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「第３期南砺市地域福祉計画」第２回策定委員会 議事概要 

 

日     時  令和３年３月１９日（金）午後６時５３分～午後８時４０分 

 

場     所  南砺市地域包括ケアセンター ２階 多目的研修室 

 

出席委員１７名  南砺市民生委員児童委員協議会    得能 金市  委員長 

（敬称略）    南砺市社会福祉協議会        中山 繁實  委員長代理 

社会福祉法人 マーシ園       柴田 芳雄 

社会福祉法人 福寿会        前川 達夫 

男女共同参画推進員南砺市連絡会   上久 雅美 

南砺市身体障害者協会        前田 久夫 

南砺市手をつなぐ育成会       長谷川 京子 

南砺市ボランティア連絡協議会    吉井 文子 

南砺市地域づくり協議会連合会    真草嶺 信義 

南砺市ＰＴＡ連絡協議会       吉田 茂信 

公募委員              開 貴視 

公募委員              野嶋 京子 

 

欠席委員     富山福祉短期大学          鷹西 恒 

ＮＰＯ法人南砺市医師会       松 智彦 

南砺市老人クラブ連合会       中井 啓光 

公募委員              古瀬 陽子 

公募委員              井波 瑞穂 

 

傍聴者      なし 

      

事 務 局 ６名  地域包括医療ケア部長        井口 一彦 

         地域包括医療ケア部福祉課長     吉田 孝幸 

                  社会福祉係長   一前 康博 

                  社会福祉係副主幹 荒井 克敏 

                  社会福祉係副主幹 脊戸 綾子 

                  社会福祉係主事  西 和香菜 
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１．開   会 

事 務 局：開会いたします。本日はご多忙のところご出席をいただき誠にありがとうございま

す。現在、委員 17 名中 12 名の方にご出席をいただいております。要綱第 6 条第 2

項の規定により、本委員会は成立していることをご報告いたします。それでは、得

能委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

２．挨   拶  得能委員長 

 

委 員 長：皆さんどうもご苦労様でございます。夜分招集をかけまして申し訳ございません。

今日は時間内前に立ち上がるということで、こんなすばらしいことないです。ウェ

ブ会議になりますと、大概、声が出ていないとか、あるいは画面に表れていないと

いう人たちが出てきまして、モタモタとしております。私は、午前中のウェブ会議

に出たり、午後からもウェブ会議、あるいはバッティングしたりして、ほとんどウ

ェブでの会議になってまいりました。25 名以内はほとんどテレビ会議でやっており

ます。ここはそれでなく乗り切ったっていうことはすごいなということを思ってお

ります。徐々に開放するということでございますがどこまで開放できるかっていう

ことは疑問だろうと思いますが、1 日も早くコロナ禍がなくなるように、我々一人

ひとり自分自身の防衛という事を語っていかなければならないと思っております。

いろんなことが今これからずっと、緊急事態宣言も解除されますといろんなことが

出てくると思います。これまた危険なわけでありますので、ここはしっかりと捉え

ていかなければならないということになります。今日は 2 回目でございまして、い

よいよアンケート、一番先頭に立っている民生委員はどう思ってるのか、そして、

いろんな施設の方々からの意見を収れんして、そしてアンケート調査の結果を皆様

方に揉んでいだいて答申していきたい、ということのプロセスの今日は第 2 回目で

あります。ある程度この辺で皆様方のご意見というものを前面に出していこうとい

う考えを持っております。先回も言いましたように、今回のときはだいたいのこと

を、高齢者の事もだいたい踏んでまいりました。それから障害のことも踏んでまい

りました。今一番問題なのは、福祉計画の中で一番問題なのは子どものことではな

いかなと。本当に今まさに経験したことのないことがどんどん起きています。この

辺のところもしっかりと計画に書き加えていきたいと思っております。それとです

ね、災害防止ということです。災害と福祉の関連というものは、またここで改めて

考えなければならない。例えば強靭なる国土ということが書いてありますが、減災

するということはもちろんのこと、それに耐えることももちろんのことなんですけ

ども、災害が起きたときにどのような形で、避難所あるいは地域の住民を災害から

守っていくかということの長い月日、あの 10 年間もそうでございますが、東北震
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災っていうのはやっぱり今まで福祉計画、どうでしょうというような理想的な話で

なしに、現実的なものを加えていかないと、この 10 年間は乗り切れないのではな

いかということの最初の計画だろうと私は考えています。従いまして、そういう観

点の中で、皆様方のお知恵をきっと中に入れていただきまして、素晴らしい福祉計

画になるように頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以

上です。 

 

事 務 局：どうもありがとうございました。 

配布資料の確認 

それではここからは、得能委員長に議事の進行をお願いしたいと思いますよろしく

お願いいたします。 

 

３．議   事 

 

