな

いところもありますので、この後、皆様の御意見をいただきながら、適宜修正

をしていくということになります。それから、７５ページから第５章というこ

とで、ここはまだ書いておりません。ここにつきましては、今後何が入ってく

るかといいますと、ここに書いてある計画実行体制というそのままですけれど

も、今後、計画の中身がある程度固まってきたところで、では、その計画を具
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体的にどう実行していくのか。計画を書いただけでは意味がありませんので、

きちんとそれが実行されていくため、その進捗についても、きちんとガイドの

目でチェックをしていただけるような体制というのをここに書いていくという

ことになります。点検方法だとかですね。あとは米子市の、今回は社協さんと

一緒につくっている計画ですので、社協さんは社協さんのほうで地域のつなが

りの中で、地域ごとでいろいろと地域にお住いの方のニーズですとか御意見を

受けとめていらっしゃいますので、そういったものをこの計画につなげていく

のかというようなところも、この第５章のところには書いていくということに

なろうかと思います。では、全体を通して、つくりといいますか構成について

説明をさせていただきました。中身の細かいところについてもまた御質問・御

意見等いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（加川委員長） 

 はい、ありがとうございます。それでは、今の御説明プラス吉野委員さんか

ら資料を出していただいています。ざっと内容を拝見すると、恐らく全体に関

わることですので、せっかくなので、吉野委員さんから少し資料についてお話

いただけないでしょうか。５分ぐらいでお願いしてよろしいでしょうか。 

 

（吉野委員） 

ありがとうございます。初めからこういうふうに資料を出していたら、もう

少し議論ができたかなというふうに思って反省しているのですけども、今回の

場合は第４章を読ませていただいて、やっぱり一番どこが違うかなあというふ

うに思うのは、私たちは今、認知症の問題にずっと取り組んでいるので、認知

症という問題を通じてしか見られないのですが、非常に大事にしているのが、

やはり当事者側の視点という部分を一番、いろいろな施策をつくったり考えた

りするとき大事にしたいというふうに思ってるわけですね。では、当事者の視

点とはどういうことかといったら、ここに参加している私が、具体的にこの計

画で何ができるかなというのが見えているということだと思うのですね。それ

で、それが自分の生活の中で何かやれるかな、ということがきちんと見えてる

ことだというふうに思うのですけども。今回の第４章を見させていただいて、

今までと何が一番違っているかというと、そんなに大きく違っていなくて、結

局、総合相談支援センターをつくるということが一番大きな変更点というか目

玉で、それをすると、何かみんなうまくいくというような内容になっている、

というのが私の率直な感想です。それは、今までもいろいろなセンターがあり

ながら、なぜできなかったのかということから考えてみると、総合相談支援セ

ンターをつくっただけでは絶対にうまくいかないなというふうに思うのですね。 
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今、とっても大事なのは、当事者主体というか住民一人ひとりが、１００年

時代や、人口減少時代の今の時に、どう意識を変えていくのかということがす

ごく大事で、それに向かえるような取組をしないといけないかな、ということ

がありまして、私が考えて、一つの公民館を中心に挙げたのは、その公民館ご

とに、そこの地域の今までやられてきている公民館の委員会とか自治会とかだ

けでなくて、企業やＮＰＯや学校や、私の書いていないところもあるのですけ

ど、例えば、交番やそういう地域の人たちをひっくるめて、行政も関わってい

くことが大事だと思っています。ソーシャルワーカーとコミュニティワーカー

だけではなくて、今日出て来ておられるような市役所の職員の１０人から１５

人ぐらいの人たちが地域担当として張りついていくような、そういう中で、将

来的にはそこの地域の問題は公民館を中心にして、３６５日２４時間運営がで

きるような仕組みをつくり上げることだと思うのですね。情報発信がＡＩとか

の発達で、会議等はテレビ会議でできるような時代がもう既にできているわけ

ですから、本庁自体はそんなにたくさんの人がいなくても、生活に密着したと

ころに行政の人たちも初めから配置されている。例えば３１人、各公民館で配

置されたら、１人が月に１回宿直すれば、２４時間公民館を開けることができ

るのですよね。簡単に言えばそんなことです。つまり、そういう形で住民サイ

ドと同じような地域づくりや福祉の計画を進めていく米子市の新しい地区、仕

組みをつくりませんかというのが、私の提案です。だから、それがいいかどう

かという問題は、こういう場で議論をしてほしいなと思っていて、フレームの

問題であるということを今までずっと言ってきたということです。 

そこで話をする内容は、子育て支援をどうするかという問題であったり、一

人暮らしや老々世帯の見守りをどういうことにするかということであったり、

地域の防災とか交通とか介護支援とかをどうするか。それから地域の健康づく

り、ここに私は具体的に書いてないですけど、公民館のあり方はどういうふう

にしたらいいか、こういう問題を１００人委員会のような形の中で扱う、その

１００人委員会を組織することが、すごく大事な活動だというふうに私は思う

のですね。そういう努力をしないで、計画をつくって進めようといっても、恐

らく今までと同じようなことになるのではないかというふうに思います。ある

いは、コミュニティワーカーさんやソーシャルワーカーさんが大変負担を感じ

てしまって、バーンアウトしてしまう可能性が非常に強いのではないかという

ふうに思います。それを一遍に進められませんから、モデル地区を２ヶ所設け

る。私流の経験からでは、モデル地区１カ所というのは決して良くなくて、私

たちも認知症予防の取組を江府町と米子市の２ヶ所でつくって、３年間、専門

職と一緒にやってきたのですけれども、２ヶ所やることによって、良かったこ

ととか反省すべき点とか、それぞれ出てくるのですね。１カ所だとやはり、で
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きるところだけにお任せになってしまって、ほかの地域は「そんなのできない

わ」で終わってしまうのですけれども、モデル地区として取り組むのであれば、

なんとか２カ所ぐらいをつくっていくことが必要ではないかと思います。 

あと、２、３、４はこの企画、第４章の中にも具体的な部分がありましたの

で、その中での提案をさせていただければいいかなと思います。推進委員会の

問題は、これは第５章の分だと仰ってましたので、これはそこの場でお話をさ

せていただければいいかなというふうに思います。総合センターをつくること

については私も大賛成です。総合センターをつくることは大賛成で、それは障

がいが起こってから、あるいは支援が必要になってからの総合センターであっ

て、それまでのことを住民自身が今何をやらないといけないかということがこ

の計画の中では、残念ながらほとんど触れられてないというふうに思うのです

ね。以上です。 

 

（加川委員長） 

今、吉野委員さんが言われた中で重要なのは、当事者の参加とか、当事者の

方が活動しやすいようなことを項目として少し盛り込んでいくということも大

事かなというふうに思いました。あと一方では、もちろん当事者の方のことも

大事ですけど、地域福祉なので、福祉に関心がない、今まであまり考えたこと

がなかった、福祉とは何だろうという方もおられると思いますので、当事者の

方が参加して、声を伝えていろいろな方を巻き込んでいくと、それプラス、こ

れまで福祉に関心がなかった方を巻き込んでいけるような、ということを要望

と思って盛り込んでいただくといいかなと思いました。 

あとプラットフォームのことを言われたので、これは私もずっと議論を聞い

て、米子市にとってすごく大事だと思います。逆に、そこは少し、これまで弱

かったので、なかなかこんなことしたいと思っても議論ができなくて、声を挙

げる方が孤立して、「何か、あの人があれこれ言ってるよ」というような感じに

なっているのではないかなということもお見受けしますので、皆さんが、「こん

なことしたい」と、「ではどうしたらいいかな」ということが議論できるような

プラットフォームをですね、共通で議論できるということですけど、協議でき

る場というのを社協も含めて少しつくっていくというのも、ぜひ盛り込んでほ

しいなというふうに思います。 

吉野委員さんから御意見いただきましたので、それと事務局からのこの第４

章の提案ですね。あわせて、皆さんから御意見を伺いたいと思います。いかが

でしょうか。 
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（山中委員） 

今の吉野さんの資料を見て、まず事務局のほうにお伺いしたいのですけども、

地域福祉１００人委員会をもしも設置しようと思った場合に、それは可能です

か。可能な方向は見いだせそうですかね。これから計画を立てる前に、今１０

０人委員会を設置して、それを運営していこうということですが、僕はそうい

ったいろいろな意見を取り上げることは必要だと思っていて、この報告書を見

ていても、自治会に話を聞いても、社協さんのこのアンケートというのは、こ

の課題は１人とか２人とかが該当しているなど、なかなか大変な作業をされて

いたと思います。多分、各地区の課題を洗い出したり、かなり大変なことをさ

れたと思うのですけども。１００人委員会みたいなものを設置して、また、こ

れからの計画に役立てていくという、こういったこれは計画を立てた後に立て

るものなのか、その計画を立てる前にやるのかというところにまず視点を置い

たときに、可能そうなのか、その方向性で行けそうなのかというところが、感

覚的にあれば、少し伺ってみたいなと思います。 

 

