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第１回米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会議事録 

 

令和２年８月７日 午後６時３０分開会 

ふれあいの里 ４階中会議室 

 

 

出席委員 １７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、高野和男委員、安木達哉委員、中村富士子委員、 
足立京子委員、平林和宏委員、吉野立委員、山中裕二委員、井上徹委員、 
三輪龍介委員、池田千鶴枝委員、植村ゆかり委員、深田久美子委員、 

岩永秀子委員 

欠席委員 １名 

 廣江仁委員 

 

事務局 １５名 

 伊木市長 

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 山崎室長、武良主任、手嶋主任、安藤主任 

企画担当 渡部担当課長補佐、小西担当課長補佐 

【健康対策課】 

中本課長、藤森係長 

【米子市社会福祉協議会】 

 石原事務局長 

福祉のまちづくり推進室 森本室長、高砂主幹、谷口副主任 

 

傍聴者 ４名 

 

議題 

１ 委員長及び副委員長選出 

２ 個別検討会の提案と今後のスケジュールについて 

３ 計画の進捗管理、評価方法について 

 

開会（午後６時３０分）  

（山崎室長） 

定刻となりましたので、第１回米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進

委員会を開催させていただきたいと思います。本日はお忙しい中、また、コロ
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ナ禍でいろいろと御不安のある中、このように皆様お集まりいただきまして、

誠にありがとうございます。私は、米子市福祉政策課地域福祉推進室の山崎と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。初めに、本来であれば今日が初

めての委員会となりますので、皆様に委嘱状を交付させていただくという手順

がございまして、お一人ずつ委嘱状を交付させていただくということが本来で

はあるのですけれども、こういったコロナウイルスの関係もありまして、今回

は机の上に委嘱状を準備させていただきました。会議自体の時間短縮という意

味もありまして、そのような形で進行させていただきたいと思いますので、御

理解いただきますように、どうぞよろしくお願いいたします。そういたしまし

たら、開会に当たりまして、事務局を代表して市長の伊木より、一言御挨拶を

申し上げます。 

（伊木市長） 

皆様、改めまして、こんばんは。本日は、急に雨も降ってまいりましたけど

も、大変出掛けにくいところ、このようにお集まりいただきまして、本当にあ

りがとうございます。また、委員各位におかれましては、これまで様々な形で

地域福祉の推進に大きく御貢献、御協力、そして御理解をいただきましたこと

に改めて御礼を申し上げますとともに、この度の米子市における「地域福祉プ

ラン」の作成におきましても多大なる御尽力をいただきましたことに、重ねて

御礼を申し上げたいと思います。 

皆様御存じのとおり、今、この地域福祉は少子高齢化という大きな波の中で、

今後どのように推進していくべきか、ということに、大きな課題をもってござ

います。厚生労働省のほうでは、「我が事・丸ごと福祉」という一つのテーマの

下に、これまでの様々な組織同士の壁を超えて、協力し合って地域福祉を推進

していこうということを提唱しておられました。私自身も、そのことに対して

は大いに賛同するところではございます。しかしながら、それを具体的に推進

していこうとするときに、様々な壁を、私たちは力を合わせて乗り越えていか

ねばなりません。その一つのメルクマールとなるのが、福祉プランでございま

して。今日それに基づいて具体的に、例えば総合相談体制はどのように構築し

ていくのかなどなど、皆様に御議論をいただくことになると思います。 

皆様におかれましては、それぞれの持ち場で今コロナの影響もありまして、

いろいろ大変な御苦労を重ねていらっしゃることかというふうに思います。本

市におきましても、この４月より保健師を増員いたしまして、地域福祉の充実

を図ろうとしていた矢先でございましたが、コロナの影響によりまして、やは

り、なかなか対面という形での、地域を回っていく活動が今滞っているのが現

状でございます。こうしたことも含めまして、地域福祉の推進には様々なハー

ドルがございますけれども、どうか皆様の御知恵を結集させていただいて、地

域の福祉をこれからより良いものにしていく、持続可能なものにしていくため

に、力を合わせさせていただければというふうに思います。本日は、皆様には
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いろいろと御議論いただくことになりますけれども、どうか忌憚のない御意見、

御質問等をいただきまして、本市の福祉の推進に、皆様で一緒に協力して寄与

していただければというふうに思っております。本日は、どうぞよろしくお願

いいたします。ありがとうございます。 

（山崎室長） 

そういたしますと、大変恐縮ではございますが、市長は次の公務がございま

す関係で、ここで退席とさせていただきます。 

このたびの委員会は、委員改選後初めての開催という形になりますので、前

回から引き続いての委員の皆様もいらっしゃいますけれども、まずは委員の皆

様方の自己紹介をしていただければと思います。経歴ですとか、活動をしてお

られる内容ですとか、そういったものを一言ずつ順番に紹介をしていただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。順番は、そうしましたら手前

の中村委員様からずっと順番にマイクを回して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。 

（中村委員） 

米子市ボランティア協議会の中村です。よろしくお願いします。私たちは、

ボランティアグループの集まりである米子市ボランティア協議会というところ

で活動しています。今年は、残念ながら活動が中止になっているものがほとん

どです。あと個人的には、県立の総合療育センターというところでグループ活

動をしています。よろしくお願いします。 

（足立委員） 

米子市在宅福祉員の会の足立京子と申します。よろしくお願いいたします。

このコロナ禍の中で、高齢者の方の訪問、独居の方とか８０歳以上高齢者世帯

の方の訪問もさせていただいております。４月、５月、６月は中止ということ

で、やっと活動し始めて、米子市の会も今度１１日に会長の会を予定しており

ましたけども、たった今日連絡がありまして、中止ということでした。各地区

の皆さんが、このコロナの影響でどういうふうに活動をしておられるのかなと

いうので、皆さんの意見を聞きたかったのですけども、残念です。よろしくお

願いいたします。 

（手島委員） 

地区社協の会長をさせていただいております手島といいます。なかなか、今、

活動がしにくく、皆さん方が家のほうに電話してこられたりして、いろんな相

談を受けたりしておりますけれども、結構難しい面がたくさんあります。今日

は皆さん方の意見を聞きながら参考にしたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

（中曽委員） 

米子市民生児童委員協議会の会長をしております中曽でございます。日頃よ

り、民生委員活動に皆様方の協力いただいております。知っておられるとは思
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いますけれども、私たち、守秘義務をかけられた相談役でございますので、ま

