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第７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１０月２１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 １５名 

加川充浩委員（委員長）、吉岡伸一委員（副委員長）、福景順一委員、安木達

哉委員、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 

 

事務局 ２４名 

景山福祉保健部長 

【福祉政策課】 

大橋福祉保健部次長兼福祉政策課長 

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、学校教育課、交通政策課 

 

傍聴者 ３名 

 

議題 

１ 米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画（案）について 

２ 計画の愛称について 

 

開会（午後６時３０分）  

 

会議成立の報告 

委員１５人中現時点で１４人の出席を確認（その後１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。 
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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

とさせていただき、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。それでは始めたいと思います。予定では、８

時３０分までには終了と考えております。本日は議題が二つ挙がっています。

計画案についてと、計画の愛称についてです。この二つについて御検討いただ

きます。まず最初に、計画案について議論したいと思います。 

前回は骨子案という形でお示しして、皆さんに議論いただきました。今回、

その骨子案を基に、皆さんのお手元のカラーの資料を計画案として用意してい

ただいています。これについて御意見をいただくということにさせていただき

ます。それでは事務局から御説明をお願いいたします。 

 

 

議題１ 米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画（案）について 

（山崎担当課長補佐） 

では、私から説明をさせていただきます。お手元の資料の「計画案の変更箇

所」という資料と、「計画案」をあわせて見ていただきながら、前回８月７日の

策定委員会から内容が変わったところを中心に説明させていただきたいと思い

ます。重要なところや大きく変わったところを重点的に説明させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。また、今回お配りした計画案

はカラーで刷っておりますが、前回から変わったところは赤い字で書いており

ますので、そちらを御確認いただければと思います。 

まず計画案について、２ページをお開きいただけますでしょうか。ここで大

きく変わったところとしましては、前回まで「地域福祉の推進に向けて」とい

う説明の下に、自助、互助、共助、公助を表す図が描いてあったのですが、そ

れを削除しました。なぜかと言いますと、学者の先生の話を伺ったところ、図

で示してしまうと、まずは自分の力で頑張る自助、それがだめなら支え合う互

助、それでもだめなら共助、最終手段の公助で、というように、自助、互助、

共助、公助に優先順位があるように誤って捉えられかねないという指摘があり

ましたので、削除しております。さらに、同じく２ページ目の下に、「社会福祉

協議会とは」という記述があります。赤字で書いておりますけれども、前回ま

では、「さまざまな活動を行っています」と書いていたのですが、もう少し細か
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く社会福祉協議会のことを説明しております。 

続きまして、１２ページをお開きいただけますでしょうか。ここから第２章

が始まるのですが、人口のデータですとか、いろいろなデータを記載している

ところです。前回までは、地区別人口のデータの見せ方として、エリアごとに

分けて「それぞれのエリアの人口」という表記をしておりましたが、今回、エ

リアごとの人口というよりも、むしろ地区別の人口を示した方がわかりやすい

のではといった意図で、見せ方を少し変えております。米子市の地図を色分け

して、人口の多いところですとか、高齢化率が高いところというのを一目でわ

かるようにしております。この第２章の各データにつきましては、去年資料を

作ったときの、少し古いデータのままになっておりますので、計画が完成する

時点におきましては、当然、最新のデータに差し替えます。１４ページの「人

口の将来推計」なども、最新の人口推計に差し替えます。 

続きまして、２８ページをお開きいただけますでしょうか。ここには、「地域

福祉ワークショップ」の内容を記載しております。前回は、ここがありません

でしたけれども、７月２０日、２１日の２日間に渡りまして、一般公募で市民

参加型のワークショップを行い、いろいろと御意見を頂戴しました。この市民

ワークショップの内容を２８ページから３０ページに赤で書いております。 

続きまして、３１ページです。「米子市の課題のまとめ」というページでござ

いますが、市民ワークショップで頂いた意見を参考に、内容を少し加筆してお

ります。 

次に、計画案の３３ページをお開きいただけますでしょうか。ここから第３

章が始まりますが、ここに今回初めて基本理念を入れております。この計画で

何を目指すのかというところを、この部分に込めたつもりでございます。我々

としては、地域共生社会の実現を目指していく、つまりは、どのような人であ

っても地域の中で「ともに生きる社会」、また、それぞれ一人ひとりの人権が尊

重され、誰もが地域の中で生き生きと輝いていける「ともに輝く社会」、そして

そういった、ともに生き、ともに輝く社会を、官民の区別なく、みんなで作っ

ていくという意味を込めまして、「ともにつくる」という言葉をつけまして、「と

もに生き、ともに輝き、ともにつくる福祉のまち」ということで、その考え方

をまとめております。 

続きまして、３４ページと３５ページですが、ここも前回までは無かったと

ころです。３４ページの大きい３番から、｢各福祉分野の方向性｣を赤字で書い

ております。これにつきましては、前回の策定委員会の中で、もう少し、分野

ごとの内容を入れた方がいいのではないかという御意見もありました。この地

域福祉計画・地域福祉活動計画が各福祉分野の上位計画として、今後、高齢者、

障がい者、子ども、子育て、生活困窮者の各福祉分野の計画に反映すべき方向
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性というものをここで示しております。 

続きまして、３６ページから第３章の４つ目の項目として、「目標を達成する

ために目指す体制」ということで書いておりますが、これにつきまして、前回

も同じような図を計画の中に盛り込んでおりましたが、盛り込む場所を少し変

えております。前回までは、第４章の各具体的な取組の中の一つとしてこれを

入れておりましたが、我々の中でもいろいろと検討いたしまして、そもそもこ

こで述べている体制の話というのは、個別の取組というよりも、計画全体に関

わる基盤の話になってきますので、一つの取組ということよりも、計画全般の

基盤として、目指す体制ということでここに書いた方がふさわしいのではない

かということで、こちらのほうに書く場所を移しております。 

それとあわせまして３７ページの一番上のところに「ゴールイメージ②」と

して、「コミュニティワーカーとコミュニティソーシャルワーカーの配置」とい

うことを書いております。これは、前回は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言い方をしていたかと思いますが、その「個別支援ソ

ーシャルワーカー」という言葉を「コミュニティソーシャルワーカー」に変え

ています。これにつきましては、いろいろ御議論もあろうかと思います。我々

内部でも、呼び方はちょっとどうかという話もありまして、前回は、「個別支援

ソーシャルワーカー」というのは、ちょっと呼び方としては学術的にはあまり

正しくないというようなこともお伺いしておりましたので、「コミュニティソー

シャルワーカー」という呼び方をしております。呼び方が「コミュニティワー

カー」と「コミュニティソーシャルワーカー」ということで、ちょっと言いに

くいところもあろうかと思いますが、それについては、呼び方を工夫しながら

やっていかないといけないのかなあと思います。 

考え方としては、役割分担としては前回と特に記述内容を変えておりません

ので、コミュニティワーカーというのは基本的に、住民さんが自主的にいろい

ろ取り組まれることを支えていく役割。コミュニティソーシャルワーカーとい

うのは、どんな方でも地域の中で安心して暮らしていけるように、世帯全体の

支援をコーディネートしていくような、そういう役割と御理解いただければと

思います。 

続きまして、３７ページの下段からですけれども、赤字で書いているところ

です。次の３８ページのところに卵型の図が出てきます。この図は、前回も載

せていた図です。色をつけておりますが、市内の福祉圏域を４種類に分け、そ

れぞれの圏域についての説明を先ほど３７ページの下段から入れております。

そして３９ページのところには体制の概念図、イメージ図を描いております。

ここについて、若干説明をさせていただきたいと思うのですが、米子市が目指

す、地域福祉を推進していく基盤を図で表したものです。下段と中段と上段に
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階層が分かれています。一番下に「公民館区域」と書いておりまして、真ん中

