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第２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１２月１５日 午後６時３０分開会 

米子市役所本庁舎 ４階 401 号室 

 

出席委員 16 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、深田久美子委員、岩永秀子委員 
 

欠席委員  ２名 

廣江仁委員、植村ゆかり委員 
 

事務局 ２５名 

【米子市】 

（１）景山福祉保健部長 

（２）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、安藤主任、手嶋主任 

企画担当 渡部担当課長補佐、小西担当課長補佐 

（３）その他の出席課 

福祉課、長寿社会課、障がい者支援課、健康対策課、こども相談課、 

子育て支援課、地域振興課、防災安全課、生涯学習課、学校教育課、 

住宅政策課、交通政策課 

【米子市社会福祉協議会】 

（１）福祉のまちづくり推進室  

森本室長、高砂主幹、谷口副主任 

（２）暮らしサポートセンター 

（３）総務課 

 

議題 

１ 取組内容に係る指標・方法について（資料 進捗管理・評価表（案）） 

 

報告 

１ モデル事業の実施状況について（資料 1） 

２ 個別検討会の実施状況について（資料 2） 
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会議成立の報告 

委員１８人中、１６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 

（加川委員長） 

皆さん、こんばんは。年末も迫って慌ただしい中、お集まりいただいてあり

がとうございます。それではまず、会議の公開・非公開についてですがこの会

議の内容から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

ていただきたいと思います。全文議事録も作成して、市のホームページで公表

させていただきますがよろしいでしょうか。 

 

〔「はい」と声あり〕 

 

はい、ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

それでは、次第に沿っていきたいと思います。議題が一つと、報告事項が二つ

になります。まず、議題ですが、取組内容に係る指標・方法について御説明を

お願いいたします。 

 

議題１ 取組内容に係る指標・方法について 

（手嶋主任） 

はい、それでは説明いたします。先ほど、資料の確認でありました１１月初

旬にお配りしたこの指標の評価表（案）についてです。こちら、お送りしたの

が１１月初旬ということになり、遅くなってしまいまして申し訳ございません

でした。事務局で検討を重ねまして、このような案を作成いたしましたので、

委員の皆様に御確認いただいて、このような指標があるという御提案等があり

ましたら、今回の議論でお伝えください。なお、案の表の下部に書かせていた

だきましたが、指標の設定が非常に難しいものは、指標が空欄になっておりま

す。取組内容に係る指標・方法という欄の右側に、今後年度ごとに進捗状況を

まとめて書いていきます。その状況に対する評価、課題など改善の検討という

項目は、指標が空欄になっている項目も、全ての項目で行っていきますので、

それを踏まえた上で、委員の皆様方にまた議論をいただきたいと思います。そ

れでは、よろしくお願いいたします。 

（加川委員長） 
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先月に皆様方のところにお送りしているというものを御覧になっていかがで

しょう。御意見、御質問等ありましたら、お伺いしたいと思います。 

（岩永委員） 

すみません、意見、質問等があります。 

（加川委員長） 

どうぞ。 

（岩永委員） 

質問です。最初の、ボランティア団体の指標という施策についてです。これ

は、４月現在１２２団体で、１０月現在でも同じですが、ボランティアの数が

減っているということですね。この４月の段階では５，０５５人と書いてあり

ますが、その後、減っています。このことについては、どのような見解を持っ

ておられますか。ボランティアデータによると、団体が１２２団体登録グルー

プ、登録数が４，８７５になっていますので、このような数字を指標にして、

５，５００人以上という目安にされていますか。その施策に対しては、講習会

をすると記載してありますが、実態と違うため、このような指標にしていいの

かということが私の質問です。 

（森本室長） 

はい、ありがとうございます。社会福祉協議会の森本です。よろしくお願い

いたします。今、言われます数字は、４月現在で５，０５５人ということです。

月を捉えたり、年度を捉えたりで数字は違ってきます。ボランティアの団体を

退会されたり、また新たに参加されたりで増減がある中、数字が変わっている

というところだと思います。また、今回、５，５００人以上ということで指標

を出させてもらいました。こちらは、５年間の計画ですので、５年間でこの数

字に達したいということです。そうすると年間にボランティアを９０人ぐらい

ずつ増やしていくような計算になります。そのため、こちらとしましては、ぜ

ひこの地域福祉活動や、ボランティアに参加していただく方を増やしていきた

いという中で、来年度の予定にはなりますが、下部に書いておりますボランテ

ィアの活動者向けの講座などで、ボランティアさんにまず興味を持っていただ

くと同時に、ボランティア活動に参加していただく初心者向けの講座を新たに

新年度から年に２回ずつ実施して、ボランティアの数を増やしていきたいとい

う思いを書かせていただきました。５，５００人が適当かどうかというところ

はあろうかと思いますけれども、目標として掲げさせていただいたということ

になります。よろしくお願いします。 

（岩永委員） 

そのあたりの目標の設定というのは、非常に難しいと思います。基本目標は

「地域全体がつながり、支え合うまちづくり」で、基本計画というのが「地域
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を支える住民活動・団体活動の促進」となっていると思います。これに寄与す

るに当たってボランティアが、５，５００人以上いれば、足りるだろうという

ようなところを挙げてらっしゃるわけです。まあ、そのくらいあれば、これに

帰すると。今の段階で減っており、今年４月現在で講習会ゼロですよね。多分、

コロナの関係だと思いますが、講習会をしなかったから減っているなど、その

辺のところ、いろいろな事情があると思います。それから、講習会をすれば確

実に増えていくものかという非常に素朴な質問です。 

（森本室長） 

ありがとうございます。そうですね、一番下に、「令和２年４月現在なし」と

しておりますのは、この活動者向けの講座、初心者向けの講座というのは、こ

れまでしておりません。今回新たに、新年度から取り組んでいきたいというも

のですので、この新たな事業を通して活動者を増やしていきたいというところ

でございます。 

（岩永委員） 

はい。 

（吉野委員） 

吉野です。できれば、今日の議題に沿った形で議論を深めていただきたいで

す。特に報告事項のモデル事業の実施状況が、資料で見ると一枚目の資料、 

一枚ものと、その後の義方・啓成モデルのものが普通に３枚ですかね。３枚、

これが資料ということですかね。ということですので。今回の福祉計画の推進

の中で一番大きな問題は、目標とかそういうこともいろいろありますが、総合

センターをどのようにつくっていくかという、つまり今の仕組みを、現在バラ

バラになっている、障がい・子ども・高齢のそれぞれのセンターを一体化して、

総合支援センターとしてどのように機能させていくかというということが一番

大きな目標ですので、それに向かっているモデル事業の中で、今どのようなこ

とが実際に起こっていて、その中で見えてきている成果部分や、それから課題

の分析といったようなことをやっていかないと、総合支援センターの状況とい

うところ、イメージが全く、この資料を見ているだけではつかめないような気

がします。そのため、後のほうにセンターの業務のところの資料もありますが、

この人数が実際全部で何人なのかというのも分かりません。モデル事業一つで

いいですから、まず現況の状態をここに提示していただいて、そこでどのよう

なことがなされ、何がどのように取り組まれているということを、もう少し見

える化をしていただきたい。どこから論議するかが、委員はわからない。私自

身も、個別検討会に出席できなかったため、今この資料を見ていて、何から話

をすべきかが分からない感じがしますが、いかがでしょうか。 

（加川委員長） 
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すみません。それは次の議題で議論してください。まずは、推進委員会なの

