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平成２８年度 住之江区区政会議 

第２回 福祉・健康部会 会議録 

 

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 そうしたら、ちょっとまだ定刻にはまだなっていませんけれども、皆さん、メンバ

ーもそろいましたので、ただいまから平成２８年度住之江区区政会議第２回目の福

祉・健康部会を開催させていただきます。 

 本日は皆様、お忙しいところ、またちょっと時間の遅いところ、お運びいただきま

して、ありがとうございます。そうしたら、私、まず事務局のほうから進行をさせて

いただきます。 

 まず配付資料の確認なんですけれども、お手元に配っていますけれども、１点目は

本日の次第です。第２回福祉・健康部会と書いています。議事は二つほどあるんです

けれども、次第の次はメンバー表です。裏おもて１枚ものになっています。福祉・健

康部会の委員さんのお名前と、あと区役所と区社協さんのメンバーを書いた１枚もの

です。それと、今日の議題の一つであります運営方針ですね、五つほど取組があるん

ですけれども、５枚をホチキスでとめさせてもらっていると思うんですけれども、Ａ

４縦５枚もの。 

 そして、最後に今日の議題の二つ目である地域福祉推進大会の提案ということで、

１枚ものです。以上をつけさせていただいています。不足等はございませんでしょう

か、大丈夫ですね。 

 そうしたら、これでやってまいります。  

 まず、委員の出席の確認なんですけれども、今日は６名中３名の出席ということで

す。大磯さん、佐野さん、藤井さんですね、日程調整をしたときは出られるとおっし

ゃっていただいたんですけれども、その後、急な用事が入りまして、今日は寂しいん

ですけれども、３人ということで。  
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 ３人ですけれども、定足数５０％以上満たしていますので、今日の会議は有効に成

立しております。部会長は杉村委員ということでお願いしたいと思います。 

 そうしたら、副区長は今年度初めてですので、ちょっと自己紹介とか、すみません、

お願いします。 

○安藤副区長 

 自己紹介ということでございますが、改めて副区長の安藤でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。  

 区長とともに、４月にまいりました。もう大方半年になろうかなというところでご

ざいます。新しい区長のもとで、区政会議を開催させていただいて、また来年度に向

けた取組を進めていきたいと思っております。  

 区の個性とかいろいろ最近言われていますけれども、この福祉と健康というのは、

人が生きていく上で、根幹にかかわるところでございまして、これを欠いて個性だ独

自性だということを言ってもこれは仕方がないわけでございまして、そういうところ

は市役所あるいは特に区役所が中心になって、担わなければならないというふうに思

っております。 

 とりまとめいただきました結果を、しっかりと来年度に反映させていきたいと思い

ますので、ぜひとも活発な議論をよろしくお願いしたいと思います。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 ありがとうございます。それでは、今回の部会は、個人情報など、特に非公開情報

というものはありませんので、会議は公開させていただいております。議事録等につ

きましても、後日公開になります。公表する際には、発言者と発言内容についても公

表しますので、よろしくお願いいたします。  

 本日の会議は、議題は二つ予定、この次第のとおりです。二つ用意しております。

一つ目は運営方針についてでございまして、二つ目は地域福祉大会でございます。そ

の他というところがあるんですけれども、先ほど佐野委員が欠席というふうに言いま
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したけれども、佐野委員のほうから一点質問をもらっていまして、これについてまた

紹介させてもらいますので、委員の皆様に意見をいただきたいと思います。  

 一つおわびがございますけれども、本会議の委員の皆様のご案内の際には、１番目

の議題として将来ビジョンについてやるということにしていましたんですけれども、

これはちょっとまだ中身を調整中でして、今月の９月２７日に区政会議の全体会議を

予定しています。そのときに、将来ビジョンについてはご説明させていただきますの

で、今日のところは、これは議題からは取り下げさせていただきます。それをご了承

願いたいと思います。どうも申しわけございません。  

 そうしたら早速、杉村部会長のほうに議長をお願いしたいと思います。よろしくお

願いします。 

○杉村部会長 

 時間も、限られた時間ですので、早目に進めたいと思います。では議題について区

役所のほうから説明をお願いいたします。 

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 そうしたら、まず私のほうから議案１の全般的な説明をさせてもらいます。資料と

しては、先ほどご案内しました５枚ものの資料、これをちょっと見ていただけますで

しょうか。この資料においては福祉・健康部会が所管する五つの項目、子育て、幸せ

プラン、見守り、すこやか、そして介護人材と、この五つの項目を今回出させていた

だいております。 

 資料の見方なんですけれども、１枚目の子育てのところなんですけれども、これを

ちょっと見ていただけますでしょうか。  

 見方としましては、縦軸に上のほうから予算、めざす状態アウトカム、戦略、具体

的取組内容、それと最後に業績目標と、こういうふうに順番に並べております。  

 横軸のほうは、平成２７年度、平成２８年度、平成２９年度というように、３カ年

度が比べることができるように、わかりやすくさせてもらっています。こういう体裁



－4－ 

にしております。 

 今日、一番皆様に見ていただきたいというか、ご意見を頂戴したいのは、平成２９

年度、ここのうち、具体的取組内容のところです。この欄に書いていることを、特に

見ていただきたいと思っています。これは、具体的取組内容について、皆さんからの

ご意見をいただいて、今後のスケジュールとしましては、秋にかけて、この具体的内

容に沿って、我々は予算要求をしていく予定でございます。つまり、本日の会議は、

皆様のご意見を来年度の予算、平成２９年度の予算に反映できるというように、貴重

な機会ですので、そのことを念頭に置いていただいて、意見交換をお願いしたいと思

います。 

 それでは、今１枚目の子育てから各担当課長によりまして、順番に説明していきま

すので、一通り５項目、まずざっと各課長から説明しますので、それが終わり次第、

一括して委員の皆様からご意見を頂戴したいなと思います。  

 そうしたら、まず一つ目、子育てのところなんですけれども、阪口課長のほうから、

主に変更点を中心に説明をお願いしたいと思います。  

○阪口保健福祉課長 

 保健福祉課長の阪口でございます、よろしくお願いいたします。  

 それでは、私のほうから「未来をみすえて地域で育てる環境づくり」ということで、

要は子育ての環境なんですけれども、平成２９年度の運営方針案ということで考えて

おるところなんですけれども、大きく変わるところというのは、ここの中から抜けて

いるところというのが、待機児童対策をというので、待機児童を解消するというとこ

ろを今まで載せておったわけなんですけれども、これにつきましては、あえて抜いて

おります。 

 なぜかといいますと、待機児童対策、これは大阪市全体に市長も大きな方針という

ことで、取り組んでおられるんですけれども、住之江区だけで取り組むということで

はなくて、大阪市全体で予算をかけて取り組んでおるところですので、この待機児童
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対策をここの項目からおろしたということは、別に住之江区のほうで待機児童につい

ては白旗を上げたということではなくて、局と連携してこれからも待機児童の解消に

向けて、連携を図って取り組んでいきたいということは、十分踏まえてこれからも取

り組んでいきたいということでございまして、どうでもいいということではございま

せん。 

 ということで、これにつきましては、待機児童対策というのはあえて外させていた

だいております。 

 それから、ほかのところにつきまして、今の具体的取組内容ということなんですけ

れども、子育て支援ということで、去年と今年でどうかわっているかということなん

ですけれども、今年ということで平成２９年度の運営方針（案）なんですけれども、

その中で具体的取組内容を見ていただきました、４行目のところなんですけれども、

保育士、保健師、家庭児童相談員、利用者支援専門員を配置ということで、こういっ

た専門職によって子育て層に対して相談を取り組んでいきますということを明確にさ

せていただいたということです。  

 配置して妊娠期から子育て期にわたる相談支援の実施ということで、明確にわかる

ように表現させていただいたというところがかわっているというところですね。  

 それと、もう一つ、子育て支援の中で大事なのが、情報提供というところなんです

けれども、これまで子育てマップの発行であるとか、そういったことを書いておるわ

けなんですけれども、この具体的取組内容の最後の２行のところなんですけれども、

これまで地域の子育て情報をフェイスブックにアップということでさせていただいて

いました。フェイスブックもこれから続けていくわけなんですけれども、それ以外に

も最近の若いお母さん方は、大抵の方はスマホを持っておられますので、そういった

方でしたら、ＬＩＮＥであるとかそういったものをよく利用されますので、そういっ

たものを活用して情報発信に頑張っておきたいなというところで、特にはＬＩＮＥと

は書いておりませんけれども、ＳＮＳということでそういったものも利用して積極的



－6－ 

に情報提供していきたいなというところで書きぶりをかえさせていただいております。  

 私のほうから以上でございます。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 ありがとうございます。そうしたら、続きまして２枚目の幸せプランの変更点の説