のところに「総合相談支援エリア」と書いておりまして、一番上には「市全域」

と書いております。下から上に上がっていくほど圏域が広がっていくというよ

うなイメージになりますが、ここには、まず、いろいろ地域の中で困っている

方をどう支えていくのか、なおかつ、困っている方を支えていく過程において、

いろいろそこで明らかになってくる地域の課題を市の政策にどのようにして上

げていくのかというようなことを書いております。 

いろいろなことを書いたので、字も小さくなって、少し見えにくいかもしれ

ませんが、まず、我々が目指すところにつきましては、公民館区域ごとに、「地

域支え合い推進会議」を作ります。いわゆる地域のプラットフォームと我々が

考えているもので、ここに皆、いろいろな地域に関わる人ですとか組織や団体

が集まって話し合いをしたり、知り合いになったり、そういった場です。恐ら

く地域によっては、似たようなものが既にあると思いますので、そういった地

域は、それを活用していけばいいかと思います。そして、そこを支えていくの

がコミュニティワーカーですという図になっています。 

その上の真ん中のところに、今度は、丸で囲った「エリアネットワーク会議」

というもの書いておりますが、いろいろと地域の方から相談を受ける中で、複

合的な課題であったりとか、複雑な課題で住民さんだけではなかなか難しい、

地域の中で話をするだけではなかなか解決が難しいというようなものを、専門

機関で支援について検討し、実際にチームで支援をしていくための基地となる

ような会議として、ここでは「エリアネットワーク会議」という呼び名をつけ

ております。この「エリアネットワーク会議」と地域公民館区域ごとに行う「地

域支え合い推進会議」というのは、お互いに当然連携をし、情報交換をし、そ

れぞれに属する機関の人やいろいろな役割を持った人たちが、必要に応じてで

すけれど、行き来するというようなイメージで、少し大きい矢印を描いており

ます。 

公民館は市内に２９ありますので、一番下の「地域支え合い推進会議」とい

うのは、基本的に２９個できます。そして、真ん中の総合相談支援エリアとい

うのは、前回から、米子市を７ブロックに分けますというお話をさせていただ

いておりますので、その想定でいくと、ここは７つできます。これらの体制を

市全域、全体として米子市が基幹型の機能を持って支えていく、バックアップ

をしていくというような役割を持ちます。一番上のところですね。そういった

図になります。 

続きまして、４３ページを開いていただけますでしょうか。第４章に入って、

具体的な取組のところに入ってきているのですが、４３ページの「市と市社協

の取組」と書いてあるところの一番上のところに、「ボランティア団体の支援」
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という項目があります。ここの赤字で書いているところを、前回から表現を修

正しております。これは、前回の策定委員会の中でいただいた御意見を反映し

まして、「個人・団体のボランティア育成や幼少期からボランティアの心を育め

るような活動を推進することで、活動の裾野が広がるよう取り組みます」とい

うことを書いております。 

続きまして、５１ページを開いていただけますでしょうか。５１ページは自

死に関する取組を書いているページです。ここで、前回までは「市と市社協の

取組」のところ、赤字で書いてある一番上のところですが、自死に対する知識

の普及啓発とゲートキーパーの養成を、別々の取組として書いていましたが、

少し整理をして、これを一つにまとめております。言葉も少し整理しておりま

すが、「中学生や高校生に対し、ゲートキーパーとしての役割が担えるよう、友

人や家族の悩みに気づき、必要な支援につなぐ力を育てるための教育を実施し

ます」という表現も、前回の策定委員会での議論を受けまして、ここに一つ追

加をしております。 

続きまして、５６ページをお開きください。５６ページは前のページからの

続きで、「誰もが活躍できる環境の整備」という項目の中の取組を書いているペ

ージですが、ここも前回なかったものを追加しております。「介護や見守りが必

要な人及びその家族の支援」ということで、認知症の方ですとか、障がいがあ

る方の支援のことをここに入れています。 

続きまして、５７ページです。「総合的な相談支援体制の整備」と書いており

ます。前回もここにあったのですが、先ほど説明させていただきましたとおり、

前回はここに体制や福祉圏域についての説明が出てきていたのですが、前の方

にそれを移したので、その体制の整備に向けて具体的にどういったことに取り

組んでいくかというところをここで述べるように、整理をしております。 

次の５８ページのところに、「市と市社協の取組」ということで二つ書いてお

ります。一つが、モデル事業による実証実験の実施、もう一つが総合相談支援

センターの在り方の検討です。ここで、まず「モデル事業による実証実験の実

施」という、大きい幅を取ってある項目ですけれども、この一番下のところに、

赤字のところですが、「⑤米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会を

開催し、モデル事業の検証を行います」ということを書いております。前回ま

では、この推進委員会というものを書いていませんでした。今までは策定委員

会をそのまま継続して、計画の検証も行うようなことを書いておりましたが、

策定委員会という名前ですと、計画をつくるだけというようなイメージがあり

ますので、そうではなくて、計画推進委員会という新たな名前にしまして、そ

こでこれから行っていくモデル事業の検証も行っていきます、ということを書

いております。 
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それと、その下に「総合相談支援センターの在り方の検討」とに書いており

ますが、これは、前回までは、有識者による在り方検討会や、地域包括支援セ

ンター、一般相談支援事業所を中心とする意見交換会を開催します、というよ

うな表現をしていたのですが、そうではなくて、今後、米子はブロックを七つ

程度に分けて地域福祉を推進していくという方針に沿って、エリアごとに恐ら

くいろいろ抱えてる課題ですとか、地域の現状ですとか、社会資源の存在です

とか、いろいろ事情が異なりますので、そのエリアごとでこういった推進会議

を設置して、新しいセンター化に向けて検討を進めていきます、というように

表現を変えております。 

次に、６５ページをお開きください。「権利擁護の推進」というところですけ

れども、一番の下のところに、赤字で一つ追加をしております。「誰でも、いつ、

大きな病気やけがにより、命が危険な状態に陥るかわかりません」というとこ

ろです。人生の最期をどう過ごすのかという話は、難しい問題かと思いますけ

れども、市民一人ひとりに、それぞれ家族ですとか大事な方との間でそういっ

たお話をしていただきたいという思いもありまして、「市民一人ひとり・地域に

期待すること」というところにこの表現を追加させていただいております。 

続きまして、６６ページのところがちょっと真っ白になっていますが、これ

は印刷のミスですので、ここは最終版ではページを詰めて印刷します。６９ペ

ージをお開きください。ここは「心身の健康づくり・健康寿命の延伸」という

項目ですけれども、市と市社協の取組の下の二つですね。「認知症予防の推進」

というところと、「フレイル予防の推進」というところは前回なかったのですが、

大事な視点かと思いますので追加をさせていただいております。 

続きまして、７８ページです。７８ページと７９ページですけれども、前回

は第４章で終わっていました資料が、今回は第５章以降をつけ加えております。

第５章の７８ページのところは、「計画の推進体制」ということで書いておりま

す。基本的には、下のほうに図を載せておりますが、先ほどイメージ図を説明

させていただきましたとおり、公民館区域ごとの地域支え合い推進会議ですと

か、ブロックごとのエリアネットワーク会議、こういったものを繰り返し積み

重ねていく中で、いろいろと市として取り組まないといけない課題ですとか、

いろいろな提案ですとか、そういったものが出てくると思いますので、そうい

ったもの吸い上げて全市的な検討の場、名前はまだ決めておりませんけれども、

全市的にそういった各地域から吸い上げた意見を検討する場において、そこで

ある程度揉んでおいてから、最終的にはこの地域福祉計画・地域福祉活動計画

推進委員会、ここにそれを持ち上げまして、そこで検討をし、全市的な政策に

つなげていくというような、下から、住民さんの身近なところからいろんな御

意見を吸い上げて、上げていくというような方式で地域福祉を進めていきたい
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と考えております。 

７９ページについては、ＰＤＣＡサイクルということで、このような形で計

画を策定するにとどまらず、実行をし、その実行の状況をきちんとこの推進委

員会でチェックをし、課題については改善をしていくというようなことでＰＤ

ＣＡを着実に回していきますということで載せております。 

続きまして、８０ページから資料編ということで書いております。ここは、

まだこの先がありますので、この先また埋まっていきますけれども、計画策定

の経過ですとか、行ってきた計画策定委員会の議論の内容ですとか、あとは各

種調査の結果ですとか、そういったものを資料編として載せておりますので、

またお時間のあるときに見ていただければと思います。 

時間の都合上、かいつまんでの説明になりましたが、前回お示ししたものか

ら大きく変わったところについて説明をさせていただきました。以上です。 

 

（加川委員長） 

はい、ありがとうございました。それでは計画案について、委員の皆さんか

ら御意見、御質問、いかがでしょうか。 

 

