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平成３０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：平成 31年３月８日（金） １０：００～１０：４０ 

  〇 開催場所：かでる２・７ １１０会議室 

   

 

〇次 第 

１．開会 

２．挨拶（保健福祉部 京谷福祉局長） 

３．委員紹介 

４．議事 

（１） 審議事項 

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

門分科会審査指針の一部改正について 

  ３．閉会   
 

（岡本地域福祉課長） 

それでは、皆様お揃いになりましたので、ただ今から、平成３０年度北海道社会福祉審議

会民生委員審査専門分科会を開催させていただきます。私、地域福祉課長の岡本と申します。

本日の進行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、福祉局長の京谷よりご挨拶申し上げます。 

 

（京谷福祉局長） 

 皆様、おはようございます。福祉局長をしております、京谷でございます。 

 本日は、社会福祉審議会民生委員審査専門分科会ということで、年度末のお忙しい中、お

集まりいただき、ありがとうございます。 

 民生委員についてでございますけれども、現在道内では、政令市である札幌市で約２，７

００名、中核市の旭川市で約７００名、函館市で約６５０名、それ以外の、私ども道が所管

をしております市町村では、先月末の時点で８，２７２名と、全道あわせると約１２，００

０人を超えるような方々に、なっていただいております。 

 地域の民生委員には、それぞれの担当地域におきまして、子育てや介護、家計相談をはじ

めとする、ありとあらゆる困り事の相談に応じるなど、大変重要な役割を担っていただいて

おりますけれども、一方で、委員の高齢化、それから市街地への転居、定年後も最近は働く

ことを希望される方が増加していることなど、担い手不足が大変深刻化をしてきていると
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ころでございます。 

 こうした中、本年１２月には、３年に一度の民生委員の一斉改選が控えておりまして、私

どもといたしましては、今後、担い手の確保に向けた取組を一層進めていかなければならな

いという様なことがございます。本日は、その第一弾といたしまして、民生委員を選任する

際の要件の一部緩和をご提案させていただきたいと思っております。 

この、本日の事務局案につきましては、事前に、本日お越しの本田会長に、現場のご意見

などもいただきながら作成をいたしましたが、本田会長の方からは、民生委員以外の方々の

ご意見を伺うといったことも大事だというご助言をいただいておりますことから、本日お

集まりの委員の皆様には、それぞれのお立場から、忌憚のないご意見をいただきたいと考え

ております。 

最後になりますけれども、本道における民生委員活動の一層の充実に向けまして、今後と

もお力添えをいただきますようお願い申し上げ、本日の開会の挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 次に、議事に先立ちまして、本専門分科会の本年最初の開催ということもございます。ま

た、昨年４月から当分科会の委員となっていただいている方もいらっしゃいますので、僭越

ですけれども、私の方から、委員の皆様の紹介をさせていただきたいと存じます。 

  

 最初に、本専門分科会の分科会長で、公益財団法人北海道民生委員児童委員連盟会長、本

田晴子委員でございます。 

 

（本田分科会長） 

 よろしくお願いいたします。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 続きまして、日本赤十字社北海道支部事務局次長、橋田雄一委員でございます。 

 

（橋田委員） 

 橋田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 続きまして、北海道議会議員、吉田祐樹委員でございます。 

 

（吉田委員） 

 吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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（岡本地域福祉課長） 

 次に、昨年４月から新たに委員にご就任いただいております、お二方でございます。 

 まず、お一人目、社会福祉法人北海道社会福祉協議会理事、西川勝夫委員でございます。 

 

（西川委員） 

 西川です、よろしくお願いいたします。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 同じく、社会福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会理事、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。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 続きまして、事務局の職員をご紹介させていただきたいと思います。 

 地域福祉課主幹の庄田でございます。 

 

（庄田主幹） 

 庄田でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 主査の谷口でございます。 

 

（谷口主査） 

 谷口です、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 主任の田中でございます。 

 

（田中主任） 

 田中と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 それでは、お手元に配布しております資料の確認を、議事の前に、させていただきたいと

思います。お手元には、次第と、出席者名簿、それから本日の議案、関係法令資料、以上合

計４種類となっております。審議の途中でも結構でございます、不足等ございましたら、お
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声がけいただければと存じます。 