委 員 長：それでは審議に入りたいと思います。アンケート調査の結果について事務局より説

明をお願いいたします。 

（１）アンケート結果について 

事務局より説明・・・資料１～３ 

 

委 員 長：ただ今の説明について、委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。順番に

お願いいたします。 

 

委   員：今回引きこもりについての設問をいくつか設けられて、それの回答がありますが、

60 歳以上の方が職を離れてから外に出ないというのは、それは当たり前なのかなと

いう気もしながら見ていたのですが、20 歳までについてもちょっと数があるかなと

いうふうに思うのですが、市のほうではこの結果について、どのような分析をされ

て、どのような考えを持っておられるのか。 

 

事 務 局：今おっしゃっていただきましたように、年齢制限を設けていなかった関係上、高齢

の方も引きこもりという範疇の中で回答いただいております。基本的に国、県で言

っているひきこもりにつきましては、概ね就労年齢ということで 64 歳までをひき

こもりの対象としているということで、若干ずれが出たという状況でありますが、

しかしながらやはりこのひきこもりの方、相当数いらっしゃるということも民生委

員・児童委員の方から報告が上がっておりますので、これにつきましては早急に対

策に取りかかっていかないと、将来的にはとんでもないことになるなっていうこと
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は実感しているところでございます。 

 

委   員：私もその辺は大切なことというふうに思っていて、これを計画の中にいかにして入

れていくかというのが課題と感じました。以上です。 

 

委 員 長：はい、ありがとうございます。ひきこもりの方は声をあげられないからわかりにく

い。ひとりだけが孤立してひきこもりという感じがしますが、ところが家族全員が

ひきこもりという場合がある。この辺もしっかりと対策を練っていなかければなら

ないと考えております。ありがとうございます。 

 

委   員：私は特に意見はないのですが、このアンケートに回答しようとすると、私自身が引

きこもりになるんです。仕事を辞めて家に居て、週に2回ほど買い物してくるけど、

家族 7 人いてよく喋るし、何の違和感もなかったのに、「いつからその状態になり

ましたか」って書いてあって、私、引きこもりですか!?とびっくりしました。でも

実際、社会とそんなに関わりないし、私ひきこもりなんだと思いました。でもこれ

を見せていただいたら、私と同じような立場の方が多分たくさんいらっしゃるので

はないかと思いました。あまり問題にも感じてないからどこに相談しなくてもいい

という人がいらっしゃると思います。もうちょっと世の中と関わっていった方がい

いのかなとアンケートを見させていただいて感じました。 

 

委   員：私は、避難行動要支援者の制度についてです。障害を持っている人たちとか、高齢

の方本人への登録の必要性も周知徹底をお願いしたいのと、それに合わせて個人情

報保護という世の中で、避難支援になっていただく方への周知徹底と、どのような

ときにどのようなことが必要なのかということを、特に福祉計画の中で盛り込んで

いただきたいなと思います。地域づくり協議会の会合に出ていると、この避難行動

要支援者のリストは誰が持っているのかとか、その細部にわたって誰がこのお宅の

要支援者の方を災害時に避難誘導を行っていくのかという細かなことまでが南砺

市全体ではまだ決められていないように思いますので、今後の福祉計画の中でその

部分を盛り込んでいただければと思います。 

 

委 員 長：はい、わかりました。それは制度の必然性と言いましょうか、手上げ方式だからと

いうこともあります。それと、言われるようなプライバシーポリシーの問題、いろ

んな問題が横たわっている。だから、どこが主体になってやっていくかということ、

地域づくり協議会なのか、社会福祉協議会がやることも無理な話なので、その辺と

この仕組みと方向性っていうものを作っていただきたい。要支援者が犠牲になるの
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はおっしゃるとおり災害です。いろいろな段階がありますが、なるべくならその地

域の人が支援できるような体制が大事ですが、なかなか私の地域づくり協議会でも

そこまではいかない。それは防災士の仕事でなないかといえばそうではない。この

間共産党の先生も言っておられましたが、石川県は富山県の２倍も３倍もいるが、

防災士だけを増やしても進んでいない。問題は地域住民が日常の生活においてどれ

だけのことができるか重要。防災士というのは、いざ災害になったときにどう仕分

けしてどう避難していくかということを考えるのが仕事。そして次の段階で、医療

チーム DMAT とか、福祉チーム DWAT がやっといま法制化されるようになった。それ

を利用しながらどうやっていくかということもしっかりと道筋をつけないともう

遅いくらいです。本当に災害はいつ来るかわからない。南海トラフなど、影響ない

と思っていては大間違い。砺波断層にしろ、呉羽断層にしろ、全部動き出しますの

で。それに法林寺断層もあります。大変なことが起きることは間違いない。この 100

年、いや 30 年の間に起きると言われておりますので、ここのところしっかりと捉

えていただきたい。地域づくり協議会に何でもかんでもやらせるのは本当にいいの

かどうか。自主的な防災組織っていうのが作られればいちばんいいわけですが、福

祉の観点から考えないとなかなか難しいと思います。その辺をしっかりと捉えて、

いわゆる災害弱者からどう提言していくかっていうのが今一番大事なことではな

いかなと思います。国へも提言しており、やっと計画ができました。今まで災害時

のボランティアセンターに対する予算がなかった。南砺の平成 20 年の豪雨災害と

きも、ボランティアセンターの運営は大変であった。やっと今あれから 12 年、ボ

ランティアセンターの立ち上げには政府の資金が入ることになった。今までは共同

募金だけで賄っていた。その辺りも計画にしっかりと書き込んでいただきたいと思

います。どうもありがとうございます。 

 

