
第２回木津川市地域福祉計画策定委員会 

議事要旨 
 

日時 ： 平成 26 年 11 月 18 日（火） 午前 9 時 30 分～ 

場所 ： 木津川市役所５階全員協議会室 

出席 ： 早樫委員（委員長）、大井委員、辻委員、井上委員、岡部委員、山守委員、駒委員、

大竹委員、藤原委員、綱本委員、戎崎委員、石井委員、岡本委員、奥村委員、須河委員、吉田

委員、福井委員、松田委員、花田委員、林委員、田畑委員、貴志委員、岩木委員 

 

１．開会 

  ○ 事務局より開会にあたり説明。 

    ・ 会議は原則公開とする。 

    ・ 議事録は議事要旨を後日、市のＨＰで公開する。 

    ・ 今回から網本委員（木津川市要保護児童対策地域協議会座長：本日欠席）が新た

に加わり、本会は実員数 24 人で構成する。うち本日は 20 名が出席している。 

    ・ 配布資料の確認、事務局職員紹介。 

 

２．委員長あいさつ 

  ○ 報告と議事の中には大切なものがある。ご協力を願う。 

 

３．議事 

（１） 第２次計画策定のために実施した調査の概要について 

  ○ 事務局より資料１にもとづき、第２次計画策定のために実施した調査の概要について

説明。 

 

 ＜質疑＞ 

 （事務局）補足として、アンケート調査結果で、様々な活動についての認知度の低さが見ら

れた。特に社会福祉協議会の認知度について「取り組みを知っている」と答えた

方と、「知らない」と答えた方が同数だった。また、ほしい情報についての設問

では「困った時「どこに相談したらいいか」わかる情報」という回答が 44.3％と

多数であった。この点が今後の課題と認識している。 

 （委員）特に障害者福祉については周知度が低い。皆で考えていただきたいと思う。 

 （事務局）市民アンケートでこのような（制度や計画の認知度が低い）結果となった。地域

福祉は横断的なものである。障害者計画とも関連づけ、地域福祉計画で見込める

ものは記載していきたい。 

 （委員長）他になければ次の議題に移る。 

 

（２） 現行評価の施策評価について 

  ○ 事務局より資料 2 にもとづき、現行評価の施策評価について説明。 

 

 ＜質疑＞ 

 （事務局）ほとんど進捗が見られず評価１となっている施策について補足したい。「地域福祉

の担い手のネットワークの支援」は、市社協でボランティアセンターをつくり進

めているが、市と社協の協力体制が不十分となっている。「高齢者や障害者の総合



相談や権利擁護」は、総合的に相談に乗れる人材の確保が課題である。「地域福祉

活動の拠点確保と総合福祉センター機能の整備充実」は、新庁舎周辺利活用検討

委員会に福祉部局として要望している。大局的には決まっていないが、活動の拠

点となるスペース確保が課題である。「市及び市社協相互の職員人事交流」につい

ては、市社協への人件費補助は行っているが、人事交流自体は未実施である。 

 （委員）この 5～6 年で市にお願いしてきたことが実行されなかったことが、この評価でよ

くわかった。 

 （事務局）権利擁護などを支えていく仕組みが大事と認識している。関連計画にも記載しな

がら対応していきたい。 

 （委員長）28 施策の平均が 2.46 となっている。評価 1 の施策については説明があったが、

評価 2 の施策もさらに充実していく必要があると感じた。 

 （事務局）それぞれの事業をよりよくするために、実施していきたい。 

 （委員長）他に質問がなければ、議事 3 に移る。 

 

（３） 木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画の計画書の調整について 

  ○ 事務局より資料３にもとづき、木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画の計画書の

調整（合冊にすること）について説明。 

 

 ＜質疑＞ 

 （事務局）補足として、京都府内で地域福祉計画・地域福祉活動計画の計画書を合冊にして

いる市はないが、近隣では大阪府の岸和田市、阪南市、八尾市、滋賀県の甲賀市

等が合冊としており、全国的にもその方向にあるとみている。 

 （委員長）合冊で作るということで、承認をいただけるか。 

 （委員一同）異議なし。 

 （委員長）合冊で作ることとする。他に質問が無ければ次の議事に移る。 

 

