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令和元年度北海道社会福祉審議会民生委員審査専門分科会 議事録 

 

  〇 開催日時：令和元年９月１３日（金） １８：００～１９：３０ 

  〇 開催場所：道庁本庁舎７階 共用会議室 B 

   

 

〇次 第 

１．開会 

２．挨拶（保健福祉部 植村福祉局長） 

３．委員紹介 

４．議事 

（１） 報告事項 

ア 民生委員定数条例の一部改正について 

イ 北海道民生委員児童委員選任要領及び北海道社会福祉審議会民生委員審 

査専門分科会審査方針の一部改正について 

（２） 審議事項 

ア 令和元年 12月 1日付け民生委員・児童委員の一斉改選に係る審議につ 

いて 

イ 令和元年 12月 1日付け主任児童委員の一斉改選に係る審議について 

   5．閉会   
 

（板垣地域福祉課長） 

皆様お疲れ様でございます。 

皆様お揃いでございますので、定刻前ではございますが、ただ今から、北海道社会福祉審

議会民生委員審査専門分科会を開催いたします。私、地域福祉課長の板垣でございます。本

日の司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 開会に当たりまして、保健福祉部福祉局長の植村からご挨拶を申し上げます。 

 

（植村福祉局長） 

 植村です。お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。 

委員の皆様には、日頃から、様々な場面で本道の地域福祉の推進にご協力をいただいており、

この場をお借りいたしまして、感謝申し上げます。 

さて、皆様ご存じのとおり、民生委員・児童委員は、地域の高齢者や障がいのある方、子

育てや介護をしている方などの身近な相談相手として、また、関係機関へのつなぎ役や地域
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の見守り役として、日々ご活躍をいただいておりますが、その一方で、委員の高齢化や市街

地への転居による辞任、あるいは定年後も働く方の増加などにより、民生委員になっていた

だける方が年々不足しているという、深刻な状況となっているところでございます。 

こうした中、本年３月には、担当地区に居住していなくとも、一定の条件を満たせば民生

委員として推薦が可能となるよう、この専門分科会の審査方針の一部改正を行いまして、道

としても、担い手の確保対策に努めて参って来たところでございます。 

本日は、３年に１度、一斉に改選される民生委員の候補者についてご審議いただくことと

なっておりますが、委員の皆様には、それぞれのお立場から忌憚のないご意見をいただけれ

ばと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

以上、簡単ではありますが、開会に当たってのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 それでは、議事に先立ちまして、新たにこの７月から北海道社会福祉審議会の委員及び当

分科会の委員となられた方もいらっしゃいますので、私から、委員の皆様をご紹介させてい

ただきます。 

 最初に、分科会長で、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟会長の本田晴子委員でご

ざいます。 

 

（本田分科会長） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 北海道女性団体連絡協議会理事の吉良哲子委員でございます。 

 

（吉良委員） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 北海道ホームヘルプサービス協議会会長の佐々木薫委員でございます。 

 

（佐々木委員） 

 佐々木です。よろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

社会福祉法人北海道社会福祉協議会理事の西川勝夫委員でございます。 
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（西川委員） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 日本赤十字社北海道支部事務局次長の橋田雄一委員でございます。 

 

（橋田委員） 

 橋田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会理事の藤本恭子委員でございます。 

 

（藤本委員） 

 藤本です、よろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 北海道議会議員の沖田清志委員でございます。 

 

（沖田委員） 

 沖田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 地域福祉課主幹の河谷でございます。 

 

（河谷主幹） 

 河谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 主査の丸田でございます。 

 

（丸田主査） 

 丸田です。よろしくお願いいたします。 
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（板垣地域福祉課長） 

 主任の田中でございます。 

 

（田中主任） 

 田中です。よろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 子ども未来推進局、主査の高島でございます。 

 

（高島主査） 

 高島でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 同じく主事の有山でございます。 

 

（有山主事） 

 有山です。よろしくお願いいたします。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 ここで、お手元の資料の確認をさせていただきます。本日お配りしている資料は、次第、

出席者名簿、配席図、資料 1と 2、議案 1と 2、参考資料、この 8種類でございます。そ

のうち参考資料につきましては、社会福祉審議会条例などの規定をまとめた資料となって

おりますので、後ほどご参照いただければと存じます。資料に不足や乱丁などございました

ら、審議の途中でも結構でございますので事務局にお声がけいただければと存じます。 

 なお資料のうち、議案１と議案 2 につきましては、個人情報が含まれていることから、

分科会終了後、回収をさせていただければと存じますのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、この後の議事進行につきましては、本田分科会長にお願いをしたいと思います。

本田会長、よろしくお願いいたします。 

 

（本田分科会長） 

 それでは不慣れではございますが、司会進行を務めさせていただきます。 

 この度、北海道知事から北海道社会福祉審議会に対し、民生委員・児童委員候補者につい

て意見を求められ、本分科会において審査することとなりました。 

 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事の 1 番目、報告事項として民生委員定数条例の一部改正について、事務

局の説明をお願いいたします。 
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（事務局：河谷主幹） 

 改めまして、地域福祉課の河谷でございます。 

 私の方から、民生委員定数条例の一部改正について資料 1 に基づきましてご説明させて

いただきたいと思います。失礼ですが、着座にて説明させていただきます。 

 お手元の資料１の 1ページをお開きいただきたいと思います。 

民生委員の定数につきましては、民生委員法の規定によりまして、札幌市、旭川市、函館市

を除きました 176 市町村の定数を、3 年ごとに道の条例で定めているところでございま

す。 

 現行の定数ですけれども、3年前ですから平成 28年 12月 1日に改正になっておりま

すけれども、１の現行数の欄の記載にございますとおり、 民生委員児童委員につきまして

は 7742名、主任児童委員につきましては 757名、合計 8499名となっております。 

 この定数の決め方につきましては、3 年に 1 度の一斉改選時に、市町村長のご意見をき

きまして、道の条例に定めることとなってございます。またその際に、国で定めている参酌

基準というものがございます。こちらの方につきましては、お手数ですけれども資料の 11

ページをご覧ください。 

 民生委員の配置基準につきましては１の基準表にございますとおり、区分 1 の東京都及

び指定都市から区分４の町村まで、それぞれ世帯数ごとに民生委員 1 名を置くこととされ

ております。例えば、区分 4の町村ですけども、世帯数が 7，000の町でしたら、7，000

をそれぞれ 70と２００で割った数、すなわち 35から 100名の間で定数を定めるという

計算になってございます。また、主任児童委員の配置につきましては、2に記載がございま

すとおり、民生委員協議会の規模に応じて定めるということになってございます。 

こうした参酌基準はございますけれども、市町村によっては地理的状況ですとか、高齢者や

子育て世帯等の状況を総合的に勘案すると、必ずしもこの基準内に収まらないといった場

合もございますので、こちらの国の参酌基準につきましては、地域の実情を踏まえた弾力的

な設定が可能ということになっておりまして、市町村長からご意見を伺った上で、基準の範

囲外である場合につきましても、認めることとしてございます。 

 続きまして、お手数ですが再度 1ページにお戻りいただきたいと思います。 

 今年度の定数変更につきましては、令和元年 12 月 1 日以降の欄に記載がございますと

おり、民生委員・児童委員の定数は 21名減の 7，721名、主任児童委員は増減無しの 757

名の定数となってございまして、合計で 8，478名となったところです。 

 増減の内訳につきまして、ご説明いたしますと、2の方になりますが、民生児童委員の定

数が増となった市町村でございます。 

こちらは千歳市をはじめとしまして、４市３町で１２名の増員となっておりまして、増員の

理由としては、総世帯数の増加が主な要因となっております。また、３の方になりますが、

定数が減となった市町村ですけれども、こちらは小樽市をはじめ 8市 8町 1村で 33名の
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減員となっております。こちらの主な理由としましては総世帯数の減によるということで