た何かお困りのことがありましたら、各地区の担当のほうに連絡してやってい

ただきますように、よろしくお願いいたします。 

（高野委員） 

米子市自治連合会の会長をしております高野と申します。よろしくお願いを

いたします。実は、私は自治連の会長もしていますが、ここに後からもありま

すけど、「西部後見サポートセンターうぇるかむ」の社員でもあります。市民後

見養成事業等もやっております。それから、もともとは米子市の職員でありま

して、米子市の長寿社会課長もしておりました。で、どこで話をするといいか

なあと思っていましたけれど、こういう改めてということではなく、実は、私

は平成１８年に米子市のこの地域福祉計画を作成しているわけですが、そのと

きにちょうど長寿社会課の係長でした。ここの中で少し誤解があるのかなあと

いうふうに思っているところはですね、この計画の中で地域福祉計画と活動計

画について、まあ今回、市と社協が協働で初めてつくりました、というような

くだりが実はあるわけですが、間違いではないとは思いますけれど正確にはで

すね、平成１８年のときも実は協働してつくっています。ただ、つくり方とい

うか、策定委員会の形式が少し違っていたということが実はあってですね、一

緒にこういう一つのものをつくったということではないのですけれど、そのと

きも随分すり合わせをしながら協働でつくっているということがあってですね。

ずっとこれまでも綿々と、社協と米子市がやはり連携をして取り組んできてい

るということについて御理解をいただけたらというふうに思っております。私

も日常的に、何というか、自治会長として、住民のそばで一番近い所におると

いうふうに思っておりますので、そのことについて少し私なりの意見が言えた

らなと思っている次第です。よろしくお願いいたします。 

（安木委員） 

策定委員会のほうから参加をさせていただいております。私は、知的障がい

者「もみの木福祉会」家族会の会長をさせていただいております安木達哉と申

します。よろしくお願い申し上げます。あと、親の会で作っております成年後

見を受任する団体法人を４年前から設立し、有志の方８人に集まっていただい

て、約２８人の会員の方の協力をいただきながら法人後見をさせていただいて

おります。以上でございます。 

（吉岡委員） 

鳥取大学医学部保健学科の地域・精神看護学というところで教育をしており

ます吉岡といいます。主に学生のほうの教育、看護のほうの教育、そして一部、

福祉系のほうの専門学校のほうも教育を担当しております。私自身がもともと

は精神科医ですので、現在も診療をしながら、いろいろと医療的な形で何らか

の形でも関わりたいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

（加川委員） 
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名簿の一番上にあります、島根大学の加川といいます。よろしくお願いしま

す。私も策定委員会から引き続きになります。計画は策定されたのですけど、

計画というのは実際にいろいろな方が取り組まれて、初めて完成するというか、

意味のあるものになると思います。特にこの計画では、専門職の方にとっては

いろんな連携ができて支援の助けになる、そういうツールになればいいなと思

います。というのが一つと、もう一つは、やはり住民の方が、こう楽しく、ま

た、地域で意義がある活動ができるためのこの計画書になればいいなというふ

うに思っています。引き続きですけれど、よろしくお願いします。 

（平林委員） 

私は、「一般社団法人権利擁護ネットワークほうき西部後見サポートセンター

うぇるかむ」の平林と申します。私どもの法人は、先ほども委員の高野さんか

らお話があったのですが、成年後見の専門職の集まりでして、弁護士さんや司

法書士さん、で、まあ私は、福祉の立場で社会福祉士という形で団体に入って

おります。それ以外にも、市民後見人の方の養成をしている関係もありまして、

市民後見人の方が社員に入っておられたり、社会福祉協議会の方が団体社員に

入っておられます。業務としては、成年後見の市民の方からの相談を受けたり、

虐待の関係の市町村からの相談に、弁護士さんや福祉の専門職を派遣すると、

そういった業務をしております。で、私のほうはですね、この１２月末までは

境港市の社会福祉協議会のほうに勤務をしておりましたが、この１月１日から、

この「うぇるかむ」に、前任の事務局長が退職しまして後任を預かっておりま

す。私自身、米子市の出身なのですけど、なぜかずっと市外で勤めておりまし

て、この１月から初めて米子市内で勤務するということになりまして。まだま

だ米子のことで分からないことがたくさんあるので、また学ばせていただけた

らと思います。よろしくお願いいたします。 

（吉野委員） 

１１番目の「認知症の人と家族の会」の吉野といいます。区分が福祉サービ

ス事業者を代表する者というふうになっているので、「認知症の人と家族の会」

は福祉事業者ではないので、恐らく、もう一方のほうの「NPO 法人地域福祉

ネット」のほうで、私は訪問看護ステーションと在宅支えるケアプランセンター

のほうの理事長もやっておりますので、そちらのほうかなと思いますが、両方

の視点で発言させていただければなと思っています。よろしくお願いします。  

（山中委員） 

１２番目の「NPO 法人山陰福祉の会」の山中と申します。NPO 法人山陰福

祉の会のほうは、高島屋のグッドブレスガーデンの中で保育園や、あとは元町

商店街のほうで障がい者の就労支援事業所、あとは駅前の塩町のほうで、ケア

プランセンターということで児童や高齢や障がいの事業のほうを行っておりま

す。そのほかにも「子ども食堂の輪を広げる会」という形で、子ども食堂の支

援をする活動や、空き家や古民家の利活用というところで、県のほうの動きで
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活動をしております。よろしくお願いします。  

（井上委員） 

名簿でいうと、１３番目の「社会福祉法人地域でくらす会」の井上と申しま

す。うちの事業所は米子市西倉吉町にありまして、障がいと高齢の方の両方の

在宅支援を中心にやっております。それと、地域でくらす会が事務局をやって

いる「地域で支える仕組み研究会」というところがありまして。今年度そこで

ですね、米子市からは「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」の委託

を受けまして、そこで総合相談の試行的な取組とか、それから総合相談ができ

るような人材の育成とか、そういうようなことに取り組み始めたところです。

以上です。 

（三輪委員） 

１４番のところに名前があります三輪龍介と申します。民間企業のほうで、

この地元の、主に中小企業の経営の支援、お手伝いといったことを業務として

日々活動しております。計画の策定委員のときから参加はさせてもらっており

ますけども、正直、この地域福祉という分野についてはですね、私は畑違いの

人間かもしれませんけども、民間の事業に携わる者として少し違った角度から

また貢献できればと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

（池田委員） 

失礼いたします。１５番の池田千鶴枝といいます。策定委員から引き続きで

すけれども、私は、福生西校区公民館にて子育て応援ということで遊びとか相

談を始めて１７年目になります。相談は地元というより、ちょこっと相談は毎

回あるのですけれども、込み入ったというか、本当に人にあまり知られたくな

いというような相談は、大山町・日南町・伯耆町とか境港市とか、そういう方

も口コミで相談に来られることもあります。個人的には、「あかしや」に勤めて

おりました関係上、その場を借りて相談とか、そして研修会等を、１０年、相

談は１７年ぐらいしているのですけれども、やはり子どもの子育ての状況等を

考えると、本当にじっとしておられないなというようなことの中で、本当に役

に立たないとは思うのですけれども、ここでまた勉強をさせていただきたいな

ということで参加させていただいています。よろしくお願いいたします。 

（植村委員）                                   

新しく委員になりました、１６番目の植村といいます。私は無認可の小規模 

作業所を始めて２４年になります。「ＮＰＯ法人おおぞら」というのを始めて 

１１年目。中島のほうでやっております。多機能型の作業所、それと地域活動 

支援センターということで、皆さんまだ御存じないかもしれませんが、米子の 

地で、皆生のほうでアクアスロン大会という、障がい者の人たちの大会を１４ 

年間やっております。「鳥取県手をつなぐ育成会」の副会長、「米子市手をつな 

ぐ育成会」、全て知的障がいのほうですけれども、会長をやらせていただいてお 

ります。地域で暮らしていく障がいのある方がどんどん増えている今、地域の 



7 

 

中での福祉計画、地域福祉活動計画というのが本当に重要なものだと思います。 

共生社会と言われておりますけれども、共生社会は、そんなに簡単にできる 

ものではないと私は思っておりますし、一人の障がいのある子の親としてもお 

話をさせていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（深田委員） 

１７番目、新任の深田久美子と申します。手話通訳者をしております。個人

派遣とか団体派遣に行って、舞台に立ったり病院に行ったり、聴覚障害の方の

支援をしております。それと、去年の１２月１日から民生児童委員をお受けし

まして、まだ見習い状態ですが、地域のことを一生懸命やろうと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