で、ひとまず全体を見ていただきます。そして、時間制約もありますので、委

員会でこのカラーの資料を全部見て下さいというわけではないです。その中で、

気になったところを、先程おっしゃっていただいたように、ぜひこれは言いた

いということを出していただければいいと思います。その後に、吉野委員さん

がおっしゃったように、総合相談は今回の計画ですごく大事なので、報告にな

ってしまいますが、その時に議論いただきたいです。 

（吉野委員） 

私は逆ではないかという気がします。 

（加川委員長） 

優先順位は、それぞれ皆さんの思いがありますが、委員会のオーソドックス

な進め方としては、間違っていないと思います。まず、全体をさらっと見てい

ただいて、その後に大事なのが総合相談ということなので、議題、報告にして

いるということです。吉野委員さんがこれに思い入れがあるというのはよく分

かります。私も大事であると思っています。すみません、順番がそのようにな

っていますが、まず全体を見ていただいて、気になるところを言っていただい

て、その後であると思います。 

（中村委員） 

自治会の加入促進支援のところについて伺いたいです。減少傾向にあるとい

うことで、「現在の数値を維持します」となっていますが、増やすという考えは

ないのですか。それとも、実際の加入は６０％ぐらいが妥当で、ほかのところ

でそれを補っていこう、ということでしょうか。 

（高野委員） 

私も同じことを質問しますので、付け加えてよろしいでしょうか。自治連合

会の高野です。確かにこちらは、全くおかしいことが書かれてあります。自治

会の加入率が減少していること自体が問題なわけであって、加入率が減少して

いるから、これを維持しますというのは、論点や目的など向かっていくところ

がおかしいと思います。自治会加入率下がっているのは、何が原因で下がって

いるのか、それをどのように上げていけばいいのかということが、目標、課題

として出てこないといけないのに、下がっているからこれを維持しますという

のは非常におかしい話であるということです。  

（山内担当課長補佐） 

失礼します。地域振興課山内です。私どもが、自治連合会さんと協力しなが

ら加入促進の活動をしているところでございます。年度ごとで自治会の促進活

動を随時行っておりますが、各自治会で脱退をされたりとか、共同住宅の改修

工事によって自治会が解散されたりなど、各地区によって、様々な事情により
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自治会を解散されるような事例が見受けられるところでございます。そこで、

加入促進につきましては、やはり最大限、自治連合会さんと協力しながら取り

組む姿勢でございます。 

（高野委員） 

私は当事者の団体ですが、どのように取り組むかは、ここに挙げておかなけ

ればいけないことです。一つには、米子市は世帯数が増えて、人口が少しずつ

減少しています。そうすると、加入率は自然になかなか上げにくいという一つ

の大きな要因があります。ただ実際には、やはり加入率が下がってきているの

で、我々が日頃から受け止めている印象の中でも下がってきています。それを

どのように住民が参加するようにしていくかというところが非常に大きな課題

で、「この数字を維持します」というようなところが大事ではないと思っていま

す。 

（加川委員長） 

その数字を維持する取り組みをされているのではないだろうかと思います。

計画の中で数字をチェックしながら、その変化を見て、次に何をするかという

進路の計画であれば、先程言われたように、ボランティア養成であれば、もっ

とこのようなことをしないといけないという、市や社協のプロジェクトなどの

事業に反映させてもらうというように使ってもらうといいと思いました。計画

は、何をもって評価するかというのは難しいですが、ひとまず数字を見ながら

その動きを見て、米子市の中でどのようなことが起こっているかということを

見つつ、実際、何を活動するのか、どんな施策を打っていくかというところを

チェックしていただくというところが、この計画の評価であると思います。そ

れぞれの委員の皆さんの中に、もっとこんなことしたらいいのに、というアイ

デアはあると思いますので、そのようなことは出していただくと、次の社協の

活動や市の施策の中にうまく取り入れられていくと良いと思います。 

（吉野委員） 

その関係するところと、ざっと論議をする。つまり、関係しているところと

協議しながらつくり上げた指標ということではなく、行政や社協が持っている

情報の中でつくられている指標であるため、多くの問題があると思います。だ

から、せっかくこの推進委員会があり、それぞれの関係している人たちがいる

わけですから、こういう指標を出す、計画をどんな形でつくっていくかという

ような、大きなその考え方を変更するということがすごく今大事なのです。つ

まり、このように起案を行政がして、それを委員があれこれと、それぞれの立

場から言い合ってどうこうするというよりも、委員会でなくてもいろいろな形

で関わり合いながら、この指標であればつくれるはずですよね。例えば私で言

えば、介護や見守りの必要な人の指標なんか、サポーター養成員を２万人から
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３万人にするというようなことしか挙がっていない。でも、実際には私たちの

団体の中では、サポーター養成講座の内容が問題だということが問題にされて

いるわけです。そのような数的な問題は問題ではないです。本当に認知症のこ

とを理解している人が、米子市で２万人いたということは、本当は凄いことで

す。しかし、サポーター養成を受けた人が２万人もいながら、なぜ認知症の問

題が、このようにたくさん問題になるかは、実は今まで国が進めてきたサポー

ター養成講座の中身が、医療に偏重した形のものでしかなく、暮らしモデルの

部分はほとんどないため、実際の暮らしの中で困っているわけです。そういう

ことが、全く行われていない。数だけです。これは鳥取県に対しても同じ話を

している。サポーター養成講座をするときに、中身を変えていくことを話して

いる。指定されている中で、違った形でのやり方があるかということで今、話

し合いがされています。そのため、恐らくこれは、たまたまここの部分を見た

だけではそういうことが言えますが、先ほどから出ている質問は、全部一つ一

つの項目をそのような関係する人たちと、少なくとも指標というものをするの

であれば、ある程度現行の中で、根拠に基づいたものをつくらないと、本当に

この中から、棚の上に上げた目標になってしまう気がします。 

（加川委員長） 

その他で、皆さんが気になるところを、出してください。 

（井上委員） 

先程の資料の、ボランティアのものについてです。これは多分、社協のボラ

ンティアセンターに登録されている人の数です。ただ、ボランティア活動とい

うのは、本来は自主的な活動ですから、社協に登録されていなくても自発的に

活動されている方は米子に多くいると思う。そのようなところも、資料に表わ

せていただきたいです。私はむしろ米子人の特徴として、上から組織されない

で勝手に動く人はパワーがあるという感じがしています。そのような面もここ

に入るといいと思います。つまり、ＮＰＯの法人格を取っておられる方、いわ

ゆるボランティア的にやっておられる方はいっぱいおられます。そのような人

が全部このボランティアセンターに登録されているかどうかも分からないので、

そのようなところをもう少し分かるようにというより、ボランティアセンター

の登録者イコール、ボランティアでないように思います。以上です。 

（岩永委員） 

それに関連してのことです。おっしゃるように、例えば米子だと、トライア

スロンを開催します。そのとき、テレビでボランティアを募集すると、多くの

応募があります。そのような人たちは、１２２団体の中に入っていないです。

だから、そのような人たちを活用して、改めてボランティアとは何かというと

ころを、体験した人たちに対して、こういう見方がありますよ、といったよう
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に米子市側に引き込んでもいいかと思います。そのような施策があればいいと