 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。

よろしくお願いいたします。 

 

（本田分科会長） 

 皆様、改めまして、おはようございます。 

 この度、民生委員の次期改選を迎えるに当たりまして、なかなかなり手がいないという事

務局からもお話がありましたが、緩和という条件を提示していただきました。この分科会に

て審査していただくこととなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の審議事項として、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、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局：田中主任） 

 それでは、資料の順に説明を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、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改正をするに至った経緯について、説明を

させていただきます。 

 資料の１をご覧下さい。まず、１の経緯についてですが、本年１２月に行われる民生委員

一斉改選に向けて、昨年夏頃より、欠員の多い市町村の対応策等について情報収集をしてま

いりましたところ、一部の市町村の方から、コンパクトシティ政策等の推進によりまして、

現任の民生委員の方が担当地区から転出しまして、解嘱となってしまうという事例が増え

ており、後任の確保に苦慮しているとの情報を得ました。 

 ちなみに、民生委員の選任要件についてですが、資料の下に下がっていただきまして、３

の現状のところに国に選任要領を記載しております。国の選任要領としましては、「その地

域に居住していること」と定められております。こちらは北海道の選任要領におきましても、

国の選任要領に準じて、同様の要件を設けております。 

 さらに資料を１枚めくっていただきまして、本分科会の審査方針を記載しております。内

容としましては、「その地区に概ね５年以上居住していること」を要件としております。こ

の２つの要件により、現行では、担当地区に居住していない方は、民生委員の選任要件を満

たしておらず、解嘱せざるを得ないということになっております。 

 北海道におきましては、他の都府県と比較しましても、人口減少や少子高齢化が進んでい

ることもございますので、今後一層、担い手の確保が共通課題となることが予想されます。 

 つきましては、一定の条件の下、居住要件を緩和する必要があると、この度事務局で判断

いたしまして、本日皆様へお諮りすることとなりました。 
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 では、具体的な改正案について、説明をさせていただきます。１枚めくっていただきまし

て、資料２をご覧ください。 

 まず、１の北海道民生委員児童委員選任要領についてですが、右側の現行の文言に加えま

して、「ただし、一定の条件を満たす場合はこの限りではない」というただし書きの文言を

追加しております。 

 次に、このただし書きによる一定の条件ということで、次の２の民生委員審査専門分科会

審査方針において、条件の詳細を定めております。 

 （３）その他のところですが、「ただし書きの一定の条件とは、次の条件をすべて満たす

こと」としております。 

 まず、①の「当該市町村内に居住していること」とありますが、これについては民生委員

法におきまして、「当該市町村の議会議員の選挙権を有する者」と定められておりますので、

必須要件として、改めて記載しております。 

 続きまして、②「本だたし書きの規定により最初に委嘱される日の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」とありますが、こちらについ

ては、居住経験がありましても、何十年前に住んでいたなど、相当過去のことである場合は、

地域を詳細に把握する必要がある民生委員の適性を満たさないと考えまして、「直近１年前

まで」という条件を設けました。また、居住年数５年については、一般要件として元々定め

られているままとしております。 

 続きまして、③の「地域の実情を知っているだけではなく、地域住民との交流が深く、信

望が厚いと認められること」とありますが、こちらについては、今回の緩和により例外的な

取扱いとして委嘱を認める以上は、必要な条件であるとして、盛り込みました。 

 また、④「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」、続きまして⑤「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」につきましても、担当地区と

居住している地区が異なる以上は、民生委員活動を行う上では必要な条件であるとして、今

回盛り込んでおります。 

 続きまして、⑥「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」につきましては、今回の緩和は例外的な取扱いでありますので、周囲のサポート体制は

必要不可欠ということで、条件に盛り込んでおります。 

 最後に⑦「任期は、本ただし書きの規定により委嘱される日から３年を経過して以降、最

初の一斉改選までとし、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」とございますが、

こちらについては最短で、一斉改選のサイクルである３年、最長では６年未満という期限を

設定したものです。やはり原則としては、その地区に住んでいる方が望ましいということが

あり、緩和条件によって委員の方が委嘱されたとしても、市町村におきましては、引き続き

適任者を探していただく必要がありますので、この条件を加えております。 
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 続きまして、改正案の検討に当たって、市町村あてに調査を行った結果を報告いたします。 