（４） 第２次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画【素案】 

  ○ 事務局より第２次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画【素案】につい

て説明。 

 

 ＜質疑＞ 

 （委員長）第１章から順に、質問の有無を確認したい。 

 （委員）P12 の表中で「広報紙きずな」の表記に誤りがある。 

 （事務局）修正する。 

 （委員）P13 で「特に頼みたいことがない」と回答された方たちについて、クロス集計の内

容を踏まえて教えていただきたい。 

（調査機関）分析を進めるにあたり、近所付き合いと他の項目との関連性が高いことがわか

り、報告書の中に取り出してある。近所付き合いをしていない人も意欲はある。

高齢で体力的にできることはないという方はいる。注目してほしいのは、「頼

りたい」人より「手助けしたい」と答えた方が非常に多く、その意向を具体化

することが課題とみられる。 

 （委員長）隣近所への手助けの意向を持っている方が多い、ということか。 

 （調査機関）ご指摘の通りである。 

 （委員長）その点を計画の中にどのように盛り込んでいるか。 

 （調査機関）第 2 章では事実のみ記載し、課題整理の部分と計画の中（P34）に施策内容を



盛り込んでいる。 

 （委員）本当に必要がないのか、あるいは「助けて」と言えない状況があるのではないか。

「助けて」と言える環境をつくるのも課題との感想を持った。 

 （事務局）再度、その点は調整したい。 

 （委員）全体の構成は、現状、課題抽出、これを受けて大きな方向付け、具体的な施策とな

っているのか。 

 （事務局）ご指摘の通りである。 

 （委員長）第 3 章以降に目を通していただきたい。第 3 章で考え方を施策の体系を明らかに

し、第４章からそれを受けた施策が記載されているということか。 

 （事務局）その通りである。 

 （委員）来年から施行となる生活困窮者自立支援法に基づく施策はどこにあるか。 

 （事務局）基本目標 2 のうち「（2）健やかで生きがいのある暮らしづくりの支援」のうち「②

就労と暮らしの安定支援」に盛り込んでいる。 

 （委員）P28 基本目標については、「現場育て」「仕組み育て」は、「現場を育てる」「仕組み

を育てる」との表現の方が適切ではないか。 

 （事務局）言い切りのような表現になっており、検討したい。 

 （委員長）細かな文言についても、ご指摘いただきたい。 

 （委員）先に市としての考え方があり、施策があるという場合もあるが、この計画は第一次

計画を引き継ぎ、現状、理念、施策との構成になっているのか。 

 （事務局）分冊と合冊の違いはあるが、章立てや構成は引き継いでいる。 

 （委員）先に市としての理念を掲げず、課題を受けて基本的な考え方を示すと、対処療法の

ように感じられるが、いかがか。 

 （事務局）先々を見込めるものについては、課題が現れる前に対応していくことを考えてい

る。 

 （調査機関）福祉の計画も進んできて、先に理念を掲げる形も多いが、第一次計画は課題の

把握を踏まえてつくられている。今回一体化計画をつくるにあたっては、あら

ためて懇談会等で「どんなまちにしたいか」から問い直したことからこの形に

なっている。地域で理念が浸透していくことも確認しながら、あらためて理念

を立てたという経緯がある。 

 （委員）P13 に、地域福祉計画を知らないが 56.0％、障害者福祉計画を知らないが 78.9％と

なっていることが注目される。地域福祉計画を周知する方法についての記載はある

か。 

 （調査機関）P69 に「届く情報づくり」として記載している。計画は関係者の間で認識され

ているが、市民の間では周知が進んでおらず浸透させることが必要との方向を

入れている。ご意見を踏まえて記載内容を充実していきたい。 

 （委員）P46 に市が「地域懇談会をバックアップする」と記載があるが、今回の計画策定で

はじめ地域懇談会に市職員の参加があった。社協だけでは間接的になる嫌いがある。

今後は「市は地域懇談会に積極的に参加する」との記載ができるとよい。 