思いながら見ていました。それから、鳥取県であれば鳥取市がマラソンに力を

入れています。そのようなものは、いつもの新聞等でボランティアを募集して

いるかと思います。そのような人たちも１２２団体の中に入っていなかったで

す。そして、いろいろそこの部分を見てみたら、米子市のグループに入ること

によるメリットやデメリットが全然見えていなかった。先ほどの方と関連した

ところで思ったことをお話させていただきました。それから、もう一つ気にな

っているところがあります。それはボランティアではなくて、「市社協」は、す

ごく地区の活動、人に一生懸命やっていらっしゃって、実績を上げてらっしゃ

ると思います。ところが、基本目標１のところの、基本計画「地域課題の発見・

共有・協働の仕組みづくり」というところがありますが、そこに、「地域アセス

メントによる課題の発見・共有」というのがあります。実際に実施されている

のが、令和２年度４月現在で９地区という形になっています。実際そこも、ホ

ームページから見ましたが、内容がつくられた時点で、止まったという感じが

しています。やはり、そこの地域の課題を見つけるというところが非常に重要

であると思います。そこが止まっているのは、よくないと思います。確かにこ

こに仕様として、「9 地区策定済み」となっていますが、そこで止まっていたら、

課題などが新たに出ると思います。そのあたりのところをきっちりとやらない

限りは、大きな総合的な云々というところに結びつかないと思います。そのよ

うなことをどうお考えになりますか。 

（谷口副主任） 

ありがとうございます。米子社協の谷口です。先ほど質問いただきました福

祉のまちづくりプランを通じて地域課題の発見・共有を図りますということで、

「９地区策定済み」と書いてありますが、止まっているという御意見を頂きま

した。本当におっしゃられるように、過去に米子市社会福祉協議会では地区社

協単位をモデル地区というように指定をして、そこに重点的に職員が関わるこ

とによって、大体１年半から２年ぐらいかけて住民さんと一緒に、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ものを策定していきますが、

過去に策定をしてきた中で、現在完成しているのは９地区です。やはり５カ年

計画や３カ年計画を立てていく中で、その計画を動かしていただくのは住民さ

んである、という形で住民主体の活動につなげていきたいという思いはありま

すが、止まってしまっている、更新ができていない地区というのもたくさんあ

ります。そこは米子市社協としても反省点であると感じております。直近で完

成しております福生西地区、福生東地区については、策定後も市社協の職員が
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定期的に、その地域に進捗管理に一緒に入らせていただくような関わりをする

ことで現在の地域福祉活動につながっています。ただ、米子市社協としてはこ

れを全地区に広げていきたいという思いはありますが、現在の地域福祉担当の

職員の人員体制では、モデル地区を指定しながら、ここに書いてありますよう

に、それでも年間に２地区ずつはこれから増やしていきたいという思いで書い

ております。福祉のまちづくりプランを策定するのに時間はかかりますが、丁

寧に、住民さんに主体的に動いていただく活動計画をつくる作業です。やはり、

事務局側が勝手につくり上げたみたいな格好にならないように丁寧に住民さん

と協議を重ねたり、アンケート調査をしたり、それから福祉施設の把握をした

りなどです。加えて、実際に地域に活動していらっしゃる団体さんから意見を

頂くという作業をいろいろと行っていく中で、どうしても時間がかかってしま

うところです。ただ、市社協としてはこれをスピーディーに展開していきたい

と思っていますし、策定済みの地区に関しても、二次計画をつくっていただく

ような働きかけをこれからもしていく必要があると思っております。 

（岩永委員） 

ありがとうございます。それと、今回、義方地区をモデルに、いろいろなさ

っておられますが、それ以前の５カ年計画のものがホームページに載っていま

して、公民館の２９地区の良いところや困っていることについての実態調査も

ありました。それプラス、いわゆるＴＱＣ的な形で、こういうふうに展開しま

すよというのもありました。良いところ、問題点、課題、みたいな形できっち

り分かれていて。モデル地区の義方地区においてそのときとほとんど内容が変

わってない感じがしました。実態調査もきっちりされて、せっかく２９の公民

館がいろいろな形で問題点を出されていて、ＴＱＣ手法できっちりと出されて

いたのに、全部途中で止まっていました。だから、そこのところをＫＪ法か何

かでまとめていけば、どこにどういう問題があるのかというのもきっちり出て

くるのではないのかなと思います。だから、何か宝の持ち腐れではないのかな

と、個人的には思っています。以上です。 

（加川委員長） 

はい、ありがとうございます。と言っている間に、今日は３本の柱があるの

ですが、予定の３分の１ぐらいの時間が経ってしまいました。どうでしょうか。

行ったり戻ったりしてもいいですし。さっき、吉野委員さんからも、総合相談

がすごく大事ではないかというお話もありましたので、そこが時間切れになる
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と、申し訳ないので、ひとまず、時間の制約があるので、二つ目の報告事項の

（１）のモデル事業のほうを御検討いただくということでよろしいでしょうか。

その中で、また皆さんが気になるところをいろいろお話しいただいたらいいか

なと。 

（大橋次長） 

すみません、よろしいでしょうか。今回は進捗管理ということで、指標はこ

ういうものはどうだろうかとお出ししたところですけれども、実は進捗管理を

するのに、手法としてはいろいろございます。例えばＫＰＩを使うのは最近の

ビジネスモデルの中にあったりもしますし、昔から伝統的に市役所でやってい

るのは、例えばどれぐらいやったかという活動指標を使う。あるいは社会状況

がどう変わったかというのは、アウトカムを使うとかいろいろやっているので

すけども、今回はなかなかそこをうまく統一できませんで。その中で御指摘が

あったような揺らぎもあります。ですけれども、今後も部会を開いていきます

ので、そういう中で、指標はこういうのを取ったほうがいいのではというのが

あったら、どんどん改定していこうと思っていますので、今日のところは出発

点というふうに理解いただければと思います。それから、岩永さんが言われた、

具体的な活動方法についても御指摘をいただければと思います。そういうこと

を比較的話しやすいような環境で話すために部会を用意していますので。部会

は一応メンバーを決めていますが、どこへどう出られてもいいですと。とにか

く自由に発想して、皆さん方が「こういうのをやってみようよ」っていうこと

を教えていただくための会議だということで理解をいただいて、今日のところ

はこれで御勘弁いただければと思います。よろしいでしょうか。お願いいたし

ます。 

（加川委員長） 

はい。先ほど委員さんからもありましたけど、この計画はいろいろな部署と

関係するところで、いろいろなところから指標を持ってきたり、こういうので

いったらいいのではとか、市役所からいろいろ出てくると、中で作っていると

いう面もあって、なかなか総合的にまとめるのに皆さんも御苦労されているし、

委員の皆さんから見ると、何か少し凸凹だなと思いもあると思います。ただ、

これも始まったばかり。１年目のちょうど真ん中まで来たというところで見て

いただいているものなので。先ほども言われましたが、少しずつ皆さんと整え
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ていけるといいのかなと、私も思いました。それでは、モデル事業の実施状況

についての御説明をお願いいたします。 

 