（中本室長） 

失礼します。１００人委員会について、１００人という具体的な数に対して

のお答えは少しどうかな、というところもあるのですけども、策定委員会の今

こうやっている中で、計画をつくるまでに１００人委員会が可能かということ

に関しては少し厳しいだろうと思います。 

その別の方法として、今日お示しした地区懇談会とか市民ワークショップと

か、そういうようなものでいろいろ材料集めをさせてもらいました。再三この

委員会の中で、私もお話させてもらっているのですけども、今日の説明もそう

だと思うのですが、計画をつくって終わりという視点は全くないので、この計

画をつくった後に、どう具現化するかというのをずっとお話させてもらってい

るところであります。これはあくまでも我々の福祉政策課としての構想ですけ

ども、最低でも２９地区の地区懇談会を今年度やったわけですから、来年度か

ら具体的に計画を発信するため、具現化するためには、最低でも２９の地区懇

談会というものは、形を変えながら本来の、どなたでも出てこられるような、

最終的にはそういうような、目的に沿うような地区懇談会を開催したいという

のが思いとしてあります。 

それが最終的に、今、吉野委員さんが言われている１００人委員会みたいな

３６５日２４時間的なものにどこまで近づくかというところはあろうかと思う

のですけれども、財源的なもの、人的な配置的なのもの等々ありますので、ず

ばり１００人委員会が今すぐ可能かというところに関しては、お答えとしては、
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それに近しいものは我々も当然、地域福祉実践としてやっていかないといけな

いかなというふうには思っております。 

 

（山中委員） 

もう１点だけ。モデル地区を２つも可能そうですか。 

 

（山崎担当課長補佐） 

今ですね、前回から地域力強化推進事業という国の補助金を使ったモデル事

業を、社協さんに委託をさせていただいて７月から進めているところです。こ

れは何かといいますと、再三出てきているコミュニティワーカーさんをモデル

的に配置しまして、地域の中で地域課題ですとか、そういったものを地域の中

でいろいろな方が話し合っていただいて、協力して解決していただけるような

体制をつくっていくことや、地域の中の困りごとを受け止めて支援をしていた

だく機関につなげていったり、そういったことをモデル的に、義方地区で開始

したところです。まだ始まったばかりなのですけども、その中で、例えば、自

治会長さんですとか、民生委員・児童委員さんですとか、地域包括さんですと

か、そういったところに、いろいろと趣旨を説明させていただいて、こういっ

たことをやっていくということで、今、説明をさせていただいているところで

して、目指すところはまさにこういったことだと思います。モデル的にまずや

ってみると、もちろん、地域の中で日々いろいろな活動に携わっていただいて

いる民生委員・児童委員さんですとか、自治会長さんですとか、在宅福祉委員

さんですとか、そういった方はもちろんそういった地域のことを話し合うよう

な場に参加していただくのですけども、それだけではなくて、新たに、例えば、

地域の中で、何か事業をしておられる事業主の方ですとか、何か商売をしてお

られる方ですとか、あとは福祉関係の事業者さんですとか、吉野委員さんの資

料のほうには、学校などといったような御提案をいただいておりますが、そう

いった方とかにも参加していただけるようにしたいと思っています。そういっ

たいろいろなものを仕掛けていって、参加していただけるようなものを少しモ

デル的に進めていこうと思っておりますので、どこまでできるか、まだわから

ないところもありますけれども、そういった取組を始めたところでございます。 

 

（森本室長） 

社会福祉協議会です。先ほどから言われている吉野委員さんからの御提案で

すけども、まさに社協としてもこういったことを進めていきたいというふうに

思っております。第４章の中ですけれども、３７ページになります。上から２

つ目になりますけども、「地域団体ネットワーク形成のコーディネート」という
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ことで、地域で活動されているさまざまな団体が地域課題解決に取り組めるよ

うに、このネットワークをつくっていきたいのだということを書いております。

これがまさに吉野さんが言われる、この構成メンバー、公民館・自治会・地区

社協、それから企業であったり事業所、様々なところがネットワークを組んで、

課題の解決に取り組めるような形をつくっていくということですし、その具体

的な進め方としましては、そこの一番下にありますけれども、「福祉のまちづく

りプランの推進」ということで具体的に、では、この小学校区でどういうふう

に地域福祉を進めていくのだということを計画としてつくっていく「まちづく

りプラン」というのも社協のほうで、今、モデル地区として何地区かをさせて

もらっておりますし、これからも進めていきたいというふうに思っているとこ

ろです。それと、これまでの社協の形でいいますと企業であったりとか、さま

ざまな地域にある事業所を巻き込んでやっていくというところにはなかなかで

きていなかった部分もありますので、吉野さんが言われるように、地域にある

さまざまな社会資源を使っていかないと、これからはなかなか担い手もいない

という中で、いろいろな方に関わっていただいて地域をつくっていくというよ

うな視点も持っていきたいというふうに考えているところです。以上です。 

 

（山中委員） 

今これを見ていて、話を聞いていて、そういうふうな１００人委員会に近い

ようなものが、各地区で多分これから行われていくのだろうなということは想

像できました。やはりそこは、今日、吉野さんが言ったのは、その２カ所設定

して実施するということは書いてあるのですけども、これは今の人員体制だと

か、やはり予算があってやれることだと思いますので、それが現実問題に可能

なのか、そこら辺のことが少し聞きたかったです。 

 

（中本室長） 

現実的に、その２カ所は現実的かどうかということは、現に１カ所で今スタ

ートしているというのは事実ですので、２カ所は困難だったので１カ所でやる

ということです。 

 

（山中委員） 

はい、ありがとうございます。 

 

（加川委員長） 

地域福祉はある種、政策的な面もありますけど、運用の面もあると思うので、

この計画に書いてあることが全部、予算の裏付けと人の裏付けがあって１０
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０％できるかというと、それはやってみて、そのプロセスの段階でうまくいっ

たこといかなかったことを整理して、それを転がしていく。そうすると、恐ら

くこれも米子市にとって最初の地域福祉計画だと思いますので、その間にうま

くいかなかったことを次の計画に生かしていく。また、吉野委員さんの資料の

最後に、計画推進のための委員会とありますけど、そういう推進委員会とか評

価の委員会をつくって、その中でこの計画で書かれたことがどれくらいできて、

どの辺がまだ課題なのかなということをずっと継続的に議論しながらやってい

ただけるといいのではないかなと思っています。 

 

（井上委員） 

いいですか。少し質問です。５３ページに「重層的な総合相談支援体制のイ

メージ図」というのがあります。これは前回、説明があったのですけども、私

の理解では、ここの図にもありますように、個別支援ソーシャルワーカーとコ

ミュニティワーカーが連携するということと、この個別支援のソーシャルワー

カーとコミュニティワーカーというのは、将来的には市の公務員として仕事し

ていく、それが大体１００名ぐらいだというイメージだったのです。将来の構

想としては、それを目標にしてやるというようなイメージだったのですけども、

３７ページを見ると、コミュニティワーカーの設置というのがあって、このコ

ミュニティワーカーというのを市と市の社協がやっているように書いてあるの

ですが、これは総合相談支援センターとかソーシャルワーカーとの関係とか、

直営がどうなのかというのが、どういう整理になるのでしょうか。少しよくわ

からないところがあるのですけど。私のイメージは大体、将来的には個別支援

ソーシャルワーカーとコミュニティワーカーは市の職員で、協力しながらやる

というイメージがあったのですけども、そのあたり、この３７ページに書いて

あるのでは少しその個別支援ソーシャルワーカーとの関係がわからないし、直

営のその公民館などがどうなのかよくわからないので、そのあたりの今のとこ

ろのイメージというか、どういう想定なのか教えていただきたいですね。 

 

（山崎担当課長補佐） 

はい、まず３７ページのところですね、「コミュニティワーカーの配置」とあ

ります。これにつきましては今、社協さんにひとまずコミュニティワーカーを

モデル的に配置をさせていただいております。それで、この社協さんに配置を

させていただくのがベストなのかどうなのかも含めてのモデル事業であります。

もちろん、全て直営という選択肢もあるだろうと思います。今の段階では、総

合相談支援センターというものを７カ所つくるというお話をさせていただいて

おりまして、そのセンターも直営にしますよというところまではお話をさせて
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いただいたと思います。そこに配置する人員については、何といいますか、ど