ございまして、先ほどの増加分と合わせますと、差し引きで 21名の定数減となっていると

ころでございます。 

 次に 2 ページ目の４と５でございますが、主任児童委員の定数になります。4 の定数増

につきましては、苫小牧市で 2名増、5の定数減につきましてはせたな町で 2名減となっ

ておりまして、理由はそれぞれ下に記載のとおりとなっております。 

以上の定数の改正につきましては、国の方に 8 月 30 日までに報告することとなってお

りますので、今年の 6月から 7月にかけまして行われました北海道議会第 2回定例会にお

いてご提案させていただきまして、可決をいただきました。その後、7月 23日に公布した

ところでございます。 

民生委員定数条例の一部改正については以上でございます。 

 

（本田分科会長） 

ただいま資料１について説明をいただきました。ご意見・ご質問がございましたら、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

ございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

（委員） 

 はい。 

 

（本田分科会長） 

それでは次に移らせていただきます。 

 資料について説明をよろしくお願いいたします。 

 

（事務局：河谷主幹） 

それでは続きまして、北海道民生委員・児童委員選任要領及び北海道社会福祉審議会民生

委員審査専門分科会審査方針の一部改正についてご説明させていただきます。 

 同じく資料 1の 13ページをご覧ください。 

 こちらの選任要領及び審査方針の改正につきましては、本年 3 月に当分科会でお諮りし

まして、3月 29日付けで施行させていただいているところです。 

まず、改正の経緯につきまして、改めてご説明しますと、1に記載がございますとおり、

道では本年 12 月の一斉改選に向けまして、昨年から準備を続けてきたところでございま

して、欠員の多い市町村から、担い手確保についてお話を伺いしてきたところ、一部の市町

村から、コンパクトシティ政策の推進などによりまして、現任の民生委員が担当地区から転

出したり、民生委員を辞めなければならないといった事例が増えているというお声を伺い

まして、後任の方を探すのに大変苦労されているといった状況を把握したというところで
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ございます。このようなコンパクトシティ政策の他にも、人口減少ですとか、少子高齢化の

影響等もございまして、民生委員の確保は年々厳しい状況になってきているといったこと

もございまして、道としても一定の条件の下、居住要件の緩和を進める必要があるというこ

とで、市町村の調査の実施ですとか、当分科会におきましても、委員の皆様からご意見をい

ただきまして、このたびの選任要領及び審査方針の改正に至ったところでございます。 

資料の中段の方に、コンパクトシティのイメージ図を載せておりますが、今回の改正によ

りまして、A～Cの地区の民生委員が市街地のａ～cに転居した場合に、担当地区に住んで

いなくても、民生委員として活動が可能となるように緩和したといったイメージでござい

ます。次に、具体的な改正内容につきましては、3の方になりますけども、選任要領の抜粋

となっておりまして、この中の居住要件は「その地域に居住しており、その地域の実情をよ

く知っているだけでなく、地域の住民が気軽に相談に行けるような者」とされているところ

ですが、新しい条件ということで、「一定の条件を満たす場合はこの限りではない」という

但し書きを加えさせていただいております。 

 14ページをご覧ください。 

 こちらは審査方針の改正内容になります。今ご説明いたしました審査基準の一般要件と

して、選任要領の但し書きの詳しい条件を①～⑦まで列挙してございまして、一定の条件と

は次の条件を全て満たすことと規定してございます。条件につきましては②の担当地区の

居住経験ですとか、あとは担当地区外の方でございますので、③の地域住民との交流や、信

望の有無、④の定期訪問が可能であるかどうか、また、⑤の電話やファックスで連絡できる

かどうか、⑥の行政や民生委員協議会からの支援があるかどうか、などの条件とさせていた

だいております。 

 詳細な条件につきましては、後ほど議案１の方で、候補者の審議の際に改めて担当主査か

らご説明いたします。 

 以上で民生委員・児童委員専任要領及び審査方針の改正につきましてご説明を終わりま

す。 

 

（本田分科会長） 

 ありがとうございました。 

ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問をお受けいたします。 

 

（佐々木委員） 

はい。 

 

（本田分科会長） 

 はい、どうぞ。 
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（佐々木委員） 

私も民生委員審査専門分科会が初めてなので、よくわからないのですが、13ページの「コ

ンパクトシティ化を進める自治体の場合」のイメージ図なのですが、A地区にお住まいにな

っていた方が、C地区に移動したら、ということですか。 

 

（本田分科会長） 

 その逆もあります。 

 今まで民生委員として住んでいた方が、近くの居住区に転居した場合、元の担当地区を担

当するのに十分な資格があるというふうに緩和をしていただけませんことには、先ほど説

明していただきましたように、なり手がございません。そして今回の震災、仮設住宅等に入

られている方もいらっしゃいますし、ご実家に戻られて担当地区を担当していただいてい

る委員さんもいらっしゃいます。なので本当は、５年の居住が絶対条件で今まで来たと思う

んですけれども、それを緩和していただくことによって、民生委員さんを確保することが出

来るというふうに考えまして、この改正に踏み切ったということでございます。 

  

（佐々木委員） 

 その A地区に住んでいた民生委員の方が、B地区に行って、だからといってA地区と B

地区両方をみるわけではなく、B 地区にお住まいになりながら A 地区をみるという理解で

よろしいでしょうか。 

 

（本田分科会長） 

そのとおりです。 

また、次の再選の時期までにできるだけ条件に合った方を確保していただくということ

をしていただきたいというふうに考えております。 

 

（佐々木委員） 

わかりました。 

 