報告１ モデル事業の実施状況について 

（手嶋主任） 

それでは、モデル事業の取組について御説明をいたします。まず、右肩に「資

料 1」と書いたカラーの地域福祉計画に掲げる体制のイメージ図が載ったものを

御覧ください。赤だとか青だとか黄色だとか緑の点線で丸がしてあるような資

料になります。こちらが、モデル事業で取り組むところを体制図に見える化し、

作成したものです。まずこの、緑・黄色・青の破線の丸で囲んであるところに、

「コミュニティワーカー」とございます。あと、その少し上の赤い破線で囲っ

た四角の人のイラストがあるところの下に、「コミュニティソーシャルワーカー」

という名前があります。こちらのコミュニティワーカーが、地域づくりを支援

していく人材として計画に掲げております。また、コミュニティソーシャルワ

ーカーというのが、複雑な課題を抱えた人や世帯の支援のキーになってくる人

材です。計画にも、こういう人材を配置していきますということを掲げていま

すが、ワーカーの名前が、実は個別検討会の中でも御意見をいただいたり、あ

と、市に寄せられる住民さんからの意見として、片仮名がちょっと分かりづら

いというような御意見を頂いております。市としては、この片仮名の名前から

漢字の名前にさせていただこうと思っておりまして、「コミュニティワーカー」

を「地域活動支援員」という呼び方にさせていただいて、「コミュニティソーシ

ャルワーカー」を「総合相談支援員」という呼び方にさせていただきたいと思

っております。ただ、相談支援事業所の方だとか福祉の専門職の方はですね、

このコミュニティワーカーだとかソーシャルワーカーというもともとの言葉が、

普及している言葉ですので、そのほうが分かりやすいという部分もございます

ので、場合によっては使い分けることもあるかと思いますが、まず説明として、

「地域活動支援員」が「コミュニティワーカー」、「総合相談支援員」が「コミ

ュニティソーシャルワーカー」ということで、ちょっと御確認をいただければ

と思います。すみません、最初に名前の報告でした。では、地域を基盤に行う

モデル事業の取組の説明について、市社協さんのほうからよろしくお願いしま

す。 

（森本室長） 
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はい、失礼します。地域力強化推進事業の取組について報告させていただき

ます。この資料１のイメージ図と、それから地域力強化推進事業の取組（義方・

啓成モデル地区）と書いた資料、この二つを並べていただいて見ていただけれ

ばと思います。この事業は義方地区と啓成地区でコミュニティワーカーをそれ

ぞれ配置してモデル事業を実施しております。義方地区は昨年の８月から、啓

成地区は今年の７月からモデル事業を行っております。イメージ図を見ていた

だきまして、大きく三つの取組に分かれますけれども、イメージ図の黄色で囲

っている部分が、地域活動ネットワーク構築ということで、住民活動の推進や

活性化を支援する取組になります。緑色で囲んでおりますのが相談の受け止め

ということで、住民の様々な個別の困り事や住民活動に関わる相談を受け付け

て、コミュニティワーカーが一緒に解決に向けた働きかけを行うという取組に

なります。青で囲っている部分が関係機関等へのつなぎ・連携としまして、緑

で受け止めた相談につきまして、コミュニティワーカーができることは支援さ

せていただいて解決するのですけれども、ケースによっては関係機関へつなぐ、

また専門的な支援も含めて連携しながら解決に向けて取り組むということで、

青を関係機関につなぐという取組をさせてもらっております。 

初めに、黄色の部分です。「地域活動ネットワーク構築」について説明をさせ

ていただきます。これは、住民活動の推進を目的に、地域の中で今現在行われ

ている住民活動が活性化するようにコミュニティワーカーが働きかけることや、

また既存の活動と社会資源とをつなげることで、新しい取組が何か生み出せな

いだろうかというようなことを行っております。地域活動団体などの社会資源

は、イメージ図の中の１番～１０番を想定しています。これだけではないとは

思うのですけれども、１番 自治会、２番 地区社協、というふうに番号を振ら

せてもらっております。別紙のほうに１番～１０番まで番号を振って、コミュ

ニティワーカーとの関わりというのを書かせていただいております。例えば１

番の自治会ですと、全自治会を対象に自治会長さんのところに訪問をさせても

らって、地域課題やニーズの把握、また一緒に地域の中を歩いて、町の状況を

聞かせていただくというようなことを実施しております。またその中で、いき

いきサロンの立ち上げや、企業との災害の避難協定、また、空き家がたくさん

あるが活用できないだろうか、というような御相談を受けております。１番の

自治会とコミュニティワーカー、５番のボランティアとコミュニティワーカー

というような一対一の関係性で一年目はきたのですが、義方地区は二年目に入
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りまして、例えば、１番の自治会と７番の福祉事業者との災害時の避難協定で、

その自治会の中にある高齢者福祉の施設を一時避難場所とする協定を結ぶ際の

お手伝いをしたり、２番の地区社協と４番の学校ですと、鳥大の学生さんと地

区社協との活動を協働して結びつけたりしました。また、１番の自治会、３番

の近隣住民、６番の企業、７番の福祉事業者の４つの団体が連携して、ショッ

ピングリハビリの計画を立てているところです。２年目に入って、地域の中に

ある複数の団体が協働するという広がりも見せております。コミュニティワー

カーが介入してマッチングやコーディネートを行うことをきっかけに、活動の

活性化につながっていると考えております。今後もこの取組を継続させてもら

って、地域の力が高まっていくように取り組んでいきたいと思っております。

ただ、新型コロナウイルスの影響がございまして、地域づくりに一番大切かと

思いますけれども、住民の皆さんが集まって話し合うというような機会が、こ

の一年すごく減ってしまいました。自治会の総会や地区全体の会議が中止にな

ったり、書面決議になったり、なかなか集まれない状況の中で、本来予定して

おりました、資料の真ん中にあります地域支え合い推進会議や自治会ごとの地

域懇談会が十分にできておりません。そういった状況の中で、今できることは

何かということを考えながら事業に取り組んでいるところでございます。 

続いて、緑の部分です。「相談の受け止め」ですけれども、これはコミュニテ

ィワーカーが地域の中に「福祉なんでも相談」という窓口を開かせていただき

まして、電話相談や、アウトリーチ、こちらから出かけていって相談を聞くと

いうようなことをさせてもらっております。相談は 2 種類です。個別の困り事

について相談を受けることと、地域活動に関しての相談に対応することです。

特に住民さんからの個別相談については、そこにも書いておりますけれども、

生活困窮の課題であったり、高齢者、また近隣とのトラブルであったりとか、

子どもさんの一時保育に関する相談など、多岐にわたる相談です。高齢者の相

談が比較的多いという状況ですし、義方地区は 2 年目に入りまして、周知や口

コミということで、地域住民さんから直接電話で相談を頂くような場面も増え

ております。もちろん行政にも相談窓口はあるのですけれども、どこに相談し

ていいか分からないという方へのそういった課題の整理や、制度のはざまの問

題で相談窓口がないというような事柄について、コミュニティワーカーが一緒

に解決に動いていきたいというふうに考えております。それら 3 番、「関係機関

等への繋ぎ・連携」ということで。福祉なんでも相談で、緑の部分で受けた相



14 

 