こからか来ていただくという形もあるでしょうし、直営で市の職員がそこにい

るということもあるでしょうし。そこはもう少し、検討の余地があるのかなと

いうふうに、今考えているところでございます。 

 

（井上委員） 

確定ではなくて、流動的ということですか。今の段階ではまだ決まっていな

くて、流動的で今後どうなるか未知数のところもあるというような意味ですね。 

 

（山崎担当課長補佐） 

そうですね。まだもう少し検討の余地はあると思います。 

 

（加川委員長） 

どこに配置するのかとか、社会福祉法人が持つのか、公的機関とか市役所に

置かれるのかという、どれがいいのかというのは、それぞれの地域に合わせる

必要があるかなと思いますが。この計画でも最初から言っていますけど、必ず

しも公務員のワーカーだから良いというふうなことは、全国的に見てもそうだ

とは言い切れないと思います。それぞれの地域でどういうふうに合わせてやる

かということが、そのミックスが多分議論のポイントだったと思います。それ

を少しやってみていただいて、試行錯誤していただくことになるかなと思いま

す。恐らく今の時点で決められないというのが、これまでの米子の現状だと思

っています。 

 

（井上委員） 

少しいいですか。ただ、５３ページに書いてありますけど、私の理解では、

個別支援のソーシャルワーカーにしてもコミュニティワーカーにしても、今人

材がいるわけではないので、これから人材育成をして、発掘をして、それを育

てた上で将来的には市の職員にきちんと身分保障をして公益的に動いていただ

くという構想だと思っています。だから、逆に言えば、これから育てるわけで

すから、例えば、学生など人を育てて、コミュニティワーカーやソーシャルワ

ーカーになる場合もあるでしょうし、いろいろな場合はあるのだと思うのです

けど、これから「育てる」というようなイメージで捉えていますが、それでい

いですかね。要するに、今の例えば公務員さんとか民間の人を１００人集める

んじゃなくて、育てた上で１００人が働けるイメージですけど、それでよろし

いですか。 
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（大橋次長） 

おっしゃるように、おそらくこれから育てていくということが中心的になる

と思います。もう１点補足しておきますと、そのコミュニティワーカーが地域

のことを、地域育成といいますか、支援といいますか、やることについては、

日本の社会制度上は社会福祉協議会がその任務を帯びているというふうに、社

会福祉法には書いてあるように見えるのですね。たまたま米子市の社協さんが

そういうことをやっていたかどうかは、少しこっちに置いといても、制度的に

見た場合は、やはり社協さんというのがそういう力を発揮すべきではないかと

いうふうに事務局サイドは今の段階では考えています。したがって、コミュニ

ティーワーカーを公務員でやる手もあるのですけども、それはそういった社協

の任務を市民がどのように考えていくか、私たちでどのようにやっていくかに

よって変わっていくでしょう、ということです。今のところ、例えば、地域住

民が、「それは当然やるべき仕事がそうなのだから、社協にやってもらいなさい

よ」となった場合だったとしても、意思の統一のために総合相談支援センター

のほうに出向いていただく。そういう形があるのではないか、というふうに思

ってはいます。そういう意味では、まだ流動的だということで御理解ください。 

 

（中村委員） 

少し伺いたいのですが。先日、回覧板で「地域の人材バンク登録制度」とい

うのが回ってきたのです。それは米子市の取組なのか、それともその地域だけ

なのかというのを少し知りたいなというのと、もしそれが地域だけの取組だっ

たら、とても良いアイデアではないかと思うので、そういった活動をされてい

かれたらいいのかなと思いました。ただですね、なかなかアンケートみたいな

のが回ってきても、書く人が少ないのではないかというふうに思うので、その

辺、書きやすいとか登録しやすいとか、参加しやすい感じに、改善していくな

どする必要があるかなと思いました。 

 

（谷口副主任） 

ありがとうございます。社協の谷口ですけども。お住いの地区は福生東地区

ですかね。それはですね、社協が福生東地区をモデル地区に指定して、福祉の

まちづくりプラン、地区版の地域福祉活動計画というのをつくらせていただい

たのです。その計画が平成２９年度末に完成していまして、平成３０年度から

実際に動き出しているところでして、今も継続して関わらせていただいている

のですけれども。その中の一つに、地区内に人材を生かすためにバンク制度み

たいなものもつくってみようということで、３０年度を１年間どういった形で

やるかというのを練ってですね、ついこの間、福生東地区では全戸に対して回
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覧板で周知をされたということです。これは福生東地区独自の取組ということ

で、社協も関わらせていただいているというところです。今、進捗状況でいい

ますと、まずはとりあえず回覧板とかで広く周知したり、呼びかけはするので

すけれども、やはり中村委員さんが言われるように、なかなかそれだけ、それ

を見たからということだけで登録してくれる人がどれだけいるのだろうかとい

うのは、今の委員の中でも話が出ていまして。これからどんどんそういう人材

を発掘していくために、住民さんが主体となって声をかけていったり、知り合

いを伝っていくとか、そういうようなやり方も必要だよね、というような議論

が進められている途中というところです。 

 

（中村委員） 

確か、７月３１日が締め切りだったと思うのですが、その後の状況というの

は何か聞かれていませんか。 

 

（谷口副主任） 

今は地区でまだ集約していただいているところで、うちのほうはその内容に

ついて情報はまだ来ていません。 

 

（廣江委員） 

お尋ねしたいのですが。コミュニティワーカーのモデル事業が義方地区でス

タートされたということでしたので、そのモデルでどこまでやるのかというと

ころを、今年度どこまで手がけるのか、来年度どこまで行くか。個別支援ソー

シャルワーカーのいない段階で、いろいろなニーズが掘り起こされていったと

き、どのように対応するのか、指揮命令系統はどうなっているのか、そのあた

りを教えていただけますか。 

 

（山崎担当課長補佐） 

まず、モデル事業は単年度事業ですので、基本的には今年度末というのが一

つの区切りとなる事業となります。地域力強化推進事業ということで、まずは

地域の中で、地域にお住いの方もしくは地域の中でいろいろ活動しておられる

団体さんなどが集まって、先ほど少しプラットフォームの話がありましたけど

も、まず集まる場をつくるというところを考えています。既にいろいろな形で

地域の方が集まっていらっしゃるのですけれども、会を催すにも御負担を感じ

ておられるだとか、人集めがなかなか御負担だというようなお話を聞いており

ますので、コミュニティワーカーが入らせていただいてそういったところを支
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えていく、もしくは今までなかなかそこに加わっていなかった方を加えていく

というところが、まず一つの目標になっていくかと思います。 

もう１点、モデル事業の最初の構想では、「何でも相談窓口」みたいなものを

つくってみようか、という構想がありました。例えば、週に１回でも相談窓口

みたいなものをつくって、地域の中の方がそこに相談に来られて、それでお話

をお伺いして、いろいろな支援機関につなげていこうじゃないかというような

構想があったのですけども、いろいろと御意見をお伺いする中で、なかなか待

っていても本当に困っている方というのは相談に来ないのではないか、という

ようなお話をたくさんお伺いしました。そういった中で、何といいますか、手

が挙げれない方といいますか、そういった方の情報をどう入手していくのかと

いうところが一つのコミュニティワーカーの重要な役割の一つであろうという

ふうに考えております。これもコミュニティワーカーだけではなかなかそうい

った方の声をキャッチしていくというのは難しいので、いろいろなところと協

力をさせていただきながら、なかなか声にならない声といいますか、そういっ

たものを捉えていくというような協力態勢をつくっていくというところが、目

標の一つであります。 

あと、指揮命令系統のお話があったかと思いますが、基本的には現場の中で

は社協さんに委託をさせていただいておりますので、社協さんの組織の中での

指揮命令系統という形になろうかと思いますが、今まさに、ふれあいの里の中

で、我々とその地域力強化のチームが同じ部屋におりますので、そこは日々毎

日のように、お話もお伺いしていますので、相談を受けることもありますし、

逆にこちらの方から、こうしてくださいということもあります。最終的には委

託元としての責任は市にもちろんありますけども、現場サイドでは社協さんの

ほうで、今までの経験に基づいた対応をしていただけるものと考えております。 

 

（廣江委員） 

少し心配しているのは、先ほど吉野さんからも、すぐバーンアウトしてしま

うのではないかという話もありましたけども、さまざまな課題が上がってきて

いて、それに対応するのが非常に難しいような場面、行き詰まりを感じるよう

な場面もあろうかと思いますが、その辺のサポート体制は、今のチームで十分

やっていけそうな感じなのでしょうか。 

 