（岩永委員） 

１８番目のところにあります、私、岩永と申します。よろしくお願いいたし

ます。私のほうですね、母の介護の関係で８年前にこちらに U ターンして帰っ

てまいりました。ですから、こちらでの活動経験というのは地域でのボランティ

アしかありません。ですから、皆さんのようにすごい経験を持って、いろいろ

活動をしているわけではございません。ただ、こちらの米子市と市社協の活動

に関して興味を持ちまして、ネットを通じていろいろと調べてきました。その

ような活動が少しでも、本当に一住民としての立場になりますけども、考えて

いることなどをお話しできればいいのかなあと思いまして、参加させていただ

きました。最初、この委員の名簿を拝見させていただいたときに、「長」の付く

方ばっかりでしたので、本当に私、これで良かったのかなあと一瞬思いました

けども、ある意味で、住民の立場、当事者の立場での意見というのを、本当に

泥臭いところになるかもしれませんが、そういうところを少しでも反映できれ

ばいいのかなというふうに思いました。どうぞ、いろいろ勉強したいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。   

（山崎室長） 

はい、どうもありがとうございました。なお、本日ですけれども、廣江委員

が所用のため御欠席というふうに御連絡をいただいておりますので、御報告を

させていただきます。続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。事務

局につきましては、米子市と米子市社会福祉協議会が合同で事務局を担当させ

ていただいております。まず米子市のほうから順番に御紹介をさせていただき

ます。まず、福祉保健部長の景山でございます。 

（景山部長） 

今日はお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。この２年間

の策定から、これからまたこの委員会に御参加いただきますこと、本当に感謝

申し上げます。先ほど、高野委員がおっしゃいましたけれども、長い間、諸先

輩方に御尽力をいただいて今があるというふうに思っております。そして、こ

れからも皆さんのお力をお借りしまして、この２年間で策定しました計画を実
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のあるものにしていきたいと思っておりますので、どうぞお力をお貸しくださ

い。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

（山崎室長） 

続きまして、福祉保健部次長兼福祉政策課長の大橋でございます。 

（大橋次長） 

大橋でございます。引き続きお世話になります。前からおられる策定委員さ

んには本当に迷惑をかけましたが、また２年間お世話になります。本当に米子

市民のためになるような実践ができるように、私ども頑張ってまいりますので、

どうぞお力をお貸しくださいますようお願いいたします。 

（山崎室長） 

続きまして、健康対策課長の中本でございます。 

（中本課長） 

失礼します。今年の３月３１日までは、福祉政策課の地域福祉推進室長とし

て皆様方には特に２年間、計画策定において御協力いただきまして、誠にあり

がとうございました。この場を借りて、御礼申し上げます。私事ですけども、

この４月１日の人事異動で、コロナウイルス感染症対策でもいろいろお世話に

なっておりますけれども、その所管であります健康対策課長として任を受けま

した。健康対策課は、先ほど米子市長からもお話がありましたけども、この４

月から、各中学校区１１地区に各１名ずつ、１１人の地区担当保健師を配置し

まして、地域福祉実践側の一助となればというところでやっていきたいと思い

ます。地区担当保健師が、福祉政策課の地域福祉推進室のほうと兼務になりま

す。そこの所属長でもありますので、今後とも引き続きこちらの会にも参加さ

せていただくことにもなりますので、ひとつよろしくお願いいたします。計画

策定時には本当にお世話になりました。 

（山崎室長） 

続きまして、福祉政策課、地域福祉推進室の室長でございます、私が山崎と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。計画の策定から、私のほうが担

当させていただいておりまして、策定のときから御協力いただきました委員の

皆様には、本当に何回もお世話になりました。ありがとうございました。今回

は、新たに策定委員会から推進委員会ということで、この計画に書かれている

内容を実行に移すというフェーズに変わってきております。また引き続き、な

るべく皆様の貴重な御意見、自由に御発言いただけるような雰囲気づくりに努

めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、同じ

く福祉政策課地域福祉推進室の武良でございます。 

（武良主任） 

失礼します。先月、７月１日付で福祉政策課のほうへ異動でまいりました。

まだまだ勉強中で、本日も勉強させていただきたいと思っております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
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（山崎室長） 

続きまして、同じく福祉政策課地域福祉推進室の手嶋でございます。 

（手嶋主任） 

地域福祉推進室の手嶋です。よろしくお願いいたします。 

（山崎室長） 

そうしますと、同じく地域福祉推進室の安藤でございます。 

（安藤主任） 

地域福祉推進室の安藤でございます。よろしくお願いします。 

（山崎室長） 

続きまして、福祉政策課の企画担当でございます渡部でございます。 

（渡部担当課長補佐） 

渡部です、よろしくお願いします。私もこの４月に、福祉政策課企画担当と

いうことで異動してまいりました。まだ何も分かりませんけれども、よろしく

お願いいたします。 

（山崎室長） 

続きまして、同じく福祉政策課、企画担当の小西でございます。 

（小西担当課長補佐） 

失礼します。企画担当の小西と申します。よろしくお願いいたします。 

（山崎室長） 

続きまして、米子市社会福祉協議会の紹介に移ります。まずは石原事務局長

でございます。 

（石原局長） 

皆さん、こんにちは。社会福祉協議会の石原といいます。長い時間と、皆さ

んの熱心な議論を経て、立派な計画ができたわけなのですけれども、これから

が真価が問われるのではないかというふうに思っております。実際に地域に出

て動いてみますと、いろいろな、計画になかったような問題が必ず出てくると

いうこともあろうかと思います。それを一つ一つ解決していくということが、

社会福祉協議会の我々に課された課題だというふうに思っておりますので、こ

の会に参加いただいている団体、それからその個人の皆さまの意見をいただき

ながら、より良い地域福祉ということを目指して頑張りたいと思いますので、

積極的に御意見をいただいたりですとか、御相談いただければというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（山崎室長） 

続きまして、米子市社会福祉協議会福祉のまちづくり推進室の森本室長でご

ざいます。 

（森本室長） 

米子市社会福祉協議会森本でございます。計画づくりから大変お世話になっ

ております。社会福祉協議会では、地域福祉の実践、実際の活動ということに
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取り組んでおりますけれども、日々いろいろ課題を感じながら活動をしている

ところでございます。また皆さんからいろいろな御意見や、お力添えをいただ

きながら実践を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

（山崎室長） 

続きまして、同じく福祉のまちづくり推進室の谷口でございます。 

（谷口副主任） 

いつもお世話になっております。福祉のまちづくり推進室の谷口です。引き

続き皆様方の貴重な御意見を頂きながら、社協実践のほうを考えていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（山崎室長） 

以上、事務局を紹介させていただきました。なお、本日は密を避けるという

意味から、本来でしたら米子市の他部署の職員も検討のメンバーとしているの

ですけれども、今日は出席を控えさえていただいております。今後、こちらの

推進委員会の中で頂いた意見等は、また持ち帰らせていただいて、庁内の検討

会のほうでもまた話し合いをさせていただいたり、そういった形で進めさせて

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。 

 

会議成立の報告 

委員１８人中、現時点で１７人の出席を確認。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  

（山崎室長） 

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、全文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。 