（中村委員） 

いくつかあるのですが、５０ページの自死のところで、いのちの電話のこと

を前回言って、このように取り上げていただいて大変ありがたいのですが、い

のちの電話の方には、計画にこういう位置づけで載せているということが説明

してあるのですか。 

 

（山崎担当課長補佐） 

ないです。 

 

（中村委員） 

ないのですか。これを見ますと、昼間は米子市等がやっておられて、相談が

多そうな時間帯を民間法人である「いのちの電話」をドンと持ってきていて、

それで、このプランの中でこのような位置づけをしています、といったことを

説明しなくていいのでしょうかと思いました。 

あと、５５ページの「バリアフリー・ユニバーサルデザイン」のところです

が、公共施設とかそういった一般の方が利用されるところのバリアフリーの推

進を図ってあるのですが、米子市は、一般的なお店でバリアフリーになってい

るところがありません。バリアフリーのトイレ等少ないです。例えば、車イス

の人が飲食をしたりとか、みんなで忘年会とかしようといったときに、お店が
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なかなか選べない。限られてるところしか選べないので、そういうところも含

めてバリアフリー化の推進をしていただけたらと思いました。 

あと、６７ページの「市民後見人の養成」のところですが、先ほど信頼でき

る人に相談とあったのですが、一人暮らしの人とか、なかなか身近で、相談で

きる人も少ない方が多いのではないかと思います。社協さんで多分、後見人制

度とかされていますよね。違いましたか。一人暮らしとか、なかなか相談する

人がない方が、気軽に後見人の相談ができたり、最終的に財産はどうするかと

か、そういうところまで安心して相談できるところがあったらいいなと思いま

す。 

 

（加川委員長） 

はい、ありがとうございます。３点ありましたか。 

 

（中本室長） 

ありがとうございます。そういたしますと、一つずついきたいと思いますが、

いのちの電話については、先ほど山崎から、こちらの掲載については了解を得

ていないという話をさせてもらいました。これはこの後調べさせていただきた

いとは思いますが、こういうような活動というか、相談窓口を置かれていると

いうところで、確認をさせてもらった上ですけれども、これを載せられたら困

るということはないのかなとは思っております。 

 

（中村委員） 

これを載せられたら困るということではなく、行政が昼間しかやってないと

ころを、夜とか２４時間とかされていて、結構重要な位置づけになっているか

と思うのですが、それをこのプランに載せるときに、例えば、いのちの電話な

どと連携を取って、このような位置づけに米子市ではさせてもらってますとか、

何か連携を取るべきではないかと思います。いのちの電話を、例えば米子市で

支援するとか、そういった配慮も必要ではないかと思います。このプランの中

でこのように位置づけをされるのでしたら、そうしていただくことはとてもあ

りがたいですけれど、やはり、連携を取っていただきたいなと思います。 

 

（中本室長） 

はい、ありがとうございます。今の中村委員さんの御意見のとおり、一度協

議というか、連携を取るためにお話させていただきたいと思います。 

続きまして、５５ページのバリアフリー化についてですけれども、これは法

制度のこともあろうかと思いますが、中村委員さんの意見を参考に、そのよう
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な観点も頭に入れておきたいと考えております。 

３点目の６７ページの部分につきましても、安心して相談できるような体制

にというところですが、市民後見人制度等につきましては、成年後見の計画の

策定など国の制度から求められているところもありますので、こちらは今、長

寿社会課等主管課も含めまして、米子市として、社会福祉審議会等に相談して、

策定のやり方等も議論をしているところでございます。こちらも当然、安心し

て相談できる視点を持ちながら検討していきたいと思います。ありがとうござ

います。 

 

（加川委員長） 

そのほか、いかがでしょうか。 

 

（吉岡副委員長） 

すみません。２点だけ、少し確認という意味で伺います。５１ページの「自

死」のところで、ゲートキーパーと書いてありますが、米子市が関わるのは小

学生、中学校ぐらいまでですかね。高校となってくると県レベルになってしま

いますので、県の協力が絶対に必要になってくると思います。高校の場合、も

し教育現場に踏み込むのであれば、県との連携を取っていかないと、かなり難

しいと思っております。 

それともう一つ。３３ページのところの基本理念「ともに生き、ともに輝き、

ともにつくる福祉」というのが、ざっと見させてもらったら、これを意識すれ

ばすごくいいかなと思いまして。ただ、もし可能であれば、この「ともに生き

る、ともに輝く、ともにつくる」というところが、この資料の中で、ここを開

いたらすぐにわかるようなものがあると、恐らく、特に高齢者とか時間がない

人、小さい人は全部読むことが難しいので、何かわかるようなものがあると、

すごくいいと思います。「これに困ったからここに行こう」とかいうのがあると

いいかなとは思っております。 

 

（吉野委員） 

今、吉岡先生が言われたことの一つですけれども、この計画、非常にまあ厚

いですが、どの程度の人達にこれが配られるのかという問題がありますね。本

当にこれを地域とか市民の方に知ってもらうためには、概要版のような簡単に

これが手に取って見られるようなものが、極端に言えば各戸配布できるような

ものが作られるとか。そのあたりの計画をぜひ作ってもらいたいなと思います。

大体この手の計画は、いつも形はできるのですけれども、市民レベルに届くと

いうのはほとんどない。あとは熱心な市民がホームページで見るぐらいのこと
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しかないので、例えば、Ａ３の二つ折りでも、四つ折りでもいいのですが、概

要面をぱっと見ればわかる、市民一人ひとりのものにできるようなものを、ぜ

ひ作っていただきたいと思います。 

それともう１点。さっきも、これは中村さんが言われたバリアフリーとユニ

バーサルのところですが、認知症の問題もたくさんいろいろなところで入れて

いただいて、ありがたいと思っているのですが、一つ、認知症の問題で、最近、

非常に重要なことは、安心して外出できる、あるいはトラブルがあったとして

も、米子にそういう人たちが来られたときに、いつでもその支援ができる、認

知症や障がいがあっても、安心して外出できたり旅行ができたりできる、そう

いうものに米子市の中でも積極的に取り組む考え方があるということです。バ

リアフリーのところで書くのか、あるいは本人と家族の支援のところがありま

すので、そこをもう一歩進めて書くか。 

これからは、元気な認知症の人たちがたくさん出てきます。私たちも今年に

なってから「山陰どまん中プロジェクト」というものを作っていまして、認知

症の本人がやりたいことを、みんなで実現するという取組を始めていますが、

そういう積極的なものが出てくると、これは米子の取組が全国レベルに行くの

ではないかなという気がいたします。とりあえず２点です。 

 

（中本室長） 

では、今の吉岡委員さんと吉野委員さんの御意見に対してお答えさせていた

だきます。まず、吉岡委員さんの１点目の５１ページのところでございますが、

こちらにつきましては当然おっしゃるとおりだと思います。今後、市と教育委

員会との関係だけではなくて、その上の、県との関係は当然必要でございます

ので、計画策定後に具現化する中で、当然その連携について強化し、実行して

いきたいと思っております。 

あと、３３ページの先ほどの基本理念の「ともに生き、輝く、つくる」とい

う「ともに」というところの箇所について、どこを見てということと、概要版

のことも含めてですけども、概要版につきましては作成をさせていただく予定

でございます。あわせまして概要版には、福祉計画でございますので、点字版

も作成するようにいたしたいと思っております。あと、吉野委員さんに関連し

ての、「安心して外出できる」という観点につきましては、何かしら今回の意見

を反映させていただくように、事務局の中で検討していきたいというふうに思

っております。以上でございます。 

 

（安木委員） 

２ページのところの地域共生社会の実現のところでですね。説明がなかった
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ような気がしたものですから、もう一度確認をしたいと思います。ここで今回