委   員：ちょっと話題は違うのですが、こちらは地域の方に福祉に関して、何かお手伝をし

てほしいとお願い等をするわけですけども、どこまで携わるというか、困っている

人にどういうふうに接するが非常に難しいので、二の足を踏んでなかなか地域全体

では進まない。これは人による問題かも知れないですが、ちょっと困っている状況

があるわけです。 

 

委 員 長：例えば障がいのある方とか、あるいは高齢者とか、孤立している方を発見するまで

が大変ですが、そこに行くときにはやはり、その人たちの自尊心をあまり傷つけな

いように、アウトリーチっていう外からそっと抱え込んでいく方法があります。1

人ではなく、周りで見守りしていく体制を作って中に入っていくという方法です。

なかなか心を開いてくれませんので、そういうような方向づけを民生委員・児童委
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員にも言っているが、民生委員も改選で 50%が変わる時代になりました。新人ばか

りです。自分のことで精一杯な委員が大勢いる。いかに早急に民生委員を育ててい

くかが課題。今年はコロナで全然活動できていない。皆様方に迷惑かけているので

はないかなと私も非常に反省している。研修等はやってはいるが、なかなか実戦で

入り込めない現状があり、遠巻きで見守っている。遠巻きの方がいい場合もあるわ

けで、入り込むと孤立がもっと深まってしまう場合もある。相手に悟られずとも地

域の人の誰かが見守ってくれるぞという雰囲気を作っていくことが大事なことだ

ろうと思います。行政が手を挙げなかったら進まない。その辺のところはしっかり

住み分けをしていかなければならないと思います。 

 

委   員：アンケート自体を見させていただいて思ったことなのですが、若い世代の方の意見

がどうしても拾いにくいのかなということを思いました。回答者の年齢をたずねる

設問、問 4 です。「あなたの年齢はおいくつですか。」という質問に対して、やはり

実際に回答された方の割合が、本当に高齢者に偏っていると言えます。どうしても

若年層の方にアンケート配られても、回答がされなかったのかなということが伺え

ます。今回このような形で、結果が出たわけですが、この後福祉計画策定にあたっ

て、若年層の方の意見とか、状況を把握することに努めていただけたらなという気

持ちでおります。若い方々にどういった形で意見、アンケート等に答えていただけ

るかいうやり方について、この後も考えていかれることだと思いますが、よろしく

お願いします。あとそれに関連してですが、今回引きこもりという問題に対してア

プローチされたいうことで、私自身も先ほどの話じゃないですけどもやっぱり引き

こもりという状態になっていたときがあったものですから、感じることなのですが、

どうしても公の取り組みとして、引きこもり状態と言われる方たちに望むこととい

うと、やっぱり社会活動に参加してほしいとか、経済活動に参加して、やっぱり担

い手として力を発揮してほしいということがどうしても心の中にあるわけなので

すが、その目線で見ること自体が引きこもりの方たちの力を削ぐと言いますか、ど

うしても一歩を踏み出しにくくしてしまうものですから、あまりそういったところ

を前面に押し出さない形で、その人たちのあるがままと言いうか、そういった経済

的に働いてないとか、外に出てないとか、そういった一方向的な目線や価値観で押

し付けるような形ではない計画を立てていただけたらという気持ちでおります。ど

ちらかというと多様な価値感を認めるような教育というか、社会を作っていく方向

でいた方が、ひきこもりの方たちもいろいろな活動に参加しやすくなるのではない

かなという気持ちです。 

 

委 員 長：端的な、本当に素晴らしい指摘でありまして、私もそう考えております。というこ

とは、局所的にやろうとしてもなかなかできない、精神的なフォローアップってい
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うようなこともなかなか難しい。どう救い上げていくかというやり方も一人一人違

うということもしっかりとわきまえて、計画を作っていかなければならない。一項

目で挙げるのはなかなかできませんが、南砺市はそこを的確に取り上げて計画に反

映させていることになります。一方で、次のことは何かといいますと、言うならば

子どもの介護が今、全国的にも大問題になっています。介護する人たちが、お金が

かかってしょうがないものですから、子供が学校に行かずその親の介護をしている

とか、そういう状況が確実にどんどん次の段階で増えてきますので、これは抑えな

ければならない。我々も厚生労働省とも議論しているわけですが、ひとつ終わると

また次のひとつが出てくる。ダイバーシティの時代だから仕方がないところはあり

ますが、継続性のある対応をしていかなければならないという意見であったと私は

思いました。 

 