明をさせていただきたいと思います。  

 まず、この表の平成２７年度の一番下の業績目標の欄、これをちょっと見ていただ

きたいんですけれども、ここは実は今年の５月３０日に開催された区政会議全体会の

場で平成２７年度の振り返りをやったわけなんですけれども、そのときにプランを知

っていると答えた人の割合が、ここに書いてある目標７０％以上と書いているんです

けれども、これを非常に大きく下回りまして、結果１６．５％になっちゃったという

ことで、そういったことを報告したわけなんです。  

 そのときに、この部会からはご意見をいただいておるんですけれども、右横に行く

んですけれども、平成２８年度目標のところ、プランの内容を知っていると、さらに

ハードルが高くなっておるんですけれども、その割合が４０％になっているというこ

となんですけれども、これは文字どおりプランの文面を知っておるかどうかというこ

とでやりますと、非常にハードルが高いんじゃないかと。  

 だからプランの文面を知っているかどうかということじゃなくて、プランに基づく

具体的な取組内容を知っているかどうかということをモニターアンケートをとっては

どうかという、そういうご意見をいただいたところでございます。  

 つきましては、またその右の横の平成２９年度の欄を見ていただきたいんですけれ

ども、平成２９年度からプランの内容を知っているということじゃなくて、さっきも

言いましたように、プランに基づく地域福祉の取組を行っていることを知っているか

どうかと。いろんな各地域、食事サービスとかいろいろイベントの取組をされている

と思うんですけれども、そういったことを我々は情報発信をしていくんですけれども、

それを知っているかどうか、そういうところをアンケートをとっていくようにしたい
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というふうに思っております。  

 平成２８年度も、現在プランの内容を知っているというふうに書いているんですけ

れども、その下の備考欄のところに書いてあるんですけれども、平成28年度につきま

しても、平成２９年度以降と同じように文面上のプランの内容を知っているかという

のを計るんじゃなくて、実際に行われている取組内容、それを知っているかどうかい

うことで、モニターアンケートをとっていきたいなと思っております。  

 次に平成２９年度の具体的内容のところを見ていただきたいんですけれども、これ

が先ほど言いましたように予算と直結するところですので、ここを見ていただきたい

んですけれども。 

 まず、ここの変更点を説明する前に、１点申し上げたいんですけれども、現在地域

福祉の取組というのは、地活協を核にして大勢のボランティアの方に支えられている

と思うんですけれども、残念ながら担い手の方がかなり高齢化が進んでおりまして、

また住民関係もかなり希薄化してきていると、そういうことで担い手づくりが非常に

困難であると、そういった課題がどこぞの地域もそういったことが見えてきておりま

す。 

 今後は、そういう状況の中で、担い手を育成する、そうするために若者であるとか、

あるいは大学、企業といった、いわゆる次世代層を取り込んで、地域と連携していく

ということが求められているのかなと認識しておりまして、そのことを踏まえて具体

的内容のところを今回修正させてもらっています。  

 一つ目のポチは、広報のところなんですけれども、そこの最後のほうに書いていま

すように、将来の担い手となる次世代も含めた区民に情報発信していくというのが一

つの変更点。 

 二つ目のポチのところです、これについては区政会議の意見を参考に進捗管理をし

ていくと。これは現在、前回もそうなんですけれども、既にやっていることなので改

めてここに表現させてもらっています。  
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 次に３ポチ目のところです、これは福祉推進大会というのを毎年度やっているんで

すけれども、次世代層にもアプローチしていくというふうに表現させてもらっていま

す。これは、本日第２番目の議題で、詳しく説明していきます。  

 以上、３点ほど、今年度修正をさせてもらっています。  

 そういうことで、その上のほうの目指すべき状態と、それとアウトカムの欄も。平

成２９年度のところです。めざすべき状態、アウトカムの欄を見ていただきたいんで

すけれども、平成３１年度末までに地域福祉の取組に参加していることを実感してい

るという区民の割合が２０％以上というのを新たな目標として変えさせてもらってい

ます。 

 この２０％以上というのは、何が根拠だといいますと、今現在、国の調査によりま

すと、国民の大体１割程度がこういった地域行事に参加しているという統計データが

あるんです。これは当然古いデータなので、進んでいるかとは思うんですけれども、

それを踏まえまして、せめて２０％ぐらいはこの住之江区では持っていきたいなとい

うことで、２０％にさせてもらっています。  

 一応、２枚目の説明は以上で終わりです。 

 続きまして、３枚目です。見守りのところの変更点を説明させてもらいます。これ

は平成２７年度、平成２８年度、平成２９年度と並べているんですけれども、実は平

成２７年度までは、見守りというのは「虐待防止あったかネット事業」といいまして、

高齢の方あるいは障がいの方、それと児童に対する虐待の防止をするためのサポータ

ーを養成してきたということになっているんですけれども、今年度からは区民のニー

ズ、皆様の意見を伺ったら、虐待だけではないだろうと、もっと幅広い見守りをやる

べきじゃないかというふうなご意見が多かったので、要は再構築いたしまして虐待防

止だけでなくて、要援護者に対する地域での見守り活動に資する研修等を行うと、い

わゆる「見守りあったかネット事業」と若干名前をかえているんですけれども、そう

いった事業に切りかえさせてもらってきています。  
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 続いて平成２９年度の具体的内容のところを見ていただきたいんですけれども、こ

れは先ほどプランのところで「次世代層、次世代層」と私何遍も言いましたけれども、

まさにその趣旨を酌みまして、見守りする側にも次世代層を取り込むべきだという趣

旨でございますので、この取組の欄、一ポチ目のところ、これは見守りの活動のため

の研修のところなんですけれども、研修の対象者として次世代層を加えております、

これが一つ目。 

 二ポチ目のところは、サポーター養成の対象者です。対象者としてもこの次世代層

は加えておるということ、その二点をかえさせていただいております。  

 一応、この見守りのところの主な変更点の説明は以上でございます。  

 続いて、阪口課長のほうから３枚目のすこやかのところの説明をお願いしたいと思

います。 

○阪口保健福祉課長 

 すこやか住之江の推進というところで、保健分野の運営方針というところでござい

ます。ここにつきまして、平成２７年度から生活習慣病の予防のためということで、

運営方針を立てさせていただいております。  

 これにつきまして、平成２７年度、平成２８年度、平成２９年度の案につきまして

も、生活習慣病予防という基本的なスタンスは変わっておりませんが、平成２７年度

は、まずは運動習慣をつけて栄養バランスなど、健康に配慮した食生活をしている区

民をふやすということでしておるんですけれども、今年の１月に区民モニターアンケ

ートをとったところ、これにつきましては平成２８年度の運営方針に反映させていた

だいておるんですけれども、運動と健康に関するアンケートいうことで、一定運動に

つきましてはやっていただいている方があるんですが、でもなかなか特に何も行って

いない、運動を習慣的にやっていますかという設問に対して、スポーツをがっつりや

っている方という意味なんですけれども、その中で特に何も行っていないという方が

４７．１％ということで、アンケートについて約５割の方が特に何もしていませんと、
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スポーツはがっつりやっていませんというご回答があったということですね。  