（本田分科会長） 

 他にございませんでしょうか。よろしいですか。 

 ありがとうございます。 

それでは次の議事３番目、審議事項に入ります。 

 令和元年１２月１日付け民生委員・児童委員の一斉改選に係る審査につきまして、事務局

の説明をお願いいたします。 
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（丸田主査） 

地域福祉課の丸田です。私より、民生委員・児童委員の一斉改選について説明させていた

だきます。 

まず最初に、本日ご審議いただきます一斉改選の概要についてですが、資料 2 をご覧く

ださい。 

表紙をめくっていただきますと、１ページ目が、今回の一斉改選事務の流れについての資

料となっております。市町村では今年の４月以降、候補者の選任を開始し、推薦会の開催、

道への推薦書類の進達を随時行っていただいているところです。資料の真ん中の少し太め

の黒枠に記載しております、北海道社会福祉審議会（民生委員審査専門分科会）一斉改選・

第一回目、こちらが本日お集まりいただいた会議となっております。 

 また、右の方に今回の推薦者の数等を記載しておりますが、本日の第１回目の審議会では

市町村より推薦があった地区担当民生委員・児童委員推薦者数が６，７２６名、下の主任児

童委員の推薦者数が６７７名、こちらの方々についての審議を予定しております。 

本日ご審議いただきました結果を受けまして、国への提出期限である９月３０日までに、

１回目の推薦具申を行う予定です。ただ、資料にありますとおり、未推薦者がまだおりまし

て、民生委員・児童委員では９９５名、主任児童委員では８０名が現在未推薦となっており

ます。こちらの方々につきましては、下の方に第２回目開催というのがございますが、１１

月上旬に書面により２回目の分科会を開催させていただきまして、今後追加で推薦される

方々の審査をお願いしたいと考えております。お忙しいところ、お手数をお掛けし大変恐れ

入りますが、引き続きよろしくお願いいたします。 

そして、２回目の分科会で審査をいただいた後、今後推薦のあった方について１１月下旬

に国に追加の推薦を行う予定です。 

 続きまして、３ページをご覧ください。各市、各振興局、そして権限委譲しております東

川町の、それぞれ民生委員・児童委員、主任児童委員の合計、定数・推薦数・未推薦数を一

覧にしたものとなっております。右側の網掛けの欄が今回の推薦数合計となっておりまし

て、一番右が、未推薦数となっております。中には定数の半分近く未推薦という自治体もあ

るのですが、そういった市町村におきましても、現在継続して候補者の選定を行っており、

候補者が見つかり次第、１１月の分科会に間に合うように推薦をいただくこととしており

ます。 

続きまして５ページ目になります。こちらは今回お諮りするべき候補者のうち、新任・再

任の別、特に説明が必要な方々を一覧にした資料となります。特に説明が必要なもの、こち

らも再任と新任に分けて数字を載せております。 

特に説明が必要とされている項目につきましては、別に参考資料を作っておりまして、こ

ちらに審査方針を掲載しております。参考資料の１３ページをご覧ください。   

こちらは北海道の社会福祉審議会の専門分科会の審査方針となっておりまして、４番が

審査基準となっています。こちらにそれぞれ、先ほど申し上げました、特に説明が必要とし
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ている審査要件を定めております。 

（1）の特別要件として、まず年齢制限がございます。主任児童委員については（１）①

イにより新任・再任を問わず原則５５歳未満としておりますので、５５歳以上の主任児童委

員の方については、特に説明が必要な方として理由書をつけております。 

また、次に（2）の一般要件ですが、①の地域の状況把握の程度というところで、担当地

区に５年以上居住していることを要件としております。 

また、③につきましては、民生委員の活動状況ということで、再任の場合には、再任され

る前に、民生委員協議会に概ね 60％以上出席していることが要件として定められており、

これを下回るものについては、その理由を確認しているところです。 

次に審査方針です。１４ページに、先ほどご説明しました担当区域に住んでいない方につ

いての推薦要件を記載しております。こちらに①から⑦まで要件があるのですが、こちらに

つきましては、後ほど説明させていただきます。 

 今申し上げた要件以外につきましては推薦書類で全て満たしていることを確認しており

ます。 

 満たしていない方についての資料が、議案１になります。まず議案１の表紙をご覧くださ

い。民生委員・児童委員一斉改選となっておりまして、下の四角で囲ってある部分が本日ご

審議いただく地区担当民生委員の事項になります。 

 まず１ページ目の改選状況報告書、こちらが今回の候補者の内訳を総括した資料で、３ペ

ージ目以降が、先ほど申し上げた特に説明が必要なものとして、市町村から理由書の提出が

あった一覧となっております。 

まず改選状況ですが、全体の推薦者数が６，７２６名、このうち男性が３，２７３名、女

性が３，４５３名となっており、平均年齢は全体で６６．１歳、男女別に見ると、男性のほ

うが若干高くなっております。 

 次に３番の居住期間ですが、担当区域内に１０年以上住んでいる方は、新任・再任の合計

でいいますと推薦者６，７２６名のうち、６，３２７名、全体の９割以上の方が、１０年以

上住んでいるということになっております。 

 なお、新任で担当地区内に居住して５年未満の方、こちらでいうと左上の７１名の方につ

いては別途理由の説明を求めております。 

そしてこの７１名のうち、現在担当区域内に住んでいる方が３６名、担当区域に住んでい

ない方が３５名という内訳となっております。 

 次に３ページ目以降ですが、大冊のため一部を抜粋して説明させていただきたいと思い

ます。  

まず 3 ページ目からが、区域の居住５年未満で推薦する方、先ほど説明した３６名の理

由の一覧となっております。３６名のうち、まず１番の小樽市の方ですが、この方は居住期

間は 1１ヶ月ですが、ケースワーカーとしての経験が豊富であり、また、現在介護職に就か

れており、福祉の知識の豊富さや、住民からの信頼があるため適任であるという説明を受け
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ております。 