談を、軽度な支援があれば解決できるものはコミュニティワーカーが行うので

すけれども、やはり関係機関への相談やつなぎが必要なケースも多くあります。

行政へ依頼が必要なことについては、担当課に連絡をさせてもらって連携して

対応をしておりますし、高齢者の方・障がい者の方の相談については、包括支

援センターや相談支援事業所につなぐようなケースも幾つかございました。課

題を抱えていても、なかなか相談されない、また、相談窓口が分からないとい

うことで、状況が悪化してしまうというようなケースも地域の中には埋もれて

いるかと思います。コミュニティワーカーのアウトリーチや、また、住民さん

とネットワークをつなぐことで、間に入ってもらった住民から相談を受けると

いうことで課題を早期発見して専門機関につないで、早い段階で解決していく

という取組にしていきたいと思っております。こういった個別の相談を解決す

る支援や、住民活動のコーディネート、ネットワークづくりということについ

て、このモデル事業で実績を積んで、成功体験を積み上げていくことで住民の

皆さんとの信頼関係を築いていくということが必要だと思っておりますし、成

功例や失敗例もあるのですけれども、このモデル事業で取り組んだ事例は今後

の米子市全体の地域福祉推進に役立てるような事業として進めていきたいとい

うふうに考えております。すみません、短い時間でかいつまんでですけれども、

以上になります。 

（手嶋主任） 

それでは、もう一つのモデル事業の報告をさせていただきます。もう一つの

モデル事業が資料１にある赤い枠の四角だとか破線の丸で囲んであるところで

す。取組をしていく「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」というも

のになります。字のとおり、多機関ということなので、いろいろな機関が関わ

って支援体制をつくっていく事業になります。計画の中で総合相談支援センタ

ーの設置を掲げていますが、そのセンターで行っていくような業務になります。

大きく二つグループをつくって検討しております。赤い枠の四角の右側ですね、

総合相談ワーキンググループと書いてあるのですが、これは何をしているかと

いうと、赤い破線の丸の中心部辺りに、「エリアネットワーク会議」という四角

があります。その下に、「複雑、複合的課題を抱えた人への支援など、多機関協

働で支援方針の検討。困難ケース対応支援、ワーカーのバックアップ。ケース

に合わせて必要なメンバーを招集」と書いてあるのですが、こういった取組を

この多機関の事業の中で行っております。具体的にどのようなにしているかと
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いいますと、地域包括センターの職員さん、一般相談支援事業所の職員さん、

権利擁護関係の機関の職員さん、コミュニティワーカーさんと市の職員も加わ

って、そのメンバーの中のキーになる相談支援包括化推進員という役割を持っ

た方が、実際に支援を必要とされているような世帯に家庭訪問をされたりしま

す。あと、そこの支援に関わっておられる事業所さんが聞き取りをされてです

ね、このような複雑な課題を抱えている世帯をどうやって支援していこうかっ

ていうのを、メンバーで集まって協議を重ねていっています。冊子の資料の下

のほうに、①から③がありますが、今年モデル事業として支援を検討している

ケースです。三つのケースを検討しているのですが、例として①番のほうで説

明していくと、8６歳のお母様と４０代の長男さんが二人暮らしをされていて、

お母さんは認知機能が低下しており、長男さんは統合失調症であり、支援する

地域包括支援センターの職員さん、あと統合失調症の息子さんの支援に入られ

ている事業所さん、それぞれの事業所さんがそれぞれに支援に入られていて、

その世帯でどういった困り事があるかというのを、世帯全体として把握ができ

ていないという事情があります。たくさんの関係者が関わっているのに全体を

把握している人がいない。よって支援が、生活が少しでも良くなるようなもの

になっていないというような課題が上がっております。あと、こういったケー

スを扱うに当たって、総合相談支援センターで相談を全部受け止めはするので

すけど、どういった支援を中心に考えていくのかということで、こういった重

い世帯全体に係るような課題を抱えたところの支援に、特に力を入れていく必

要があるかと思うのですが、その支援をどうやってその基準を設けるのかだと

かということが難しい、という意見が出ております。今の二つのワーキンググ

ループがあるうちの一つは、こういった活動をしております。二番目、最初の

資料 1 のカラーのところですね、左側の四角の枠で、「人材育成ワーキンググル

ープ」とあるのですが、これが、そのワーカーを育成していく研修のカリキュ

ラムを検討しているワーキングになります。これは、先ほど申し上げた、実際

に支援を検討していくワーキングの意見を取り入れたりしながら人材育成のカ

リキュラムを考えていくワーキングをしております。先ほどの冊子のものの続

きですね。②人材育成ワーキンググループという、ここに書いてあるのですが、

今考えているカリキュラムの案としては、「研修の導入」がありまして、その次、

２番が「対人援助コミュニケーションスキル」という項目になっております。

これが、人と接するときに、支援を必要とされている方と接するときや、あと



16 

 

は多機関協働で、いろいろな事業所さんと連携していくときに、対人関係のス

キルで身につけるようなものを研修で行っていくものになります。③が「見立

てのスキル」ということで、これが、その世帯が全体としてどういう課題があ

って、生活でどういう困り事があるのか、というのを見極めるようなスキルに

なっていきます。4 番が「調整のスキル」とありますが、一つの事業所だとか一

つの団体では支援が難しいときに、どういった形で連携をしていくのかという

ところの成長に力を入れるようなカリキュラムを今つくっているところです。

すみません、短いですが、モデル事業の取組、多機関の協動による事業のほう

は以上になります。 

（加川委員長） 

はい。今取り組んでおられて、皆さんもそれぞれ見ておられる分とどうです

か。 

（吉野委員） 

あの、正直言って、とてもがっかりです。やはり、これだけの資料だから、

そうかなという感じはするのですけども。例えば、最初の地域力強化推進事業、

地域活動ネットワーク構築。黄色のところで一番大事なのは、地域支え合い推

進会議をどうつくるかということですよね。ここで話さずに、たった１人しか

いないコミュニティワーカーがいろいろなところとつながりながら運動をつく

り出すなんて、それはほとんど、その他のコミュニティワーカーを潰してしま

うことになりはしませんか。そのような、例えばこれ、小学校区に１人ですよ

ね。 

（森本室長） 

今は小学校区に。 

（吉野委員） 

小学校区に１人ですよね。小学校区の人口が大体３，５００人くらいですか。

それをコミュニティワーカー１人で、いろいろなそこにある社会資源と個別に

つながりながら問題を解決していくなんて、ほとんど不可能ですよ。一番大事

なのは、せっかくここに図のある地域支え合い推進会議を、そこにある社会資

源の人たちがどのぐらい参加して、そこでどのようなことが話されて、そうい

うことをつくり出すことがコミュニティワーカーの仕事ではないですか。今の

話では、コミュニティワーカー１人が一生懸命地域を走り回るというこのスタ

イルでは恐らく、僕はつくれないと思います。まず、そこです。せっかく図に

描いてあるのに、これはコロナの関係でこれができていないと言われる。でも、
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ここを今やらないと、この黄色の枠はつながりができないということですよ。