 それ以外に、スポーツをがっつりやっているということではないんですけれども、

設問として日常生活の中で体を動かす活動を習慣的にやっていますかということで、

特にものすごいスポーツということではなくて、軽い運動でもいいですけれども、何

かやっていませんかということで、通勤とか通学で歩く、それから仕事が体を動かす

ような形になっています、それからペットの散歩に行っています、体を使って子供と

遊ぶ、そういった内容をお聞きしているんですけれども、その中でも特に何もやって

いませんという方が２６％ということで、なかなか、特に何もやっていませんという

方がそれだけ存在しているということですね。  

 それと、そういった生活習慣病の原因になりますような高血圧でありますとか、そ

ういった部分、脂質異常、それから糖尿病有病者率という割合なんですけれども、住

之江区では大阪市平均と比べても、若干高いというような状況ではございます。そう

いった生活習慣病のもとになるような、そういった内臓脂肪管理、メタボですね、そ

ういったことには運動とそれから栄養、食事ですね。が、適切な運動と適切な食事と

いうことが一番効くということでございますので、まず運動について何にもしていな

いという方をターゲットに平成２８年度運営方針に定めて、平成２９年度についても

同じような形でターゲットを何もしていませんという方々にターゲットを定めて運営

方針をつくろうと考えております。 

 その中で、情報発信というのが大事ということになってきますので、具体的取組内

容の平成２９年度のところですね、ちょぼの二つ目なんですけれども、がん検診など

各種健診、講座などの機会や地域に出向いて健康情報をわかりやすく提供し、継続的

に健康に対する問題意識を喚起し、日常生活のすきま時間で体を動かすことや実行し

やすい食生活改善の大切さの情報提供、指導、啓発を行うということで、同様のこと

を平成２８年度につきましては年間４０回ということで計画を立てて今実行しておる

ところなんですけれども、平成２９年度につきまして、さらにこれが年間５０回とい
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うことで、そのように進めていこうというふうに考えております。  

 大きく変わったところは以上でございます。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 ありがとうございます。そうしたら、最後の取組、介護人材のところを藤井課長の

ほうからお願いいたします。  

○藤井生活支援課長 

 介護人材就労コーディネート事業についてご説明させていただきます。  

 平成２７年度から空白ですけれども、これは平成２８年度からの新規事業でござい

ますので、平成２７年度は以下、こういう形になっています。この事業は何回か、区

政会議の場も含めまして、私、説明させていただいているかと思うんですけれども、

再度復習ということでさせていただきます。  

 区内の人材不足に悩む介護事業所、これは全国的に申しましても、国の統計でござ

いますけれども、ちょっと五、六年前の古い統計ではございますけれども、４割ぐら

いの介護事業所が、どこも人材不足で悩んでおるというのを聞いております。また、

あわせまして、介護業界に勤められた方の離職率が高いということで言われておりま

す。 

 また、反面、我々生活支援課は生活保護受給者また昨年の4月から新しく始まりま

した制度の生活困窮者につきまして、就労自立を基本において支援をしておるんです

けれども、その中でも就労、特に生活保護受給者、長年仕事から離れている、あるい

は場合によりましたらいろいろな、さまざまに生きにくさを抱えた方から、我々のほ

うで、生活支援就労支援をやっておるんですけれども、少しでも社会参加をすること

で、自信につながりますし、うまくいけば就労することによりまして、生活保護から

脱却して、そして自立、離脱をしていただくというのが究極の目標でございます。 

 そうした中で、片や介護事業所におきましては、人手が足りない。また生活保護受

給者等につきましては、就労による自立を何とか達成したいという、二つの大きな問
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題がありますけれども、これを何とかうまくマッチング、コーディネートすることに

よりまして解決できないかな、少しでも緩和できないかなということで、生み出した

事業がこの事業でございます。  

 めざす状態にも書いていますとおり、人材不足に悩む介護事業所そして就労意欲の

ある受給者等をそういうのをマッチングしたい、旧来マッチングする形につきまして

は、大阪市レベルでは「総合就職サポート事業」というのがございまして、その中で

マッチングといいましょうか、その事業の就労の支援事業をしておるんですけれども、

いわゆる２４区、横並びといいましょうか、広く薄くという形でございますので、住

之江は特に介護事業所の中でも、例えば大きな大規模施設に、昔町工場をやっていた

所の空き地のところに、それをつぶして、例えば特養を建てるとか、老健を建てると

かという形で、大きな施設が中心区に比べて多くございます。昨年の段階でも特別養

護老人ホームが６カ所であるとか、老人保健施設も６カ所、またデイサービスは３０

カ所を超えるという形でかなり数が多くございます。 

 そういった中で、皆様方、介護事業所の方にいろいろ・・・人出不足で悩んでいる、

何とかしたいという形で、介護事業所にいろいろ話を聞きましたら、例えば一番いい

のは資格を持ったベテランのヘルパーあるいは介護福祉士の資格を持った方が、頑張

っていただければそれはもちろんそれに起こしたことはないんだけれども、それ以外

でも、例えば運転の送迎であるとか、あるいは雑務的なこと、ベッドメイキングとか、

そういったことも人手が足りないと。  

 足りないことによって結局は中のスタッフがそういったしんどい仕事といいましょ

うか、雑務もこなさなければならない、それがひいては労働強化なり、離職の高さと

か、そういうところにつながるのかなということでお聞きしております。  

 ですから、生活保護受給者、資格を持った方も一部いらっしゃいますけれども、ほ

とんどの方が余り経験がございません。ところが、その方々を例えば清掃の仕事であ

るとか、雑務の仕事、そういった形でまず介護事業所の中で働いていただく、働くこ
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とによって本人の自尊意識も高まりますし、働くことによって介護業界に若干興味を

もっていただくこともできるのではないかな。  

 そうなりましたら、いずれは例えば資格を取っていただいて正社員の形で働いてい

ただく、そしてあわよくば自立もしていただく、こういった仕組みができないかなと

いう形で、この事業を組み立てたところでございます。  

 取組のほうにもございますけれども、平成２８年度につきましては、まず介護業界、

特に高齢の施設、老健であるとか特養であるとかデイサービスとか、そういったとこ

ろにつきまして、その就労を支援していきたいと。  

 平成２９年度の変更点につきましては、当然本年度は仕組みを立ち上げて、それを

進めることでございますけれども、平成２９年度につきましては、平成２８年度事業

を検証しまして、その結果によりますけれども、高齢の施設だけではなしに、例えば

障がいの施設であるとか、あるいは児童デイの施設であるとか、そういった形で広く

これから２年後、３年後になりましたら、事業が続きますれば広く住之江区内の社会

福祉関係の施設につきましては、人手不足を緩和していく、また生活保護受給者と生

活困窮者につきましては、就労に向けて取り組めるという形、いわゆる一石二鳥とい

いましょうか、一挙両得といいましょうか、そういった形になればいい、また調書に

も書いていますけれども、いわゆる人材の育成の地産地消といいましょうか、そうい

った形をやっていきたいなと考えている事業でございます。 

 目標としましては、１０名の就労を考えておりまして、来年度からにつきましても

細々ではございますけれど、１０名程度の就労を目指しながら取り組んでまいりたい

と考えております。 

 私のほうからの説明は以上でございます。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 ありがとうございます。では、区役所からの説明は以上でございます。  

○杉村部会長 
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 ありがとうございます。それでは、委員の方、質問等ある方がいらっしゃいました

ら挙手でお願いします。 

 私からいいですか。一番最後に説明していただきました介護人材就労コーディネー

ト事業につきまして、以前、私、同じような質問をしたかとは思うんですけれども、

生活保護受給者もしくは生活困窮者ということで対象になっているということでお聞

きしているのですが、生活困窮者の中には障がいを持たれている方で、障がい年金を

受けられている方というのは対象になるんでしょうか。  

○藤井生活支援課長 

 いわゆる国の制度ですね、生活困窮者自立支援事業の対象となりますのは、生活保

護は今至っていないけれども、もしかしたら近い将来、保護を受ける可能性のある方

を含んでおりますので、例えばこういう言い方はあれなのかもしれませんけれども、

例えば障がいを持ちながら生きにくさを抱えた方、あるいは今現在、親御さんの庇護

のもとで何とかやっていけるけれども、もしかしたら親御さんが亡くなった後になり

ましたら、年金もかなり金額的にもなかなか苦しいところもございます。  

 そういうことになりましたら、当然困窮に、程度によるんですけれども困窮を来す

可能性がございます。そういった方につきましては、生活困窮者自立支援事業の、そ

の中に参加していただくというのが条件にはなりますけれども、そういったことをク

リアしましたら障がいをお持ちの方でも、事業の対象になるかと思っております。  

○杉村部会長 

 ありがとうございます。はい、矢部委員。 

○矢部委員 

 単純な質問で申しわけないんですけれども、一番最初の子育てのところで、平成２

９年度の保育士、保健師等を設置ということで、どこに設置を。  

○阪口保健福祉課長 

 設置というよりも、実際今おるんです。おりまして、今までそういったことを特に
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うたっていなかったんですけれども、よりはっきりと専門的なスキルをもった人間が