 １０ページの資料５をご覧ください。民生委員児童委員の居住地要件に係る状況調査に

ついて（調査結果）ということで、今回この市町村調査を行った経緯ですが、先ほどお示し

した改正案の事例に該当するケースがどのくらいあるのかということを把握するために、

本年１月に実施いたしました。まず、調査対象ですが、アのところですが、指定都市・中核

市を除いた１７６市町村あてに調査を行っております。イの調査対象期間ですが、前回一斉

改選後の平成２８年１２月２日以降から、今回の調査時点である平成３１年１月末までと

設定いたしました。また、この期間内に解嘱された方の数はウのとおり３４０人となってお

ります。 

 続きまして、１の「転居を理由に解嘱となった委員がいた市町村数」は、１７６市町村の

うち、２９市町村ございました。全体の１６．５％を占めております。このうち、２の「転

居を理由に解嘱となった委員の数」は、５３人いらっしゃいまして、全体３４０人のうち、

１５．５％を占めております。 

 続きまして、その５３人お辞めになった方のうち、市町村内で転居されたことにより解嘱

となった方の数は、２０人いらっしゃいました。このうち１５人の方の地区は、既に後任が

決まっておりますが、５人の方の地区は、未だ欠員状態のままとなっております。 

 続きまして、この欠員状態が続いている５人、５地区のうち、改正案の条件を満たす方は

どのくらいいるのか、次の５番のところにございます。まず、（１）の条件ですが、「直近１

年前までに転居前の地区に５年以上住んでいた経験があるという方は、右側のところに記

載しておりますが、５人中３人いらっしゃいまして、全体の６０％の割合となっております。

これを受けまして、事務局案といたしましては、６０％ということで概ね条件を満たしてい

るということから、改正案のとおり進めてまいりたいと考えております。なお、「直近 1年

前までに」という条件と、「居住年数５年」の条件を外して欲しいという市町村の意見も複

数ございましたが、最初から条件を大きく緩和するのではなく、実情をより詳しく踏まえた

上で慎重に進めていく必要があると考えまして、次回の２０２２年の一斉改選までに検討

していく課題といたしました。 

 続きまして、（２）の「転居前の地区の住民と交流が深く、信頼されている状況がみられ

る」というところですが、こちらは５人中すべての方が満たしているということで、改正案

のとおりとしたいと考えております。 

 続きまして、（３）の「転居前の地区に定期的に訪問できる」という方は、５人中２人の

方が満たしておりまして、少ない割合となってはいますが、この理由としては、距離が遠い

ということと、車の運転ができないという方がいらっしゃいまして、このような結果となっ

ております。しかしながら、定期的まいりたいと思います。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして、１１ページをご覧ください。（４）の「転居

前の地区の住民と電話やファックス等で連絡できる体制がある」という項目ですが、５人中

２人の方が該当するという結果でした。４０％ということで割合が低い理由ですが、電話や
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ファックスは家にお持ちなんですが、転居前の地区の住民の方の連絡先を把握していない