 （事務局）地域に参加しないとわからないこと、学ぶことが多く有意義だった。ここのみな

らず社協との連携をちりばめ、その方向を持っている。ここではこの記載にとど

めさせていただければとも考えている。 

 （委員長）他に質問はあるか。 

 （事務局）補足として、生活困窮については、P32 の「木津川市の主な取組」の中でより特

化した表記を加えたい。また、「施策・事業の展開」の P54「暮らしの安定支援」

の中で、生活保護と生活困窮における就労支援を区分し、生活困窮にクローズア



ップして別途項目を立てて記載したい。 

 （委員）P48・49 の総合的な相談体制を実現するために、コミュニティー・ソーシャルワー

カー（CSW）にまで踏み込んで計画の中に記載をしてはどうか。 

 （事務局）表記できるものはしていきたい。 

 （委員）コミュニティー・ソーシャルワーカーについては、市だけでなく社協も対応すべき

であり、市も社協もともに持つということが重要である。 

 （事務局）表記できるものはしていきたい。 

 （委員長）後半の内容についてはいかがか。 

 （委員）相談支援センターは 6 人の職員がフル稼働している中で、「どこに相談したらいい

かわからない」という声がなぜ出てくるのか。相談してもらったという実感を持っ

てもらっていない。チラシを撒くだけでは相談支援センターの敷居はまたげない。

「困っている」という思いを誰が受け止めたらいいのか。実際の生活現場での愚痴

を社会問題としてより専門的なところにつないでいく仕組みが見えるとよい。利用

者側も、自分が満足いかなかったら相談できていないという認識がある。ワンスト

ップと記載があるが、そこに至るまで、愚痴をどうやって社会問題にしていくかが

重要と感じた。また、P48 の「分野際的」との表現はどういう意味か。 

 （事務局）分野横断的にという意味であるので表現を変更したい。 

 （事務局）貴重なたくさんのご意見をいただき感謝する。どこに相談したらいいかわからな

いという問題について、今回、このアンケートは 18 歳以上の市民 2,000 人を抽

出し、769 票の回答を得たことは統計的に有効であり、市民の実態を反映したも

のとなっている。ワンストップに至るには、各分野でそれぞれ悩みや対応の機能

が異なっており難しいが、この計画は各分野を横断的につなぐものであり、工夫

していきたい。 

 （委員）お願いしたい。例えば、保健師と保育士は役割が異なる。それぞれが対応に詰まっ

た時、連携により解決策が見いだせることがあるかもしれない。P48 の関係機関の

連携について、8 万人規模のまちの中でそのつながりが具体的に見えるようになる

とよい。 

 （事務局）もう少し踏み込んで書き込める点は書き込みたい。 

 （委員）身体障害者相談員は、府から市への委譲となり、今年から 6 名から 4 名となった。

相談される人が減少する中で、自らのことではなく家庭のこと、孫のことを相談さ

れる。 

 （委員）愚痴をどうつなぐかが課題。自分が悪いと思って手を上げられない傾向がある。本

人から相談支援センターへ連絡することは稀であり、相談支援センターから社協や

専門機関につなぐことが重要である。本人から連絡しにくい場合、社協から電話し

てもらってもいいか等の了承のみ得て、相談機関の側から連絡するということも重

要である。 

 （委員）相談が減って役割がないということで、若い相談員が辞めた。責任を持って障害者

相談員を務めても仕事がない。広報するなどより活用を図っていただきたい。 

 （事務局）現場からの意見に感謝する。相談の体制づくり、話をうかがう機会づくりについ

て、調整し記載したい。 

 （委員長）後ろの方の「地域福祉の基盤づくり」「第５章 計画の推進」についてなにかご意

見はあるか。 

 （事務局）計画の推進について補足したい。推進体制について、「（仮称）地域福祉推進委員

会」は近隣では宇治市が組織している。「地域福祉策定委員会」という名称の検

討は必要であるが、検討体制は必要であり、このような形で掲載している。 



 （委員）P.59（福祉サービスの充実）で「新しいサービスの創出などをともに進める」、P62