 次に４ページ１４番の砂川市の方です。この方については、仕事の都合で１度転出をされ

ているのですが、元々の居住期間は長く、かつ町内会役員の経験もあるということで適任と

され推薦されております。数が多いので居住５年未満の方の理由の説明については以上と

させていただきます。 

 続きまして、民生委員協議会の出席率が６０％未満の方の理由に移らせていただきます。

こちらにつきましては９ページからとなっており、全体で２１６名となっております。こち

らも抜粋して説明させていただきます。 

 まず、９ページ３番の小樽市の方、この方は僧侶をされているということで、仕事の都合

から出席できないことが多かったということですが、民生委員の活動に関しては、大変誠実

に務めていただいている、また民協としても両立できるようフォローしていくということ

で推薦されております。 

 次に１９ページ３７番の紋別市の方です。この方につきましては、体調不良の時期があり、

出席がかなわなかったとのことでした。このように、体調不良という理由がいくつか挙がっ

てきておりますが、いずれも体調面を考慮し、民協としてもフォローしていくということで

推薦されているといった状況です。 

 続きまして、今年３月から要件を緩和しました担当区域に居住していない方の推薦理由

についてご説明させていただきます。 

 先ほど報告事項で説明させていただいたとおり、一定の要件を満たせば、当該担当区域に

住んでいない担当区域外の方も推薦可能としたところですが、資料の３９ページにより、担

当地域に居住していない者の推薦について、改めてご説明いたします。 

 この資料の２にあります検討事項が、今回お諮りしたい部分となっております。（1）の

推薦条件として、原則アからキまでの７つの要件を全て満たすこととしております。なお、

アの「当該市町村内に居住していること」については、民生委員法に定められている必須要

件ですので、当然満たしているものとして記載しておりません。 

 また、最後のキの部分、「任期は委嘱から３年を経過した日以降、最初の一斉改選の日ま

でとし、民生委員推薦会は、当該民生委員・児童委員の任期中においても引き続き、当該地

区に居住する民生委員・児童委員を確保するよう努めること」という条件につきましても、 

候補者本人に関する事項ではないため、理由書には記載しておりません。 

これによりまして、イからカまでが、今回理由書に具備されているか確認する事項となり

ます。 

具体的には、イ「委嘱される日の１年前に当該地区に居住しており、かつ、その居住年数

が継続して５年以上あること」、ウ「地域の実情を知っているだけでなく、地域住民との交

流が深く、信望が厚いと認められること」、エ「現居住地から当該地区に定期的な訪問が可

能であること」、オ「電話やファックス等による相談連絡体制が確保されていること」、カ「市

町村や、地区民生委員児童委員協議会等の支援体制が確保されていること」、以上の５つが
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具備されていれば、推薦可能としたところです。 

同ページの（2）が、市町村から推薦のあった担当区域に住んでいない候補者の人数や内

訳で、５つの条件である「居住歴」、「住民の信望」、「定期訪問」、「連絡」、「支援体制」につ

いて、それぞれ該当しているかどうかを○×で示しております。 

まず表の一番左側の居住歴ですが、先ほどご説明いたしました「直近１年以内に５年以上

担当区域に居住している」という条件以外については、全ての候補者が満たしております。 

そして、居住歴の状況によって、３つのパターンに分かれております。全体では１６６名

該当者がいるのですが、そのうち全く居住歴がないという方が１５４名、直近１年ではない

が、居住歴のある方が７名、直近１年以内に５年以上住んだことがあるという方が５名とな

っております。 

この１番下の５名については条件を全て満たしておりますので、推薦可能と考えており

ますが、上の２つ、１５４名と７名については、居住要件を満たしていないということにな

りますので、今回理由書等の説明を元にご審議をいただきたいと考えております。 

次に４０ページをご覧ください。こちらの（３）に、４１ページ以降の市町村からの理由

書の主な説明を抜粋しました。主な理由としては、担当地域の近隣に長年居住していること

や、職業柄、担当区域の状況を熟知しているということなどがあります。 

地域状況の把握といった面では、例えばお寺の住職であったり、役場の元職員であったの

で、地域のことを詳細に把握しているといった理由のほか、担当する地区に職場や自営業の

店舗等があるので定期的にその地区に通っている、又は、保険外交員としてその地区を訪問

して回っていて地域の実情に詳しいなど、職業柄、もしくは仕事の関係により、担当地区の

ことをよく知っているというような理由が多くありました。 

 また、それ意外に、町内会の地区割りが同じなので、その地区の住民の方との交流が深い

という理由の方もいらっしゃいました。このように、町内会の地区が一緒である、担当する

地区の町内会の役員をされているといった理由もあったところです。 

以上が居住要件を満たしていない方について、市町村から説明のあった理由の主なもの

となっております。この理由を踏まえて、居住要件を満たしていない候補者への対応につい

て、次のとおり対応案を作成させていただきました。 

推薦に当たっては、先ほどの７つの要件を全て満たすこととしておりますので、居住要件

を満たしていない候補者は、本来は対象外になりますが、市町村において候補者の選出に苦

慮しているということも考慮いたしまして、今回審査方針の一部改正を行ったものですの

で、この１６１名の推薦を認めないということになりますと、市町村も大変苦労されるとい

うこと、また、それは今回の審査方針改正の趣旨にそぐわないものとも考えております。 

居住要件以外の要件については満たしているということもありますので、道としては、今

回この方々の推薦について、認めていただければと考えているところでございます。 

以上で民生委員・児童委員に関する審議事項の説明を終わります。 
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（本田分科会長） 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、ご質問ご意見はございますか。 

 

（西川委員） 

 一ついいですか。 

 

（本田分科会長） 

 はい、どうぞ。 

 

（西川委員） 

 民生委員協議会の定例会というのは、月何回やっているのですか。 

 

（本田分科会長） 

 私から答えてよろしいですか。 

 通常毎月やっているところと、隔月でやっているところとあります。時間帯もお昼の時間

帯とか、夜の時間帯とか、様々な工夫をしていらっしゃるようです。 

 ちなみに私のところは隔月です。 

 

（西川委員） 

 月１回もしくは年６回ということですか。 

 

（本田分科会長） 

 はい、そうです。 

 

（西川委員） 

 あの、その中でもう一つ質問なんですけれども、民生委員の決まりの中で、定例会は、何

回とか何パーセント以上という縛りはあるんですか。 

 

（本田分科会長） 

 縛りはないと思いますけれども、やはり出席率が良いに越したことはないというのは前

提だと思います。ですけれども、私生活を大事にしていただきながら、余った余力で民生委

員活動をお願いするというのが、この頃のスタンスでございまして、それでもなおかつなっ

ていただく方が、ちょっと覚悟しにくいという条件になってきています。というのは求めら

れる仕事、というか活動の中身が複雑になってきていて、実際に担当区域のお困りの方の相
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談に応じられて、担当事務局もしくは包括との、委員同士の連携が密であれば、十分役割は

果たせていると私は考えております。ただ、私が考えていることと、道でお決めになってい

る条件とが一致するがどうかはまた別の事でございますので、その点は事務局からの説明

を求めます。 

 

（丸田主査） 

 そうですね、パーセンテージということで定めているというわけではございませんが、で

きるだけ出席をしていただきたい、あと市町村に関しましても、出席しやすいような工夫を

していただきたいと思っております。その上で、パーセンテージが低いところにはまた少し

お話をしていきたいと考えております。 

 

（本田分科会長） 

 よろしいでしょうか。 

 

（西川委員） 

 話としては理解できるのだけれども、この出席率というのが、市町村によって違うとは思

うんですけれども、また、今の審議とは別のことになるかもしれないが、民生委員さんの質

という問題にも絡んでくるような気がしているので、出来るだけ出席しやすい時間帯等を、

やはり５割以上出てもらえるような形で、是非進めてほしいと思います。他の団体でも、役

員をやっていたり、何をやっていたとしても、５割以上来ないとやはり質が落ちていくとい

う事があります。全体の質も落ちていくし、その方の質も落ちていくような事もあるので、

出来れば極力、そういう定例会等には出席していただけるような、そして事務局と会長の考

えをすりあわせて進めていってくれれば良いなと思います。 

 

（本田分科会長） 

 本当に今西川委員のおっしゃったとおりです。 

 辞めていく方の中にも、やはり定例会に出られないばかりに馴染めない、仲間作りが出来

ないような気持ちになって、追い詰められて、「やっぱり私は無理です」という方が増えて

いることは事実です。なので、今おっしゃられるような条件の方が推薦されてくることが最

も望ましいのは十分承知しておりますけれども、そこが難しいのが今の現状だという事も

お含み置きいただきたいなというふうに思います。 

 