委   員：私も先ほどから皆さんがおっしゃったように、今回のアンケートで一番注目してい

たのがひきこもりの分野で、もちろん多分南砺市では、例えば小中学生だったら多

分学校に問い合わせれば、不登校の子であるとか、実数は掴めていると思いますし、

ただ高校とかになると子供たちがばらけてしまうので、実際はわからない。働き盛

りの方が、もしかしたらその家庭の事情でお家におられる方もあると思うのですけ

ど、やっぱり働けていない状態の方とか、高齢の方で全く引きこもってしまわれた

らまたフレイルの問題もあるということで、多分今回引きこもり、県も言っている

し、全国的にも言ってるから、こういう項目ができたんだろうなと思うんですが、

やっぱり実際のリアルに近い数字を市民の皆さんにわかっていただいた方が、どう

してもアンケートだと、パレットですので、ばらけてるから実際の数字と違うし、

いくら民生委員さんたちが頑張られてもやっぱり見えないって会長がおっしゃっ

たように、実際は見えないと思うので、なかなか数字的には難しいのだと思います。

この数字では多分民生委員さんのアンケート結果の資料 2 の 8 ページ、5 ページの

数字ではないのだろうなというのが感じられました。何とか、市民皆が幸せに暮ら

すためになんとかなったらいいなと漠然と思います。ありがとうございます。 

 

委 員 長：これは私も本当に実態の数字かどうかっていうところはやはり疑問です。もっとい

るのではないかなということを思っています。ひきこもりか否かの境界線にいる人

たちがたくさんいる。境界線のあちら側に行かないように、その辺のところを少し

織り込んで進めていけばいいかなということを思っています。 

 

委   員：私も本当に先ほどの意見と同意見でして、私 PTA の方から代表として来ております

ので、その今ほどのアンケートを見ておりますとやっぱり 20 代から 40 代の方の回
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答が、ちょっと数字的には 11%程度ということで、若い世代の課題とされている、

「子育てのしやすい環境」とは本当に漠然とした言い方で、では「子育てのしやす

いっていうのはどんな環境なのか」というふうに思いました。それと、本当に今年

からですね GIGA スクール構想ということで、学生一人一人にタブレットが渡され

て、例えば「新型コロナのアラート上がりました」とか、「今日は雪が多いですから、

タブレットで授業します」そんな世の中になってきた場合に、本当に学校に行く必

要があるのか。ひきこもりというような、そういうところへ仕向けているような動

きも、なきにしもあらずなのかなと思います。やはりコロナ禍で、本当に企業が今

大変な思いで、リストラ、人選、非常に人をなかなか雇いにくい状況の中で、その

60 代の方々が退職を機にひきこもりになられるとなると、60 代だけじゃなくて、

若い世代にも影響が及ぶのかなというふうに、本当に危惧しております。ちょっと

お聞きしたいのは、ボランティアについてのアンケートの問いがあります。ボラン

ティアという項目がどういう意図で入っているのか。ボランティアを推奨されてい

るということなのでしょうか？ 

 

事 務 局：地域の中で、やはり相対的にいろいろな活動を通して、人との関わりを重視してい

きたいというような意味です。 

 

委   員：先ほどもありましたが、やはりそういう活動で向きに社会に貢献したり、社会に出

ていくというようなことを推奨していこうという考え方なのでしょうか。 

 

事 務 局：地域一体となって、地域に関わっていきたいということです。 

 

委   員：わかりました。 

 

委 員 長：南砺市では、地域づくり協議会がありますが、地域の中で一つの部門を作って、例

えば、福祉部門、子育ての部門は、大枠の中で細分化して取り組んでいるところも

ありますが、私のところの吉江地域では、生涯学習あるいはその子育て支援という

ことも部会でやっております。だれでもハウスめぐみの木下さんは一生懸命先頭に

立って地域交流センターで、問題になる前に全部それをピックアップして、施設に

来てもらうよう話をしてやっておられます。その中で、人材をどういう養成してい

くか、人材をどう探すかっていうのが地域づくり協議会の私の仕事です。人材をど

こまでさがして、そしてそこにフィッティングしていくかっていうのは私の仕事で

す。経験ある方に頼んだり、経験のない人まで引っ張って、部会を今 150 名ぐらい
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で作っております。それも完全にボランティアです。若い人は勤めがあるのでなか