（大橋次長） 

委託先の社協さんが具体的に行動するのですけれども、さっき山崎が申し上

げたように、私たち一体のチームで、米子市役所は福祉政策課のほうが課員全

体で７名いますけども、それが全面的にバックアップしていきます。その際、
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背後にいるのは、もちろんここに来ている全員のチームが入っているので、そ

の人だけに過重な負担にならないように、十分バックアップしてやっていく考

えでおります。 

 

（加川委員長） 

コーディネートされる方がいて、困ったときにはいろいろな方を巻き込んで

いくという、そういうケース解決の仕組みをつくっていってもらったらいいの

ではないかなと思います。その流れに巻き込んでいく人を増やしていくという

ふうに、今後していってもらったらなというふうに思います。 

 

（廣江委員） 

障がいの分野であれば相談支援事業所、まあ一般相談をやっているところも

あるのですが、多分この情報を知らないのではないかと思います。連絡、連携

とかもされているのでしょうか。 

 

（森本室長） 

関係機関への周知というところはですね、今まさに取りかかっているところ

でして、うちのほうで具体的にどんな事業をするのだ、義方地区の中でこうい

うことを社協がするのだというのも、そういうふうなパンフレットというかチ

ラシというものをつくらせてもらって、包括支援センターにはごあいさつに行

かせてもらったりとか、地域のほうにごあいさつに行かせてもらっているとこ

ろですけども、まだ、言われるように相談事業所のほうには伺っていないので、

これからそういったところにもお話をさせていただきたいというふうに思って

おりますし、先ほど言っていただきますように、確かにこれからいろいろなケ

ースが挙がってきて、何でも相談だというような形で、いろいろなケースが相

談に挙がってきたときに、なかなか社協だけではもちろん解決できないことの

ほうが多いと思いますので、そういったところは関係機関、いろいろなところ

に相談させてもらいながら、もしくはそういったケース会議というようなとこ

ろを仕組みとしてつくらせてもらいながら、皆さんの力を借りながら解決する

ような形がとれたらなというふうには思っているところです。 

 

（廣江委員） 

もし可能であれば、包括さんとか障がいの相談支援事業所の人も含めた形で、

事例検討会を月一回やるとか、何かしら挙がってくる事例はあると思うので、

そういった体制をとっておくと、バーンアウトしにくかったり、いろいろなア

イデアをもらったりといったことができるのではないかと思います。 



 17  

 

（森本室長） 

はい。ありがとうございます。 

 

（加川委員長） 

ありがとうございます。重要な提起かなと思います。この事業自体、ケース

を受けて、そこからどう連携を広げていくかというところが、多分、重点が置

かれているのだと思います。けれど、従来は代表者を集めて、とにかくみんな

でこんな事業をしますという、少し上の役職とかの方を集めたネットワーク会

議のやり方でやってきたと思うのですけど、そうではなくて、ケースから考え

ていくということであって、広く漏れなくという感じではなく、このケースに

必要な人を集めて、そこからネットワークを広げていくという、下からの積み

上げのやり方をしている、おそらくそういったつくりの事業だとは思いますの

で、両方もちろんやっていただくといいかなとは思っているところです。特に、

皆さんの負担とか不安をとることは重要だと思います。 

 

（中村委員） 

あとですね、町の中で困っている人とかに遭遇したりしたときに、どのよう

にサポートしたらいいのかな、といったことがありまして、例えば、バスを利

用するのでバス停にいると、「バス代を貸してください」とかという方がおられ

るのですよ。見るからに少し病気を抱えておられる方だったりして、そういっ

た方は各サポートが必要な方なのかなというふうに思うのですけれども、そう

いった方をどのようにつなげていったらいいのかなあと思いました。この前、

実際にありましたけど、社協に連絡しようかと思っていたのですけど、私もバ

スで帰らなければいけなくて、つい私、バス代をお渡ししてしまったのです。 

 

（森本室長） 

すぐに社協に連絡していただければもちろん対応しますし、市役所でも担当課

がありますので、どちらでもよいと思います。必要な機関にどちらにしてもつ

なげさせていただいて、相談に乗るというようなことはできるかなと思います。 

 

（中村委員） 

やはり、すごく微妙な問題だと思いますので、例えば、お名前を聞いていい

のかとか、プライバシーの問題とか、一般の市民がそんなことまでしていいの

か、みたいなところがあるかと思うのですけどね。 
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（手島委員） 

少しいいですか。これは私たちが経験したことですけども、旧市役所の前で

男の方が座り込んでおられました。私、民生委員をしていますので、どうしま

しょうかということで私に電話が入ってきました。ただ、私たちがその人たち

の状況がわかるわけではないですよね。それで、私はすぐ包括さんか市役所か

に連絡してくださいと言いました。来ていただいて、そこで、例えば救急車を

呼ぶなり、あるいはどういう処理をしていただくなりとかしないと、私たちの

判断で勝手に行動を起こすというのは、今の状態では無理だと思うのです。で

すから、私たちの場合はそういうふうに連絡をしております。 

 

（吉岡副委員長） 

そういったような協力的な態度の場合は、あいサポートの利用があってです

けども、メディアを上手に使われて、こういったような事例ごとにこういった

対応ができるといったような、簡単な例を示すとか、あるいは市役所のホーム

ページからそういったようなものを、学生とか一般の人も見やすいように整備

をすれば、比較的あまりお金をかけずにできるのではないでしょうか。まあ実

際、いろいろな対応するなどの部分もかなりたくさんあり過ぎるくらいあるの

で、このぐらいは、というものがもし簡単に既存のものでもし使えるものがあ

れば、上手に利用していけばいいのかなと思います。 

 

（加川委員長） 

ワーカーを配置して増やしていくということですので、そこに気軽にアクセ

スできるということは、市民の方には広報なり、していただけるといいのかな

と思います。私も生活困窮のケース会議に毎月出ますけど、駅で寝てた人が、「あ

なた、社協に行ったら生活困窮の支援を受けられるよ」と聞いて来たという人

もこの会議でいたので、そういうことを、知っているか、知っていないかで、

一言そこで添えられるかどうかというのもあるので、社協なり行政なりのこう

いう窓口があるよというのは、せっかくつくった後はＰＲしていただきたいと

思います。 

 

（中村委員） 

何かこう、そういった何か電話番号みたいなのがあると、そちらに連絡しや

すいかなと思います。 
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（山崎担当課長補佐） 

目指すところは、まさに、地域ごとにいろいろなところでキャッチされたそ

ういった相談ごとを、とりあえずここにつなげれば、後は何かいい具合につな

げてくれるみたいな、そういったところが地域ごとにあるのが一番望ましいと

我々は思っています。それがセンターになるのか、そういうコミュニティワー

カーになるのかというところなのですけど、今の時点だったらひとまず社協さ

んのほうに、とりあえず生活の困りごとについて相談を受け付ける部署があり

ますので、そこにひとまず伝えていただければと思いますが、その先が少しわ

からないというか、周知されていないですよね。 

 

（中村委員） 

私のイメージではですね、例えば、そういった何かを困って、バス代がない、

借りたいというような方がおられたときに、そういう方がおられたということ

を情報としてこの一ヶ所に提供することで、また、何か似たようなケースとか、

その方がたまたまどこかで支援をしなければいけないことになったときに、何

かデータとして役立ててもらえるというか、より良い支援ができるような情報

源になるようなシステムがあればいいなと思いました。  

 

（山崎担当課長補佐） 

想像というか、そのイメージとしては、情報共有ネットワークのような、と

りあえずそこにつなげれば、後はさまざまな支援機関同士で情報共有して、そ

して次に同じような相談があったときにはどこでも対応できるというか、そう

いった形ですかね。 

 

（中村委員） 

そうですね。困られている方が、支援をしてもらいやすいような情報なり仕

組みなりみたいな感じです。それで、結構、町の中を歩いていると、見かけた

りとか出会ったりとかというのがあるのですね。私はバスを利用しているので、

バス停なんかでそういうこともありますし、市民の方がそういったことで協力

し合えて、より良いサポートができるようなになればいいなと思います。 

 

（山崎担当課長補佐） 

また、今後のプラットフォームの内容ですとか、そういったものを詰めてい

くときに、そういったことも参考にさせていただきたいと思います。 
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（廣江委員） 