（西川委員） 

 もう一つ、いいでしょうか。 

高齢で民生委員を辞める方がいらっしゃるんですけれども、どうしても町内会長さんや

地域の方に、押しつけている訳じゃないけれども、誰かいないかい、ということで行政、市
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町村の職員等が一生懸命関わってくれてないという部分があるような気がするんですよ。

やはり、町内会長さんと行政職員と一緒に行ってお願いするという方がもっと強力な信頼

感が出てくるのかなあと。町内会長が行って、ただこの人が良いと思って民生委員やっても

らえませんかとお願いするのと、行政の方が一緒に行ってお願いするのは違うような気が

するんです。 

ただ、その辺は、通達とか行政指導とかそういうことをしていただかないと、なかなか増

えていかないと思います。私の住む地域でも、現実にそう言われています。一生懸命手伝っ

てもらってない、もうちょっと一緒に考えてくれれば良いのに、ということを伺ったことが

あります。以上です。 

 

（本田分科会長） 

 ありがとうございます。民生委員は、厚生労働大臣の委嘱、北海道知事の委嘱をいただい

て活動していますので、おっしゃられること（担い手確保に行政がもっと関わる必要がある

ということ）は本当にそうだと思います。これは、担当している関係行政の考え方、民生委

員に何を求めているかというところをきちっとしていただきたいということで、私事です

が、このたびの改選をもって民生委員を退任するのですが、私の町では担当課長に、行政が

どのような考えを持っているか、私は一切口出しはしませんので、欠員補充の件は課長にお

願いしますと申し上げますと、その課長がとってもいい方で、一生懸命、一月かけて歩いて

後任を探してきてくれました。このように、今後の民生委員活動は福祉課との連係プレイに

なるというふうに私は思っていて、辞めていくときに他の市町村にも、そのような形をおす

すめしようかなというように考えております。 

 西川委員の考えと全く同じでございます。 

 

（藤本委員） 

 いいですか。 

 私も今のご意見で、職業のところを見ましたら、結構正職で働いてらっしゃる方も入って

いらっしゃいますよね、郵便局職員とか介護員とか。そういう方が週に１４時間ですとか、

会議に出るとか、なかなか難しいけれども、意欲があって、してくださると思うんですよね。

うちの自治会で言いますとね、出来そうな人、余暇があって、まだ若くて、出来そうな方が

「いやー私なんか無理」と言って、結局はちょっとご高齢になった方とか、意欲のある方が

やってくださってるという場合があるんですよね。ですから今のお話のように、行政の方が

一緒に行って説得してくださったら、まだまだ、掘り出せる方が実際いらっしゃるんですよ

ね。ですから是非そういうところをお願いしたいと思います。 

 

（本田分科会長） 

 はい、私も民生委員児童委員連盟に申し伝えて、未推薦者が千人近くもいるっていうこと
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は、本当に間に合うのかなという危機感を覚えますので、そういう皆さんの意見を伝えて頑

張っていただこうと思いますし、道からの指導も期待しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

（佐々木委員） 

私もそう思います。 

 町内会自身が今弱小化してきているじゃないですか。 

町内会を解散したりとか、町内会はあるんだけども、若者たちが入らない、となっちゃう

と、どうしても高齢化した町内会になってしまって、その中で人選をするというのは、町内

会の役員だけでも大変なのに、その地区の中で民生委員を選ぶというのは、非常に大変なん

じゃないかなと思っています。私の友達も６２か６３歳ですけれども、本当に若いときから

帯広でずっと民生委員をやってらっしゃる方がいて、先日も会ったので、こういう会議に出

るという話をしたら、本当に後任を探すのが、帯広市内でも大変だっていう話がありまして、

どうなるんだろうって言うようなことも、やっぱり現民生委員の人たちもやっぱり不安を

抱えながら、やっているんだろうなというのはありありとわかるので、町内会の運営も、帯

広市って町内に任せっきりとか、いろんな事がある中で、やっぱりこれからの高齢社会とか、

みんながよく暮らしていこうと思うのであれば、行政も一緒になってやるのが私はベスト

じゃないかと思います。それを、上の方に是非伝えていただければというふうに思っていま

す。 

 

（本田分科会長） 

 ありがとうございます。吉良委員もね、現民生委員ですので。 

 

（吉良委員） 

 はい、やはり、今回改選時期に当たって退任される方が結構いらっしゃって、後任を見つ

けるのに、見つかった方はいいんですけど、見つからない方がいて、やはり、困って福祉課

の方とか行政の方にお願いして、２人くらいどうにか決まったんですけど、４人ぐらいはま

だ決まってないところがありますので、やはり改選時期は不安だし、やっていたいのだけれ

どももう高齢で、これから３年はちょっと出来ないので、ここで退任しますという方もいら

っしゃいますし、体調が、思わしくなくて定例会に出られないのでというような思いもある

ので次の方を決めると言うことは本当に大変なので、やはり行政の方と町内会長さんと一

緒にたくさん探して、発掘していきたいなと思っています。 

 

（本田分科会長） 

 はい、ありがとうございます。本当にね、大変なんです。 

 他にご意見はございませんか。よろしいですか。 
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 それでは出来るだけ間に合うように、推薦が増えてくれればいいなという期待を込めま

して次に移らさせていただきます。説明をお願いいたします。 

 