では、議題の１に入らせていただきます。委員長及び副委員長の選出という

ことでございますけれども、当推進委員会の設置要綱におきまして、委員長が

議長となるというふうに定められておりまして。委員長のほうに議事進行をお

願いするところなのですけれども、現在、まだ委員長が決まっておりませんの

で、委員長が決定するまでは私のほうで進行させていただきたいと思います。

委員長と副委員長の選任につきましては、設置要綱第４条の規定におきまして、

委員の互選によって１名ずつ委員長と副委員長を置くということになってござ

います。委員の皆様から何か御提案がありましたらお受けしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 
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（安木委員） 

事務局のお考えはないのですか。 

（山崎室長） 

はい、事務局といたしましては、前回、策定委員会のときから引き続きまし

て、委員長に加川委員、副委員長を吉岡委員にお願いしたいと思っております

が、いかがでしょうか。 

（拍手） 

では、特に御異議なしということですので、委員長に加川委員、副委員長に

吉岡委員ということでお願いをしたいと思います。そういたしますと、これか

ら委員長のほうに議事進行をお渡ししたいと思うのですが、お手数なのですけ

れども、場所を少し移動していただければと思いまして、できましたら加川委

員と吉岡委員が、吉野委員と平林委員の場所へ席を代わっていただくと、進行

がしやすいかなと思います。お手数をお掛けしますがお願いいたします。 

そういたしますと、次に、議題２です。ここから、委員長に選任されました

加川委員長に進行をお渡ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

（加川委員長） 

それでは改めまして、島根大学の加川です。委員長を拝命しましたので務め

させていただきます。皆様から様々御意見いただきながら進めてまいりたいと

思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは、お手元の次第に

沿ってまいりたいと思います。まず、議題２ですね。二つ目ですけれども、「個

別検討会の提案と今後のスケジュールについて」ということで、事務局からお

願いいたします。 

（手嶋主任） 

そういたしましたら、事務局から「個別検討会の提案と今後のスケジュール

について」説明をさせていただきます。まず、資料なのですが、皆様に事前に

送付させていただいた「資料１」と書いた資料を御覧いただけますでしょうか。

事務局から提案させていただく個別検討会というものなのですが、去年までの

計画の策定について、地域福祉計画ということで担当する分野が非常に広いの

で、議論がですね、一つの議論になるとなかなか発言がしにくい場面があった

り、委員さんによっては、御自分の担当・活動されている分野から、かなりか

け離れた話だとかもある場面があったりして、なかなか発言ができないという

場面もございました。事務局の進め方が不十分なところがありまして、申し訳

ございません。今後は計画の中に掲げている重要項目だとか、非常に重要とな

る地域活動について個別に検討を行い、議論を深めていくようにという狙いを

持って、この個別検討会をさせていただこうと思っております。個別検討会１

と２を設けておりますが、個別検討会１のほうを私から説明させていただきま

す。この個別検討会１は、計画の中で重点項目に掲げている総合相談支援セン
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ターの設置、このゴール目標を計画に掲げているのですが、これを実現するた

めにどのような課題があるのか、その課題をどうやってクリアしていけばいい

のか、といったことについて協議を進めていきたいと思っております。その資

料に例として書かせていただいておりますが、地域包括支援センター、障がい

者の支援センター、子育て支援センターなどの職員さんも参加して、個別検討

会の中で、総合相談支援センターの設置までの協働の方法や、設置に向けて解

決すべき課題の洗い出しだとかを行っていくことを狙いとしています。こちら

の個別検討会の到達目標なのですが、計画に掲げるゴールイメージを実現する

までの協働の方法や実現するための課題をまとめ、また推進委員会の場へ提言

するということとしております。それでは、個別検討会２の説明を社会福祉協

議会の森本室長からお願いいたします。 

（森本室長） 

はい、失礼します。個別検討会２のほうは、社協のほうで担当させていただ

けたらと思っております。協議の内容といたしましては、地域福祉活動を推進

するためにですね、「新たなつながり、協働の仕組み」ということについて検討

したいと考えております。といいますのが、計画策定時の調査であるとか地域

懇談会であったり、また社協の普段の活動でも感じていることなのですけれど

も、やはり地域活動における人材不足であるとか、活動されてる方の負担感を

感じておられるというようなことであったり、活動の行き詰まりを感じておら

れるというようなことなど、多くの課題を感じております。この解決の方法と

しまして、これまで地域で活動されていないような、これまでつながっていな

いような団体であったりとか、個人の方と幅広くつながりを持って、新たな人

材や新しい活動の形というものを模索していく必要があるのではないかという

ふうに考えております。そこに、例えばということで例を書いておりますけれ

ども、地域の助け合い活動へ、企業であったりとか事業所に参加協力をいただ

くであったりとか。現状の地域活動団体、まあ自治会であるとか、民協だとか

地区社協ですけれども、そういった現状の活動団体だけに頼らずに、ボランティ

ア人材の確保や育成ができないだろうかということであったり。企業、事業所、

公共施設からの地域交流スペースをお借りして、住民との交流が図れないかと

いうようなことが例としてございます。そういったところを、委員の皆様の様々

な視点からアイデアを頂きまして、そこにあります、こういう活動があったら

いいなとか、これだったらできそうじゃないかなあというふうに感じるような

取組を検討していきたいというふうに考えておりますので、御協力いただけた

らというふうに思っております。以上です。 

（手嶋主任） 

それでは少し、また私から説明させていただきますが、資料１の裏面に、個

別検討会の進め方についてという項目が書いてございます。この個別検討会は、

今年度から試行的に行うものです。今のところ、来年度以降も行いたいと思っ
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ているのですが、個別検討会を進める中で、またそのあたりは決めていきたい

と思っております。また、推進委員会とは別にお集まりいただくということに

なりますので、もちろん御参加いただきたいのですが、委員の皆様の御都合に

よって欠席されても構いません、ということをお伝えしておきます。それとで

すね、今説明させていただいた個別検討会、二つあるのですが、この「参加す

る」を希望する検討会を選んでいただきたいと思っております。本日、当日資

料として配付しております個別検討会参加希望調査票というものにですね、一

番上の白丸の欄に、個別検討会１、２どちらかを丸で囲んでいただいて御提出

いただければと思っております。よろしくお願いいたします。もし、どちらの

個別検討会も参加できますよという委員様がいらっしゃったら、どちらも丸を

付けていただければと思います。これが、御希望を取らせていただくのですが、

ちょっと人数の都合であったりですね、事務局で少し調整をさせていただくこ

とがあることを御理解いただきますよう、よろしくお願いします。 

また、個別検討会はですね、事務局として福祉政策課の職員や社会福祉協議

会の職員が事務を行うのですが、市の職員も社協さんの職員も議論にもちろん

参加させていただきます。意見を言わせていただく場面もありますので、よろ

しくお願いいたします。また、委員の皆様には、福祉政策課、社協の職員以外

にも、例えば地域で活動されている方だとか、地域包括支援センターの職員さ

んだとか、障がいの相談事業所の職員さんだとかが、個別検討会に加わること

も想定されますので、そのあたりをよろしくお願いいたします。こちらの個別

検討会なのですが、本日お配りしている調査票の、中ほどの段に、参加可能な

日時を調整させていただきたいという表を設けているのですが、米子市内でコ

ロナウィルス感染症が発生したということも鑑みまして、８月末の開催は一旦

見送らせていただこうと思いますので、この表の記入は不要とさせていただき

ます。あと、個別検討会についての日程調整だとかが、できればメールなどの

方法でさせていただきたいと思いますので、パソコン・スマートフォンなど、

メールアドレスをお持ちの方は一番下のメールアドレスも御記入をいただくよ

うによろしくお願いします。 

では、次にスケジュールのほうを説明させていただこうと思います。事前に

お送りしました資料２のほうを御覧ください。Ａ４横向きの用紙になります。

こちらが、４つの項目があります。すみません、「策定委員会」と記載がありま

すが、こちらは「推進委員会」ですので、誤りです。すみません。「推進委員会」

と「個別検討会」と「庁内検討会議」、「モデル事業」という構成になっており

ます。今日、８月に推進委員会の１回目をしまして、今度は１２月末の開催を

考えております。１２月末の推進委員会では、今日、一部お示しする各取組の

評価や進捗管理の項目を委員の皆様に御確認いただきたいと思っております。

今年度、計画の推進を行いまして、今年度いっぱい３月末まで実施した活動を、

来年度の５月あたりにまた推進委員会を開かせていただいて、この取組の評価
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をいただくということを狙っておりますので、来年度に３回目の推進委員会を