変更になったところが、「すべての人を対象に、支援を必要とする人を地域全体

で支える」というところが、今度は変わって、「役割を持ち、地域の中でいきい

きと活躍できる」となっております。いわゆる全体で支えていこうという考え

方から、一人ひとりが役割を持つということでありますので、これは考えとし

ては大きな変更になります。この辺りのイメージ、特に「高齢者、障がい者」

とその前にありますので、少しイメージが私もつかないものですから、御説明

をお願いしたいと思います。 

それからもう一つは、６５ページのところで、「日頃から信頼できる人に伝え

ておきましょう」というような文面が書いてありますけれども、実は、障がい

者の団体においては県の補助金をいただいて、サポートファイルというのを作

っております。これは、障がい者の方が生まれてから現在に至るまで、どうい

うところで生まれて、どういうところで病院にかかって、どういうところで障

がいがあるということを宣告されたか、病歴とか、それから普段何らかで通院

してる病院、親戚、全てこれを見ていただければ、この方の全体像がわかると

いうようなものが作ってあります。これを参考にしていただければいいかなと

思っております。なかなか人に伝えるといっても、信頼できる人というのはそ

んなにたくさんいないと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

（山崎担当課長補佐） 

はい、ありがとうございます。まず一つ目ですね。２ページのところの(２)

の地域共生社会の実現のところかと思います。赤字で書いているところですね。

確かにここは説明を割愛させていただいたところですが、おっしゃるとおり、

大事なところでございました。前回のものは、ここが「すべての人を対象に、

支援を必要とする人を地域全体で支える地域共生社会」というような表現にな

っていたのですけれども、そもそもその考え方自体が、地域共生社会の説明と

は少し違うのではないかというような話が内部でもありました。これはどうい

ったことかといいますと、例えば、高齢者の方ですとか障がい者の方ですとか、

こういった支援が必要な方を一方的に支えていくというような、少し誤解を生

じる解釈になってしまいますので、もちろん必要な支援というのは社会全体で

していかなければならないのですけれども、そういったことだけではなくて、

障がいをお持ちであっても、高齢者の方であっても、自分なりにいろいろ活躍

できる環境ですとか、場面を整えていくということこそが、ここで目指すべき

ものではないかということで、そういった意味を込めて、「すべての人が役割を

持ち、地域の中でいきいきと活躍できる」ということにここは変えさせていた

だいております。もちろん、地域で支えるのをやめるとか、そういうことでは
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なくて、表現として誤解を生む可能性がありましたので、訂正させていただい

たところでございます。 

あと２点目ですね。サポートファイルのお話をいただきまして、これも大変

参考になる御意見かと思いますので、また、内容等を確認させていただきまし

て、どこか取り入れるところがありましたら、そこに取り入れればと思います。

ありがとうございます。 

 

（吉岡副委員長） 

「役割を持つ」というのは、何か役割を持たなければいけないというわけで

はなくて、恐らく障がいがある方など、その人が生きていること自体が、社会

において何らかの形で役割を持っているということだと思いますが、そういっ

たような意味で、理解してよろしいでしょうか。何かしなければいけないとか

思ってしまうと、すごくプレッシャーになってしまいますので、その点、誤解

がないようすべきかなと思います。 

 

（中村委員） 

関連してですが、この「役割を持ち」というところが必要なのでしょうか。

人間は、みんながそれぞれに役割を持っていて、例えば、重度で寝たきりのお

子さんでも、その方がおられることで、周りの人にいろいろな気持ちが育った

りとかするので、取り立てて何か「役割を持ち」みたいなことは必要ないので

はないのかなと、ふと思ったのですが。 

 

（山崎担当課長補佐） 

例えば、表現として、この「役割を持ち」というのを削除して、「すべての人

が地域の中でいきいきと活躍できる地域共生社会」という形ですかね。 

 

（加川委員長） 

これはそもそもが、国、政府が出している定義なので、勝手には変えられな

いです。改ざんして載せるのも変な話なので、こう説明をしておいて、どうし

てもだめだということであれば、丸々落とすかという判断になるとは思います。

勝手に内容を改ざんできないと思います。 

 

（井上委員） 

すみません。この「役割」というのは、存在意義を持つという意味に捉えた

ら、別に変えなくてもいいのではないのかな思います。私の身内に一人暮らし

の精神障がいの人がいますし、発達障がいの家族ネットというものをしてまし
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て、それこそ８０５０問題などで苦しんでいるような家族や当事者の方をたく

さん知っていますけれど、そういう方というのは、自分の存在意義を全然認め

ることができないということが大変多いと思うので、私はこの「役割」という

のは、要するに存在意義を自分自身や周りの人が感じながら生きるという解釈

をすれば、この表現でも悪くないと私は思います。 

 

（中村委員） 

でも、表現的に誤解を受けやすいかなと思います。 

 

（加川委員長） 

これをどう解釈するかというのは、それぞれの自治体や地域の方でどうする

のかという話ではあります。それぞれの委員さんがおっしゃるような意味で、

多分、米子ではこれから使われると考えています。１を「地域福祉」で、２を

「地域共生社会」にしているのは、基本的には、地域福祉を進めますというこ

とで、政策動向としてこの地域共生社会がありますといって、この計画も内容

としてはそれと連動しているところがあるということと、地域福祉施策をかい

つまんで説明するとこうなってしまうので、中身、魂をどう入れるかはそれぞ

れでいいのかなと思います。いろいろな皆さんの話を聞いていると、そんな変

な方向には行かないかなと私自身は思いました。 

 

（中本室長） 

そういたしますと、今の議論を踏まえまして、中村委員さんのおっしゃる、

そういう文字としての形態というか、そこも考慮しながら、取り入れるところ

は取り入れますが、今、委員長さんが言われたように、作成者としても、国の

そういう定義をそのまま持ってきているので、意味として正しく伝えるという

ところで、ここの表記はこのままでお願いしたいと思います。 

そして、いろいろな観点というか、字が持つ意味合いとか、受け手側の意味

合いなどをいろいろ配慮しながら、計画を実行する中で受けとめたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（加川委員長） 

その他、全体に関わって。いかがでしょう。 

 

（福景委員） 

一つ確認させてください。自治会からの意見として、行政側の基本的な考え

方を、確認するというと語弊があるかもしれませんけど、お話していただきた



15 

 

いと思います。それは何かというと、この社会福祉というものは、健常者であ

れ、障がい者であれ、米子市民であれば誰もが平等に受けられる、そういう行

政施策であるということで、この計画はつくるのだと思っております。皆さん

も御承知だと思いますけれども、我々、現在自治会活動をやっている者としま

しては、この社会福祉活動ということで、いろいろな場面で子どもの子育てと

か、あるいは防災、高齢者とか、環境、防犯、いろいろな問題について、いろ

いろな取組をしておるわけです。例えば、一斉清掃にしても、自治会に加入し

ておられる人はほとんど参加されるのですよね。しかし、自治会に加入されて

いない人はほとんど出られない。それが大体全般的な現況です。全てにわたっ

て。この地域の福祉活動だとか地域のいろいろな活動に、自治会に入っておら

れる人は９０％、１００％参加されて、この策定計画の中にあるように、とも

に助け合って元気で生きていこうや、いい地域にしようや、明るい町にしよう

やというようなことで、やはりそういう面ではまとまりがあります。 

御存知のように、今、米子市全体から見て、自治会加入率が６５か４か、６

か、はっきりした数字は忘れましたが、その程度です。いろいろな活動をして、

その自治会に入って一緒にやりましょうというような気持ちは持っておるので

すけれど、４割という方が実際に自治会に入らないというのが現況です。 

この福祉計画は、自治会に入っておろうとおるまいと、関係なしにきちんと

受けられる福祉施策ですよという、理念的にはそうでしょう。法的にもね。し

かし現実の地域の活動から見ると、やはり自治会に入っていない人はもう知ら

ん顔というのが現状なのです。この行政として、その辺の取組を将来どうして

いくかということが、もし、考えがあったら教えてほしいなあと思って質問さ

せていただきました。以上です。 

 

（大橋次長） 

福景委員の話は、本当に大変大事なことだと思います。建前から言いますと、

当然、地域福祉の側というのは全市民が相手ですから、それは全員にサービス

が行くべきだと思っていますが、中身をずっと見ていくと、では、その実行主

体というのは、どうしても地域で一番大きいボランティア団体である自治会と

いうのが出てきてしまうわけですね。自治会長さんから見れば、「自治会活動に

も出てこないし、会費も払わない者に、なぜ自治会が力を貸してやらなければ

ならないのか」というのもわからないでもないところです。 

私としてはどう思っているかというと、これをきっかけに自治会に入っても

らうような方向が出てくるのではないだろうか、そういうことに市役所側も尽

力したらどうかというのが一つはあります。私はたまたま自治会長をしている

ものですから、地域防災だとか、地域福祉だとか、メリットという言い方はあ
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まり好きでもないので使いたくないのですけれども、そういうことで周辺にい