（高島主査） 

子ども未来推進局の高島と申します。 

私の方から、皆様のお手元にあります議案に基づきまして、主任児童委員の一斉改選に係

る審査について説明させていただきます。着席して説明させていただきます。 

 まず改選状況の報告というところで、議案２、まず１枚表紙をめくっていただいて１ペー

ジですね、こちらに基づいて説明させていただきます。 

 まず、今回の被推薦者数です。定数が 757 名のところ、677 名の推薦者がおります。

その男女別の人数ですが、男性が 120名、女性が 557名となっております。男性が全 

体の約 2割弱となっており、圧倒的に女性の方が多い現状となっております。 

 次に 2 番目、平均年齢です。男性が 55.8 歳、女性が 56.1 歳、男性女性トータルの平

均年齢が 56.5歳という状況になっております。 

次に 3 番目の居住期間です。この居住期間というのは、現住所の居住期間となっており

ます。見ていただくと、圧倒的に 10年以上その住所にお住まいの方が多い状況になってお

りますが、中には 5年未満の方も、全体の 2％程度なんですけれども、いらっしゃいます。 

 次に、新任・再任問わず、55 歳以上で推薦される方について説明させていただきます。 

 55歳以上というところですが、審査方針の中で、原則 55歳未満となっております。な

のでその推薦をする中で、何点かピックアップして、ご説明させていただけたらと思ってお

ります。まず、該当者が 416名という大多数の方が該当になっております。 

資料の 79 ページを見ていただけますでしょうか。その一番上、標茶町にお住まいの方

で、年齢が 80歳という方になっておりますが、この方はですね、今でも障害者支援施設の

指導員をされていて、長年ですね、学校の先生をしていらっしゃって、長年標茶町で生活し

ていらっしゃって、地区のことを非常に把握をされているだけでなく、校長先生として退職

された後、幼稚園の園長先生としての経験もあるということで、非常に地域の住民の方から

の信頼も厚いということで、確認をしております。そして、主任児童委員さんとしての職務

内容も、当然十分理解していただいてますし、昨今の児童を取り巻く環境にも、非常に認識

が深く活動していらっしゃる方で、本当に今後も積極的な活動が期待できる方でいらっし

ゃいますし、健康状態も特段問題ないということも聞いているので、適任としております。 

 続いて、資料の 73ページを見ていただければと思います。番号が 376番の音更町の方

です。21年という本当に長い期間にわたってこの地域を担当していらっしゃって、地域の

実情にも精通していますし、この方は元々保健師をしていらっしゃった方で、子どもの育ち

ですとか、親子支援についても非常に力強い方、ということで確認しておりますので、この

方も適任ということで推薦を受けております。 

 今回の推薦者の、416名が 55歳以上ということで、また、60歳以上も 76名いまし
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て、比率としては高いですが、55歳未満だと働いている世代の方が多くてですね、なかな

か日中活動を行うのが難しいとか、そういった事情もあるということで、それでこういった

状況になっているのかなと考えられます。 

 次にですが、審査方針の分ですが新任の方のうち、区域の居住期間が 5 年未満の方を推

薦しております。その理由について、また何点か抜粋してご説明させていただきたいと思い

ます。83ページをお開きいただきたいと思います。 

 該当者はここにありますとおり 5 名いらっしゃいます。まず、2 番目の方ですが、この

方は平成 28年に移住してきたということで、居住期間は３年弱、2年 11ヶ月となってい

ますが、この方は保育士さんの資格を有していて、ボランティアや地域活動に本当に積極的

に取り組まれているということから、地域で頼りにされている存在ということで確認し、推

薦を受けております。他の方々についても、教諭の方で、転勤があるんですけれども、そこ

に赴任していた経験があって、地域をよくわかってらっしゃったとか、あと転勤族の方で、

転勤していたのでそこには住んでいなかったんですけれども、自宅を所有している方であ

ったりとか、そういったところでですね、居住期間は 5 年未満になっているのですが、そ

の地域については非常に理解されていたりですとか、当然関わっていらっしゃった方とい

うことで、いずれの方も地域の状況把握について十分ということで推薦をいただいており

ます。 

 最後になりますが、再任された方のうち、協議会の出席率が 6 割未満の方を推薦すると

いうことで説明をさせていただきます。85ページをご覧いただければと思います。 

この方たちなんですけれども、該当者の多くはですね、自営業をはじめとして、現役で働

いている方で、なかなか仕事の都合からですね、民生委員協議会への参加が難しいとなって、

出席率が下がってしまいやすいとのことで、確認しております。 

 他の理由としては、88ページの 25番の方をご覧いただければと思います。この方はで

すね、膝の手術をしたことで協議会の欠席が数回あって、出席率が低くなってしまったとい

うことですが、地域の実情には詳しくいらっしゃって、住民からの信頼も厚いということ、

また、社会福祉への熱意があるということから、適任ということで、推薦をしています。 

次に 90ページをご覧ください。37番の方ですが、先ほど 55歳以上の推薦理由の部分

でも説明させていただいた方なんですが、ちょっと一時期体調を崩されたということで、出

席率が下がっておりますが、今は回復さしていて、見守り活動を積極的に行っているという

ことで、本当に意欲が高くて、地区の民生委員協議会としても、お仕事と主任児童委員の活

動を両立していることを考慮して、フォローもしますし、この方自身も元気と言うことで、

聞いております。人数が非常に多いので数名ピックアップさせていただいて説明させてい

ただきましたが、事務局といたしましては、民生委員児童委員の適格要件に該当しており、

かつ、児童福祉に対する理解と熱意をもっていて、専門的な知識、経験、地域における児童

健全活動の中心となっていただける方、積極的な活動が期待できる方として、総合的に勘案

しまして、今回、各市町村の推薦会の方から推薦がありました方々につきましては、問題な
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く是非活動していただけたらなと判断しているところでございます。私の方からの説明は

以上となります。 

 

（本田分科会長） 

はい、ありがとうございました。 

主任児童委員の推薦要綱について、ご質問、ご意見承ります。 

 

（佐々木委員） 

 基本的な質問ばかりでごめんなさい、年齢要件なんですけれども、なぜ 55歳未満なのか

ということが、すみません、私素人なので、ちょっとどうなんだろうと。今 1 億人総活躍

とか、国がそういうふうに打ち立てていっている中で、実際こうやって年齢を見せていただ

いたら、担い手がいないのか、民生委員さんと同じように探すのに苦慮していて、ずっと歴

代やっていただいているのだろうなと思うんですけど、80 歳の方はとにかくとして、60

代、70代って今の人ってすごい若いと思うんですよね。育児の経験も豊富であったりした

時に、なぜ 55歳なのかということがちょっと疑問に思ったので、教えていただければと思

うんですけれども。 

 

（高島主査） 

 事務局の方がこういうことを言うのも何なのですが、確かにおっしゃるとおり、55歳も、

60歳も、70歳も非常に頼りがいがあるというか、今おっしゃられたとおりだという風に

思います。主任児童委員の選出における国の基準のほうが、原則ですね、55歳未満の者を

選出するよう努めることとなっていて、ただ、年齢要件についてはですね、地域の実情を踏

まえて、弾力的な運用が可能となっております。 

道の基準としては、原則として 55歳未満の者を選出することとしていて、どうしても困

難な場合には、55歳以上の方を選出するということに、今現状としてはなっています。た

だ、その場合でも、今説明させていただいたとおり、地域福祉活動に携わるに当たって、今

後の活動に期待できるということで選任しているというのが実情となっております。すみ

ません、ちょっと答えになっていないような。 

 

（佐々木委員） 

 いえ、答えになっていないわけではないんですけど、なんで 55歳にこだわるのかなとち

ょっと疑問だったものですから、それに対して国がなぜ 55 歳なんだろうということが私

が見た感じでは説明がないので、何でなんだろうなと思いましたもので。 

 

（本田分科会長） 

その辺は、皆さん同じ疑問なところで、55歳以上の推薦も実際に多くなっていることは
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事実ですし、この主任児童委員制度が始まったときは、まだこの高齢化が平成１２年でした