関連ですけど、今みたいな御意見について、少し提案なのですけど、例えば、

今回の事業をスタートしますということを、いろいろなところに広報をどんな

ふうにしていくのかもう少し工夫することによって、例えば、バス停とかに貼

ってあったりとか、バスの中に貼ってあったりとか、いろんな所で目にするよ

うなそういう媒体をうまく使うことで、「ここに電話すれば、あなたにいいみた

いよ」と、そのまますぐ教えてあげられたり、市内各所にそういうのがあると

いいかなあと思いました。 

 

（藤澤委員） 

いいですか。すみません。同じ地域に暮らしていて、いろいろな方がおられ

ると思うのですね。先ほどのバスの話を聞いて、「なるほど、そういう方もいら

っしゃるかな」と思ったのですけど。では全部が福祉で、全部が行政支援なの

かなと思います。「お金がないです、バスで帰れません。３００円貸してくださ

い」と言われて、貸せる人は貸したらいいと思うし、逆にバスの運転手さんに

つないで、バスの運転手さんやバス会社さんと社協さんがつながればいい話だ

と思います。 

私も以前運転していて、米子市の夜見の外浜沿いで頭から血を流した人が倒

れておられました。びっくりしましたけど、救急車を呼んで救急隊員が来られ

るまで待っていました。結局は救急隊員が来られたらパッと目を覚まされて、

少しお酒を飲んでおられて転ばれた感じで、大したことはなかったです。それ

を帰って親に言ったときに、親が、「その近所であなたがひいたと思われる。」

と言われたときに、やはり、良かれと思ってやったことと、そうではないこと

という線引きは、その人その人で違うと思うのですね。だから、こういう福祉

は余計に、そういうイメージであると思います。全てが行政サービスにしてい

くと、わけがわからなくなるというか、やはり、弱者のための福祉なのか、こ

れから地域でより良く生きていくための福祉なのか、ある程度その辺を線引き

していかないと、なかなか難しいなと思います。 

私は子育て支援の立場から言わせていただくと、今の子育て中のお母さんは、

やはり全てに、サービスを求めがちな傾向があります。困っておられるお母さ

ん方に、一般のサービスがある場合は勧めて、利用されて充実されている方も

いらっしゃいますけど、それ以外にも、公民館でされるサークルとか居場所づ

くりとかがあります。支援も第１歩、第２歩、第３歩とレベルアップ、質が上

がるのはいいとは思うのですけど、全てが駆け込み寺みたいになるのではなく、

やはりその「お互い様」とか、いただいた支援を今度は次の方につなげていけ

るような仕組みづくりの福祉になればいいのかな、と思います。本当に困って
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おられる方のほうが若干、地域で暮らしておられる方では多いと思います。や

はり私たちが各分野の代表としてこうして来させていただいて、米子市さんが

こういう形で計画のたたき台、もしくはこれからのテーマとかをつくっておら

れるのに対して、こうしよう、ああしよう、やってみよう、から始めないと何

も見えてこないのかなとは思います。米子市さんや社協さんがしていただける

こと、それに私たちが肉付けして、一番大事なのはやはり市の方がよき理解を

して、いい形で一人でも二人でも、こういった福祉のサービスもしくは各公民

館ごと、地域ごとの、地域づくり人づくりがやはりテーマなのだなと思います。 

 

（井上委員） 

先程の、お金を貸してくれという。私も道を歩いていて確か経験があるので

すけれども、そのとき考えたのが、本当にバス代がないのか、お金をせびって

おられるのかわからないなということでした。そこの見極めをつけないと、単

に貸してあげたらいいのかどうなのか、という判断が大事で、私にバス代がな

いとおっしゃった方に対して、私の判断では、これはお金をせびっておられる

ような感じがしたので、お貸ししませんでした。その辺のところをやはり分け

て考えないと、逆にお金を貸してあげたほうが非常にまずいことになるのでは

ないかとも思います。例えば、お金をせびっておられるのだったら、貸してあ

げたほうがかえって結果が悪くなるので、断ったほうが良いと思いますし、そ

のあたりはケースバイケースではないかなというふうに私は考えました。私も

そういうお金を貸してくれというのが前にあったと思いまして、そんなところ

です。 

 

（加川委員長） 

地域福祉計画は３３ページ見ていただいたら、基本目標が３つあります。一

つ目の「地域全体がつながる」というのと、三つ目の「未来につながる」とい

うのは、公民館やＮＧＯとかですね、あと、いろいろな地域で活動しておられ

る方、ボランティアの方など、社協の領域だと思います。もう一個はやはりそ

れだけでなくて、真ん中の「総合的なサービス提供」ですね。ここは法的に整

備していくという。ここはこの二つから成っているというふうには思っていま

すし、また、今回、行政計画と社協計画と両方なので、その辺うまくバランス

よく取り込むということも大事かなというふうに思います。 

 

（加川委員長）                            

皆さんから見て、例えば、３３ページの基本計画がありますけれども、これ 

は入れてほしいとか、こういうキーワードが少しあったらいいのになというよ 
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うなこともあるでしょうか。 

 

（吉野委員） 

そうしますと、高齢者の介護保険の支援とかの中では、重点課題の中に認知

症の取組というのが入っているのですけども、この計画の中には認知症という

言葉はほとんど出ていないですね。でも、実際に１００歳時代という時代を考

えたときに、認知症の発症率は７０歳を超えると圧倒的に増えますし、８０代

になりますと、男性は比較的平行しますけども、女性方では圧倒的に増えてい

く。９０代になれば、ほとんどの人が何らかの形で認知症の症状があるという

報告が出ております。それで、実際に認知症についての研修会とか勉強会とか

をやれば、たくさんの人が参加する。とても関心が高い問題なのですけれども、

残念ながらここにはほとんど書かれていないということが、どうしてかなとい

う危惧があります。 

一つだけ、認知症の問題で御検討いただけないかなと思うのは、私の提案の

中で、小学校・中学校・高校での地域体験ということを一つ挙げておりまして、

今、米子市の小学校は人権教育ということで４年生の時点で絵本教室をやって

いるのですね。これはすごく全国的にも評価できる内容だと思っているのです

けれども、ただ単に教えるということではなくて、皆さんがグループワークを

するということで非常に効果が上がっていると思うのですけれども、中学校に

行くと全然ないですね。ましてや、高校に行くとないです。最近、私どもは鳥

取県から認知症サポーター養成講座の事業を受けていまして、米子高校さんと

か境港の高校さんとかに出かけるのですけども、そこでサポーター養成講座を

するとですね、やはり小学校のときに絵本教室に参加した子たちはすごく理解

が早い。だから、そういう意味でぜひ、小学校、中学校、高校とつながる形の

福祉教育をやっていく。これは教育委員会のほうでぜひ要請をいただいて、年

間のどこかでやっていただく、しかも、それは子ども達だけでなくて、できれ

ば子どもたちを抱えた父兄に対するそういう計画づくりが教育委員会としてで

きないか、ということを検討していただきたいなと思います。 

それともう１点は、その次の「健康診断における生活習慣病対策の強化」と

いうことで、成人病対策を少し強化するというところが、できたらその中の４

０代からの健康診断の中に認知症のチェックが入れられないか。これは、もち

ろん国の全体の計画の中で米子市の独自のものの取組として、少しお金がかか

るかもしれませんが、少なくともチェックリストぐらい、あるいは米子市が持

っているタッチパネルとか、そういうものを使って認知症の初期診断をするよ

うな仕組がつくれないだろうか、ということも御検討いただきたい。その理由

は、既に皆さん御存知のように、一番認知症の中で多いアルツハイマー病は２
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０年かけて発症されていきまして、大体そのベースになるのが４０代くらいか

ら、少しずつβ（ベータ）アミロイド成分と糖分で発生しているわけですから、

４０代以降の健康診断でそれをやるということは非常に効果があるというふう

に思いますし、それから糖尿病対策とか、高血圧の対策等も、ただ単に本人指

導ということでなくて、もう少し早く改善できる状況をつくれば、血管型認知

症についてはかなりの部分予防することができるというふうに言われています。

そうした 100 年時代に、もう一回、40 代から 65 歳くらいの間に暮らし方をリ

セットするということですね。そういう思考形態というのを住民の人に啓発し

ていくということが、とても必要ではないかと思っていまして、そこのあたり

がこの計画の中に具体的な形で盛り込めないかということを検討していただき

たいと思います。 

 

（中本室長） 

ありがとうございました。そういたしますと、今２点、学校の関係のことと

健康の関係のことをご意見いただきまして、学校のほうからと健康のほうから

それぞれお答えさせていただきたいと思います。 

 