る人にも仲間になってもらう運動に取り組んでいくのが、まずは真っ当なやり

方ではないかな、と考えております。 

もちろん、いろいろな福祉政策の福祉実践を地域の人々にお願いしなければ

ならないのですけれども、私どもの運用側としてもそれを念頭に置きながら、

ともに自治会活動が盛んになるようなことも背景に置いてやりたいと思います。

そういう気持ちでいます。 

 

（福景委員） 

苦しいところは私も理解はします。現実に、日々そういう活動を展開して、

一人でも自治会に加入していただくように、各地区の自治会は活動をしている

のですけれど、どう言いますかね、全然、協力して一緒にやろうや、というよ

うなことをされないわけです。特に集合住宅等で若い人の世帯等は、そういう

面が多いわけです。子どもさんがおられる家庭は、また違った意味で地域とつ

ながりができるもので、そういう面では一部はできますけれども。 

まあ、私から申し上げたのは、多分苦しいのだろうなと思いますが、行政も

大変なところだろうなというのは重々わきまえての質問でしたので、まあ、い

いです。 

 

（加川委員長） 

私、松江で計画をつくったときは、先ほど言われたように、町内会、自治会

が「こんな活動をします」、「子育てとか災害で支援しています」というチラシ

を作って、転入届を出す窓口でそのチラシを配るというのを計画の中で行って

いました。自治会活動というのは面白いことをやっていて、皆さん頑張ってい

るので、そういうことを新しく住まれた方にＰＲしたり、特に米子も新しい所

とか、集合住宅が増えていると思うので、そういった方に、転入届を出したと

きにＰＲしたりして入っていただいたり、子育て世帯でも入るといいことがあ

るよという、多少メリットというよりも、みんなで町になじんでもらうような

ことを少しアピールするのも一つ大事かなとは思いました。 

そのほか、いかがでしょうか。 

 

（中村委員） 

４８ページの災害のところですが、水害とか地震とかいろいろなことが起き

て、避難所に行くと、ペットの問題がよく報道されていますが、米子市がそう

いった避難所とかを設けられた場合とか、米子市の方針として、ペットをどの

ようにするかということをはっきりさせていただけたらありがたいと思います。
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例えば、避難所に連れて行ってもいいというようにするのかどうか。もしそれ

がだめということであれば、飼い主が何とかしなければいけないなと考えると

思います。ペットも家族なので、その辺のところをある程度クリアにしていた

だけると、避難のときに助かります。 

 

（防災安全課） 

失礼します。防災安全課です。避難の際のペットの同伴ということですけれ

ども、飼い主さんがペットを連れて避難してもらうということは、基本的に可

能で、それが原則となります。ただ、避難所で受付をしていただいて、その後、

避難者が共同でいるスペースで実際にペットと一緒に避難生活ができるかとい

うのは、避難所の状況によって対応が変わってくることになります。いろいろ

な避難者の方がおられて、ペットが苦手の方とか、アレルギーがある方もおら

れると思いますので、例えば、避難所の敷地内にペット専用の区画を設けたり、

学校で教室にどこか空きがあれば、そこをペット専用の部屋にしたりといった

対応が考えられます。そして、飼い主さんは責任を持って飼育していただく、

ペットの面倒をみてもらうというような運用が今のところは現実的なのではな

いかと考えております。 

 

（中村委員） 

すみません。求めていた回答は、その辺のことを踏まえて、米子市としてあ

る程度の方針みたいなところを決めていただけたらと思うのですが。例えば、

ペットはそういうふうにケアを、ケアというかスペースを設けるようにすると

か。避難して行って、そこで断られたら、ではどうすればいいのかということ

になってしまうと思います。だったら連れて来なかった方がよかったという場

合もあると思います。なので、米子市としてどういう方針でペットを避難させ

るかというのは、ある程度決めていただけると、すごくうれしいなと思います。 

 

（藤澤委員） 

防災安全課からの回答はすごくわかりやすい回答だったと、私は思いました。

もし、こういう状況になって、家族同然にペットを飼われている知り合いがい

たら、今言われたとおりのことをお伝えすれば良いと思います。原則として同

伴は可だと。もう、それ以上のことは、その状況になってみないとわからない

ですし、やはり、できることとできないことがあると思います。うちも今、小

さい子どもさんを預かっていますが、動物アレルギーの方がすごく多くなって

きています。生き物を飼育させることは、そういう子どもの育成にいいと言わ

れる方もおられるのですが、やはり、そのスペースに、災害の大きい小さいも
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ありますけども、一晩でも数時間でも一緒にいるという中で、そのときの状況

で連れて来られた場合は、動物の品種でもまた違ってくるとは思いますが、最

善の策ではないかと思います。 

 

（中村委員） 

わかりました。こちらで対処したいと思います。 

 

 

（足立委員） 

すみません。関連していいですか。少しお聞きしたいのですが、このたびの

台風１９号で、避難所は区民以外はだめというのがニュースになっていました。

ホームレスの方がだめということで。私の認識不足かもしれませんが、米子市

ではホームレスの方というのはいらっしゃるのでしょうか。それと、旅行者の

方もおられますよね。私としては、集会所とか公民館に避難して来られたら、

皆さん、「はいはい」という感じだと思っていたのですが、やはり行政として、

そういうふうにお断りするということあるのでしょうか。すごく不安になった

ものですから。お願いします。 

 

（防災安全課） 

失礼します。防災安全課です。避難のために避難所に来られた方をお断りす

るということは基本的にはありません。必ず自分のお住まいの一番近くの避難

所でないといけないという決まりもありません。まあ、近いところが一番妥当

かと思われますので、基本的には地域の人たちが集まるようにはなってくるか

と思いますけれども、それが例えば隣の地域の避難所であれ、特にそれを理由

に断るということはありませんので、そこは御安心ください。 

 

（吉野委員） 

災害のことが出たので、関連してですけれども。私も町内で民生委員をして

いるのですが、今回の台風１９号の問題で自治会長と話していまして、年内に

もう一回、防災委員会をしなければいけないなという話になっています。とい

うのは、やはり昨年の分を含めて、毎年こんな想定外の災害が起こっていると

きに、私どもも支え愛マップは作っていますが、その支え愛マップでは対応し

きれないと思います。例えば、台風１９号のような雨が米子市で降って、法勝

寺川がもし氾濫すれば、恐らく米子の中心市街地はほとんどがハザードマップ

のとおり水浸しになるわけです。その場合に、１階で暮らしている人たちをど

うするのか。例えば、どのレベルで、どこに避難させるとか。それは２階に上
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げるだけでいいのかとか、そういう細かいところまで少し決めておかないと、

レベル何番のときになったらケアするように頑張ってやろうよというようなこ

とまで決めておかないと、今回のものでは難しいということをすごく感じたの

ですね。まあ、年内に一回、防災会はあまり自治会に出てこない人たちが中心

で組織されているので、飲み会を兼ねてやろうかという話にはなっていますが。 

したがって、今出てきている内容はですね、支え愛マップを作ろうとか、自

治会に防災組織を作ろうというのが、今の現況の中での方針ですけれども、も

う一歩進めた、例えば、一番想定される水害の場合はどうなのかとか、それか

ら地震などの場合はどうなのか。それから原発もありますので、原発災害など

はどうなのかというような、もう少し問題意識が持てるような内容にしておく

ことが必要ではないでしょうか。 

この温暖化の中で、災害が毎年のように、これからも起こってくることが想

定されるので、少し内容を精査して、もう少し細かく自治会レベルで、あるい

は一人ひとりがどんな心構えを日常的にしてないといけないか。私たちが今、

認知症の人を抱えているときに、避難する場合にどんなものが通常の避難する

もの以外に必要なのか、みたいなことを挙げたりしていますし、避難所に行っ

たときに何を訴えなさい、それより、避難所から早く福祉避難所に移動するの

には３日間が限度だね、とかいうようなことなどを啓発しています。そうしな

いと、なかなか一般の人と一緒にできない。だから、そういう支援をしないと

いけない人たちの早めの移動をどうしていくかというようなことを、もう少し

細かくしておく必要があるかなと思います。 

 