「集う」という箇所で「新しい課題に対応する」と記載があるが、例えば学校に行

っていない子どもは相談をつなぐ機会がないといったことがある。先の見いだせな

い相談が今後も出てくることが予測される中では、やはりソーシャルワーカーの存

在が必要になると思う。 

 （事務局）総合的なソーシャルワークを見込めるように検討したい。 

 （委員）相談を待つのではなく、アウトリーチ的に拾いに行く必要がある。 

 （事務局）現場に出ていく仕組みづくりも含め、第４章で見込んでいきたい。 

 （委員）P49 の社協職員等の「相談スキル」については、社協職員に限らず必要である。ス

キルアップのための研修の持ち方も重要である。相談できない、つなぎ先がわから

ないという状況に対し、社協、相談機関、民生委員など各立場の担当者が「何でも

いいから、とりあえずここに」という入口をつくり、「関係ないから他に相談して」

ではなく、何を言ってもつないでくれる体制がつくれるとありがたい。 

 （事務局）組織間の連携は難しい面もあるが、それぞれの主体の中でつないでいけるような

横断的な取り組みとなるよう工夫したい。 

 （委員）障がいについては、障がいのある当事者がどのような取り組みを望んでいるか、普

段から情報交換していただければ、相談にも行きやすくなるのではないか。 

 （事務局）各団体との連携は重要と捉えている。 

 （委員長）P66 の虐待防止について、市の虐待防止センターは児童虐待がメインと理解して

いる。子どもだけでなく障がいのある人や高齢者も対象とする必要があり、明記

する必要がある。配偶者間の DV についても言及する必要がある。 

 （事務局）再考し、調整したい。 

 （委員）計画の進行管理について、5 年間の中で見直しの時期は具体的にどんな計画か。ま

た、施策評価で評価１だったような施策について、どんな働きかけとするのか。 

 （事務局）進行管理については、（仮称）地域福祉推進委員会の中で、中間年で 1 度進捗評

価をしたい。できれば毎年関係部局間で検証できればと考えている。評価１の施

策については、調整を取れば進むもの、ハード面で難しいものもあり、本計画に

盛り込めることは実施し、実施に至らないものは 5 年間でどう扱うか検討してい

きたい。 

 （委員）掲載されている問題以外に、障がいがあってもサービスを利用して一人暮らしでき

るということを伝えていきたいが、保証人がいなければ家を借りることができない。

そのようなことをベースの問題として認識しておく必要がある。また、障害者手当

が後退するが、そこで生じた財源をどう使っていくか、薄く広くか、必要なところ

に集中させるか。この計画に掲載するべきことではないかもしれないが、市として

の考え方を明確にしていただけるとよい。 

 （事務局）地域の中で暮らすための課題が見えても、行政の縦割り、制度間の谷間が存在す

る。実情を把握し、障がいのある人の問題は障害者計画の中にも盛り込んでいき

たい。この計画は各財源まで盛り込むものではないが、市としては総合的に考え

ていきたい。 

 （委員長）議事４については以上とする。本日の意見を取りまとめ、調整を行いたい。素案

は本日はじめてご覧いただいたが、気づいたことや意見があれば、後日、一週間

を目処に事務局に連絡いただきたい。内容の調整については委員長に一任いただ

き、今後の手続きを確認して進めさせていただきたいが、よろしいか。 

 （委員一同）異議なし。 

 （委員長）調整の一覧と調整後の素案ができ次第お知らせする。続いて議事５に移る。 



 

（５）その他 

 （事務局）今後の策定スケジュールについては、いただいたご意見を取りまとめ、委員長と

調整後、パブリックコメント（条例上 30 日以上）を 12～１月に実施し、意見を

踏まえて２月上旪に計画案を取りまとめ、２月中旪以降に第３回の委員会を開催

予定である。 

 （委員長）反対がなければ議事５については事務局の提案通りとする。 

 

 ＜保健福祉部長のあいさつ＞ 

   本日はお忙しい中、ご参加いただき、また、数々の貴重なご意見を賜り感謝する。今後

の参考にしたい。 

 

４ 閉会 