なかやってくれないというところに問題がある。例えば、土日を中心とした活動に

転換していくとか、あるいは夜間の活動にしていきたい。それには働き方改革の中

で、企業、勤め先の理解がないとできない。本当の福祉の原点をやっていくとき、

働きながら地域社会の中の課題を掘り下げていくときには、勤め先の理解がないと

できない。企業、勤め先にお願いに行くことをしないとできない。欲張りなことば

っかり言っていますが、よろしくお願いします。 

 

委   員：私は、先ほどのひきこもりとは逆で外にばかり出ていますから、家族はもっと家に

いたらいいと思っているかもしれません。もしかしたら子供にきていたアンケート

を私が家族として書いたかもしれません。今の若い人たちはアンケートが届いてい

ても見てくれなくて、私でいいならということで書いたような気がします。ボラン

ティア団体から策定委員として出てきていますが、狭い範囲でしか生きていないと

感じました。地域の中でも声掛けやすい人にだけ声をかけて、集まりに誘ったりし

ている。そういう狭い場所でしか生きてないなとつくづく思います。グループが一

応ありまして、その中で一つのものを作って目の不自由な方に配ったりしている。

コロナのこともありましたし、本当に動きにくい時期だったと思います。ボランテ

ィアというのは、元気な高齢者の人がやっているような雰囲気があって、もっと困

っている人を、自分 1人ではできませんけれども、もっと声を聞いていきたいと思

います。 

 

委   員：私は障がい者の代表として呼ばれて、福祉の計画に参加し意見を述べるという立場

でありますが、団体の世話をして感じるのは、障がい者が健常者並みに不自由なく

暮らし生きていける南砺市というのがやはり理想だと思っております。団体の世話

をしていて一番思うのは、障がい者でも様々な方がおられ、なかなか参加していた

だくのが難しい。私も勤務していたときは自分に障がいがあるということをできる

限り隠して勤めていたと認識しています。ですから障害者の方もやはりそうではな

いかなと思います。現在南砺市の障がい者の雇用率があと 10 人ほど足りないと新

聞出ておりましたけど、やはり普通の職員並みに働けるというのはなかなか難しい

なと思います。人数が少なければ余計に職場に寄与できることが少ないのではない

かなと思っております。そして、この地域福祉計画のことでありますが、まずは自

助・共助・公助と言っておりますが、障がい者の場合、自助というのは難しいので

はないか。できる人ができます。ですから、共助を地域の人の協力を得て生活がで

きるという立場を得るには、障がい者側からアプローチしていかなければならない

と思います。このアンケートでは、5%ほど下がってきていて、なかなか目が行き届

かないと思います。自分もだんだん高齢者の仲間に入り、前期高齢者になりました
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けど、後期高齢者の前であります。障がい者も自分でできることは自分でやってい

きたいと思っています。団体の世話をしていて一番壁になるのは、組織づくりがな

かなかできないということ。勧誘に行ったときに断られてがっくりきました。昔は

個人情報保護がうるさく言われていなかったが、現在はあります。昔は県の障がい

福祉の担当者から、名簿をもらって人をさがしていたものです。お世話をする方が

いくつも役を受けている。高齢者のほうの世話もあるし、民生委員もあるし、地域

福祉推進員、そして老人クラブでは訪問支援員、日赤。うちの妻も日赤の世話をし

ていますが、役がだぶっていて、地域づくり協議会、小規模多機能自治の中で考え

ていただいて、いいものにしてほしいと思っております。最後にですが、民生委員

のアンケートを見ていて、井波と城端の人口はほぼ同じですが、自由記載の意見は

城端が少なく、井波はその倍ある。それだけ井波の方は熱心なのか、問題が多いの

か、福祉が進んでいるのかわかりませんけど、民生委員でも格差があるなと思いま

す。ご指導よろしくお願いします。 

 

委 員 長：私もそう感じております。民生委員は 3 年ごとの任期がございまして、ほとんど 50%

が新人になります。この新人をどう育てていくかが課題です。皆さん方の要望、意

見を具申できるまでに育てていくには、9 年かかります。しかし、9 年やってくれ

る人はほとんどおりません。ほとんど一期で、特に城端は一期で輪番制になってお

ります。これは問題なんです。せめて 6 年ほどやっていただければ相当のことがわ

かる。これは全国的な問題です。ですから、なるべく 9年、長くやっていただくと

地域のことをほとんど開拓して、聞かないうちに手を差し伸べることができる人材

に育っていくと私は思っております。そのような方もいっぱいいます。城端も井波

も皆さん一生懸命やってるわけですが、その辺のところの格差が出ているのではな

いかと思います。一斉改選から 1 年経ちました。やっとよちよち歩きが 1年経った

というところでございます。その 50%の人たちがフォローアップ研修とかいろんな

ことやっているのですが、なかなか及ばないということでございます。申し訳ない

わけでございますが、これからもしっかりやっていきますので、いろいろなまた相

談を持ちかけてあげてください。我々もまたそういう民生委員の相談事を受けます。

いろんな形でアドバイスをしていますが、なかなか成果が表れていないのが現状で

ございます。我々も努力しておりますので、よろしくお願いいたします。全体的に、

昔の障がい者法、差別解消法もなかった時代よりも、随分我々もフォローするのに

法律の建前ができましたので楽になったことは間違いない事実です。この辺りもず

いぶん良くなったなという隔世の感があると思います。というのが私の感想です。 

 