というのが一つです。それから、相談、受け止めについて。もう一つは、逆に

地域支え合い推進会議が、義方だったら 2 年間だけど、この 2 年間の間に何回

開かれて、その議題は何で、どのくらいの人たちが集まって、何が決定されて、

決定されたことがどう実践されたか。その検証をするようなものが出てこない

と、ここで話になりませんよ。今の報告では。「あ、そういうことやったんです

か」ということしか僕は言えないです。私は素直に言えません。何が問題なの

か、ということを論議する場にならないと思いますよ。だから相談だって、ど

んな相談が具体的に出てきて、その相談について推進会議の中ではどのような

話ができて、地域の社会資源のどこと連携しながらその課題に取り組んだか。

そして、その結果はどうだったか、あるいは今取組中なのか。その過程の中で

の問題は何なのか。みたいなものが浮き彫りにならないと、この①、②、③は

恐らく出てこないのではないか。そうすると、それだけでも私はね、かなり膨

大な資料になると思います。２年間その活動を本当に進めてきたのであれば、

このような１枚や２枚では出てきません。それをどう表にして、皆さんに検討

してもらえるような資料に作るか、ということがすごく大事なことではないで

しょうか。 

それから、私も具体的に認知症の相談を何度か受けており、２番目の相談の

ワーキンググループの話でも、例えば支援を検討するケースの①。これ検討さ

れて、具体的に何が問題だったか。例えば、出てきた意見ということだけで問

題が解決するはずがないではないですか。例えば米子市の場合は、共同ケア会

議が簡単に開かれますか。障がいと福祉の会議が簡単に、この場合に開かれた

のでしょうか。これでいくと包括支援センターと障がいの担当者が、あるいは

検査も必要だから医療関係の受診に関わる人たちが、まず一堂に会してケア会

議がなされたでしょうか。で、そこでどんな方針が出たか。実際に半年後に検

証されたかどうか。そういうことが、一つ一つの相談をやるのに必ず私たちは、

少なくとも最低それぐらいのことはしますよ。でも今、私、鳥取県内の市町村

で家庭訪問をしたときに、総合支援が必要なケースがいっぱいあるので、それ

を行政に言っていますが、総合ケア会議って本当に開けないですよ。そこに私

が出ると言っているのだけども。つまり、福祉と障がいの人たちが一緒に会議

をしましょう、あるいは事業者も一緒に会議をしましょうと言っても、開かれ

ないですよ。米子市、それが簡単に開けますか。まず、そこがもう今問題だと

思っているのですよ。家庭の問題をやるというのは総合的にやることだから、

当然そこに、ここのように認知症かもしれないというお母さんがいる。統合失

調症という障がいの支援を受けている人がいる。全部これ、関係者が入ってい

ますよね。入ってなかったらそれ、そういう関係者が集まらないといけないで
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すよね。少なくとも３人は関係者が集まらないと。それを具体的にやることが、

この相談に対して対応することじゃないですか。で、そこで決まったことをさ

らに検証することが必要なので、私はこの三つの事例でもいいですから、具体

的にそのことについて何が検討されて、どのような課題ができて、そして、そ

れが半年後とか１年、どうなってきているか。そういうことを解決しないと、

ソーシャルワーカーの力量がどのような研修をしても上がらないです。 

（山中委員） 

今の話の中で、黄色い点線の枠のところで、先ほどの吉野さんと少し被ると

ころがあるのですけども、スーパーマンみたいな方でないと少し難しいという

ことは思っています。最近、私も障がいに関する困難事例に取り組んでいます

が、確かにこういった方がおられたらとてもこの自治会は助かるだろうなと。

その役割は確かにここに記載はしてあると思うのですけれども、なかなかこれ

は少し、社協の森本さん自身も動かれてみて分かったと思いますが、とても１

人２人配置したところで解決できるような取組ではないので、仕組みをつくる

コミュニティワーカーというのがやはり必要なのかなと。この推進委員会と策

定委員会に出てきたのですけど、やはりモデルが１カ所だけで、それも吉野さ

んが言っておられますが、１カ所だけのモデルでやると、「こんな取組だった」

で終わるので、やはり、比べる二つくらいの何かのモデル地区がないと、なか

なか少しこの先も進んでいかないのかなというふうには思います。どうしても

この地域活動支援員という方をこれからつくっていくにあたって、明確なやり

方というのもつくっていかないと、多分、一人が止まれずにずっと動き続けな

がら、このような活動をやっているということだけで終わってしまうので、そ

のあたりを考えていかないとなかなか推進しないと思います。先ほど吉野委員

がおっしゃっていた、共同ケア会議が米子市で開かれますか、そんな話になっ

たのですかということですけども、私もこのワーキンググループのほうに参加

していまして、ちょうど、この共同ケア会議というのが必要ではないかという

ような話がその会議の中では出ていたくらいで。まだそれが先月のことでした

ので、今後そういった話も進めていくのではないかなというふうに思います。 

（吉岡委員） 

吉野さんからいろいろお話を伺って、恐らくワーカーさんというのは、地域

支え合い推進会議の議長みたいな役割ですよね。そこで何かをマネージメント

するとかいう形で活動はできない。今、義方、啓成だけなので、これがだんだ

んといろいろな地区に広がっていく中で、恐らく地区ごとでまた集まって何か
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検討するようにしないと、米子市がレベルアップしないというか、地区で格差

がそのままというか。当然、社会資源も、人も、人口も、人口の構成もかなり

違うので。今は義方と啓成だけですが、米子市において、どこに行っても同じ

ようなレベルで福祉などの活動ができるような市になってほしいなというのが

一つあります。それと、そうなった段階で、繰り返し同じことになりますけど

も、今モデル事業をやっているところ以外に、どのようにこのようなモデル事

業を波及させていくかというような計画性を持ちながらしないと、米子市はそ

れなりに大きいので、そこを、今はとりあえず１年２年という形で、さらに２

年後３年後とか先に向かって、そういったような計画性があったら、より住ん

でいていいなというようなまちづくりが最終的な目標だと思いますので、その

あたりを活動に生かしていただけたらなと思っております。 

（中村委員） 

コミュニティワーカーの名前なのですけれども、日本語で「地域活動支援員」

というふうに伺ったのですけど、この内容を見ると、「地域生活支援員」という

ような感じがします。地域活動というと、例えば自治会とか民生委員とか、い

ろいろな活動をしている人たちを支援するというイメージになってしまうので

すが、いろいろな相談とかを受けるということで、「地域生活支援員」のほうが

しっくりするなと私は思いました。 

（吉岡委員） 

いろいろな事例が検討されていく中で、恐らく成功事例もあれば失敗事例も

あると思います。そういったところをできるだけ積み重ねていって、このよう

なものをした、こうやってきたというような、その積み重ねが恐らくやがて大

きな実を結ぶと思いますので、ぜひそういったものを必ず資料を残しながら、

どういったところでというところを積み重ねたものを、米子市が財産として持

っていただけたらなと思っております。 

（加川委員長） 

ほかにいかかでしょうか。 

（山崎室長） 

たくさん意見をいただきまして、ありがとうございます。まず、まさにおっ

しゃられるとおりでして、我々としてもこの事業を展開するにあたって一番狙

っているところというのが、正直できていなかったというところは反省すべき

ところだと思っています。特に、このコミュニティワーカーの動きの肝がまさ

に吉野委員がおっしゃられましたように、この支え合い推進会議です。ここで
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地域のことを、いろいろな、いわゆる以前から公民館を中心にして活動してこ

られた方はもちろんですけども、それ以外の、今まで公民館活動になかなか参

加できなかったような方というのも巻き込んで、いろいろな角度から地域を見

ていただいて、話し合いをするような場というのをつくっていくというのが、

この事業の一番の目的でございますので、そこのところが少し不十分だという

のはもちろん感じておりますし、我々も社協さんと連携しながら、少しコロナ

の具合もありますけども、そういったものを見ながら進めていきたいと思いま

す。 

あと、もう一点、もう一つのモデル事業のほうですね。多機関協働のモデル

事業のほうなのですけども、これも正直申し上げまして、いろいろ福祉事業者

さんが集まりにくかった等の事情もあるにはあるのですけれども、ここで先ほ

ど手嶋のほうからも説明させていただきましたけども、モデルのケースという、

特に多機関が関わらないとなかなか支援が難しいだろうと思われるようなケー

スというのを出していただきまして、それについて実際に中心となるようなソ

ーシャルワーカー役の人を置いて、多機関が関わるような支援というのを模擬

的というか、実際にやってもらって、その結果、どういったところがやりにく

かったですとか、こういった仕組みがないとなかなかちゃんとした支援ができ

ないというような話を、グループワークの形でしたけどもさせていただきまし

た。その中で出てきた話というのが、やはり多機関が集まって話し合う共同ケ

ア会議みたいな仕組み、先ほど共同ケア会議の話がありましたので、そういっ

た仕組みがないと、なかなかうまくいかないというお話をいただきました。も

ちろん、それは予想していたとおりでして、本当に米子市の支援体制に欠けて

いる部分だと思います。では、その共同ケア会議というものをどうやってつく

っていくのか、ということを今度は検討しないといけないのですけれども、米

子市としても、このモデル事業、まだしばらく今年度続きますけれども、もう

少し実践や検討を重ねていって、来年度少し発展した形でさらにこの事業を続

けていきたいと思っております。また後で説明させていただきますけれども、

国も法律改正がありまして、新たな体制というものを示してきております。新

たな事業も国が示してきておりますので、米子市としては、それに向かってい

くと。その過程において、今、実際にやってみて、なかなかやりにくかったと

ころだとか、課題として上がってきたところを、どうクリアしていくのかとい

うところを検討していきたいと思います。実践していきたいと思っております。 

（高野委員） 

先ほど公民館活動をしている人だけでは不足をしているということをおっし

ゃったのですけれど、今一度、やはり公民館を中心に、地域は小学校や公民館

とかがコミュニティの中心に実際なっているわけです。そこを今ここで、この
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表の中でも公民館の働きでということが書いてあるけれど、何のために公民館