という理由で、このような結果となっております。しかしながら、地区内に居住していない

という状況のなかで、訪問以外の連絡手段は必要でありますので、このまま改正案のとおり

としたいと考えております。 

 続きまして、（５）以降についてですが、こちらは委員ご本人の状況によらない要件とな

ってございまして、市町村からは自由意見として回答を求めました。 

まず（５）ですが、「市町村や、地区民生委員協議会の支援体制が確保されている」とい

う条件については、町内会も含めてはどうか、という意見がございましたので、改正案を「地

区民生委員協議会“等”という文言に変えております。そのほか、賛成意見が多数でござい

まして、反対意見はございませんでした。これを受けまして、事務局案としては、他の地区

に住んでいる民生委員の方の活動を円滑に進めていくためには、市町村や、地区民生委員協

議会による支援は最低限必要と考えますので、改正案のとおりとしたいと考えております。 

 最後に、（６）の「任期は要件緩和により委嘱されてから３年経過後の一斉改選までとす

る」という条件ですが、市町村からの主な意見としましては、委員の高齢化の状況もありま

すので、長期で他の地区の委員を続けることは困難であるといった意見をはじめ、改正案に

概ね賛成であるという意見が多数でございました。なお、反対意見はございませんでした。 

これを受けまして、事務局案としましては、今回の居住要件の緩和はあくまで例外的な規定

でありまして、無制限に再任を繰り返していくことには歯止めが必要であるということと、

委員の高齢化の状況を踏まえていくことが必要となりますので、改正案のとおり、任期の期

限を設けることとしたいと考えております。 

 以上で事務局からの説明を終えさせていただきます。 

 ご審議よろしくお願いいたします。 

 

（本田分科会長） 

 はい、ありがとうございました。 

 今提案されてましたとおり、民生委員の選任に関する居住地要件の緩和に当たってでご

ざいます。皆様のご意見を頂戴したいと思います。何かございませんでしょうか。 

 現民生委員の女性比と男性比の割合ですけれども、女性の方が６割以上でございます。年

齢は･･･実際に行動していただく年齢は、道の方で既に撤廃していただいてございますので、

かなり高齢になってございますが、やはり、それに甘えて、というのはどうかな、という私

個人の意見もございます。 

 民生委員児童委員として要求される事柄が、国をはじめとして、各市町村、かなり増えて

おります。ですので、地域の人たちが安心して暮らしていただくためには、やはりある程度

の経験、慣れた方がきっと安心なんだろうなと。この度の災害地、震災地などを訪問させて

いただきましたら、やはり自身が転居せざるを得なくなっていても、その仮住まいしている

所から、元の受け持ち区域にお世話をしに通ってらっしゃるという委員さんが沢山いらっ
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しゃいます。 

 要は、民生委員というお仕事と言いますか、それを端的に、委員の皆様をはじめ、色んな

関係部署の方々に理解していただくことが一番大事なところかなと思いまして、この緩和

策を打ち出していただいた道にお願いして、本日このような場所を設けさせていただきま

した。ですので、皆様、民生委員に対する、勿論ご不満も伺っていきたいと思いますし、何

かご意見がありましたら、伺いたいと思います。 

 

（藤本委員） 

 よろしいですか。 

 

（本田分科会長） 

 はい。 

 

（藤本委員） 

 私も、本当にこのとおりだなと思いました。実際、自分の住んでいる地区も、高齢化が進

んでおりますし、若い方が数年前に委員になってくださったんですけれども、その方は若い

ので、働き出したんですよ。それで結局は出来なくなりまして、今そこは欠員になって、本

当になかなか見つからなくて困っているという状況です。緩和の条件もここに書いてある

とおりだなということで、市の中でも違う地区に移った方は、長年地元の方に住んでいらっ

しゃって、本当に地域の方と親しくなっていまして、このような緩和条件があれば、元の地

域のお世話をしてくださるのにな、と感じておりましたので、今回のこの要件の緩和につい

ては、私個人としては、有り難いことだなと感じておりました。 

 

（本田分科会長） 

 ありがとうございます。その他のご意見は･･･せっかくこの人数ですので、お一言ずつで

もいただきたいと思います。 

 

（橋田委員） 

 はい。ちょっとお聞きしたいんですけれども、当該地区というのは、例えば、札幌市の中

央区で言えば、中央区の中でどういうふうに担当地域を定めているのか、ちょっと分からな

いんですけれども。それで今回、転居でも市町村内であれば良いということは、例えば、手

稲区から厚別区に転居しても、連絡体制がしっかり出来ていれば、手稲区を担当することも

可能だということですよね。 

 

（本田分科会長） 

 大変申し訳ありません、札幌市民児協さんというのは、政令都市なんですね。 
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（橋田委員） 

ああ、すみません。 

 

（本田分科会長） 

 ええ、私たちが所管するところとはちょっと違うんです、申し訳ありません。 

 市町村の担当区については、（事務局から）ご説明いただければ。 

 