相談に当たっていますよということを明確にあらわせていただいたというところです。  

○矢部委員 

 区役所にということですか。 

○阪口保健福祉課長 

 そうですね。この辺ちょっと、もう少しわかりやすいように。設置と書いてしまう

とまた新たに、というように見えますので。表現につきまして、実際運営方針を策定

する段階で、もう少し工夫するようにいたします。  

○杉村部会長 

 ほかにご質問。はい、長田委員。  

○長田委員 

 最後のところの、杉村さんが質問されたところですけれども、区内の介護事業所へ

の就労希望あるいは興味を持つと云々の、その具体的な取組、平成２９年度の方針の

ところなんですけれども、アドバイスを行うと。それは誰に対してかというと、そう

いう生活保護受給者等に対してアドバイスを行う。  

 具体的にもうちょっと教えてほしいんですけれども、生活保護受給者だって、若い

人から高齢者までおりますし、仕事ができるような年齢の人、できないような人とか、

先ほどおっしゃったように障がいのある人もということもあるでしょうけれども、い

ろんな状況で生活保護を受けておられるに違いないので、その辺の寄り分けっていう

んですかね、そういったことは区のほうから積極的にやられているのか、あるいは生

活保護受給者のリストは持っておられますから、その中で具体的にどういうふうなア

プローチをしていくのかとか、その辺はどうなんでしょうかね。  

○藤井生活支援課長 

 もっと具体的に言いますと、生活保護受給者誰でも彼でもとは我々は考えておりま

せんので、まずは本人さんに仕事の意欲があるかどうか、まずこの制度を利用する意
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思があるかどうか、それをまず同意をとって確認させていただきます。  

 次に、今、長田委員からありましたとおり、例えば高齢者につきましては、区内、

今４，８００世帯で６，７００人、そのうちの半数が高齢世帯という形で言われてお

ります。高齢世帯につきまして、いわゆる６５歳以上につきましては、これは全体、

国の方針もそうなんですけれども、積極的な就労をすすめない。本人さんの希望がな

ければ、積極的な就労にはつなげない。 

 あるいは障がいをお持ちの方でも、例えば脳性麻痺の方とかいらしてても、具体的

には恐らく、それはなかなかしんどいかな、困難かなと思いますけれども、障がいの

程度に応じまして働ける方もおられます。  

 そういった方にどういった形のアドバイスをするのかということなんですけれども、

本人さんが就労の意欲があるかどうか、まず我々が確認をさせていただきまして、例

えば清掃でありましたら、今は全部普通のビルの清掃とか施設の清掃に行かれる方も

いらっしゃいますけれども、例えばその清掃もあるけれども、介護事業所の清掃もあ

るという形を我々のほうで提示をさせていただく。中には、以前ヘルパーをやってい

たという経験をお持ちの方も何十名かいらっしゃいますし、そういった方に、たとえ

今現在フルタイムは無理だとしても、パートでできますよとか、パートのほかの仕事

もありますよという形、ご推薦といいましょうかあっせんをする。  

 また、そのアドバイスにつきましては、これはいろいろと我々昨年、モデル的にも

させてもらったんですけれども、生活保護受給者の方、やはり自尊意識といいましょ

うか、働くまでの気概がなかなか持てない方もいらっしゃいますので、その方に例え

ば介護事業所、下見に連れていったことはあるんです。新しい施設、それを見ただけ

で気おくれされる方もいらっしゃいます。我々としては立派な施設だったら、ここで

働けるのかなと思うんですけれども、就労経験の乏しい方、そういった方は自尊意識

の低い方につきましては、そういった形で尻込みしてしまう、あるいは面接のときに

ドタキャンしてしまう、そういったことがございます。  
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 そういった方々に、別に介護事業所ということで構えることはなしに、普通の事業

者と同じだよという、ただ、中にいたら社会人として求められることも当然ございま

すので、それこそ日常の挨拶もそうなんですけれども、挨拶であるとか、そういった

ことも含めまして、ちょっとでも就労が長続きできるような形のアドバイスをする、

あるいは介護事業所として構えることなしに、こういったことはこの中でも１００％

するんじゃなしに部分的な、掃除であるとか雑務であるとか、ベッドメイキングだと

か、そういったことならばできるんじゃないですかねという形で本人さんの希望に寄

り添いながらアドバイスするという形を今回取らせてもらっているということでござ

います。 

○杉村部会長 

 オーケーですか。 

○長田委員 

 確認なんですけれども、例えば今の説明の中で、介護事業所が人材不足の状況にあ

ると。生活保護を受けておられる方の中で、うまくマッチングできるような方を紹介

するという。そういう事業を平成２９年度は取り組んでいこうと。平成２８年度もや

っておられるけれども。ということなんですね。  

 ところで、時間給だとか、具体的な話になってくると思うんだけれども、生活保護

を受けているほうが生活が収入的には楽だとか、その辺はどうなんでしょうか。仕事

したほうが収入が減ったわいうようなことになるのかどうかとか、そこら辺の何て言

うんですか。 

○藤井生活支援課長 

 生活のほうにつきまして、最低生活費という概念がございまして、平均されました

ら、単身の方なんかは大体月１２万円ぐらい扶助させてもらっています。ところが全

く１２万円、ほとんどの例としましては、１２万円丸々扶助という事例は少なく、最

低生活費のラインに満たない部分、例えばパートで就労する場合に、８万円収入があ
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るとしたら、その差額部分の形に。ですから、最低生活費内のこれはパシッと決まっ

ておりますので。 

 ただ、本人さんにとりましたら、全く全部いただく世界ではなしに、次のステップ

アップなり、自尊意識を高めるのは就労によって社会参加をしていくとか、そういっ

たことが一番重要なのかなと思っておりますので。  

○杉村部会長 

 確か、ちょっとだけインセンティブでふえるような。  

○黒木生活支援課長代理 

 収入認定のところで、全額収入認定でないところがあります。 

○杉村部会長 

 ですよね、ちょっとだけインセンティブにふえますよね、働いた分。  

○藤井生活支援課長 

 働いても扶助。控除の分も。 

○杉村部会長 

 控除の分があるから、働いた全額もらった額が多分８万円丸々。  

○藤井生活支援課長 

 丸々ではないです。 

○杉村部会長 

 収入にはならない。 

○藤井生活支援課長 

 必要的な控除。 

○長田委員 

 働いたほうが得になるよという意味ですね。  

○杉村部会長 

 ちょっと得になるはず。  



－19－ 

○長田委員 

 そうじゃないと意味がないもんね。はい、わかりました。  

○杉村部会長 

 でないと、向上意欲が出ないし。  

○藤井生活支援課長 

 別の制度につきましては、生活保護の制度ですけれども、就労自立給付金ありまし

て、保護を脱却する、例えば収入がふえました、じゃあ最低生活費のラインより上の

ほうになりましたら、それがある一定３カ月とか半年とか続きましたら、保護は脱却

できますねと我々が判断させてもらいます。  

 本人さんからも保護を卒業したいんですという形でありましたら、その中でインセ

ンティブしまして、給付金といいましょうか、その人の収入に応じた金額を出して、

卒業おめでとうございますみたいな形の。  

○杉村部会長 

 就職祝いみたいなのが確か。  

 あと、すみません。最後の点でもう１点だけよろしいでしょうか。  

 先ほどの、藤井さんからもお話ありました就労された方が将来興味をもって、資格

を取りにいきたい、介護の資格を取りにいきたいと望まれた際に、現状資格を取りに

いくには、本来なら費用がかかります。 

 例えば、失職をしていた場合は、ハローワークで無料で資格の取得というのをサポ

ートしていただけるんですけれども、この事業にのって、実際に就労している場合は、

そういった費用というのは、恐らく介護事業所の、本人の費用負担か介護事業所が費

用負担をする形になっていくかというイメージがつくんですけれども、介護事業所が

こういった人材を就労しやすい環境を整えていく意味では、将来的にそういった方が

資格取得したいというときに、この事業を通して就労が安定していく方に関しては、

そういった資格取得のサポートも区のほうでしていただけるのが可能なのであれば。  
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○藤井生活支援課長 