でしょうか（介護保険制度 Ｈ２４．４開始）確立したというか。けれど、この時はまだ、

５５歳以上が良いんだろうと国では判断したんだろうと思うんですけれども、５５歳とい

ったら皆さんお仕事をお持ちですし、そこの職場での理解が得られるかどうかと、（職場の）

責任者がそこでＯＫを出していただけるかということで、やはり仕事を退いた後での活躍

に期待して、６０歳を超えた方が多く推薦されてきているということは事実ですし、きっと

近い将来、年齢は幅を持っていくという風に、ならざるを得ない状況にあるのかなと思いま

す。 

 

（西川委員） 

 いいですか。 

 

（本田分科会長） 

 はい。 

 

（西川委員） 

 ５５歳というのは、確かに昔はそうかも分かりませんけど、今は高齢で出産される方もい

らっしゃるので、主任児童委員で６０代は仕方がないという気がします。 

 ただ、やはり子どもさんがいて、子育ての経験があるお父さんお母さんがやるべきであっ

て、おじいさんになってからやる必要はないと思うんですね、僕は。きっとそれは、８０歳

の方が主任児童委員をやっているということは、きっと、やめてくれないんですよ。やりた

いんです、その人は。首を見せられない。けれども地域では、鈴を付けて「もう辞めて」と

言えないんですよ。そういう方は沢山います。色んな団体でも、８０歳になっても辞めない

会長さんは沢山います。その人たちって、辞めたくないんです。これ（主任児童委員）もそ

ういう方がいると思います。だから、地域の人や役所の人も、お世話になっているから「も

う辞めて」とは言えないはずなんです。ただ、それはそれで良いものではない気がします。

ある程度、どこかでビシッと（年齢制限を）決める必要があると。例えば学校の先生なら、

決まりは自分で教えてきたということですけれど、その決まりを自分で破って８０歳まで

やるとなったら、もう先生じゃないですよね、簡単に言えば。やはりそこの部分は、人間の

ドロドロした部分が何となくあると思うので、そこを市町村でやるというのはきっと無理

だと思うから、ちゃんと通達か何かで決めてやらないと、辞められないと思います。死ぬま

でずっとやっていなければ駄目という風になってしまう、本当に。何となくその部分は皆さ

ん口にしないけれども分かると思うので、おおよその通達として何か作って出してやらな

いと。民生委員協議会の中で作ってもいいし、どこで作ってもいいと思うけれど、民生委員

協議会で作るのが一番良いのでは。そうしないと、辞められません。どこかで決まりを作っ

てあげないと、そしてそれを守る方向で。いないからやってもらうなら良いんだけれども、
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そうじゃないような気がします。やる方が沢山いる訳ですよ。民生委員がいるんですから。

民生委員が一人もいないところに主任児童委員がいるんじゃないんです、民生委員がいて、

その中から選ぶんですけれども、その人が辞めるのなら、誰かがなれるはずですから、その

辺は協議会の中できちんと決めてやらないと、そういう事例が出てきます。 

 やはり８０歳で推薦というのは、おかしいと思いませんか。実際その方には言えないかも

しれないけれども、私はおかしいと思います。そういう仕組みを協議会で作って出してあげ

ないと、地元では対応できない気がします。 

 

（本田分科会長） 

 ご指摘のとおり、一部そういう方もいらっしゃることは事実です。やはり地域ではお困り

のところもあると思います。最高の決議機関というのはここ（当分科会）だと思いますので。 

 

（西川委員） 

 であれば、ここで作れば良いですよ。 

 

（本田分科会長） 

 そこで、どう判断するかは道の判断ですけれども。 

 

（西川委員） 

実際、皆さんで考えても、おかしいですよね。 

先ほども言いましたけれども、子どもを産むのも遅くなってきていますから、概ね６０代

までは良い気がします。でも、７０代、８０代といったら、第一線ではなく陰で応援するの

が仕事のような気がしますけどね。そこはやはり、けじめを付けてあげた方がいいと思う。 

 

（本田分科会長） 

たぶん、西川委員がおっしゃっているのは、８０歳の方の。 

 

（西川委員） 

 ８０代だけではなくて、７０代でもやっぱり考えないと駄目だと思います。 

 

（吉良委員） 

 今、文科省の方でも色々変化しているので、それに対応していってもらうのには、やはり

７０歳くらいまでの対応しか出来ないかなと思います。最近はＩＴなども色々入ってきて

いるので、そういうものに対応する主任児童委員は、６０代か、高くても７０代前半くらい

で収めてもらわないと、やっていく方も大変だろうと思います。 
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（西川委員） 

 後継者が育たないですよね。 

 

（吉良委員） 

 そうですね。 

 

（佐々木委員） 

 そうだと思います。 

 

（西川委員） 

 今、７５歳で民生委員は辞めるという、一通りの申し合わせがあります。辞めなくてもい

いんですよ。でも、辞めますという。それはやはり、決まりを守るという考え方、持ってい

ればそういう風にはならないんだけれども、持ってない人はそうなってしまう。 

 だから、そういう考え方を持つような指導方法を作るしかないんではないかな。 

 

（本田分科会長） 

 主任児童委員から民生委員へ移行していただく分は、構わないんです。ただ、やはり再任

と言えども、私もちょっと８０歳は引っかかりました。あと、新任の７５歳以上も、ちょっ

と引っかかります。それは事実です。けれども、その地域が本当に一番なので、その地域の

判断がやはり最優先かなと思います。 

 今いただいた意見を加味しながら、次回（改選時）、もしくはそのつなぎの間にでも、お

考えいただくようにご指導いただければ幸いに思います。 

 

（西川委員） 

 本人には伝えなくとも、その市町村の担当者には言ったほうが良い気がするね。本人に伝

えられない事例なのかも分からないけど。でも、伝えないと分からないのかな、難しいとこ

ろだけれども。 

 

（本田分科会長） 

 話が戻りますけれども、今回、民生委員・児童委員は、あまり男女差がなく、均等に推薦

されてきたなあと思います。それに対して、主任児童委員は、仕方ないのかなというくらい、

８割がた女性です。でも、やっぱり男性も必要なんですよね。その辺も併せて、欠員補充年

度もしくは次回改選時までに制度化するというか、はっきりするという、そういう風にして

いただければ良いかと思います。 

 今回は、候補者をここで落とすということになると、また大変な作業になってきますので、

そういうご意見（年齢制限等）も沢山あったということも加えていただきながら、この推薦
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候補者を通していただけたら幸いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 他はご意見等、よろしいですか。 

 

（委員） 

 いいです。 

 

（本田分科会長） 

 本当に、悩んでいる担当地区も沢山あると思います。 

 