委   員：このアンケート結果を見て一番思いましたのは、隣近所との関わり方の中で、何か

困ったときに助け合うというのが、前回の調査よりもかなり減っているということ、
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それからボランティアに関しても、参加しているとか、参加したいと思うとかいう

のも前回に比べて減っています。コロナ禍の中で互助の取り組みというのが非常に

しにくくなったことが多分影響しているのではないかなと思っています。ただ、そ

れに付随して、地域包括支援センターとか居宅介護支援事業所、訪問看護ステーシ

ョン、介護保険サービスなどの公助に対する充実度が高くなっているというのが、

だんだん互助ではなく、公助の方に頑張ってほしいというような皆さんの意見があ

るんではないかと思っております。しかし、コロナの中であって、これが終息すれ

ばいいんですけれども、コロナが収束しても、また新しい感染症というのは出てく

るかもしれません。そういう中で言えば、自助、自分で全部やらなくちゃいけない

とか、行政側とか近所は知らんとかいうことではなくって、自助というのは例えば、

自分でサービスを探すとか、相談機関に相談をするとか、そういうことが大切なん

だと思うので、そういう仕組み、助けてほしい人が自分で声を出すということも必

要だと思いますけれども、自助を市民にもう少し自覚してもらう仕組みも、この地

域福祉計画上にふさわしいかどうかわかりませんけれども、取り入れていくような

計画になればいいと思います。小規模多機能自治を南砺市は進めておりますけれど

も、大変にやりにくい状況にはなっておると思うのですが、小規模多機能自治がで

きるサービス、自助の人たちが利用できるようなサービスを立ち上げてもらえると

いいんではないかなと思いました。 

 

委 員 長：小規模多機能型の話がございましたが、それもやはり限界があるわけでありまして、

要するにボランティア精神を持っていようがいまいが、賛同していただかなければ

いけない。昔、地区社協があった場合には、地区社協を形成していくとして、市社

協もしっかりと引っぱってやっていただいた。今はそれぞれ地域によって特性を持

ってやりなさいということでありますので、非常にバラつきがあります。その時に

は自分がどうしていくかっていう原点に立ち返らないといけないとできないとい

うことは、南砺市民も気付いているのではないかなと思っております。おっしゃる

通りです、私もそう思います。これがいいとか悪いとかという話ではない。小規模

多機能自治でやっていくと決めたからには、いまさら地区社協がよかったからそれ

に戻るということではなく、修正しながらでもどうブラッシュアップしていくかっ

ていうのをきちっと織り込んでいくことが大事だろうと私は思います。この地域づ

くり協議会というのはまだまだ発展途上で、福祉や、何から何まで行事を包括的に

まかなえるまでになるのは大変です。また新しい人たちが入ってきて入れ替わりな

がらやっていくわけですから、ずっと循環的に続く話です。それこそＳＤＧｓで、

その観点に立っていくと理解できる。福祉もＳＤＧｓの目標の第 17 番目にある。

その観点に立って福祉計画っていうものを作り変えていかなければならない。今後

20 年を見据えて、持続可能な福祉とは何かということは、先ほどから皆さんが言わ
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れたことに含まれている。そこを計画に書き込んでいくことが大事なポイントにな

ると思いますが、いかがでしょうか。 

 