（中本室長） 

御意見ありがとうございます。今の御意見につきまして、先ほど出てきた意

見にも関連するかもしれませんけれども、この計画の中でうたわれている内容

のレベル、水準の話にもなってくるかと思います。こういう理念で福祉的な上

位計画として取組内容等を掲げておりますけれども、当然、先ほどの中村委員

さんの御意見もそうですし、吉野委員さんの御意見もそうですが、今度は計画

の内容を具体的に、現実的にどう成し遂げるかということについて、検証委員

会等で実務レベルで意見をいただき、極力反映させていきたいと考えておりま

す。 

そして、バランスとしてですね、当然この計画の内容として書き記すべきも

のをもっと挙げなくてはいけないというところは、承知しておりますけれども、

現時点においては、このようなビジョンで策定させていただいているというと

ころをまず一点、回答させていただきます。 

防災に関しましては、今日この後、シンポジウム開催のお話をさせてもらい
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ますが、その中の講演の議題も防災に関する内容となっておりまして、今、現

代社会で防災という議題になりますと、こういった形でいろいろな御意見が出

るという状況で、米子市としましても防災安全課という課をつくって、組織的

にも年々充実させて対応しています。防災側には防災側のきめ細かい計画がご

ざいまして、防災安全課もチームとしてこの検討委員会に入っておりますので、

こういった意見も、そちらの方にも反映できたらと思っています。 

 

（山中委員） 

４６ページの、交流スペース等々の所ですけれども、赤文字で「生活サービ

スの場に交流スペースを設けてほしい」と書いてあって、そこに対しての市社

協の取組と、コミュニティ施設整備補助金の交付というのはまったく別物と考

えたらよいのでしょうか。もしもこれが、自治体に関してのことでないのであ

れば、企業や自主的な住民が行う活動に対して、何かしらの施策が入っている

と、取組がしやすくなるのかなと感じております。 

もう一点ですが、７０ページに書いてある、自立した生活を高齢者の方が送

るときに、地元小売業の廃業などによりうんぬんというところで。結局、買い

物弱者のことなのですけれども、これに関しての市と市社協の取組というのが、

高齢者の移動の支援を検討していきますというものだけになっているので、こ

この辺りも関連企業や民間等々の働きかけに応じる施策があると、何かしらカ

バーできることがあるのではないかなと考えております。そこに関しては、も

しかしたら４４ページの方に書いていくことなのかもしれないので、もしまた

入れることがあれば、ぜひ入れていただきたいなと思いました。買物弱者支援

のこと、交流スペースのことについて感じたところです。 

あと、これは、ここの中には全然出てこなかったことなので、今さらという

ことなのかもしれないのですけれども、海外から来た方の生活に関する福祉の

メッセージが抜けているように思います。結構今、海外からの就労とかで来ら

れている方がおられたりするので、この十数枚のことだけというのは、何か少

し薄いような気がしました。 

 

（森本室長） 

はい、ありがとうございます。４６ページ４７ページの、「生活サービスの場

に交流スペースを設けてほしい」というニーズが上がっているものに対しまし

て、社協としましては、地域の居場所づくりの推進ということで、「ふれあい・

いきいきサロン」や「子ども食堂」等を挙げさせてもらっていますが、これに

ついては、地域活動をする集会所がないというような自治会さんもおられて、

私たちも大きな問題だとは捉えております。言われるように、地域福祉の関係
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者だけではなくて、事業所や企業さんで例えば空きスペースを貸していただく

とか、施設の交流スペースを空いている時間、自治会にお借りできるとか、そ

ういったことも含めて検証していきたいと考えておりまして、実際の取組の中

で進めていけたらと思っております。ありがとうございます。 

 

（大橋次長） 

外国人の方の社会福祉に関しましては、原理的に言うと、内外国人平等主義

でございますので、それはもちろん私たちの社会福祉実践の中では当然、困り

ごとを抱えている人であれば、どなたでも対象になるというのは基本的な原理

だと思っています。ただ、そのために通訳がいるであるとか、さまざまな周辺

のアクセスがあるかというと、多分、国際交流関係のほうの準備は一応、中国

それから韓国の言葉はできますけれども、ポルトガルだとかブラジルだとかは

これからということになると思います。福祉自体は、内外国人平等主義でやっ

ていきたいと思っております。 

 

（森本室長） 

高齢者の移動支援のところですが、これも今、全国的にニーズとしてたくさ

ん挙がってきているところでありまして、市社協としましては、住民のボラン

ティアによるそういった移動支援というところがお手伝いできないだろうかと

考えております。米子市の中でもモデル的に始まっている地区もありますけれ

ども、そういったところを参考にさせてもらいながら、進めていきたいという

思いは持っております。それと企業、事業所については、まだ勉強不足のとこ

ろもありますので、またこの移動支援のところ、企業とどういうふうに絡んで

いけるのかについては、また勉強させていただきたいと思っております。 

 

（山中委員） 

ありがとうございました。ぜひともこの交流スペース、場所いかんについて

も、買い物弱者支援をボランティアだけに頼るような施策にせずに、企業側に

働きかけることによって、コミュニティビジネスとして成り立つような仕組み

でやっていけるような施策を考えていただけると、無理なく負担なくできると

思いますので、その辺の検討をよろしくお願いいたします。記載もお願いしま

す。 

 

（廣江委員） 

２点あります。５８ページの一番下の四角に、「エリアごとに、地域包括支援

センター、一般相談支援事業所などの支援関係機関で構成される推進会議を設
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置し」と書いてありますが、３９ページの図を見ますと、真ん中の総合相談支

援センターというところの左の吹き出しには、「地域包括支援センターと一般相

談支援事業所の相談機能を包含」と書いてあります。これはちょっとニュアン

スが違うような気がするのですが、どのように解釈すればよろしいのかを説明

していただきたいのが一点。それから、各項目に担当と書いてある、右側です

ね。市社協とか市とか書いてあるのですが、今日も、せっかくこうやってお集

まりになっていらっしゃるので、担当部局をここに書き入れたらいかがでしょ

うか。まあ、複数の部局が関わる案件もあろうと思いますが、責任の所在も明

確になりますので、ぜひ、そうしていただければと思います。 

 

（山崎担当課長補佐） 

はい。５８ページの一番下のところですが、「総合相談支援センターの在り方

の検討」ということで、推進会議について述べておりまして、３９ページの真

ん中にある総合相談支援センターのところは、想定している完成形というよう

に御理解いただければと思います。これを目指す、ということです。米子市全

域で一気に、これをすぐ達成することはできませんので、この体制に向けて検

討を重ねていくということを今考えております。地域包括支援センターと一般

相談支援事業所を一緒にするということも多少時間がかかると思っております

ので、そのセンター化に向けた在り方を検討するために、その間はこういった

推進会議というものを立ち上げて検討を重ねていくということを考えての表現

になっております。あと、担当というところですね。市と市社協ということで、

表しておりますが、確かに、市というだけでは市のどこが責任を持ってやるの

か曖昧なところもありますので、中で検討させていただきたいと思います。 

 

（中本室長） 

担当課につきましては、複数のところは複数記載させてもらって、担当課を

表記できるような形で検討したいと思います。 

 

（吉野委員） 

認知症に関することでいくつか意見と感想ですが、一つは、６９ページの下

の方に、フレイル予防の推進という言葉が出てきてて、運動機能向上のための

トレーニングとオーラルフレイルのことが書いてありますけれども、フレイル

という言葉自体がまだ新しい、東大の飯島勝矢先生が言い出した言葉でして、

まだまだ十分なじんでいないですから、もしここで説明をしないのであれば、

番号７５をつけて、フレイルという言葉の解説をここに入れた方が理解できる

のではないかと思います。 
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ただ、飯島先生もそうですけれど、運動機能向上のためのトレーニングがイ