（学校教育課） 

学校教育課です。認知症に関わるところの教育、福祉教育の視点かなと思い

ますけども、現在学校では、教育委員会と人権政策課が連携をしまして、認知

症に限らずさまざまな人権課題に対して教育を行うということで取組を進めて

いるところでございます。今おっしゃった人権絵本教室等の認知症に関わると

ころは、その中の病気、病気と言っていいかどうか、少し語弊があるかもしれ

ませんが、そういった方に関わる人権を守るための教育ということで、現在取

り組んでいるところでございまして、教育というのは、それぞれの時代のニー

ズにおいて柔軟に変えていく必要がありまして、この後そういった高齢化社会

を迎えて、そういった方が増えてくるということでありましたら、やはり重点

的に取り組んでいかないといけない、というふうに認識しているところでござ

います。いただいた意見を参考に取り組んでいきたいと思います。 

 

（健康対策課） 

失礼します。健康対策課です。先ほど、検診の御提案をいただきました。あ

りがとうございました。40 歳からの検診に認知症のチェックを入れることはで

きるかというような御提案だったと思いますが、いろいろな縛りがありまして、

40 歳からの一般的な検診で、米子市が対応しているのは、国民健康保険の方だ

けというところがあります。社会保険ですとかほかの保険で検診を受けられる
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方というのを、全て皆さんに同じように認知症のチェックを行うということに

なると、もう少し検討なり時間なりが必要なのかなというふうに考えておりま

す。御意見ありがとうございました。 

 

（中本室長） 

今、学校教育課と健康対策課から、現状も含めて説明をさせていただきまし

た。いただいた意見につきまして、健康増進計画などの各個別計画等もありま

すので、この計画は、理念計画的な部分がどうしても強い計画ではありますけ

ども、できる限り反映できるところは、今の御意見も反映させていただきたい

と思います。 

 

（加川委員長） 

今、反映と言われたので、私も改めて全体を見ると、分野別でどういうこと

をするかということを、もう少し盛り込んでもいいのではないかと思います。

つまり、分野別というのは、一つは、言われた認知症などの高齢者分野。もう

一つが障がいの分野、三つ目が児童の分野ですかね。これも今ざっと拝見する

と、地域包括支援センターのこととかサロンのことが書かれていますが、少し

元気な高齢者というよりも要介護とかですね、認知症の方、支援が必要な方の

ことを少し入れられるといいのではないかなというふうに思います。障がい分

野もバリアフリーのこと等はありますけれども、サービスが必要な方、地域網

をどうするかとかですね、そういったこともあると思います。小規模なもっと

サービスがいるのではないかとか。そういった支援が必要な方を地域でどう支

援していくかというようなところは、少し各課の方とも相談して、やはり地域

分野に盛り込んだ方がいいのではないかというようなことを、法令、事業を紹

介するそれぞれでもう少し出していただくと、サービスのところに厚みが出る

かなというふうには思いました。そういうふうに分野別で入れてもいいですし、

もう一つやり方としては、共通事項で入れるというやり方もあります。例えば、

今、福祉教育の話が出ました。３３ページでいくと、一番下に福祉教育が入っ

ています。それで、ここにもう少し障がい・児童・高齢の方向を入れるという

ふうにして、共通事項の方で扱うのか、もう一つは、このサービス提供の推進

の柱立てに、高齢・障がい・児童というふうにはっきり入れてしまうというや

り方もあります。それは少しこれからかなと思いますけれども。 

 

（大橋次長） 

はい。吉野さんの認知症に関する意見は、従来の整理ですと、健康対策課が

所管する健康増進計画と、それから主に介護保険サイドの老人福祉計画の方に
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出てきているわけではございます。また、子どもに関しては子ども・子育て支

援計画というのがございまして、そこに書かれております。また障がいも同じ

ように障がい者計画があって、個別には整備されてきたと思いますけれども、

今、委員長がおっしゃったように、地域福祉と絡めた形でそれぞれの計画を指

導するような理念みたいな程度だったら書き込めるかも知りませんので、少し

内部で担当課とも相談させていただいて、次期改定が令和２年度に迫っており

ますので、そこに向けて私たちはどういうことを各個別計画で書いていくのだ

というようなことだと、案外書けるかもしれませんので、少し持ち帰って検討

させていただいてもよろしいでしょうか。それともう 1 点。実は四つの分野が

ありまして、児童と高齢者、障がい者、もう一つ貧困。困窮の問題がございま

す。ここはあまりはっきりは書いてございませんが、やはり格差社会というこ

ともございまして、先ほど、お金貸してくれという話もありましたが、それの

一つの方向性が出せるのでしたらここに書いてみたいです。そういうことでよ

ろしいでしょうか。個別の施策にならずに、理念のところにくるかもしれませ

んけれども、少し整理させてください。よろしいでしょうか。 

 

（加川委員長） 

はい。私もちょっと困窮のことまで言うと、話がわかりにくいので、あえて

外したのですけれども、入れていただけるならその四つが、いわゆる福祉の四

つの対象者です。入れていただけると、より充実するかなと思います。 

 

（井上委員） 

少し確認ですけど、５３ページの、前回、説明があった全体的なイメージ図

の中とか、これから個別支援のソーシャルワーカーとコミュニティワーカーの

人材育成研修を行って、共通の研修はやはりコミュニティワーカーもソーシャ

ルワーカーも受けて、同じ考え方で基本理念でやっていくとふうに私は理解し

ているので、今そういう研修等をどうするかとか少し議論しているのですけれ

ど、人材育成の研修ができた場合には、個別ソーシャルワーカーの候補の人と

か、コミュニティワーカーの候補の人が同じ研修を受けるというようなイメー

ジで捉えてます。それでいいのでしょうかね。 

 

（大橋次長） 

基本的には、米子市内のソーシャルワーカーが共通の研修体系を受けて、共

通の認識を持てるようにしておくということがソーシャルワーカー同士の連携

にも役立ちますし、それぞれの支援の質の向上を図るときにも役立つと思って

おりますので、できれば全てのソーシャルワーカーが、ケアワーカーも含めて
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同一の研修を受けるような体系がつくり出せないかというふうには今は考えて

おります。この計画をつくった後に実際にそれに取り掛かりたい、ある意味、

モデル事業の中でもすぐ取り掛かりたいぐらいの気持ちでおります。 

 

（廣江委員） 

二つ、少しわからないところがあって、教えていただきたいのですけど、 

４５ページの「自死」のところの「市と市社協との取組」のところで、「守り、

支え合ういのちチーム」というのが書いてあるのですが、あまり耳にしたこと

がないのは私が知らないだけなのか、これはどういったものなのでしょうか。

それから「相談を受け」と書いてあるのですが、ここの相談窓口には電話番号

も書いていないので、どういう組織なのかなというところを教えてください。 

 

（健康対策課） 

はい、健康対策課です。ありがとうございます。実は、この「守り、支え合

ういのちチーム」というのが、大々的に今までこういうチームがありますよと

いうのをお知らせしたことは多分ないと思うのですけども、昨年度末に自死の

計画を健康対策課で策定させていただいた中に、こういうチームとして相談を

受けるということを盛り込ませていただいております。相談先に米子市健康対

策課というのが書いてあると思うのですけども、まず、そこで相談を受けて、

保健師、心理士などメンバーで一緒に連携しながら相談を受けていこうという

ようなイメージでここには書かせていただいています。 

 

（廣江委員） 

常設のチームなのですか。 

 

（健康対策課） 

基本的に保健師と医師は常にいるので、まずは相談を受けた者が、どのよう

なチームを組んで対応していったらいいのかというような、少しそこは流動的

になるかなとは思うのですけども、こういう機関も入っていただいた方がいい

のではないかとかというようなことで、少しずつ広げていったり、もしも市役

所内で解決できることなら、市役所内の関係課と連携を取りながら、チームを

組んで対応していこうというようなイメージです。 

 

（廣江委員） 
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ここに「自死につながる可能性のある人を発見した場合」と書いてあるので

すが、急な対応をしてくれる人なのかな、２４時間対応なのかな、とか思って

しまったのですけど。 

 

（健康対策課） 

すみません。そこは自死の計画の中で、市役所の関係各課で、このような可

能性がある方をもしかしたら発見できるいろいろな部署があるのではないかと

いうことで、いろいろな課の「こういうような場合がありますよ」というよう

なのも盛り込ませていただいていまして、どちらかというと、緊急的な場合と

いうよりは、それぞれの市役所の職員が窓口で担当したときに、何か困ってお

られるなというようなことがわかったときに健康対策課にまずは連絡をいただ

いて、そこからチームを組んで支援をしていこうかというようなイメージです。 

 