行う予定とさせていただいております。２番の個別検討会についてですが、先

ほども申し上げたとおり、すこし様子を見ながら進めていくことになります。   

また、開催の方法も、今日のように皆さんにお集まりいただいてではなくて、

ウェブなどを活用したリモート会議だとかも少し検討しているところですので、

また事務局から御連絡をさせていただきます。３番の庁内検討会議ですが、こ

ちらが米子市役所と社会福祉協議会の担当部署が集まりまして、今計画に掲げ

ている取組を協議する場所となります。本日お示しする各取組の進捗管理、評

価の項目について、この推進委員会が終わったら庁内検討会議で協議をしまし

て、進捗管理、評価の方法を固めていきたいと思っております。４番につきま

しては昨年度から始めているモデル事業ですね。と、もう一つ、今年度の７月

からモデル事業を始めておりますので、このモデル事業のスケジュールとなっ

ていて、モデル事業の成果を１２月の推進委員会や来年度の推進委員会それぞ

れで報告させていただきたいと思っております。では、議題２については以上

です。 

（加川委員長） 

はい、ありがとうございました。個別検討会ということで、この策定委員会

は計画全体で評価をすることになるので、すごくいろいろなことを多岐にわた

るので、なかなか細かい議論とか、皆さんがぜひこれについてお話ししたいと

いうようなことが、十分に時間をお取りするということもなかなか物理的に難

しいですので、少し個別検討会で、特にこんな地域の活動について議論してみ

たいなどですね、先ほどのテーマの一つ目ですと、総合相談、専門職のあり方

というのをもう少し詳細・具体に検討したいとかっていうのを設けていますと

いうことです。皆さんからいかがでしょうか。御質問なり御意見なり、お受け

したいと思います。 

（安木委員） 

では、少しお聞きしたいと思います。個別検討会の構成ですね。今、言われ

ました市の職員とか協議会の職員、それからこの推進委員会のメンバーの方に

なるわけです。ここから二つに分けるわけですよね。で、大体何名ぐらいの構

成で検討会をされる予定なのでしょうか。イメージだけで結構です。 

（手嶋主任） 

そうですね、まだ分からないのですけれど、委員の振り分けでぼんやりとイ

メージをしている限りでは、この個別検討会１、「総合相談支援センターの設置

を実現するため」という構想の話をさせていただくのは、大体５名から６名ぐ

らいかなというふうに思っております。個別検討会２のほうが、十数名という

ふうに思っておりまして、個別検討会２のほうが分野も広く、もしかしたらそ

の個別検討会の中で協議をされるうちに、その中からまた違う活動のお話とい

うことで、個別検討会の数が増えていくということも想定されますので、今の
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ところ、人数の比率としては個別検討会１と個別検討会２が１：２のような人

数配分になるのかなというふうに想定しております。 

（安木委員） 

はい、結構です。ありがとうございました。 

（加川委員長） 

そのほかいかがでしょう。良ければ次の議題３に行って、また議論に戻って

いただくといったすすめ方でもいいですかね。あまり後が押しても良くないと

いうことですので、じゃあ、議題３から行って、また議題全体最後まとめて質

疑、というふうにさせてください。それでは、３番目ですね。計画の進捗管理

と評価方法について御説明をお願いいたします。 

（手嶋主任） 

はい、説明させていただきます。そういたしましたら、皆様に事前に送らせ

ていただいた資料３というものです。Ａ３の用紙のものを御用意いただけます

でしょうか。皆様、もしお手元に、「地域“つながる”福祉プラン」ですね、こち

らの本がありましたら、７７ページ・７８ページを御覧いただければと思いま

す。昨年度末、この計画を策定させていただきまして、そのとき、「第５章 計

画の推進に向けて」ということで、進捗管理の方法をまとめたものをつくらせ

ていただいております。こういった形で推進を行っていくというふうに方針は

書かせていただいているのですが、それを具体的にどうやっていくかという方

法を、昨年度までの策定委員会の場で最後のほうに協議をさせていただいてま

したので、それを引き続き今年度の推進委員会でも協議をさせていただくとい

うことになります。お手元に用意していただいた資料３を御覧いただきたいと

思うのですが、こちらで検討しているのが、まだこれは本当に案ですので、変

わってくる可能性があるのですけれども、この基本の枠というか、四角い枠の

一番上の項目ですね。「基本計画」「取組」「内容」「指標」というふうにあると

ころを御覧いただければと思います。この「基本計画」「取組」「内容」という

のは、策定したプランのとおりとなっております。今後推進していくために、

評価だとか進捗管理を行っていくために、この次の「指標」という項目ですと

か、あと「今年度の進捗状況」と、その状況に対する「評価」だとか「課題」、

また、来年度行っていくための「改善の検討」だとかですね、一番右側には主

な担当部署を明記していこうと思っております。本来であれば計画を策定して、

すぐに進捗管理の評価の表をまとめ上げて、この１回目の推進委員会の場で御

確認をいただければと思っていたのですが、ちょっとそれが難しくて、こういっ

た案をお示しさせていただいて、次回の推進委員会で、各担当部署の評価、指

標だとかを揃えまして、また委員の皆様に御確認いただこうと思っております。

事務局の説明は以上です。 

（加川委員長） 
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はい、ありがとうございました。この委員会が推進委員会、つまり評価をい