コール、フレイル対策だとは言われてなくて、６０歳以上から出てくる自然の

老化に対する生活のリセット、私たちはよく「生活のリセット」という言い方

をしているのですが、食生活とか運動とか、健康そのものをどう維持するかと

いう立地点なので、もしそういうことをきちんとするなら、この文章でオーラ

ルフレイルだけは割と詳しく書いてあるのですが、フレイルそのものをきちん

と、体全体についてのフレイルの記述をここでするか、しないなら、７５番の

ところできちんと解説する必要があるかなと思いました。 

それから、次はこの企画全体の、認知症に関する部分の感想ですが、いろい

ろな形で認知症の問題に触れていただいて、ありがたいなと思っているのです

けれども、私たちが実際に日々認知症の問題に取り組んでいて一番感じている

のは、制度の中だけでやっていることでは支援ができないという感想を非常に

強く持っているということですね。それは、今日中村さんが最初に言われた、

いのちの電話。つまり自死の問題のことが一番先にいのちの電話だと。それは

なぜかと言うと、時間外にほとんど丸々一日いつでも相談できるからですね。 

行政で総合相談窓口ができることは、これはそれなりにいいわけですけれど

も、そこが一定の決められた時間の中だけでの動きでしかないということにな

ると、これはほとんど効果がないです。鳥取県内でも鳥取市は直営型の地域包

括支援センターになっていますけれども、そうした弊害が出やすいわけですね。

特に認知症の場合は、本当に、そこに住んでいる一人ひとりとの関係づくりを

優先しないと何もできないことが多いです。それはですね、本当に、今でもそ

うですけれども、一日に１０回でも２０回でも、時間に関係なく電話が掛かっ

てきたりすることに、きちんと一つ一つ丁寧に対応しない限り、家庭訪問もで

きないですし、家の中に上げてもらえないということはよくあることです。こ

れからは、そういう方がもっともっとたくさん増えていきますが、それは、総

合相談窓口を作ればうまくいくというような、決して甘いものではないという

ことを感想として申し上げておきたいです。 

ですから、いのちの相談電話を民間法人でなぜしないといけなかったかとい

うことも考えないといけないですし、鳥取県がなぜ電話相談を鳥取県コールセ

ンターという形で、認知症の人と家族の会に委託しているのか。そういう２４

時間の対応ができる状態を作れていて、半分ボランティアでそういうことをや

っているからこそ、それを受けられるわけですね。そこの辺りのことも十分酌

んでいただいて、総合支援センターの在り様とか、それをどのような形で構成

していくかという検討をぜひしていただきたいと思います。以上です。 

 

（中本室長） 
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ありがとうございます。フレイルにつきましては、７５番という形で説明さ

せていただければと考えております。２点目につきましては、こういう総合相

談というものを立ち上げることがゴールではありません。委員さんの言われた

とおりでございますし、我々スタッフも含めて当然それをどうやって実行段階

に向かって行くかと、適切な実行をしていくかというところを、今一度肝に銘

じて、最良の実行ができるように取り組んでいきたいと思っています。 

 

 

議題２ 米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画の愛称について 

（加川委員長） 

では、時間も来ましたので、一度、次の名称のところに行かせていただいて、

また時間があれば戻っていただくということにしたいと思います。それでは、

計画の愛称について御説明をお願いいたします。 

 

（手嶋主任） 

では続きまして、計画の愛称について説明をさせていただきます。まず、本

日配付させていただきましたＡ４の片面印刷の「愛称の案」という紙を御覧い

ただきたいと思います。その上の方に大きく書いてあります、「地域“つながる”

福祉プラン」という愛称を事務局から提案させていただきます。 

この愛称を検討するにあたりまして、前回の策定委員会でも少し触れさせて

いただきましたが、７月に行ったワークショップに参加いただいた高校生から

も愛称の案を募集しまして、資料の下の方に高校生からいただいた主な愛称の

案ということで載せています。この愛称の案の中で共通するキーワードが幾つ

かございました。「幸せ」とか、「笑顔」というキーワードが出てきましたが、

一番多かったのが、「つなぐ」とか「つながる」「つながり」というキーワード

でしたので、これを参考にしました。 

あと、昨年度の２月から今年度の６月まで行ってきた地域懇談会とか、福祉

団体さんに聞き取りを行ったインタビュー調査と、７月に行った地域福祉ワー

クショップにおいても、かなりこの「つながり」ということについて、意見や

要望としての声が多く聞かれまして、これも愛称の参考にしました。 

地域懇談会では、地域で実際に活動をされておられる方から、若い世代も活

動に参加していただいて、つながって一緒に力を合わせていきたいといった意

見が出ましたし、あとはワークショップの中では、高校生だけで行ったワーク

ショップにおいて、高校生でできるパソコンを使った作業や得意な分野に関し

ては、どんどん頼ってもらいたいという意見、想像していなかったのですが、

頼もしい意見が高校生からも出ました。地域の中でつながっていくという意見
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が大変多く出ておりまして、こういった点も踏まえて、愛称の案として「地域“つ

ながる”福祉プラン」を、事務局としてお出しさせていただきます。こちらにつ

いて御意見等ございましたら、教えていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。説明は以上です。 

 

（加川委員長） 

ありがとうございました。ということで、これが愛称という。まあ、愛称と

いうか副題のような形になるのですかね。皆さんの今日の計画案の、ここの（愛

称）のところに入るという形ですけれども、いかがでしょうか。 

 

（中村委員） 

いいとは思いますが、何かもう少しシンプルな、子どもからお年寄りまで、

もっとぱっと覚えられるような感じの方がいいかなと思ったのですが。今、つ

ながるというのは、最近「つながるマルシェ」というのもやっていて、何かそ

ういうイメージも結構あるかなあと。個人的な意見ですので、とってもいいと

は思いますが。 

 

（手嶋主任） 

はい。少し文字数が多いのではないかという意見であろうかと思いますが、

「地域」というのが、地域福祉計画・地域福祉活動計画の肝でもあるかと思い

ますので、鳥取県とか米子市全体といった、大きなイメージではなくて、「地域」

という文字を使ってはっきりイメージがつくようにという思いもありまして、

この「地域」という言葉もつけております。こういう名前をつけて、計画を手

にとっていただく方には、「つながるプラン」とか、ちょっとシンプルに呼びや

すい形で呼んでいただければなあという希望を込めまして、こういう名前を付

けた次第です。 

 

（加川委員長） 

あとは、パブリックコメントで何かあるかもしれないです。それも踏まえて、

変えることもありうることかなとは思いますけれど。では、よろしいですかね。 

 

（吉岡副委員長） 

「米子」というのは、どこかで入らなくていいですか。多分似たようなもの

は全国どこかにあるかなと思います。同じような「地域“つながる”福祉プラン」

という計画がもし出てきた場合に、「米子」というのがないとどうかなと思いま

した。ただそれだけです。もし、米子が特別だということであれば、何らかの
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そのようなものがあると、米子発というのがあっていいのかなという感想だけ

です。 

 

（加川委員長） 

主題として、米子市の地域福祉計画・地域福祉活動計画というものがあるの

で、愛称から多分抜いているということかなとは思いますが。 

 

（藤澤委員） 

この計画名から愛称を出されているから、何かかぶっている感じがして。先

ほど言われたように、この「地域」と「福祉」を外した言葉で短い言葉の方が、

愛称的にはわかりやすい。基本理念がすごくいいなと思ったので、そこと少し

つながるようなニュアンスだと覚えやすいのかなと。計画名よりも、基本理念

の方を伝えていくようなイメージで考えられて、愛称がつくといいのかなと思

いました。 

 

（手嶋委員） 

はい、貴重な御意見ありがとうございます。ほかの米子市の持っているまち

づくりの計画とか、福祉以外の計画、都市計画のマスタープランなどがあった

りしてですね、ややこしくならないようにということで、「福祉」もつけておき

たいとは思ったのですが。 

 

（加川委員長） 

中身を本格的に決めるのは、今日で最後にはなります。まあ確かに、今日皆

さんには、見て急にという感じを受けられるのは確かかなという気はしますけ

れども。どうしてもだめでなければ、次の改定のときまでにちょっと考えると

いうことでどうでしょうか。 

 

（藤澤委員） 

いえいえ、大丈夫です。これで。 

 

（加川委員長） 

はい。実はこの愛称はどこの自治体でも、やはり皆さん、それぞれ好みもあ

り、議論になるところです。 

また改定のときに、もう少したくさんの方に愛称を決めていただくような形

をとっていただくということだと思うのですが。 
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（手嶋主任） 