（廣江委員） 

はい、ありがとうございます。もう１点は、ゲートキーパーの養成のところ

なのですが、境港のこういう計画にも関わっているのですけど、市の職員の人

と、ぜひやっていただきたいと思うのですが、ここに書いてないのですけど、

中学生とかもぜひ、教育委員会も「いろいろなことをやらせるなよ」と言うか

もしれませんが、小学生はちょっと早いかなと思うのですが、中学生のうちに、

もう今、１０代の死亡の理由は自殺が一番多いと思いますから、そのあたりし

っかり自死についてを学ぶようなこともぜひやっていただきたいし、友人であ

ったり、もしかしたら家族が自死することを防ぐようなことも中学生が学ぶと

いうのも、将来的なことも含めて意味があるのかなと思ったりします。これは

御検討いただきたいなということです。もう１点、４３ページの「防災訓練」

のところなのですが、地域内容等についていろいろと書き込んでいただいて、

本当にありがたいなと思います。ぜひ、これに向けて防災の担当指導さんとも

取り組んでいただきたいのですが、言葉の意味がよくわからなかったので教え

てほしいのですが、「市と市社協の取組」の「防災訓練の充実」のところで、下

から２行目、「訓練には、市民の避難支援を行う福祉事業者に参加を呼びかけま

す」と書いてありますけど、これはどんな福祉事業者のことをイメージされて

いるのか、少しわからなかったので教えていただけますか。 

 

（山崎担当課長補佐） 

はい。この表現が、もしかしたら少しふさわしくないのかもしれませんが、

４２ページ、左のページの一番下のところに、「企業・事業者・団体に期待する

こと」というところの二つ目のところに書いておりまして、そういうケアが必
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要な方を支援する専門的な技術を持っている福祉事業者の方に、このような形

で災害が起こったときには協力をいただきたいということを書いております。

今、その協力をいただくために市がどういう取組をしていくのか、というとこ

ろが少し抜けているなと思ったので、そういったところを加えていかないとい

けないかなと思うのですが、ここで言っている「市民の避難支援を行う福祉事

業者」というのは、こういった形で、例えば、移送ですとか、ケアですとかト

リアージですとか、そういった形で協力をいただける福祉事業者という意味で

ここに書いております。 

 

（廣江委員） 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（中村委員） 

お願いになるかと思うのですが、まずですね、３７ページのボランティア団

体の支援のところで、先ほど小学生の方が、小さいお子さんとかいろいろ効果

的というのがあったのですが、親子で幼児期から一緒に参加できるようなボラ

ンティア活動があると、すごくいいかなあというふうに思いますので、そうい

うこともしてみて計画づくりをしていただきたいのと、先程、４５ページで自

死の話が出たのですけれど、産後鬱とかで結構苦しんでおられて、自死につな

がるような方もおられると思いますので、そういった妊婦さんとか、育児をさ

れている人のケアも含めて対策を考えていただけたらと思います。 

 

（井上委員） 

先程の災害の件ですけど、実際のケースを話しますと、今から８年から９年

ぐらい前、米子の大雪というのがあって。１ｍくらい雪が積もったときがあっ

て、あれはまさしく災害に近いなと思いました。あのときは、うちのお客さん

の家に行くだけで、道に雪がありますから行けないから、行くのに普通だった

ら車ですぐ行けるのですけど、歩いて行きますから、片道１時間かかったりし

ました。実際のところ、お客さんの家を全部回れなかったです。だから、実際

災害が起こった場合に、なかなか事業者の手は空いてないというのが実態なの

で、本当の災害が起こった場合、そのあたりも含めて御検討いただくといいか

なと思いました。以上です。 

 

（池田委員） 

いいですか。すみません。地域の公民館で子育て応援をしているのですけれ

ども、先程から小学生や中学生、そうした小さいときからやはりいろいろなこ
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とについて経験させた方がいいというお話でした。本当に些細なことなのです

けれども、二人の中学生が、その子育てのときに１時間ばかり、４、５人の子

どもが体験しました。そのときに、この赤ちゃんは何歳ぐらいと、その４、５

人の、男の子ばかりだったのですけれど、インタビューしてみましたら、半年

の赤ちゃんに、「１歳かなあ」とか。そしてまた、１歳ちょっとで、そのときは

お母さん皆さんが膝に抱っこされていたのですけども、「２歳かなあ」とか、も

うみんなで、笑ってはいけないのですけども、「あ、そんな感覚なんだなあ」と

いう感想でした。つながりとか、ふれあいというのがなかなか地域とかでもな

いのかなあというのを二人の中学生の体験の出会いの中から感じたことで、本

当に些細なことなんですけど。以上です。 

 

（山中委員） 

僕のほうが探しきれていないのでしょうけども、企業とか事業者、団体に期

待することと書いてあって、この「各種調査における地域や団体からの意見」

というのには、企業からの意見というのは集約して書いてあるのですか。例え

ば、Ｉターン、Ｕターンのことだったら、「未来へつながる人づくり」にもつな

がるのですけども、ずっと関わる事柄の企業が多いと思うし、企業さんの意見

を聞いてないのに企業との関わり合いというものをつくり出すのも難しいよう

な気がするのですけども。すみません、少し探しきれていないのかもしれませ

ん。 

 

（山崎担当課長補佐） 

調査の対象に企業が含まれているかという趣旨の質問だと思いますが、企業

を対象にした調査というのはしておりません。今回は、地域で実際に地域福祉

活動をしておられる方へのアンケート調査と、地域懇談会、あとは、７月に行

いましたワークショップでは、いろいろと混合させて、年齢ごとの区分になり

ましたけども、いろいろな立場の方からお越しいただいて、それぞれの立場で

お話しいただいたというところでございます。 

 

（山中委員） 

「住民」というその立ち位置が全て自治会等になったら、自治会の加入率も

少ないので、やはりみんな仕事に就いている方が多いので、企業で働いている

人というのも、やはり少しその立ち位置で考えてほしい「住民」なのかなとい

うことで。そのあたりの意見というのも今後は言っていった方が、多分何か意

見が内容に入ってくるのかなあというところがあります。 

もう一点ですけども、７２ページの「各種調査における地域や団体からの意



 30  

 

見」に「市の広報で、地域のつながりが子どもたちに大切な体験になることを

知らせてほしい」というふうなことが書いてある。これもまさに、ワークショ

ップの意見でもあったのですが、結局、地域の子は市報も見ないのですよね。

結局、情報の発信の仕方によって受け取られる方へのアプローチが多分異なっ

てくるということはもう明らかになってくると思うので、この「地域福祉活動

の普及啓発」のところに、「『よなご社協だより』の発行、ホームページなど」

のところも、ホームページなどで、まあＳＮＳだとか、何かそういったことも

しっかりと入れていかなければ、多分、今までどおり行政のやってることは、

みんなに情報が伝わっていないということになりかねないので、その辺りも何

か書いていくと、わかりやすいのではないかと。まあ、「など」に含まれている

ということであれば、それまでですけど。 

 

（中本室長） 

はい、ありがとうございます。今、広報の仕方というか、情報発信のことの

御意見いただきましたけども、米子市としましても、シティープロモーション

推進室というものをつくりまして、市長自身も先ごろ、その情報発信の仕方、

今日も出ましたけども、どういう事業をやっているのかというところを知って

初めて、利用してもらえるいうところがありますので、そこにはもう今、重点

的に力を入れております。「広報よなご」の作り方も含めてですけども、その辺

りをそういう部局とも連携しながら、創意工夫していきたいと思っております。 

 

（吉野委員） 

短く言っていいですか。二つほど確認させていただきたい。一つは、この計

画での具体的な本年度事業というのは、３０年度、元年度の義方校区における

総合相談所の取組という考え方を理解すればいいということでしょうか、とい

うのが１点。もう１点は、自死の問題が出ましたので、私の意見書のほうでも

最後のほうに、少し尻切れとんぼで書いていますけども、エンドオブライフ、

つまり人生の最期の尊厳を持った形で終末を暮らせるという、まあ人生会議の

内容も、できたら「権利擁護」のところとか、どこかの項目にやはり入れるこ

とが、これから多死社会を迎える状況の中で、人生の最期をどういう形で迎え

るかということは非常に重要なことなので、その項目はどこかに入ってる必要

があるのではないかと思います。この２点です。 

 

（山崎担当課長補佐） 

はい。まず１点目はモデル事業のお話ですけども、先ほど一つ、「地域力強化

推進事業」というものを義方地区でやっていますというお話をさせていただき
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ました。モデル事業ということで、実はですね、その「地域力強化推進事業」