があって、そこでどういう活動をされているのか。今、公民館で活動している

人が既にたくさんおられる。そこにいっぱい情報が集まってくるので、そこを

いかに充実させていくかというところが、一番本当は大きな課題だと思います。

この会議を開くにあたっても。そこをまず、今、作業を一部やっておられるの

だけれど、もっとこういう中で、今あるものをどんどん生かすというのが一番

の逆に近道だと思います。そこを、深いところでもう一回これをつくりましょ

うみたいなことは絵に描いた餅、はっきり言って。何も進まないと思う。 

（吉野委員） 

でも、やりようはいろいろあって。 

（高野委員） 

いや、やりようはあるのだけれど、まずは、今ある資源を生かしながらやっ

ていかないと。 

（吉野委員） 

もちろんそうですけれども。私は逆に、モデル事業だから地域支え合い推進

会議が呼びかけて簡単にできるとは毛頭思いません。だから、今ある部分はす

ごく大事にしないといけないと思います。公民館を中心とした、そういうグル

ープ形成はしないといけない。でも、それ以外にもそういう塊がつくれないの

か。例えば、企業を中心としたそういうものはできないのか。あるいは地域の

中にいる事業者を、例えば介護保険であったり障がいの事業者だったり、ある

いは企業だったり、そういうところの人たちのグループはできる。一遍には一

つにできないかもしれないけども、それぞれの中で自分たちが今抱えた問題を

提起し、意見を聞いたりして、その中でやれるところをやっていく。そうする

と、そこは具体的な活動の中で、お互いが交流する中で必然的にこういうもの

がつくり上げられる。つまり、実践活動なしにこのようなものはできないです。

頭からつくって、これでやりましょうと言ってもできないです。だから、問題

はどのようにこういう仕組みをつくっていくかという過程をちゃんと考えない

といけないと思います。言われるように、公民館の活動は本当にいろいろなこ

とやっておられるから、そこが中心になることは間違いないですけども、その

体制では今までと同じことになってしまう。そこを、どう強いものにしていっ

て、結果的にこういうことにしていくかということです。 

（高野委員） 

そのとおりなのだけれど、今までやはり、市が特に公民館の活動が、先ほど

自治会の話もありましたが、そこが非常に軽んじられたというか、はっきり言

って、全然違う方向に向かって動いていたりしているので。そこをもっと住民

がどうやって活動、地域の組織や事業所なんかも含めて、そこをどういうふう
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にコミュニティの中心として機能させていくかということを改めて考えるとい

うことだと思います。なので、おっしゃったのといっしょなことなのだけども、

そこをやっていかないとうまくいかないと思います。 

（中村委員） 

今の御意見と関連するのですけれども、例えば、スーパー公民館というか、

公民館を中心とした、さらに発展型のモデル事業というのも一つ考えてみられ

たらいかがでしょうか。 

（山崎室長） 

ありがとうございます。もちろん、かつても今も、公民館を中心にした地域

というものは紛れもない事実だと思いますし、そこを軽んじるつもりは毛頭ご

ざいません。自治会や公民館というのが地域の中心となって、日々活動をして

いただいていると。そこをどう支えていくのか。もちろん、市や社協というの

はお支えする立場だと思いますので、住民さんがどう地域の中で生き生きと活

躍していただけるのかというのを考えていかないといけないと思います。その

中心にあるのが公民館であり、自治会であり、そのほか住民の活動だと思いま

す。ただ我々としても、今後、高齢化がどんどん進んでいく中で、地域の中で

戦力になってくださる方というのが、なかなか難しくなってきているという現

状も見聞きしております。そういった中で、今まで活躍してくれた方以外の地

域の方に、地域の公民館とかに関わってくださる方というのを、お声掛けをし

て回りたいと。そこが連携することによって、今までなかった新たな力という

ものが何か生み出されるのではないかという期待を込めて活動をしているとこ

ろです。 

（高野委員） 

もう一つ言わせてもらうと、おっしゃるとおり活動をする人が少なくなって

きている。市のほうが、やはり支えるということも大事だけども、直接手を突

っ込んでいくということが必要になってきている。前から言っているけれども、

地域には市役所の職員もたくさんいるし、そういう職員たちがどんどん入って

いかないと、地域課題に向かっていかないと、直接手を突っ込んで、それをし

ていかないと、なかなかこういう全体的にこのコミュニティワーカー自体を支

えていくことができないと思う。コミュニティワーカーが一人では、地域課題

を何も解決できない、地域のことをよく分からない中で。そういう中で、地域

住民として住んでいる市役所の職員も特に直接的に入っていかないとなかなか

支えていくのは難しいと思う。 

（大橋次長） 

今までのお話を聞いておりますと、コミュニティワーカーがすべき仕事はそ

うだと思われますが、現に、一人のコミュニティワーカーで本当にできるのか
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という話の中で、もともと米子市は地区ごとに立派な公民館があるではないか

と。こういう活用はどうなっているのだと、そういう話だとお聞きしておりま

す。これは今まで言わなかったことですし、計画をつくり出したときに、最初

に、公民館問題はこちらに置いておいて議論を始めさせてもらったのですけど

も、最新の議論だと、米子市でいえば到達点だと、このコミュニティワーカー、

今、森本さんが言ったような仕事というのは、公民館の職員に行っていただく

ようにするのが、最も合理的で妥当ではないかというのが現在の到達点です。

そこに行くためには、公民館も長いこと仕事していただいているのだけれども、

こういう地域福祉の観点とかがなかなかないようです。社会教育という概念は

あったかもしれないですけど。そこが新しい概念を使っていくと、公民館には

公民館長以下、主任、公民館の職員と、あと補助の方もいらっしゃるわけで、

そこそこの陣容ができるのではないか。今、ここが到達点でございます。そう

なっていくために今度は公民館の体制とか、どう整備するかの中で、最新の状

況では公民館長が特別職から一般職職員に変わりました。それから、公民館の

職員の待遇も変わっていきます。 

そういう準備をしているところですけれども、高野さんがおっしゃったよう

に、もう一つ重要なこととして、地域に職員がいるではないかと。彼らがやは

り積極的に活動すべきだということは、おっしゃるとおりだと思っています。

私自身、問題になっている義方校区の自治会長であります。なぜ私がなったか

というと、一つにはある事件があって、６０件のマンションがあって、そのう

ち５８件が自治会を一斉にやめました。何か、意見が合わなくて。何で脱退し

たのかといったら、自治会費のことからだったようです。自治会費、今、うち

が年間３，６００円です。米子市で一番安いところなのですけれども。それを

譲って、何か自治会の側がその方々の意見を聞かなかったみたいな、いろいろ

なことがあったようですね。私が自治会長を受けたのもそういう理由があって、

もっとみんなで手に手を取ってできないかなという中で、やはり職員が自治会

長になったものですから、例えば道路に穴が空いているときの処理が早く見え

るのだそうです。そうすると、「やはり市役所の職員だといいな」みたいな。確

かに至らない点もあるかもしれませんが、いろいろ役に立つところが市の職員

はありますし、公民館の職員においてもそうだと思っています。 

これまでは少し内部的な理屈の中で、これは社会教育だ、これは地域だ、こ

れは社会福祉だという分け方をしたのだけれども、市長・副市長の段階では、

これは一体のものだから、どれも切り分けて考えられるものではないから、そ

ういう意味では市の職員は、課が違うかもしれないけど、連携ではなくて、一

体になってやろうよというところまで今来ました。それで今度、公民館の職員

さんに、今までは思いついたことがなかったことをこれから理解していただい
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て、やります。ですが、こういう例えば自治会の運動の仕方そのものを教えて