 資格取得につきましては、区が制度で生業扶助というのがございまして、それも何

でもかんでも、例えば資格マニアみたいなのはダメですけれども、今現在、これは仮

定の話ですけれども、介護施設でアシスタントとして働いている。ところが施設側か

らきちんと資格を、例えば初任者研修を取っていただければといった形で、もしそう

いったことがあって、そうすることによって結果的には給料も上がるということも期

待できて、向上的に雇用も期待できるならば、その資格につきまして生活保護の中で

扶助をするということは可能です。  

 ただ、全員が全員ではありませんので、当然それにつきましては要否について我々

が判定をさせていただくんですけれども、生業扶助として資格取得の手法はあり、全

て本人さん負担にはならないと思います。  

○杉村部会長 

 ありがとうございます。  

○黒木生活支援課長代理 

 資格に要した費用のほうは実際資格を取得することができたとしたら、必要経費と

いう形で、収入認定を行うときに、控除をする。８万円の収入の中で、２万円を資格

取得のために使いました、実際資格を取得しましたという事実が確認できて、そうい

う領収書とかがあれば、その２万円を必要経費という形で認めることができるんです

よ。 

 その人の場合はその月の収入６万円で６万円の収入認定でやりますよ、みたいな手

法もありますので、本人さんのやる気と資格を取ることで将来的なより自立につなが

るということが担保されていたら、私たちも全部じゃないですけれども、できるだけ

本人さんが有利になるような判断をしていくことは可能だと思います。  

○杉村部会長 

 すみません。ほかの質問はありますでしょうか。  
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○貴田氏（区社協） 

 施設側からなんですけれども、この受け入れにつきまして、今人材不足で人が少な

い、そして正業に就く職員がいてないという中で、施設側からのそういった協力をい

ただいたとしても、かなり受け入れには苦しい状況はありますね。  

○藤井生活支援課長 

 昨年ですね、この事業を始めるに当たりまして、実際こういうのがお金を使って、

公費を使ってできるのかどうかというのをちょっとモデル的に試してみました。 

 その結果、今いるのは５名の方、就職、実はされております。うち２名の方が介護

関係の補助という形でパート、アルバイトをやっておりますし、また１名の方がデイ

サービスの送迎運転手、またもう１名の方が特養のほうで食事専門の補助、介助とい

いましょうか。その方と、あともう一人の方が雑務清掃という形で５名の方が実績が

ございます。 

 当然にこれは受け入れ側、施設側のかなりのご協力をいただいております。この５

名の方の就労につきましても、いきなり送り込んで、はい決まりというわけではなし

に、実はその倍以上の１０名、２０名の方を我々のほうでいろいろ面接もして、受け

入れ側とも調整をさせてもらったんですけれども、結果的には５名の方が何とか就職

できたということでございます。  

 これを見ておりましたら、生活保護の方は難しいところがございまして、我々でし

たら、例えば通勤に１時間ぐらいかかるのは普通かなと思ってしまうんですけれども、

自分の自宅から徒歩もしくは自転車で３０分以上を超えたら、もう絶対嫌です、だめ

ですとか、あるいはドタキャンですよね。面接でいついつ下見に行きましょとしても、

急に当日、おなかが痛くなったとかございます。かなり難しいところがございます。 

 だから、そういった方を先ほど言いました介護事業所の立派な施設を見ただけで気

おくれされる方とかいらっしゃいますので、その辺であるとか反対に受け入れ側です

ね、受ける側としましては、普通に勤めていただいて、長続きされる方、いわゆる社
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会人としてきちんと挨拶とかそれができる方が望まれます。  

 ですから、お互いにそれぞれ条件、求める側、求められる側それぞれあるんですけ

れども、そこをいかにコーディネートするかという形で今回のこのコーディネート事

業につきましては、区内の福祉関係にも造詣深い、キーパーソンの株式会社さんに委

託をしておりまして、その方が実際に介護現場の事情にも詳しい方で、生きにくさを

抱えた方の支援にも長けている方、事業者にお願いしておりまして、何とかコーディ

ネーター役をという形で。 

 今現在も、この７月から事業が始まりまして、１名の方、あともう少しで就職に何

とか追いつけるところまで今現在きておりまして、まず成功例をつくりまして、何と

か平成２８年度に十分生かせればと思っております。  

○杉村部会長 

 恐らく、貴田さんもご心配されていたのが、私もよくよくわかるので、介護事業に

携わっていたので、すごくわかるので、多分今回の事業を受けてくださった事業所さ

んが大変な思いをされるんやろうなという想像はつくんですけれども、失敗する例と

いうのが、今、藤井さんからもお話があったように、過分にあると思うので、区内の

各介護事業所との信頼関係というのが、この受けてくださった事業所と区内の介護事

業所との信頼関係というのが、過分に重要なポイントになってくると思うので、我々

のほうからも、もしお手伝いできるようなことがあったら、させていただきますし、

受けてくださった事業所さんのほうで何かもっと協力してほしいということがあれば、

またお話しいただければと思います。  

○矢部委員 

 この事業に直接じゃないんですけれども、生活困窮の関係で。そういう介護補助み

たいな形で受け入れた場合に、現場の職員から最低賃金は８６０円になっているんで

すね。介護職員バリバリで採用して、とりあえず最低賃金からね、ということで８６

０円で入って、介護補助で入った人も８６０円だと。ちょっとこれはおかしいん違い
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ますのというような意見を、僕ら雇用管理をしていたら受けることがあって、でもそ

れは人事考課の度合いとか上がっていく速度が違うよということは説明するんだけれ

ども、現場の中で「何であの人、そんなん補助で入っているのに私と一緒やんか」み

たいな意見が出たりするので、そういうところで、こういう生活困窮の方がきたとき

に、つまずかないように、受け入れする側の事業者としても現場の職員にそういうも

のを周知徹底していくということも必要なのかなということは思いますね。  

○藤井生活支援課長 

 矢部委員おっしゃるとおり、今回のコーディネート事業につきましても、生活保護

の受給者の方ばかりにアドバイスではなしに、受け入れ側の事業者にもアドバイスを

お願いしています。ですから、受け入れに当たっての、それこそ注意点であるとか、

あるいは人間関係をどうするのとか、あるいはそういう雇用条件がありますよね。雇

用条件につきましては、どちらかといえば総合就職サポート事業と我々連携しながら

詰めているんですけれども、そのあたり、受け入れ側としても課題もありますので、

その辺実際経営の問題もありまして、なかなか難しいところはあるんですけれども、

そういった受け入れ側の課題につきましてもうまく対処できればと思っています。  

○杉村部会長 

 皆さん、よろしいでしょうか。時間も差し迫っていますので。  

 そうしたら、次の議案にいきたいと思います。２番の議案なんですが、地域福祉推

進大会について、事務局から説明をお願いしてよろしいですか。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 それでは、私のほうから地域福祉推進大会について説明させてもらいます。この地

域福祉推進大会は、既に平成２５年度から３回ほどやっておりまして、毎回テーマを

かえて、始めはネットワーク推進員さんのことから始まって、ボランティアをやろう

とか、昨年度は見守りをやったんですけれども、一応今年度はテーマとして我々考え

ているのは、生活支援サービスというのをテーマにしていこうかなと。  
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 これは、前回プランを改定したところなんですけれども、そこにも書いてあるんで