（事務局：田中主任） 

 市町村の担当区域につきましては、市町村内の世帯数によって、一人当たりの担当する世

帯数が国の基準で一人当たり何世帯というものが決まっているんですけれども、その世帯

数ごとに地区を設けて、市町村の方で区割りを決めていただき、活動していただいておりま

す。 

 

（西川委員） 

 一人当たり、何世帯ですか。 

 

（事務局：田中主任） 

 一人当たりの世帯は、市と町村で、規模によって異なっておりまして･･･少々お待ちくだ

さい。 

 

（本田分科会長） 

 基本的には、世帯数があるんですけれども、やはり、面積は広くても人口がいないところ

と、狭くてもすごく人口のあるところ、多い人で３５０から４００世帯の担当を持っている 

人から、７０～８０世帯の人まで、本当に様々な状況に対応しているんじゃないかなと思い

ます。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 国の方でも、基準自体はかなり幅広い、何十世帯から何百世帯とかですね、かなり幅をも

って設定されておりまして、その中で市町村それぞれに決めていただいているという形に

なっております。例えば新興住宅地で、ちょっと大きなマンションがいくつか建っていると

すると、それだけで一つの区割りにしても良いのではないかという区割りになる所もある

んですが、ただ、基本は３年に一度、区割りなり、定数を道の条例で定めさせていただいて

おります。それで区割りを見直すとすると、３年に一度というのが基本という形になってい

るものですから、一時的にですね、ものすごい世帯数を担当しなければいけないという方も

出てくるということで、３年おきに、それぞれに市町村で１年前２年前ぐらいからですね、

「もうそろそろここは区割りを変えた方がいいんじゃないか」とか、「定数を増やす必要が
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あるんじゃないか」ということをご議論いただいて、大体、今回は昨年くらいから、それぞ

れの市町村の状況を伺って、特に定数の変更があるようなところはですね、個別に色々とお

話を伺いながら最終的にどれくらいがいいんだろうかといったような形で条例を定めて、

運用させていただくということになっております。 

 

（事務局：庄田主幹） 

 町村の場合だと、７０から２００世帯までの間、かなり幅がありますが、この世帯ごとに

お一人ずつという基準になっているので、７０と２００では、随分と幅があるという状況で

す。また人口１０万未満の市ですとか、中核市ですと１０万以上となりますが、それぞれ幅

が１２０から２８０の間でお一人となっており、基準はありますが、かなり幅があるので、

それぞれの市町村の状況に応じて、地区民児協とご協議いただいて、設定するということに

なっております。 

 

（西川委員） 

 いいでしょうか。 

 

（本田分科会長） 

 はい、どうぞ。 

 

（西川委員） 

 今回のこの緩和策は良いと思うんですけれども、これと地域割をうまく活用すると、もう

ちょっと足りない部分が解決できるような気がします。 

 というのは、私、北斗市なんですけれども、私の住んでいる村というか集落は３０数世帯

しか無いんですよ。で、民生委員さんがいますよね。そうしたら、どこかとくっついて２０

０世帯くらいとか、まあ１００とかでもいいんですけれども、そうすることによって、居住

地区が異なっていても、範囲を広げることによって、その人たちを見て、知っていかなきゃ

ならないこともあるだろうし、住んでいる地域という考え方をしていかないで、見ることに

よって自分のエリアになるということもありますよね。見ないから知らないというだけで

あって。その地域に住んでいて、まあ、面積にもよりますけれども、地域割もうまく活用し

ていかないと。片方だけ手を付けても駄目だと思うんですよ。地域割をうまく活用すること

によって、全体の公平な人数割をしていかなければ。地域割だけしていれば、間違いなくそ

ういうような問題は出てくると思うので。その辺を市町村の担当の方ともよく連絡を取り

合って、定数を極端にするのではなくて、例えば７０と２００ではなくて、１００ぐらいに

平均にならしてあげるようなことを一緒にやっていかないと、これだけ手を付けても駄目

だと思うんですよ。これ（緩和策）はこれで良いとして。これはこっちで決めればいいこと

かもしれないけれども、地域割というのも、地域でやるんであれば、それも上手く活用して
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いったほうが、一定の人数になっていくんじゃないかなと思います。 

 