（佐々木委員） 

 関係ない話なのかもしれませんけれども、８０歳とか、６０歳とか、私もちょっとよく分

からない中での話になるんですけれども、もし辞められたときに、次の候補者を探すのがや

はり大変なんだろうなと思った時に、何となくお話を聞きながら考えていたんですが、民生

委員と介護保険の地域包括はとても密接な関係にあると思うんですね。結構民生委員さん

との交流が多い中で、変な話ですけど、地域包括にお勤めの方が定年になるという際に、ま

ず一回つばを付けるという訳ではないんですけど、やはり地域包括の方は様々な事を網羅

して情報を持っているので、やはりそういう方が民生委員になっていただけるというのが

ベストなのかなと思うんですね。そして、地域包括というのは委託事業というか、その市町

村が運営しているものなので、話を持っていきやすいのかなという風に思ったんですけれ

ども。個々の状況というのもあるとは思うんですが。一つの選択肢としては、町内会の中で

探すのも一つだけれども、包括にお勤めの方をピックアップして、ふさわしい方をご指名し

ながらどうだろう、とやっていくのも一つの手なのかなという風に思いました。 

 

（本田分科会長） 

 はい。ありがとうございます。 

 たぶん、各市町村は大変だと思います。その辺を承知の上で推薦名簿を出してきたという

風に理解します。でも、おっしゃるように、そういうお仕事関係の方がなっていただければ

本当は一番良いんですけれど、そういう制度がない地区もありますので、その辺もちょっと

大変かなと思います。 

 

（佐々木委員） 

 はい。 

 

（本田分科会長） 

 他は、よろしいでしょうか。 
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（藤本委員） 

 はい。 

 

（本田分科会長） 

 どうぞ。 

 

（藤本委員） 

 協議会の出席率６０％未満の方に対するフォローというか、会議でこんなことがありま

したよ、というような議事録のようなものは送付しているんでしょうか。 

 そういうフォローをしながら、少しでも内容を分かっていただくとか、関わっていくのが

大事かなと思いました。やはり、出席率が１０数％とかになると、出なくていいやではない

ですけれども、出たいという気持ちがあってもなかなか出られないという方もいると思い

ますので。そういう会議の内容をお知らせするということはしていらっしゃるんでしょう

か。 

 

（吉良委員） 

 はい。毎回、欠席の連絡があると、事務局のほうでその日の議事録や資料を送付して、さ

らに、地区ごとにグループがあるんですけれども、その地区の人たちも説明をしに来たりと

か、地域ごとに集まった時に、こういう事があったよとか、その人が参加できる時間帯に合

わせて集まったりといったこともしているので、その連携は足りていると思うんですけれ

ども。やはりなかなか出席できない人が、そういう場（協議会）にいくと、その地域の人と

は馴染むんですが、別の地域の人とは馴染めないということがあるので、その辺が行きづら

い部分があるのかなという風には思いますけれども。でも、一応連絡はしています。 

 

（本田分科会長） 

 ありがとうございます。実際そのとおりですね。 

 

（吉良委員） 

 やはり、仕事を持ちながらやっている方とか、自分の行きたい時間に仕事が入って行けな

いとか、パートをやっている方なんですが、本当は（会議のために）休みを取っていたんで

すけれど、休んだ方の代わりに、急遽仕事に入らなければいけなくなったりということで、

やはりそういう、自分の都合でどうにかならない理由で出席できないということがあるの

で、そういった場合は皆さんでフォローしていくのが良いのかなと思います。 

 

（本田分科会長） 

 よろしいですか。 
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（藤本委員） 

 はい。 

 

（本田分科会長） 

 ありがとうございます。後はご意見はありますか。この機会なので何でもよろしい 

ですので、ご意見出してください。 

 

（西川委員） 

何でも良いという事なら、よろしいですか。 

 

（本田分科会長） 

 はい、どうぞ。 

 

（西川委員） 

 協議会の出席率６０％超える事ができない方で、自営業の方、結構いますよね。自営業だ

から、会議に６０％以上出られないという方。実は私、自営業なんです。自営業だから、（こ

の分科会にも）出てこられるんです。逆なんです、本当は。 

 だから、悪いけれども、その人が本当に出る気があるか無いかが、そこで分かってしまう

んです。私は、自営業だから来られます。サラリーマンだったら、来られませんよ。だから、

その理由は、そのまま鵜呑みにしないでください。ああ、この方はあんまり来る気がないん

だなと、僕はそう捉えますよ。自営業なんだから、私の場合は、今日この予定があります、

となれば、休みにして、日曜日に働きます。そういうやり方が出来るんです。私は道社協の

理事をやらせてもらっていますけれども、一年間の予定を先に手帳に入れてしまいます。そ

れで、残った日で仕事をするようにして。民生委員さんも、日にちが分かっていれば、いく

らでもそうなりますから。そういう見方で見てください。何でもいいと仰っていたので、意

見しましたが。 

 

（本田会長） 

 良いんです。連盟の各支部に、申し伝えます。 

 持っている時間は皆さん同じですので、どう使うか。民生委員児童委員が無報酬だという

のは、皆さんご存じですよね。ただ、これは先の社会福祉審議会でも言わせていただいたん

ですが、活動が自分のためになるということに気が付くのに、やはり１０年ほどはかかりま

す。その旨味というか、人間の成長につながるものがここで得られるということに気付くま

で、続けてやっていただければ花マルなんですけれど。 

 民生委員になって本当に早い時期に、「（協議会に）出にくい」という気分、「仲間が作れ

ない」、「活動が大変だ」という思いから、辞めてしまう方が多く、本当に残念なんです。な
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ので、それを育てるのも、今日の会長の役目だとは思いますけれども。 

 

（西川委員） 

 例えば、協議会の時間を夜にする等というのも一つの手なんだけれども、やはり、出られ

ない人がいつが良いの、という考え方、僕らは短い会議であれば、昼ご飯を食べない人はい

ないのだから、昼ご飯を食べながら会議をやるという事があるんです。それであれば、行く

しかないんだから。「あなたの来られる時間でやりましょう」というのも一つの手です。 

 

（本田分科会長） 

 そうですね、はい。本当に貴重なご意見です、ありがとうございます。 

 他はよろしいですか。 

 本当に、こういう場所で皆さんにご意見をいただくことで、理解が深まると思いますので、

どんどん出していただければ。 

 無ければ、この議題はこれでよろしいでしょうか。今期に限り、推薦者を認めるというこ

とで進めてよろしいですか。 

 

（委員） 

 はい。 

 

（本田分科会長） 

 はい、ありがとうございます。では、事務局にお返しいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（板垣地域福祉課長） 

 本田会長、どうもありがとうございました。本日、委員の皆様にご審議いただきました７，

４０３名の候補者につきまして、この後すみやかに、厚生労働大臣に推薦をさせていただき

ます。なお、本日審査にお諮りできなかった１，０７５名につきましては、関係市町村にお

きまして、欠員を生じないよう候補者の選定に努めているところでございます。 

 今後の追加推薦につきましては、１１月中旬を目途に、書面により審査をお願いしたいと

考えております。お忙しいところ大変恐縮ではございますが、引き続きよろしくお願いいた

します。 

 それでは、以上をもちまして、民生委員審査専門分科会を終了いたします。 

 冒頭でも説明いたしましたが、本日お配りしました資料のうち、議案１と議案２につきま

しては、個人情報になりますので、お持ち帰りにならず、お席に残したままでお願いいたし

ます。 

 本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございました。 