委員長代理：アンケートの結果についていろいろとご説明いただきましたが、アンケート結果

から見えてきた大きな変化は気がつかなかったのですが、社会福祉協議会の認知度

が少し前より下がったということでちょっと反省しており、頑張っていかなければ

ならないと思っています。事務局として結果から見えてきたものがあればお示しを

していただきたい。それと、ひきこもりということでアンケートをされたわけです

が、この問題意識を私ども社会福祉協議会も持っております。社会福祉協議会の福

光支所で「縁の木」ということで、月に２回、ひきこもり方々を対象にした、お越

しいただいていろんなお話をする機会、場所、そういう居場所作りを今やっており

まして、登録者 7名～10 名ぐらいいらっしゃいます。全てがひきこもりではないん

ですが、そういう方々が出てこられる場所、なかなか来てもらうまでもハードルが

高いんですが、そういう活動をしております。今始まったばかりでございますので、

こういう活動を地道に続けていく必要があると思っております。ただ、行政として

直接的にひここもりに触れるという施策というものを講じづらい部分もあると思

いますので、その辺は私ら民間組織といいますか、行政でないところが担うべきと

ころなのかもしれませんので、また協調してやっていく必要があるのかなと思いま

した。これをどうやってこの計画の中に入れていくかということを考えていただけ

ればと思います。また災害のことでいろいろとご意見も出ておりまして、私個人的

な意見を申し上げると、災害が起こった直後とか、それからしばらくした後とか、

時間的な流れを見ながら対応を考えていかなければならない。これはどちらかとい

うと地域防災計画の中で示されるべきだと思いますが、災害時要支援者について言

えば、災害が起きて、助けなければならないときにどうするか、それは行政が行っ

て助けるとか社協が行って助けるとか、そういうことはすぐにできないわけであり

ますので、地域でお互いにやっていかなければいけないんだろうと思いますので、

それぞれの地域で自主防災組織が作られ、実際あるかもしれませんが、やはりしっ

かり自治会ベースで、この方がこうなったら誰が行くとか、私どもの自治会でも話

し合っていますが、そこが基本でないかなと思います。災害起きて避難して、あと

どうするか、復旧をどうするか、ということになるとまた次の次元の話であります

ので、先ほど委員長が話されたように、福祉の部分で、例えば避難所ができたらそ

れをどう運営していくか、DWAT とか、これは県レベルになるかもしれませんが、新

規のそういうものも考えていく必要があるのかなと思ったところであります。それ

ともう一つはやっぱり今ケアネットということで見守り活動も、私ども社会福祉協

議会で推進しておりますが、お話を聞くと、ひきこもりの方とか、障がいをお持ち

の方とか、ちょっと声をかけづらい、行きづらい、遠くからの見守りにならざるを



 

13 

 

得ないということも多々あると聞いておりますので、その辺は難しい部分があるん

だろうと思います。先ほど委員がおっしゃったように、民生委員さんが行かれて、

あるいは福祉推進員さんが行かれて、赤十字奉仕団の方が行かれてとか、いろんな

方がこられて困るというようなお話もありますが、それもやっぱり私はそれぞれの 

     地域づくり協議会での調整になるのかもしれませんが、例えばそういう方々で話し

合いの場を持って、ローテーションで訪問をどうするとか、地域で考えていくべき

部分なのかなということ私の地区では話はしています。それともう一つは企業の協

力が必要ということは確かでありまして、私どもケアネット活動で、地域の皆さん、

地域づくり協議会さんのお力をいただきながら活動を展開しておりますけれども、 

     それだけではまだまだという部分があるのかなと思います。企業の皆さんにもこの

ケアネット活動への協力をお願いして、十数の企業のご協力をいただくことになっ

ております。例えば新聞配達とか牛乳配達で溜まっているときはもちろん、同じこ

とばかり言われるというようなときにはご連絡をいただいて、私どものワーカーが

出向いて行ってお話をするとか、いろんな形で進めていきたいと思っております。

これは共助の部分になるのでしょうか、計画の中に入れてっていただければありが

たいと思っております。前回の計画もグレードの高い計画になっておりますので、

これをどうさらにブラッシュアップしていくかいうことになると、なかなかつらい

部分があるんだろうと思いますけれども、成文化されるときには、委員の皆さんお

っしゃったような意見も踏まえて、より良いものにしていっていただければありが

たいなと思っております。 

 

委 員 長：どうも会長ありがとうございます。非常に力強い言葉をいただいたと私は思ってお

ります。これは、地域福祉活動計画につながるものです。社協でやっていただかな

きゃならないものを具体化していくというのが地域福祉計画です。その原点を我々

は今、作っているわけですから、社協の会長さんからそこまで言っていただくと磨

き上げる方向に行くと思います。前回の計画を作ったときも非常に細かいところま

で書き込んであることは、全国レベルで全社協の方でも評価を受けておりますし、

「孤立」をどうするかっていうこととか、「災害」はどうするという特化した部分に

ついては評価してくれるだろうと思います。評価してくれることによって、この南

砺市の福祉計画がグレードアップしていくことが、高齢者から子供たちまで、安心

安全というものを確保しながら住めるという証であり、バイブルです。という観点

でしっかりと計画を作っていかなければならないと私は思いました。先ほどの会長

の災害のお話から、私も災害対策で、平成 23 年の東北震災から、全国各地全部の

災害、北海道から九州鹿児島の豪雨の現場までの現場を回って、その時に聞いたの

は、72時間、最初の 3 日間の対応が評価の分かれ目であったということでした。こ

れはできる場合とできない場合があり、激震災害の場合中に入れません。福島でも
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そうでございました。そのときにどうするかいうと、やはり自助なんです。水と燃