すけれども、介護保険改正によりまして、これまで予防給付で実施されてきた生活支

援サービスというものが今後改正後は、来年度からなんですけれども、ボランティア

であるとかＮＰＯ、民間企業など、多様な主体がそこに参画できるようになったとい

うことで、今現在、昨年度の途中からなんですけれども、今日場外でご参加いただい

ている生活支援コーディネーターというものに基づきまして、地域活動の担い手の発

掘を推進していこうというのを取り組んでおります。  

 これはプランにもちゃんと書いているんですけれども、この地域活動の担い手を発

掘するために、これに資するような、これを後押しするような大会にできたらなとい

うことで、今回の大会のテーマは生活支援サービスということで考えております。  

 時期的には、例年どおり２月の中下旬、これにやっていこうかなということです。

今回は、先ほど生活支援コーディネーターという名前を出しましたけれども、例年で

したら区役所がやるんですけれども、今回は大阪市の福祉局が区社協さんに対してこ

れは業務委託なんですけれども、生活支援コーディネーター配置事業という委託業務

になっているんですけれども、そこで今現在、「すみのえ健康見本市」といいまして、

これは実は先月８月からやり始めておるんですけれども、いわゆる生活支援サービス、

いろんな主体の方が民間企業が中心なんですけれども、そういった生活支援サービス

について取組を検討していってくれていまして、それを紹介する場なんですね。  

 月一、二回、きずなステーション、健康見本市と称しまして、そういった民間の多

様な主体の取組をご披露させてもらおうかと、それの終着点というのが地域福祉推進

大会、これを２月ぐらいにやっていくということで考えております。 

 いわゆる生活支援コーディネーター事業と我々区役所が連携しまして、一緒にやっ

ていこうかということでやっています。ただ、大会の企画運営といいますのが、これ

までも実行委員会形式でやってきたんですけれども、ただこれはあて職といいますか、

地域から推進していただいた方、これまでずっとネットワーク推進員さん、 14名のネ
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ットワーク推進員さんとあと専門分野別会議から何人か出ていただいて、昨年度もそ

うしましたけれども、やってきたというのがあるんですけれども、多分先ほども言い

ましたように、ちょっとマンネリ化といいますか従来からの担い手の方からなってい

ましたので、これはちょっと新しい人材を投入してやっていけばいいんじゃないかと

いうことで、今回、杉村部会長のほうからの資料もつけているんですけれども、いわ

ゆる次世代層を取り込んだ、先ほどしあわせプランのところでここは言いましたけれ

ども、そういった次世代層を取り込んだ形で、実行委員のメンバーになっていただい

て、新しいやり方で福祉推進大会ができないかなというふうに考えております。  

 大会の実行委員会のいわゆる体制、誰にやってもらおうかというところを、杉村部

会長のほうから案をもらっていますので、部会長じきじきに説明していただきたいな

と思います。よろしくお願いします。  

○杉村部会長 

 では、１枚ものの資料で、皆様のお手元にあります、推進大会の実行委員の設立に

ついての提案をさせていただきます。  

 実行委員に関しましては、以前よりネットワーク推進員さんにしていただいていま

したので、やっていただいていたこと自体は、全然すばらしい大会が過去３回ありま

したので、本来継続していくのがベストだと思うんですけれども、ネットワーク推進

員さんの構成、新しいネットワーク推進員さんっていうのが、どんどん生まれてくる

というような現状、環境下ではないということも含めまして、実行委員を未来という

か５年、１０年継続して住之江区でも実行していくために、どうしたらいいかという

中で、実行委員会のメンバーの構成について考えさせていただきました。実行委員会

の理念につきましては、ここにも書かせていただいたとおり、「住みなれた地域にお

いて、安心して生まれ老いることができ、そして暮らし続けていくことができる環境

の実現を念頭に活動していきます。」これに関しては、福祉にかかわる内容になるの

で、こういう理念をもとにみんなで活動していきましょうという考え方にしています。  
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 大切なところが、実行委員の構成についてになると思うのですが、地域住民という

のは、全員どこから招集するかというのがすごく大変になってくると思いますので、

その地域住民、地域に住んでいる地域で働いている方から選出されたこの福祉部会、

区政委員で、地域住民の代表で出たらいいと思います。  

 これが別に部会長でなくてもいいと思うんですけれども、地域住民というのは区政

会議というのをイメージしています。  

 自治会及び町内会からも、１名出していただくと。同じように、ここに書いてある

各団体から、できれば１名を出していただきたい。ネットワーク推進員さんにももち

ろん入っていただいてという形で、なぜこういった形でいろいろな部署から入ってい

ただくかというのが、より福祉に関しましては、子育てから障がい者、老人という広

い範囲にわたってかかわってきますので、そういう意見が反映されやすい環境という

のが必要かなと考えました。  

 この委員の選出に関しましても、以前こういう形で委員の選出をお願いした際に、

各関係団体のトップの方が出てくるケースがすごく多くあります。例えば、福祉関連

民間事業者になりますと、例えば個人名を出すのはいやらしいのかもしれないんです

けれども、夢宙センターのトップの方であったりとか。  

 という形で、どうしてもトップの方が出てくるとなると、なかなか人の調整という

のも難しいかなと、僕なりにイメージしています。タイミングの、時間の調整ですね。

皆さん忙しいので時間の調整も難しいかなと思います。  

 何が言いたいかといいますと、トップの方というよりは、さっき原口課長からもお

話があったように、中長期的な視野に立って、情報発信していくということをポイン

トを置きたいなと考えています。  

 なので、中堅どころ、入って３年とか入って５年という形の方になると、なかなか

そういう会議での情報発信というのがしにくいかなと思いますので、大体その環境で

あったり、その業界のことを、ある程度認識してきてくださった方というのにできれ
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ば参加、すごい忙しいとは思うんですけれども、参加していただきたいなと思ってい

ます。 

 中長期的な視野に立って、住之江区においてどういう情報発信をしていくことで住

之江区の福祉というのがみんなに行き届いているんだよというのを、隅々まで発信し

ていける推進大会というのをしていければなと考えています。  

 なので、実行委員の構成についての２番目の※になるんですけれども、中長期的な

視野に立って、情報発信していくこと、各関係団体の連携を深めること、本委員会を

継続的なものとすることから、各委員の選定については現状の所属部会及び所属団体

の内容にもある程度精通し、本委員会において提案できる人材が望ましいということ

で、各団体には発信していきたいなと考えています。  

 活動内容に関しましては、住之江区推進大会の喫緊の課題についてはもちろんのこ

と、中長期的な視野に立った推進大会を実現し、効果的な情報発信を行っていきます。

地域推進大会を通じて、日々の福祉課題を地域住民に情報発信し、住みよいまちづく

り実現のための発案、実行、提言を行います。 

 この次になるんですけれども、地域福祉の情報発信、基盤づくりとしまして、福祉

課題を地域全体の問題として捉え、提言活動や計画づくりの取組に積極的にかかわり、

その情報を発信していき地域福祉の基盤づくりの役割を担います。  

 地域の実情を常に把握し、そこで捉えた福祉課題を地域全体の問題として捉え、先

駆性をもって必要に応じ、関係機関と協力し提言活動や改善運動を行い、問題解決に

向けたアクションにつなげます。  

 現状の大阪市において、区長権限による各区独自の特徴的な施策決定権が与えられ

ており、本実行委員会を将来的には表題にある「ふだんのくらししあわせプラン」の

改定など、提言などができる機関にしていくことを検討しますということで、住之江

区の地域福祉推進大会のみならず、この区政会議の福祉健康部会にも必要な提言であ

ったり、予算等が以前、この会でも言わせていただいたんですけれども、住之江区の
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各事業所、この福祉にかかわる事業所や実際の住民の声というのを吸い上げていただ

けるような機関にしていけたらなと考えていますので、この人選というのがすごい大

変な作業だとは思うんですけれども、福祉推進大会を機に、できれば地域の声という

のをもっともっと吸い上げる機関になったらなとイメージして、この設立の案を出さ

せていただきました。 

 すみません、長くなったんですけれども、何か質問や案、ご意見あれば。 

 はい、長田委員。 

○長田委員 

 まだちょっと総論的な中身で。  

○杉村部会長 

 そうなんです、すみません。 

○長田委員 

 いわゆる各論というのがちょっと見えてこないイメージ。ただ、先ほど生活支援サ

ービス事業ですか、それを今年やる、これのことをおっしゃっているのではないのか

な。ちょっと聞き間違っていたらごめんなさい。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 大会の、これはいわゆる運営につきましては、こういう実行委員会形式というので