ただくという委員会ですので、来年度には、今見ていただいている評価表を用

いて計画を全て御評価いただくというわけです。今日は、このような感じの

フォーマットで確認していこうと考えてます、というお話があったのかなと思

います。ですので、これも先の話といえば先の話で。こういう表に今年の活動

をまとめます、というイメージですというぐらいかなと思います。これについ

ていかがでしょう。御質問なり御意見なりありますか。 

（吉野委員） 

一つ御質問なのですけれども。二つの個別検討会が持たれるということで、

モデル事業が既に昨年から動いていて、今年の７月から二つ目のモデル事業が

動いているということでしたので、むしろ、この福祉プランの中のどの部分が

動いているかというのを、少し説明していただけると分かりやすいかなと思う

のですね。この中の、「地域を支える住民活動・団体活動の促進」の項目の問題

をどのように、今後新しくつくる二つの検討会で論議するのかというようなこ

とだと、非常に抽象的で分かりにくい。むしろ、計画にきちっと、総合相談に

ついては総合相談センターをどのようにつくるかという問題と、それを具体的

に検討していく地域のネットワークをどうつくるか、という形になっています

し、今回の２つ目の項目の委員会の中で、もし、やるとするならば、計画の中

の地域の会議体がどのようにできていくのか、というようなことが、むしろこ

この場で検討するのは、そういうことをやることがとても大事ではないかと思

います。つまり、せっかくつくった計画が、計画の図に合ったような形で進め

られてるかどうか、ということをチェックする形になっていかないと、つくっ

た計画と料理したものがこの場でまた論議される、あっち行ったりこっち行っ

たりすることになってしまうと、せっかくつくった計画を具体的に進めていっ

たり、その進めていく過程の中で出てきた問題点を取り上げて、ここで精査す

るということができなくなるのではないかというような気がしています。私は

概要版が一番簡単なので、概要版の一番後ろから１枚手前のページの、圏域ご

との総合相談支援体制のイメージ図を見ていただくと分かるとおり、真ん中の

部分。この図でいくと、この委員会というのは全市的な検討の場なわけですか

ら、真ん中の相談支援エリアの部分の相談支援センターとエリアネットワーク

会議が、具体的に今年度どういうふうに進んでいるのかというところが総合相

談の分野の検討事項ではないかと思ったりするわけですね。で、地域の問題は

その下の段のオレンジ色のところの、地域支え合い推進会議などがどのように

取り組まれているのか。例えばモデル事業について、それがどこで取り組まれ

ているのか、というようなことがここで報告されて、その内容を逐次検討して

いくというようなことが計画の進行状況をみんなでチェックするというか、話

し合って、より肉太のものにしていくということでは分かりやすいような気は

するのですけども。いかがでしょうか。 
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（手嶋主任） 

はい、そうですね。吉野委員もおっしゃられるとおり、特に計画の重点項目

に掲げる内容について推進委員会の場で議論を行っていただきたいと思ってお

ります。今回は１回目の推進委員会ということで、委員さんの委嘱であったり

ですね、あと個別検討会のすこし説明というものもさせていただこうと思って

おりましたので、その内容についてはですね、今回、資料だとか御用意してな

いのですが、この進捗管理に係るフレームをこちらの場で諮らせていただいて、

それが確定しましたら、４章に掲げる各取組の評価を行っていくとともに、モ

デル事業だとか、重点項目の総合相談支援センターの設置に向けた取組につい

て推進委員会の場で、その二つの項目を中心に議論をしていただこうと思って

おります。 

（山崎室長） 

すみません。少しだけ補足をさせていただきます。今、手嶋のほうが申し上

げましたとおり、今日まだモデル事業の成果ですとか、そういったものをお示

しする資料は付けておりませんが、若干、今現在の状況といいますか、そういっ

たものを説明させていただきたいと思います。まず、モデル事業を２本やって

おりますが、一つ、地域力強化推進事業に関しましては、社会福祉協議会さん

のほうに委託をさせていただいております。こちらのほうにつきましてはです

ね、昨年度は義方地区がほぼメインのエリアということで、いろいろとそこで

「何でも相談」というものをやってみたりですとか、地域の中で研修をやって

みたりですとか、あとは地域活動の支援をさせてもらったりですとか、あとは

地域の方と地域をより深く知ろうということで自治会長さんと一緒に、「まちあ

るき」と称しまして、地域を隅々まで歩いて回るというような、地域の状況・

資源の把握ですとか、そういったことに取り組んできました。今年度に入りま

して、今度は義方地区だけではなくて啓成地区におきましても本格的に取りか

かるということで、今始めたところです。これに関しまして、やはりコロナウ

イルスの関係がございまして、地域の方となかなか接するですとか、地域の方

に集まっていただいてお話をしていただくという機会を設けること自体が難し

いという状況がございましたので、進捗につきましては、当初の予定より少し

遅れているというのが現状でございます。多機関協働事業につきましては、今

年度、米子市のほうで予算を措置しまして、７月から契約を結び事業をスター

トさせたところなのですけれど、こちらにつきましても、当初は７月から本格

的に開始ということで考えていたのですけれども、なかなか、いろいろな事業

者さんとお話をするということが難しい状況がございました。今まさに、いろ

いろと多機関を結ぶ体制をどのように構築するかですとか、あとは多機関が協

働してこれから支援を進めていくに当たっては、やはりそういった人材が必要

だろうということで、では、そういった人材の育成をどのようにしていくのか
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ですとか、そういったことを小グループに分かれて検討をしていただいていま

す。米子市ももちろん入って検討しているところです。 

また、最後に説明させていただこうと思っていたのですけれども、今度、社

会福祉法という法律が改正になりまして、来年の４月施行なのですけども、そ

の関係で重層的支援体制整備事業というものが社会福祉法のほうに盛り込まれ

ました。これは何かといいますと、いろいろな縦割りになっている相談事業で

すとか、いろいろと分野ごとに、高齢者だとか、障がい者だとか、子どもだと

かが、分野ごとに相談支援の仕組みというのが分かれてしまっているのですけ

れども、そういったものですとか、あとはそれぞれの地域づくりに関する事業

ですとか、あとは昨今問題になっています引きこもりの方を社会参加に導くで

すとか、そういったものを一体的に市として行っていく事業が、まだ義務化は

されていないのですけれども、社会福祉法に新たに設けられたということがご

ざいました。これを受けまして、では、米子市のほうで、地域福祉計画に書い

てある総合相談支援センターですとか総合相談支援体制と、この新しい社会福

祉法のところをどう結び付けていくのかというところにつきまして検討を開始

したところです。これは、まず、市役所の庁内で福祉保健部全課が集まりまし

て、プロジェクトチームを結成いたしまして検討をしているところです。来年

度に向けて何らかの形を取りたいというふうに思っておりまして、ゆくゆくは、

先ほど個別検討会の話がありましたけれども、こちらとも意見交換をさせてい

ただきながら進めていきたいというふうに思っております。今の状況はそう

いったところです。 

（加川委員長） 

はい、ありがとうございます。少し、吉野さんも言われたとおり、米子市内

で活動されている実際のどこを切り取ってここで議論をするか、具体的なとこ

ろを出さないとなかなか難しいだろうということだったと思います。そのあた

り、個別検討会もしくは次回のこの推進委員会の具体のプロジェクトとか、こ

んなことをやってみようというのを少しもんでいただくということかなと思い

ます。 

（高野委員） 

すみません、初めてなので、すこしよく分からないのですけれど、この資料

３にいろんな検討項目というか、取組項目というのが書いてあって、これは案

だということで先ほどお話があったと思うのですけれど。例えば個別の検討委

員会の中で、進捗とか評価を中心になってやっていきますとか、この項目自体

も例えばということではあろうかとは思いますけれど、そういうことなので

しょうか。 

（手嶋主任） 

そうですね、個別検討会の中では、評価と進捗管理ということよりは、むし

ろ、こういう取組ができるのではないかという協議を行っていただくことを今
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想定しております。進捗管理やこの取組の評価は、委員の皆様のおられる推進