はい、かしこまりました。 

 

（加川委員長） 

では、何か少し強引かもしれませんが、よろしいですか。それでは、愛称は

「地域“つながる”福祉プラン」ということにさせていただきます。 

議題は以上になります。その他で、井上委員さんから出していただいている

資料があります。もしよければ、簡単に御説明いただけますでしょうか。 

 

 

その他 

（井上委員） 

では、提案が二つあります。提案１としては、今、総合相談支援という言葉

は使われていますけど、この目標は、国も言っていますが、単に相談窓口を広

げるということではなくて、要するに複合化・複雑化した世帯単位の支援がで

きる仕組みに変えるということです。単に相談を幅広く受けるということとは

全然違います。もっと言えば、例えば、８０５０問題とか、親による子どもの

児童虐待とか。ああいう世帯単位の問題に今対応できないので、世帯単位のそ

ういう複合的な問題に対応できるというのが総合相談の一番大事なところです。 

それをまだ具体的に、どのようにしたらよいのかわかっていないので、来年

の３月２０日に、東京の豊島区でこの総合相談の実践をされている石川さんと

いう方に来ていただいて、会場はここ（市役所）ですけれども、東京の豊島区

の実践についてお話を聞いて、それを参考にして、米子でどうやっていくのか

という取組を考えています。研修会の名前は、「生活支援スキルアップ研修」、

主催が地域で支える仕組み研究会というところです。 

それと、提案２としては、今、地域力強化ということをうたわれていますけ

れど、米子ではまだ総合事業という形で要支援の方の介護予防といったら、２

年前と同じ形態でやっていますが、松江市はもう、住民主体サービスというも

のを既にやっています。 

まずは訪問型サービスです。（井上委員提案資料１ページ目の中段部分）米子

でやっているのは従前の訪問サービス（専門のヘルパーによる入浴・食事等介

護を含む）です。従前の訪問サービスを米子でやっていまして、これがいわゆ

る要支援者の介護予防です。松江はこれに加え、松江市独自のサービス（掃除・

洗濯・食事の準備等の、身体介護を伴わない生活支援を行う。支援者はヘルパ

ーの資格は不要であるが、松江市社協の研修を３日受講する必要がある。報酬

単価は従前の訪問サービスより低い。資料内で訪問型Ａと記載。）を実施されて
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います。これは多分少し単価が安いと思います。 

それから通所サービス（井上委員提案資料１ページ目の下段部分）も、米子

はこの資料の１の従前の通所サービスしかなく、松江市は松江市独自の通所サ

ービス（資料内で通所サービスＡ。食事・入浴・排泄などの日常生活支援、運

動等による生活機能向上を支援すると記載。）として、短時間、３時間程でとい

うものがあります。訪問サービスにしても通所サービスにしても、従来のもの

とは別のものが今、米子では無いので、これをぜひやっていただきたいと思う

わけです。 

参考までに、ではこの従前のサービスにおいて、どのくらい予算が使われて

いるのかというのが次の資料３（井上委員提案資料３ページ目）でありまして、

これの下から二段目のところ、給付実績を載せています。実は、介護予防の通

所、要支援の人のデイサービスに約２億６，３００万円のお金を使っています。

それから、訪問サービスのほうは１億円ぐらいですけれども、もし、住民主体

のサービスをつくることができれば、２億６，０００万まで使わなくても、十

分できるのではないかなと思います。実はデイサービスは供給過剰で、米子市

に７５ぐらいあると思います。受入れ定員が１，５００名程あると思いますが、

定員が一杯になっているところは、僕はないと思います。こういうところで２

億６，０００万使ってしまって、どうなるかというと、特養に入れないとか、

それから今でいうと、ヘルパーが全然足らないという問題が起こっていますの

で、ここにだけこれだけお金を使うというのはどう考えてもおかしい。私、介

護保険料を払っていますけど、もったいない感じがします。ほかに回していた

だきたいと思います。 

ただ、そのためにはやはり、先ほどの資料の住民主体のサービスをこれから

作らないといけませんが、これはまだできていません。これを業者の人にやっ

てもらったら単価が下がらないので、やはり住民の人を主体にしたようなサー

ビスを、今の計画でいったら、例えば、コミュニティワーカーがコーディネー

ターをやって、責任を持って独自の訪問サービスを作るとか。実は、この資料

の３番目の、住民主体のサービス（井上委員提案資料１ページ目の中段と下段、

訪問サービスＢ・通所型サービスＢと記載のある部分）の簡単なものは今でも

できていますが、２番目の市独自のサービスが訪問でも通所でもできていない

ので、ここをどうやってやるかというのが課題だなということを今思っている

ところです。これを具体的に詰めたいと思っておりまして、ここの会だと、山

陰福祉の会の山中さんとも、試行的に、具体的に少しやってみようかと話して

いるところです。以上です。 

 

（加川委員長） 
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はい、ありがとうございます。介護保険計画とか、ほかの計画にもまたがる

ことかなと思いました。貴重な御提案をありがとうございました。 

その他、いかがでしょうか。よろしいですかね。そうしましたら、先ほど少

し申し上げましたけれども、これからパブリックコメントに、この案で出すと

いうことになろうかと思います。 

それでは、時間の制約もあって少し急かしたところもあり、申しわけなかっ

たですけれども、議題については以上にしたいと思います。どうも皆さん、あ

りがとうございました。それでは、事務局にお返しします。 

 

（中本室長） 

ありがとうございました。この７回にかけまして、いろいろな貴重な意見を

いただきまして、今、委員長さんからありましたように、今後パブリックコメ

ントに出すことになります。その前に、社会福祉審議会という会議にも、一応

経過の報告も踏まえましてお諮りをさせていただきますけれども、皆様方のこ

の７回の会議での尽力の結果、パブリックコメントに素案を提出できるように

なりました。本当にありがとうございました。 

次回の会議につきましては、パブリックコメントのお知らせ、社会福祉審議

会の日程等もございますので、年内にできるのか、年が明けてからになるのか

というところは今確定しておりませんので、別途また皆様方に連絡させていた

だいて、日程調整をさせていただきたいと思っております。 

また、最終的な「てにをは」というか、語句的なところは委員長さん一任と

いうことで、委員長さんと事務局にお任せいただきたいと思っておりますが、

御了承いただけますでしょうか。 

では、次回の開催につきましては、別途、御連絡いたします。最後になりま

すけども、お手元に資料をお配りしております１１月５日開催の地域福祉シン

ポジウムの宣伝をさせてください。この計画策定の一環としまして、当初から

スケジュールの中で皆様方にもお伝えしておりましたけれども、計画の大方の

素案ができた段階で、このようなパネルディスカッションとか基調講演を踏ま

えたシンポジウムを、開催したいということを思っておりまして、それを１１

月５日に開催させていただきます。こちらにありますように、第１部としまし

て、関西学院大学の社会福祉学科の藤井教授に講演をいただきます。先ほどか

らありました「災害」というテーマを取り上げてもらうことによって、地域福

祉を考えていただく、いろいろな方に考えていただく講演になるのではないか

と思います。この関西学院大学ですけれども、人間福祉学部という学部が現在、

米子市と協定を結んでおりまして、その関係で、計画書も見ていただいて、山

崎から説明をいたしました計画の素案の制度上の文言の修正など、いろいろと
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アドバイスをいただいた先生でございます。 

そして、第２部がパネルディスカッションということで、藤井先生にも入っ

ていただき、委員長であります加川先生、事業者の代表ということで広江委員

にも入っていただきまして、米子市長の伊木が司会で、開催したいと思います。

内容につきましては、この計画のいわゆる「肝」と我々が説明させていただき

ました米子市の総合支援体制に向けた取組について、議論をしていただくこと

になっております。当日は、この前段で、米子市社会福祉協議会さんの社会福

祉大会が１時からございまして、その講演等を兼ねてというということにもな

りますけれども、なるべく多くの方の御参加をいただけれたら助かりますので、

皆様方も日程等の調整がつきましたら、ぜひ御参加を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。 

そういたしますと、全てのことが終わりましたので、以上で第７回の地域福

祉計画・地域活動計画策定委員会を終了したいと思います。本当にありがとう

ございました。 

 

閉会（午後 8 時３０分） 