（本田分会長） 

 ありがとうございます。とてもいい意見をいただきました。 

 活動の中身にもよりますけれども、一人では訪問しにくい例なども出てきておりますの

で、やはり隣の地区の民生委員さんと、２人で行くということをお勧めをしながら、今問題

となっている４０代、５０代のひきこもっている男の方を訪問するのは、女性一人ではちょ

っと一歩引くということがあります。できるだけ 2 人なり、関係機関と連携して訪問する

ということを勧めております。 

貴重な意見、ありがとうございます。 

 では、吉田委員さん。 

 

（吉田委員） 

 緩和策自体はこれでよろしいと思うんですけれども。今後、それでも恐らく足りなくなる

というのは目に見えていると思うんですよ。その中で、また他に更に緩和していくようなタ

マというか、そういうようなものが考えられているのか。さっきの地域割の話も恐らくまた

限界が来ると思うんですよね。そうなった時に制度自体の根本の見直しというか、そういっ

た議論等はされているのかということは、いかがなんですか。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 現状ではですね、正直申し上げますと、まだそこまで踏み込めていないというところがご

ざいます。ただ、今までは国から示されたものをそのまま北海道にも文字どおり当てはめて

きたところなんですが、それではやはりいけないだろうということで、まずは第一歩として、

このような形をとらせていただきました。ただ、市町村からはこれに対しても、すべてがこ

れで良いね、というふうにご意見をいただいている訳でもございませんし、我々としても、

今回は、今年の１２月１日に向けてという中でこのような形をとらせていただきましたが、

これで安心するのではなくて、もう既に、これから３年後に向けて、今ご指摘ありましたよ

うに、市町村と話し合いをしながら、更に次の一手くらいは、もう今から考えていかなけれ

ばいけないのかなというふうに考えております。 

 

（吉田委員） 

 現状で、全く民生委員がいない地区というのは存在するんですか。 

（岡本地域福祉課長） 

 今、道所管のエリアで、定員の充足率が９７．数％となっております。 
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（吉田委員） 

 その場合はどういうふうに対応するんですか。例えば、管内の役場の方だとかが対応する

んですか。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 実質的に役場の方でカバーいただいたり、あとは近隣の地区の民生委員の方で、複数の方

で分担して見ていただいたりと、穴ができないようにという形で、それぞれ市町村の方で工

夫していただきながら、やっていただいております。 

 

（吉田委員） 

 共働きもこれだけ増えていて、さっきも仰ってましたけれども女性が６割という中で、定

年も上がってきますしね。ますます良くなる要素が感じられないですよね。条件の緩和も限

界がありますよね。これ（緩和策）自体は、するしかないですけれども。 

 

（本田分科会長） 

 皆さんに分かっていただきたいなと思うことは、民生委員も昔は名士さんとかが多かっ

たんですけれども、今度の案、中身としては、民生委員・「児童委員」となっています。そ

の「児童委員」に係る比重、学校の問題とか虐待をはじめとした子どもの問題、主任児童委

員がいるというのはご存じですよね、それも含めてなんですけれども、本当に若い方にどう

対処していくかというのは、すごく大変なことになってきております。 

 各地域でご理解いただけたら、ＰＲいただけたら、民生委員・児童委員も活動しやすいか

なと思います。本当に今日は貴重なご意見、ありがとうございます。 

 さて、ただ今の説明について、ご意見がなければ、今回の改正案について審議の結果、改

正を認めることとしていただき、分科会の決議とさせていただきたく思いますが、よろしゅ

うございますか。異議ございませんか。 

 

（本田分科会長） 

 はい、ありがとうございます。それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

（岡本地域福祉課長） 

 ありがとうございました。私どもから提案させていただきました案について、まずはご承

認いただきましたこと、また、今後の対応を含めて、色々とご意見をいただきましたこと、

本当にありがとうございます。 

 次回、この分科会でございますが、今年１２月１日の一斉改選に向けた審議というものを

議案といたしまして、本年の秋を目途に開催予定となってございます。委員の皆様には、ま

た時期が近づいてまいりましたら、別途、日程の打診とご案内をさせていただきたいと思い
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ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、本日の民生委員審査専門分科会を終了とさせていただきます。ありが

とうございました。 