料と食料をしっかりと確保して、自分で自分を守るしかないということははっきり

しているわけです。それが 72 時間を過ぎますと、いろんなところから助けにきま

す。それは共助になりますが、そういうような状態でシミュレーションをしながら

進めるということです。72 時間で助け出せればいいわけでありますが、助けられな

いという前提で準備を進めていこうとするものです。先ほど会長が言われました

DWAT をどうするのかということ、これは県に任せておいたら駄目です。県は県全体

的にしか対応しない。今のドクターカーみたいな形で南砺市も立ち上げてほしいと

思います。福祉で何かあった場合にすぐ対応できる体制整備をもう入れておかない

と、なかなか立ち上がりません。県は県として、富山県社協でも、各市町村社協単

位でいくつも福祉チームを作ろうとしている。例えば、県東部の社協は、東部拠点

一つでやっておりますが、合併できなかったために、魚津市、滑川市等で単独でで

きなくなったわけです。ですから福祉関係は東部圏域でやっている。西部６市は合

併が進んでいる、その利を利用しながらレベルを上げていくことが大事です。それ

は東部が遅れているということではなく、県の東部も頑張っておられます。これか

らです、これからが差が出てまいりますので、我々がつかんだ合併組織というもの

は、これからレベルを上げていく一番のチャンスであると思います。ドクターカー、

ドクターヘリもそうだし、南砺市は一番進んでいます。お医者さんが行って、すぐ

現場で対応する、それが災害ときのシミュレーションなんですよ。そのときに福祉

支援チーム DWAT というものを作りましょうと、あるいは医療チームですよ。です

から、こういうものをやはり作っていかなければならないということを、もうそろ

そろ織り込んでもいいんです。それは何カ所あってもいいんです。小矢部にあって

もいいし、それから高岡にあってもいいし、南砺市あってもいいし、中山間地あっ

てもいいわけです。そういう福祉チームを作っていくことが一番先に大事になりま

す。見守るということよりもそこへ入っていくということは一番大事になってきま

す。外からはなかなか来ません。平成 23 年の十津川村の豪雨災害のときもそうで

した。じっと 4 日間我慢しているわけですから、その時に助かったのは水と食料と

燃料を持っていた方だけです。DWAT を南砺市の中でも、地域づくり協議会で作って

いただきたいと私は思います。いろいろな予算もかかるわけですが、国も少し予算

付けすると言っておりますので、課題ということだけでなく、やっていただきたい

ということです。行政的にも研究していただきたいということでございますので、

社協としてもよろしくお願いします。 

 

委 員 長：他にご意見ございませんか。 

 

委 員 長：無いようでございます。また追加のお話がございましたら、福祉課に連絡していた
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だいて、磨きをかけていただくということでよろしいですかね。アンケートの調査

ですから、この結果がそのまま計画に反映されることもないと思いますし、まだ議

論しなければならないことはあると思います。今日はそのアンケートをどういうふ

うな形に反映していくかという皆さんのご意見を聞きながら、事務局等に付託する

ところは付託していかなければならないと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは皆さん方のご質疑を受けたということでございますので、事務方はよ

ろしくお願いしたいと思います。続きまして、今後のスケジュールについて、よろ

しくお願いいたします。 

 

（２）「第３期南砺市地域福祉計画」策定スケジュールについて 

事務局より説明・・・資料４ 

 

委 員 長：今の策定の概要のスケジュールが出てまいりましたがこれについて何かご意見ござ

いますか。 

 

委 員 長：無いようでございます。今日の議案は２点でございますので、これにて議事は終了

したということでございますので、事務局に進行をお返しいたしますので、よろし

くお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

事 務 局：得能委員長どうも、ありがとうございました。続きまして、「その他」でございます

が、事務局からは特にございません。なお次回の開催日程につきましては、このス

ケジュールでいきますと、8 月頃ということですが、事前に委員長と相談して追っ

て皆様方に事務局よりご案内をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。それでは本日は長時間にわたりましてご議論をいただき、また

様々なご意見を頂戴いたしまして本当にありがとうございました。閉会にあたりま

して中山委員長代理よりご挨拶をよろしくお願いいたします。 

 

委員長代理：皆さん大変お疲れ様でございました。長時間にわたりましていろいろと貴重なご

意見を賜りましたことを厚く御礼を申し上げます。ただ今、この策定委員会でい

ただいたご意見等を踏まえて、事務局としては計画の作成に全力を挙げていかれ

ことになるんだろうと思います。ともあれ、8 月までにはまだこういう成文化さ

れたものが出てこないような状況のスケジュールになっております。前回の計画

は委員の皆さん方へお配りはしてありますよね。100 ページぐらいになりますけ

れども、ざっと目を通していただいて、長い準備期間が 8 月までありますので、

コロナ禍ではございますけれども、時間を見つけてお目通しいただければと思い
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ます。来年度の策定を目指して、また皆さんのお知恵をいただきながら、いいも

のに仕上げていきたいと思いますので、今後ともご協力をよろしくお願いいたし

ます。本日は大変ありがとうございました。 

 

事 務 局：どうもありがとうございました。以上をもちまして、第２回、「第３期南砺市地域福

祉計画策定委員会」を終了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。 

 