という、地域力をその名のとおり強化していく事業と、対の事業で「多機関協

働包括的支援体制整備事業」というものが、これは既に昨年から行われており

ます。実はこれが、実施主体が市ではなくて県です。県が委託をされて、県西

部地域ですけども、そこで既に行われています。この事業の趣旨としましては、

いろいろな単独の事業所とか機関では解決がなかなか難しいような困難なケー

スについて、いろいろな機関が協働して解決に結びつくような支援をしていく

と。そういう体制を作っていくというようなことをモデル的にやるというよう

な事業ですけども、今ちょうど「地域（まち）でくらす会」の井上さんがいら

っしゃってますけども、井上さんの所が鳥取県から委託を受けられて、「地域（ま

ち）でくらす会」さんが中心となってその事業を展開しておられます。これは

さっきの話になりますが、鳥取県といたしましては、一応はモデル事業という

ことで２年間というふうに期限を区切って考えておられます。２年間ですので、

今年度で最後になります。来年度以降、その多機関協働のモデル事業につきま

しては、今、米子市のほうが県と調整をしながら、どういった形でそのモデル

事業で得られた分析の結果ですとか、そういったものを米子市の中でどのよう

に生かしていくかというところを調整しているところです。米子市としては、

引き続き、全く同じ形ではないですけども、多機関協働で支援ができるような

体制をつくるモデル事業をやっていくということも含めて今検討しているとこ

ろでございます。あともう１点は、人生の最期の考え方につきましては、それ

もまさに大事な視点かと思いますので、少しどこに入れるかというのは、また

検討させていただきますが、前向きに検討させていただきたいと思います。 

 

（加川委員長） 

そうしましたら、あと一つぐらい。どうしても、というのがあれば。よろし

いですか。それでは、今日もたくさん御意見いただきましたので、次回はこの

ことに少し修正案を作成していただいて、今日のこの冊子をさらに充実したも

のにして次回お出しして、また御検討いただくというふうにやっていただきた

いと思います。それでは、議題は以上になります。続きまして三つ目、「報告事

項」で、先日のワークショップですね。報告をお願いします。 

 

（森本室長） 

はい、失礼します。当日資料でお配りした「地域福祉ワークショップ『地域

の中で』開催報告について」をご覧ください。ワークショップの報告をさせて

いただきたいと思います。先ほどもお話がありましたけれども、７月２０日、

２１日の二日間で、３回に分けてワークショップを開催しております。参加者
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につきましては、年齢によって分けさせていただいて、未成年の部のほうには

３７名の参加。また、若者から中間層の部としておりますけども、これは２０

歳から６０歳までの方に集まっていただいて、１７名の参加。それから多世代

交流ということで、これは未成年の方、中間層の方、それから高齢者の方と一

緒に多世代が混ざった形で開催させてもらいました。これが２８名参加という

ことで、合計８２名の御参加をいただきました。講師には、こういった地域福

祉のファシリテーターのプロの方で、長浜洋二さんという方をお招きして開催

させてもらいました。 

概要としましては、米子市の地域福祉にかかわる現状や課題を知っていただ

いて、課題に対する取組や解決方法について、５、６名のグループに分かれて

いただいて検討をしていただきました。各グループから出た意見やアイデアを

整理して、内容をまた参加者の中で共有していただくというワークショップを

実施させてもらったところです。資料にテーマとしておりますけども、これが

課題といいますか、このことについて話し合いをしていただいたということを

出させてもらっています。例えば、未成年の部ですと、「就職するときになかな

か県内に残ってもらえないということも多いのだけれども、残ってもらうには

どうしたいいだろうか」ということであったりとか、「県外に出て行った若者に

どうやったら米子に帰って来てもらえるだろうか」ということを高校生の皆さ

んに話し合ってもらうというようなことをさせていただきました。以下、そこ

に書いてあるところがテーマということになります。 

こういった形で、本当に活発な議論といいますか、みんなお話をしていただ

きました。今回のワークショップでの成果としまして二つ挙げております。一

つは、「市による地域福祉の啓発」というところで、米子市の地域福祉に関わる

現状、課題について説明をさせていただきまして、また、取組や解決方法をそ

れぞれで考えていただくというところで、地域福祉を理解していただけるよい

啓発活動になったのではないかと思っております。特に普段、地域活動に参加

されていない学生の方や、子育て世代の方にも知ってもらう機会となりました。

「米子市の現状を初めて知りました」とか、「地域を考える機会になりました」

というような感想もいただいております。それからもう一つが、こちらが本来

の目的になりますけれども、地域福祉計画、活動計画への反映ということで、

このワークショップで出た多くの御意見やアイデアにつきまして、本当に若い

世代の新しい発想であったりとか、そういったものをたくさんいただきました

ので、いただいた御意見を計画策定に反映して、実践のほうに活用していきた

いと考えております。先程もありましたけれども、開催がその時期でしたので、

今日の委員会資料としては間に合いませんでしたけれども、次回にはまた結果

をまとめたものを報告させていただきたいと思いますし、また計画の中にも、
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できる限りワークショップのことも反映させていただいて、また次回の委員会

で見ていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（加川委員長） 

報告事項について、皆さん何か御意見、御質問があれば、いかがでしょうか。

よろしいですかね。そうしましたら、あとは四つ目、「その他」ですけれど、「そ

の他」は何かありますでしょうか。 

 

（中本室長） 

そういたしますと「その他」につきましては、また次回の日程をこの場で決

定させていただければと思っております。今日議論いただきまして、資料を見

ていただいてお感じになられたと思うのですけども、骨子案というところで、

今日議論させてもらいました。それで、修正というところなのですけれども、

第４章も含めてですね、骨子案と言いながらほぼ素案に近いような状態でお出

ししたつもりでございますので、次回は正式に素案という形で第５章、今日は

報告だけでしたけれども、今回の骨子案の中に第５章を加えまして正式な素案

という形で提示させてもらいます。今日いただいた意見を踏まえまして、１０

月に素案という形で資料編も含めまして、今説明のあったワークショップの部

分も含めまして、最終的な地域福祉計画の素案という形で提案させていただき

たいと思います。その日程といたしまして、１０月１８日の金曜日、１０月２

１日の月曜日、１０月２４日の木曜日、２５日の金曜日。このいずれかで開催

したいと思っておりますけれども、今の時点で、委員さんの中で御都合の悪い

というようなところがありますでしょうか。 

そういたしますと、２１日が今現在、皆様が可能ということですので、今日

御欠席の委員の方もおられますけれども、ひとまず１０月２１日の月曜日で次

回開催させていただきたいと思います。場所については、また追って連絡させ

ていただきたいと思います。時間は１８時半。同時刻で開催したいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

あともう一点、申し訳ないのですけども、次回の会議のときにはですね、素

案を出すとともに、以前から中村委員さんからも御提案がありまして、愛称、

計画の愛称を次回決定したいと思っておりますので、委員さんの方からも、で

きましたら会議の二週間前ぐらいにですね、「こういう案がいいじゃないか」と

いうような意見がありましたら、事務局まで提案いただければと思います。先

ほど報告があった市民ワークショップに、高校生さんたち非常にたくさん参加

をいただきました。この後、夏休み明けに、参加された各学校を、報告書を作

成して持って回ろうかと思うのですけども、その際には、せっかくこのように
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携わってもらいましたので、高校生さんからもそういう愛称みたいなものを提

案いただけないか、とお願いしようかと思いますので、そちらからも何個か意

見が出ましたら事前にでも、情報共有したいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

もう一点、最後になりますけども、１１月５日にシンポジウムの開催を考え

ております。これは先程の市民ワークショップと同様に、この計画、地域福祉

に関して、計画策定の一つとしまして、１０月の素案の会議の後になりますの

で、計画も大方のところができた状況になろうかと思いますので、それを踏ま

えまして、１１月５日の火曜日、午後２時ぐらいからを考えておりますけれど

も、協定を結んでいる関係で福祉分野の大学の、関西学院大学の先生をお迎え

しまして基調講演をいただきまして、その後、シンポジウムをするというよう

な形のものを今考えておりますので、ぜひ御都合を合わせていただければと思

います。よろしくお願いいたします。事務局からは以上でございます。 

 

（加川委員長） 

ただいまの件で何かありますでしょうか。無ければ、最初に申し上げたとお

りの時間で終わりましたので、以上にしたいと思います。どうも皆さん、長時

間になりましたけど、貴重な御意見いただきましてありがとうございました。

またひとつよろしくお願いします。 

 

 

 