くださるところがないのです。私の同僚の自治会長も言っていましたけど、地

域振興課に自治会の運営を相談に行ったら、「自治会のことは自分でやってくだ

さい」と言われたことを何人も聞いているのです。そこに本当に、直接手を入

れてというのは、そういうところに本当にどうしたらいいかというのを、仲間

として相談に行ける関係をつくれないかというのがあります。 

同じように、社協は本来この任務を負っていたはずなのです。制度的にも歴

史的にも。でも、どこかから社協が見えなくなったという声を聞かれたことが

あると思うのです。市の職員が何かカウンターの中で引っ込んで、にたにた笑

っていると同じような意味合いで社協も信用を失っています。もう一度、社協

の皆さんがしっかり自分たちのために活動をしてくれるのだということを信用

してもらうためには、本当に一人一人にお話をさせていただく運動を始めなく

てはいけないというのが最初のスタートでございました。その結果、何が起き

たかというと、やはり今、信用してもらって、社協さんに頼むと、例えばサロ

ンの開き方とかいろいろ斡旋してくれたり、市役所の人につないでくれたりし

て、本当に助かっているという感じを持っていらっしゃるようで。そうすると、

また少しずつ相談が入ってくる。 

今、信用づくりのプロセスをやっているがために、吉野さんから見れば、一

人でやらせてひどいというのも、そういうことだと思ってください。ただ、こ

れが令和４年度から本格的に稼働し出すと、当然私たちはコミュニティワーク

のところには、公民館職員なり、公民館の資産の投入が行われる状況にしてい

かないといけないし、そうあるべきだというふうには考えているところだとい

うことで、今日のところは少し御理解いただけませんでしょうか。 

それから、総合相談で、私の疑問は、障がい者、いろいろ各種サービスはあ

るのだけども、どう考えても総合的なケア会議を開けというのが法的な命令で

出ているように見えるのです、そういう仕組みを持てと。どうして私たちは持

てなかったのかというその疑問からスタートをしています。実は、吉野さんも

そうですし、ここにおられる大方の人はそういう活動をしてこられた方と思う

ので、そのような簡単なことが、どうして役人の中でできないのだろう、これ

が一つの疑問でした。それは、やはり組織の壁という、市長が今打破しようと

して頑張っていらっしゃる縦割りをどうして超えていくかというと、やはりや

る人間がいれば超えていけるのではないか。それを浅学菲才の身なのですけど

も、我々のチームで総合相談をやっていこうではないかというところです。た

だ、私たちもやったことがないので、ワーキンググループをつくって、あるい

は皆さん方の第１部会みたいなことをさせていただきながら、その具体的な方

法について今学びつつあるところです。いずれにしても吉野さんがおっしゃっ
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た、皆さんも感じていらっしゃる、十分に資源を活用しきれたかということに

対して、私たちはまず反省から始まって、一つのアイデアとしてこれをお出し

したところなのでよちよち歩きでございます。人数の問題も、明確にまだ申し

上げたことはないのだけれども、各公民館を使えば、それだけ人数が集まるだ

ろう、できるだろうと思っていますし、これから出てくる総合相談支援センタ

ーの話も包括支援センターをベースにして展開しようと思っておりまして、こ

こで議論していただいたように、直営を前提にやるということで、１２月議会

の中で、議員さんが 2 人質問された中で答弁をさせていただいています。令和

３年度は準備として、令和４年度にはそういうものを構築していくのだと。そ

れ以降は財政状況等を見ながらですが、着実に７から８、９というような組織

をつくっていくというところまでは議会のほうでも答弁して、米子市の方針と

したところです。ただそれは、具体的には本当に何をすべきかというのは、今

日みたいな会議の中で小さなことのように思えるのですけど、皆さん方の本当

に地に足がついたニードを細かく拾わせていただきながら、共にやらせていた

だきたい。今日、いろいろ非難いただいたのですけど、それはありがたいこと

だと思います。先ほど、吉野さんと高野さんが会話をなさいましたが、あのよ

うな会話も私たちとしては非常に参考になりますので、この会議を通じて皆さ

ん方とさらにその問題を深めていって、吉岡先生がおっしゃいましたが、どの

地域であっても社会福祉を受けることができるような住みやすい米子づくりを

やろうとしておりますので、至らないところはあると思いますが御容赦いただ

いて、どうかお力をお貸しいただきますようにお願いを申し上げたいと思いま

す。今日はいろいろ議論がありまして、意を尽くせないところがありますけれ

ども、多少時間が参りましたので、総括的な答弁をさせていただいたところで

ございます。 

（加川委員長） 

ということで、ほぼまとめを最後お話しいただいたのですけど。あと３番目

の実施状況については、もうこれはよろしいですか。先ほどのお話の中で説明

されたということかなと思いました。それでは、議論は尽きないので、ここで、

冒頭言われたように、ちょうど時間は来ましたが、引き続き、まだ皆さんお話

したいこともあると思います。私もいろいろ思うところがあるのですけれども、

その辺はまたワーキンググループのところで皆さんに議論していただいたり、

いろいろな機会をつかまえてお話しいただければいいのかなと思いますので。

今日のところは、このような感染状況もあるので、このあたりで終了とさせて

いただきます。御活発に御議論いただきましてありがとうございました。では、

事務局にお返しします。 

（山崎室長） 
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ありがとうございました。今日はたくさん御意見いただきました。個別のワ

ーキンググループというものも先ほどもありましたけど、設けておりますので、

そちらのほうも今後この会議よりも頻繁に開催をさせていただこうと思います。

御案内させていただきますので、どなたがどの会議に参加していただいても結

構ですので、御都合が合えば参加していただいて、例えば、今日指標のお話に

ついていろいろとアイデアもいただきましたけども、何か思いつかれた、この

計画に書いてあるここのところは、こういった取組をやったらどうかとか、例

えばこういう視点で取り組んだらどうかのようなアイデア、もし思いつかれた

ことがあったら、そういった機会にでも教えていただければ我々としても非常

に助かりますので、よろしくお願いいたします。あと、今後のお話をさせてい

ただくのですが、この推進委員会自体は、予定として今年度はこれが最後にな

ります。次回は、少し先の話になるのですけども、来年度にこの会議をまた開

催をさせていただいて、そのときには、計画ができてから１年間通して実績を

報告させていただいて、そのことについて御審議をいただくというような会に

なります。予定としては恐らく、５月か６月ぐらいになるのではないかと思い

ます。またこれは皆様のほうに日程調整等させていただいて御案内をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上でございます。

本日の予定は以上でございますので、これで終了とさせていただきたいと思い

ます。どうも長時間にわたりありがとうございました。 

 