従来やってきたんですね。ただ、今回実行委員会をメンバーがえをしようかと、従来

からやってきたものよりも、こういった新しい次世代の方を取り込んで、今回このメ

ンバーの話を杉村さんのほうから提言いただいたと。  

 生活支援サービスのテーマです、どういったテーマで大会をするのか、テーマが生

活支援サービスということになっているということですね。  

○長田委員 

 そこはわかりました。今、杉村さんがおっしゃっているのは、委員の構成を中心に

おっしゃろうとして、提案したり。  
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○杉村部会長 

 次回以降に関しては。 

○長田委員 

 なら、わかりました。 

○杉村部会長 

 この、構成された委員でテーマも決めてもらえたらいいんですけれども、２月で差

し迫っているので、今回のテーマに関しては決定していただいていると。  

○長田委員 

 私の場合は、住之江連合地域活動協議会というところ、ここに書いていらっしゃる

団体全てを包含する団体なんですね。そこからきているんですね。  

 ですから、そこに一つ投げたら、ごちゃまぜの、うちは６４団体ありますけれども、

そこの中から若い人も、年を少しとっている者もおるので、そういうのはその１４地

域あるのかな。 

 あるいは、それぞれなんか私はこれをやりたいというふうな、応募形式でやるんだ

ったらまた別ですけれども、ここにうたわれている組織、団体さんはほとんど。ない

ところもあるかもわからんけれども、ＮＰＯ法人なんかはないところもたくさんある

かもわかりませんけれども、福祉関連事業者も入っておられないかもわからない、そ

ちらへの声掛けをされたらいいと思いますけれども。 

 地域ということになると社協さんも自治会も、児童、民生委員も福祉ネットワーク

推進員さん、みんな地活協に入っている、構成している団体のメンバーに入っている

から、そこら辺が一つの。  

○杉村部会長 

 ただ、住之江区全体になるので、余りたくさんの人数になると収拾が。 

○長田委員 

 人数はどれぐらいなんですか。  
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○杉村部会長 

 １０名前後が望ましいと思うんです。  

○長田委員 

 １０名。 

○杉村部会長 

 じゃないと、日程の調整もつかないと思いますので、１０名前後が望ましいと思う

ので、今２番目に自治会及び町内会という中に、多分長田委員。ごめんなさい、僕の

認識不足になると思うんですけれども、各１４地域の町会というのも、ここに含めて

いるんです。 

 この中から、一人代表を出してもらうというイメージを僕はしています。  

 ごめんなさい、これは僕の案なので、皆さんから案をいただいたら、いやそれはだ

めよというのであれば、全然これをというわけではないと思うんですけれども。  

 じゃないと、地域推進大会。  

 ただ、僕が最後に話させていただいた地域福祉の情報発信の中に、ここをとおって

いない提言だから、区政会議で上げないとか、そういうつもりは全然ないので、いろ

んな情報発信が上がってくる中の一つの機関として、定期的に開催される一年間で、

１０名前後の人らが集まった中で、定期的に開催していく中で中長期的な視野に立っ

て定期的に集まっていただくことで、福祉に関する課題というのを年次計画みたいな

のを立てていただければ、すごいハードルを上げるので、集まっていただく。  

 これは絶対したくないなと思うんですけれども、集まっていただいた方には申しわ

けないんですけれども、年次計画とかを立てていっていただけると、福祉に関するこ

とというのは、１年、２年でなかなかできるものではないと私も思いますので、でき

れば本来なら、この住之江に住んではる方が望ましいと思うんですけれども、福祉事

業者の中でもね。 

 そんなハードルを設けたら、なかなか入ってこないと思いますので。  
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○貴田氏（区社協） 

 第１回目の大会につきましては、各地域を紹介するということで、ネットワーク推

進員さんが中心になって、過去の活動をパネルにしたりとかということで、あと施設

に講演してもらいながら、地域の活動を紹介するというのが第1回目と思うんですけ

れども、第２回目につきましては、今度はネットワーク推進員さんが一体どのような

活動をしているかということを、一つの映像とそれから医療の連携とかということで、

いろんな先生の方のお話を聞いたということ。 

 それから前回は各地域の活動をピックアップして、この地域はこんな活動をしてい

ますということで、全部の地域はもちろん紹介されることはないんですけれども、幾

つかの地域を紹介して、それでコメンテーターに大学の先生なんですけれども、来て

いただいてコメントしていただくとかということをしてきたんですけれども、それは

こういった活動ということを気づいてもらうということが一つの視点だったのかなと

思うんですけれども。 

 これからというのは、気づくだけではなくて、それを活動に生かしていくというこ

とを杉村委員長も今、言われていたと思うんですけれども、そこには今までの概念だ

けじゃなしに、もっといろんなことを入れていかないと、前に進んでいかないのかな

という感じは思うんですけれどもね。  

○杉村部会長 

 選ばれるこの委員についても、改選があってしかるべきだと思うんです。ずっとそ

の１０人が同じ人がやり続けるというのは、妥当性としてもよくないと思いますので、

各部会ごとの中で、来年はあんたが。  

 引き継ぎ必ずしてもらいたんですよ、引き継ぎはこの各部会内で引き継ぎはしても

らいたいんですけれども、このカテゴリーの中で引き継ぎはしっかりしてもらった中

で、人の入れかえというのも、きっちりしていただいた上で、中長期に立ってもらい

たいという希望があるので、これは本当に理想論なので、うまくいくかどうかはすご
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いわからないです。 

○安藤副区長 

 ちょっといいですか。このしあわせプランの推進大会の実行委員会としてどうなの

かというのは多分こういうことだと思います。  

 ただ、その地域活動協議会とか、もろもろの地域団体はありますので、そこの関係

性というのはちょっと原口課長のほうでも、整理をしていただいて、どうするのかと

いう。どうするのかというよりも、そこの関係性が、きちっと整理をして誤解のない

ように、わかりやすい形になるようにはしておかないとだめかなというふうには思い

ます。 

 だから、ちょっとこれは申し上げにくい話ですけれども、提言等ができる機関にし

ていくと書くのかどうかというところも含めて。提言ってどんな団体でもできますか

ら、あえて前にうまく転がすためには、どういう位置づけにしておいたほうがいいの

かというのは、ちょっと表現も含めてもう一度事務局のほうと整理をさせていただい

てもいいですかね。 

 これは今日の部会長のご提案ということで、我々預からせていただいて、市民協働

のほうなんかとも含めて、どうするのかというのをちょっと。  

 少しそこは原口課長のほうで中心に整理をしていただくということでよろしいでし

ょうか。 

○杉村部会長 

 よろしいでしょうか。すみません、時間も押しておりますが、最後いけますか。 

 最後、佐野委員からご質問いただいておりますのでまたお願いして。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 そうしたら、私のほうから、佐野委員からの質問の趣旨を説明させてもらいます。 

 これは実際にあったことなんですけれども、佐野委員からも承ったことがあるんで

すけれども、地域で要支援、要介護の方がいっぱいいらっしゃると思います。もし、
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その方たちにアクシデントがあった場合、緊急事態です、起こったとき、真っ先に対