委員会の場で諮っていきたいと思っております。 

（高野委員） 

はい、分かりましたけど、この取組は案ということで、まあ例えばというこ

とで書いてあるという説明だったと思うのですが、このことからとりあえず

やってみようか、みたいなことで考えればいいのですか。 

（手嶋主任） 

そうですね。計画を策定して、４章に、４章というのが４１ページからにな

るのですが、こういった各取組を行っていきますというのを掲げさせていただ

いておりまして、その中の、今このＡ３の用紙にですね、基本目標１の(１)と

いう項目だけを記載させていただきましたので、例として、この項目だけ記載

させていただいておりまして、その一番上に書いてあるボランティア団体の支

援という取組を例に、こういった指標を、このボランティア活動者の増加とい

う成果に関わる「指標」だとか、ボランティア活動への支援という、活動に関

わるような指標だとかをちょっと設けてみるという例を示させていただいてお

りますので、この４章に掲げる各取組について評価進捗管理を行っていくとい

うふうに御理解いただければと思います。 

（高野委員） 

ですから、これらの項目の具体的な取組について、個別の検討会で、この中

でこう分けたいとかっていうことではないということですか。 

（手嶋主任） 

そうですね。今想定しているのは、そういうものを想定していなかったです。 

（加川委員長） 

すみません。この場は推進委員会なのですけど、推進委員会が一つ一つの項

目について評価するわけではありません。これは市町村の行政計画なので、市

町村がきちんと評価します。社協と共同の計画なので、社協が評価しますとい

うことです。ただ、あとは誰にも、市民の皆さんにも見てもらわなくて、行政

で評価をやって、誰もそれは知りませんというのはよろしくない。ここでこの

計画の評価というのをどう行政がするか。計画を回していくプロセスの一つな

ので、やりますと。その評価は、一個一個の項目ではなくて評価しているとい

うことが、続いて皆さんに検討いただくというようなイメージです。その中で、

それぞれ皆さん、ここについてはぜひ言いたいというこだわりがあったり、こ

れについて、私、日頃やっているから、もうちょっとこんなふうにすると活動

が良くなるよ、ということは、それぞれ皆さん、ピンポイントでどこの部分を

取り上げてお話しいただいてもいいですといった感じです。ただ、少し何か誤

解があるような言い方だったらすみませんけど、皆さんが評価するのではない

です。 

（高野委員） 



20 

 

そうであれば、この個別の検討委員会の役割というか、推進委員会との役割

がですね、非常に何か分からない感じがしています。今、先生がおっしゃるよ

うに、推進委員会の中で、こういった行政がやっていることについての評価を

していくのだということは理解できますけれど、この個別の検討会で何をする

のかなというのが少し分からないと思ってます。 

（吉野委員） 

私も、高野さんが言われるような問題が必ず出てくると思うのですね、この

A３の横長のもの（取組の評価表）を見て話をすると、これは、もうすでに決

められた計画の骨子、計画の内容ですから、この一つ一つをここで論議するこ

とではなくて。ここでは推進委員会ですから、要は総合相談支援センターが何

年か先に、まあその辺の計画がきっちりしないといけないのですが。例えば３

年なら３年の内に、全てのセンターが設置できるようになるためのスケジュー

ルがどういうふうに進められていくか。そのための、例えばモデル事業として

去年から始まっているものが、今年度どの辺まで来ていて、その総合相談支援

センターのモデル事業の、センターそのものの機能はどこまでできているのか。

あるいは、それの中での問題点はないのか。先ほど言われたモデル事業では、

「なんでも相談」をやってみた。実際どのくらいの相談があって、それは全て

うまく解決したのか。あるいは、人材の研修をした。それはどういう人たちを

対象に、どんな研修がなされたのか、といったようなことが話されることによっ

て初めて総合相談支援センターのアウトラインみたいなものを、みんなが共有

できるわけですね。そして、ここにいろいろな団体の方が来ておられますから、

障がいの分野からだとか、こういう問題についてはまた別な視点があるのでは

ないかというような発言が出てくる。つまり、どんな形で相談支援センターを

つくっていくことが大事なのかという論議をすることが大事ですし、その相談

支援センターをつくっていくもう一つの問題として、エリアネットワーク会議

というのが、モデル事業の中で統一的にされているか、されていないか。この

エリアネットワーク会議に、どんな話がなされているか。その話の内容が、こ

の項目の取組の第３章にあるような内容が、このエリアのネットワーク会議の

中で話されているかどうか、というような問題ですし、そこに、どのぐらいの

ジャンルの人たちが集まってきているのか。例えばハローワークや市社協や、

そこの辺は来ているけども、法関係の方だとか企業などだとか、そういう問題

はどうしたらいいのかという、折角支援体制づくりのイメージ図があるわけで

すから。このイメージ図を、いつまでにどういうふうにつくっていくのかとい

うことを検討していくのが推進委員会の仕事ではないかということで、先ほど

の発言をしたわけです。その分科会というか、新しく二つに分けられる分（個

別検討会）が、１の検討会がこの緑色の部分（総合相談支援体制の構想）なの

か。２の検討会がオレンジ色の部分（地域の支え合い推進体制）なのか。そう

いう区分けだと非常に分かりやすいのではないかというふうに思うのですけれ
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ども。いかがなものでしょうか。この図は、皆さんも持っておられますよね、

配ってあるわけですよね。これをどうつくるか、という話が私には分かりやす

いと思うのです。 

（大橋次長） 

今、吉野さんから発言があったとおりでして、基本的には推進委員会ですか

ら、ここにある計画、７０個くらい事業があるのですけれども。それを米子市

内で着実に実践していく。それを点検していただくという意味で、推進委員会

をつくりましょうという話で今、ここに皆さんにお集まりいただいています。

一方で、この計画の中身を見ていますと、具体的なこともあるし、抽象的な表

現で止まっているところもあって、もう少し具体的に、例えば予算を通そうじゃ

ないかだとか、事業化がいるのではないか、「ボランティアコーディネート機能

を充実させる」と書いてあるのだけれども、それは具体的に何をどう意味する

のか、というものがあります。もちろん役所である私たちが原案を出して、そ

れを委員の皆さんに叩いてもらう、というやり方もあるのですけれど、この地

域福祉実践そのものが、住民参加のプロセスをとても大事にしている計画では

ないかというふうに私どもは考えていまして、それを皆様方と共有して議論し

たい。ただし、１８人全員で議論すると、なかなかこう、最初に手嶋も言いま

したように、議論が拡散をしたりとか、「私、あまりそこ知らないのだけど」と

いったところは興味が持ちがたい。そういったことがありますので、一応のと

ころ、小分けをしてですね、例えば総合センターをつくるということになると、

非常にテクニカルなことが多かろうかと思います。例えば法関係はどうかとか、

今の現代のシステムからどう移行しようかというテクニカルなことが多い。も

う一つの側の、ワークグループのほうは、もう少し広い意味で、本当に地域福

祉施策そのものの全体を所管することになりますので、そこは私が参加して意

見を言いたいと、こういうことが一つ。これは、よく分からないところを追及

していていって詳しくしていこうという、前に向かったことですね。それから、

もう一つ。評価ということは、米子市役所がどのように怠けているかをチェッ

クするところでございます。これは全員でやっていただきたいなと思います。

というのは、ここにおられる方それぞれの専門領域とか活動領域をお持ちなの

で、そういう意味で、「あなた方はそういうふうに頑張っていると言っているけ

ど、そうではないのではないか」というかたちになってくると思いますので、

評価自体は全員でやっていただきたいのです。今日の提案でですね、実はその

評価をするために、先ほど先生もおっしゃったように、まず１次評価は私たち

がします。当然のことです。取り組んでいる人間として、「自分たちはちゃんと

やったぞ」とか、「やってないぞ」とか、これを決めていくのですけれども、そ

れをさらに追及していただくのが、この委員会です。それは全員でやりたいと

いうふうに思っていますので。今日お渡しした資料は、私たちが検討する際に、

一定のマネージメント手順を持っているのですね。こうやって、ＫＰＩだとか、
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そういった手順があるので、そういったものを一応つくって私たちは自己評価

をしますので、その結果をこちらに御報告しますから、「社会実態として、あな

た方の報告には少し欠点があるよ」とか、「なるほど、そのとおりだ」という御

評価をいただく。こういうふうなことで分けておりますので、御理解をいただ

ければと思います。 

繰り返しますと、先ほど申し上げたワークグループは、より計画を深化、実

行するための知恵の集まりだということです。ただ、計画の評価は、終わった

ことに対してどうだっていう評価をしている。こういうことが大切です。よろ

しいでしょうか。 

〔「分かりました」と声あり〕 

（中村委員） 

資料３につきまして、この一番上に、「ボランティア団体の支援」というとこ

ろが一つ具体的な例と出ているのですが、この指標なのですけれども、ボラン

ティア活動者の増加、これは数的なことだと思うのですが、もう少し何か質的

なことに対する指標もあったほうがいいのではないかなというふうに思いまし

た。 

（大橋次長） 

中村委員からありましたように、今ここに出したのは、あくまでサンプルで、

「こういうところが足りない」というのは多分にあろうかと思いますので、私

たちがこの評価フォーマットの素案を作った段階で、各委員に御紹介します。

それで、委員会を開くのですけれども、それ以前でも意見があれば、どんどん

いただきたいとは思っています。実はコロナの関係がありまして、なかなかこ

ういう会議を開きがたい状況にはありますので、できればネットの環境を使い

ながら、あるいはファックスなどの通信環境を使いながら、相互に意見交換を

していきたいと思いますが、今日のところはこんなサンプルだということで御

理解をいただけますでしょうか。 

（中村委員） 

サンプルは非常に大切で、そのサンプルがイメージになりますので、ぜひ質

的な部分を入れていただけたらと思います。 

（大橋次長） 

はい、かしこまりました。 

（三輪委員） 

すみません。この今のスケジュールというか、この評価に関してすこし質問、

確認なのですけれども、この資料３の進捗管理・評価項目というのは、この計

画書の各項目のものが全て出てくるという理解でいるのですが。次に、この資

料２のこのスケジュールを見ると、この評価項目の確認というのが１２月に

なっているのですけれども、この評価シートが全部出るのが１２月までかかる

ということになるのでしょうか、ということをちょっと確認したいなと思って
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います。というのは、この計画をつくったのが、昨年度の３月までにつくって

いて、実際スタートするのに１年かかって、来年度からというふうになるのか

ということが少し気になっていますので、そのあたりのスジュール感を教えて

下さい。 

（手嶋主任） 

はい、そうですね。確かに、計画の策定後 1 年後からその基準が決まるとい

うのは、遅いと思われるというのは、本当にごもっともだと思います。担当各

課で、この指標を決めていく作業をさせていただきたいと思っておりますが、

この指標がなかなか、さっき中村委員からも御指摘があったとおり非常に難し

いものだと思っております。成果指標を単純に、ボランティア活動者の増加と

いうことだけでいいのか。じゃあ、その成果を求めるためにどういう活動が必

要なのかという、活動に係る指標も必ず必要になってくると思うのですが、一

方で、その成果は数で表せないような取組もあったりすることが想定されます

ので、少しこちらを、時間をかけて吟味して、形だけにならないように整えて

いきたいというふうに思っております。 

（大橋次長） 

そのことに関しては課長として、まず、おわびをしなければいけないことが

ありまして、当初の予定ですと、もうこの会議で完全なものが出ていて、「さあ、

どうでしょう」と提案する予定だったのですけれども、実は私どもの課のほう

が、特別定額金 10 万円を配る作業にかかってしまったもので、この間の 4 月、

5 月、6 月、7 月まで全業務がそちらにいってしまっていたものですから、少し

遅れてしまいました。本当は今日の会議で、「こういうフォーマットでやってい

きますから、どうぞ皆さん、確認ください」という形で行こうと思ったのです

が、できなかったということで、おわびをしたいと思っていまして、これから

精力的に、できるだけ早く詰めてまいりたいとは思っております。 

（三輪委員） 

ありがとうございます。そういった事情があるということは重々承知してい

ますので、これからペースを上げてくれることをお願いしたいと思います。あ

と、先ほどの指標が、多分いろいろな指摘が出ると思うのですけれども、完璧

なものを待っていても、多分進まないと思うので、とりあえず走らせながら、

項目はこの委員の皆さんから指摘があった都度、また見直せばいいと思います

ので、あまり完璧な計画を待つよりも、とりあえずのところでスタートすると

ころも少し検討いただければというふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。 

（大橋次長） 

はい、ありがとうございます。手嶋のほうも、完璧なものを用意しないとい

けないと思ってドキドキしていたと思いますけども、今の御発言で、荒いもの

ですけど、なるべく早く提示をして、皆さん方とお話をする。こういう形でもっ
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ていきたいと思いますので、どうぞ御理解をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。ありがとうございました。 

（加川委員長） 

地域福祉計画は数値で出せるものもありますので、それについては指標を出

していただくということ。もう一つは、中村委員さんも同じような趣旨で言わ

れたと思いますけど、まあ質的なことは、地域福祉計画ではプロセスゴールと

言いますけど、プロセス、この 1 年間でどれぐらい、まあ完璧にやり切ったと

いうわけではないですけど、2 年先、3 年先も含めてどれくらい今年改善した

かというようなことを盛り込んでいただければ、それはそれで評価になります

のでいいかなと思います。と言っている間に、もう８時になりそうです。もし、

もう一つぐらい何か、ということがありましたら。よろしいですかね。 

今日はさわりの枠組みの部分だけなので、皆さん若干まだ、はてなというと

ころがあるかと思いますので、それはまた事務局と少しやり取していただくと

いうことを含めて、今日のところはこの辺りでよろしいですか。すみません、

何かせかすようですけど、そうしましたら、議題については以上です。6 番目

「その他」について何かありますでしょうか。 

（山崎室長） 

すみません。今回、貴重な御意見ありがとうございました。では、事務局の

ほうからですね、２、３御連絡をさせていただきます。まず日程の件なのです

けれども、スケジュールお示ししておりましたが、先ほど来から若干お話あり

ましたように、このたびの新型コロナウィルスの感染の状況というのがどうな

るかということによりまして、このスケジュール、今、案としてお示しはして

おりますけれども、これがこのとおりにいかなくなる可能性もございますので、

その辺りはどうぞ御理解いただきますようにお願いします。もしかしたら会議

自体が開けないということもあるかもしれません。あと、会議自体が難しいと

いうことであっても、例えば書面でのやり取りですとか、メールでのやり取り

等で皆様から御意見をいただくですとか、先ほどありましたように、例えば評

価指標のところも、皆様から御意見をいただけるような気もしましたので、そ

ういったやり取りをさせていただくということも当然ありますし、あと、会議

のやり方自体も、今回はこうして皆さんお集まりいただきましたけれども、リ

モートで、テレビ会議のような形で、させていただくということも、我々想定

をしております。そういった環境にある方については、そういった御協力もい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上で

す。 

（加川委員長） 

委員の皆様もよろしいですかね。では、皆さん全員に御発言いただくという

ことができなかったので、それは申し訳なく思いますけれども、また個別検討

会等々で、皆さんそれぞれ思われていることをお話していただければというふ
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うに思います。それでは、議題については以上としたいと思います。よろしい

ですか。では最後、事務局にお返しいたします。 

（山崎室長） 

事務局としては特にございませんので、長時間にわたりまして本日は本当に

ありがとうございました。これで終了とさせていただきます。本日はどうもあ

りがとうございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