応しなければならないのはネットワーク推進員さんですね、各地域いらっしゃるんで

すけれども。 

 その方たちに要は出番が回ってくるのが多いかと思います。それ以外にもあるんで

すよ。包括とか区社協とか各事業所に。でも一番地域の身近な方ということでネット

ワーク推進員さんですね、あの人どうかしてよという感じで、ちょっと出番が回って

くると。 

 そのときに、ネットワーク推進員さんというのは別に専門職でも何でもないのであ

って、専門のところにつなげるというのが本来使命なんですね。だからそういうふう

な人が誰かから見守りをやっている方から、あの人どうかしてよと言われれば、どこ

かにつなげたいとまず思うんですね。  

 そのときに、多分この要支援、要介護の方というのはどこかにつながっている、通

所か通いか、あるいは在宅かは別にして。どこかの施設のヘルパーさんであるとか、

あるいはケアマネさんとつながっているのが普通だと思います。  

 そんなときに、地域の推進員さんはそんな情報を一切知りませんので、そういった

当該人がどこのヘルパーさんとかにつながっているのか、そういう情報はまず欲しい

と。それがわかっておれば、ぱっとつないだら推進員さんの役目は終わりなんですね。

つなげることが仕事なんだから。  

 ただ、そういった、どこにつながっているのか情報がわからないというか、それを

どこに相談したらいいのか、どこに行ったらそういう情報がもらえるのか、あるいは

そんな情報、個人情報ですね、もらえなかったら要はどこがそういう対応をしてくれ

るのかということですね、そういったことを教えてくれませんかというのが質問の要

旨でございます。 

○矢部委員 

 安心カプセルという、ありますよね。  
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○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 冷蔵庫の中のやつですね。  

○矢部委員 

 ない家庭もあるからね、そうだと思うんですけど。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 多分、そんなものがないとか、多分安心カプセルとか、あるいは地域に名簿とかを

こしらえているんやけども、あるいは今役所のほうから要援護者名簿というのを各地

域にお渡ししているんやけども、そこに何も書いていない、そういうことが何も書い

ていないことが前提だと思いますわ。  

 役所に行った場合、そういう個人情報を、この方はどこのヘルパーさんとつながっ

ているか、ヘルパーさんを教えてといっても、ちょっと個人情報は出しにくいという

のがあるかと思うんですよね。区役所はつかんでいると思うんですけどね。  

 個人情報だからそれをうっかりと、ネットワーク推進員に言うても個人情報なので、

そこにぱっと言ってもいいものかどうかというので戸惑うんですよね。それじゃあ先

に進まないので、ならどないしたらいいのということになるんですけどね。  

○矢部委員 

 何かアクシデントがあった場合。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 そうですね、アクシデントの内容も具体的には書かれていなんですけれども。多分、

何かそういう気配があるよと。新聞がたまっているとかね、そんなことだと思うんで

すよ。何か、見守りをしている方がピンときているんでしょうね。そういう事態だと

思います。 

 ちょっとにおいがしてくるとか、そうなったらもう。こう言い方したらあかんけど、

そういうときは警察とか消防を呼んで踏み込むんやけど、そこまでには至っていない

ような、ちょっとヘルパーさんが見つかれば、行ってもらって会話ができるのかなと
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いう、そういう事態だと思うんですけどね。  

○巽氏（区社協） 

 矢部委員もおっしゃったように、情報共有のツールとしては安心カプセルというの

があると思うんですけれども、直近に気になってどこかにつながっているやろうけれ

ども、どこかわからへんという場合でありましたら、包括さんであったり、ブランチ

であったりというところで、ご連絡をいただいて、いただければその情報をそのまま

地域の方にお渡しするのではなくて、包括のほうから事業所にちょっと気になってい

ますという連絡をとり合うというふうなところは業務としては包括もやることになっ

ています。 

 平林のほうはブランチさんがありますので、まずはブランチさんとのつながりから

包括にというふうな感じのほうが流れとしてはいいのかなというのは感じます。 

○阪口保健福祉課長 

 最後まで、ネットワーク推進員さんが全部情報をもらってこうするということじゃ

なくて、もう既にネットワーク推進員さんが、例えば包括であるとか区役所であると

か、お話をいただいた時点でもう、それでつなぐという推進員さんの機能が果たされ

ておるわけですから、あとは行政であり包括のほうで持っている情報によってそれで

対処していくということで問題解決のほうにはつながるんじゃないかなと思います。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 今の阪口課長がおっしゃるのは、要はこの場合の問題は、いかにその方をケアマネ

につなげるかというのが目的なんですね。わざわざネットワーク推進員さんがケアマ

ネさんの名前をとって、その人が連絡するというのをしなくてもいいんですね。つな

ぐことが目的だから。 

 だから、例えば区役所の保健福祉課がケアマネの住所、連絡先を知ってるんやった

ら、区役所にかけて、区役所が直接つないであげたら目的は達成できるわけで、わざ

わざネットワーク推進員さんが一旦聞いてつなげる必要はないんですよね。  
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 そういったことで、区役所でもある程度この場合は対処できるのかなと。介護シス

テムで要支援、要介護の方でしたら、そういった事業所の情報を全部インプットされ

ていますのでね。それでわかりますので。  

○矢部委員 

 つながっている人はそれでいいけれども、つながっていない方は困りますよね。は

っきり言うたらね。 

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 そうですね、逆にね。 

○矢部委員 

 情報がないわけなのでね。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長） 

 要支援、要介護の方っていうのは、大体つながっているんですかね、ほとんどがね。  

○阪口保健福祉課長 

 場合によったら、何も御相談自体が、要はヘルパーさんが入っているということを

ご存じであれば、それはつながりがあるわけですから結構なんですけどね。 

 場合によったら何にもない場合です、地域の民生委員さんにつなげていただいたら、

民生委員さんが、その人やったらご家族のことを知っています。誰々が知っているよ

とか、そういうふうに情報もありますので、そういった地域のつながりということで

使うということは必要かなと思うんですよね。 

 私も住之江区での経験ではないんですけれども、前にも言いましたように、誰々の

ことを知りませんかということで聞かれたことがありますので、そのときにまずその

方の住んでいる地域の民生委員さんに聞いたら、その民生委員さんが「その人だった

ら町会長が家族を知っているよ」ということでつながって、それで一応問題解決に至

ったということもありますので。 

 ネットワークさんが最後まで自分がということじゃなくて、いろんな地域のつなが
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りを使ったらいいんじゃないかなと思います。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 情報提供者に最低限にこうしましたという。  

○杉村部会長 

 そうなんです、最終的にこうなったと結果が返ってこないと。この質問が来ている

ということは、きっと納得いく答えじゃないと思うんです。  

 だから、つないでいただくのは全然それで、もうオーケーだと思うので、最終どう

なったという答えだけはネットワークさんに返る仕組みにしておかないと、言うたけ

どどうなったかわからへんわというのが、多分。  

○巽氏（区社協） 

 今と同じような、おっしゃっていただいた、ほんまに課題で、説明がなくて、活動

している地域の方にもどうなったかというのがまず全然フィードバックがなくてもや

もやが残ったままということで。  

○杉村部会長 

 多分不満になりますよね。  

○巽氏（区社協） 

 そうなんです。それで、この間ちょっと見守りサポーターのリーダー研修をやって

いまして、そこでもスーパーバイザーで来ていただいた先生でも、最近での情報はそ

うすべきであると。どうなったかというところはお伝えしたうえでないと、支援体制

であったりとかというところの構築が難しいというのを踏まえまして、また見守りサ

ポーター養成講座を始めるべきだろうなと思いますので、その辺はちょっと今日のほ

うは。 

○矢部委員 

 うちの事業所に、ネットワークさんから苦情じゃないですけどお話があったのが、

デイサービスに来ていて、そのまま急変して救急車で入院したと。地域のほうに言う
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たら入院しましたよという情報がいっていなくて、ひとり暮らしの方やから、レスキ

ューを呼んでしまったと。  

 あの人おらへん、中で倒れているん違うかということで。だからその事業所間同士

ではいろいろ連携は取っているけれども、それを地域に返すということができていな

いということで、おしかりを受けたことがあるので。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長） 

 それはすごいケースですね。  

○矢部委員 

 ひとり暮らしの方は地域の方が見守りをしているわけなので、そこに返してあげる

というのは大事なことやなと思います。  

○貴田氏（区社協） 

 見守りの事業の、これからの課題ですよね。  

○矢部委員 

 そうですよね。見守りをやれやれという割に結果を返せないのが一番ね。  

○貴田氏（区社協） 

 確かに虐待は反対に結果は言えない。  

○杉村部会長 

 難しいんでしょうね。 

○貴田氏（区社協） 

 いったら、それこそ・・・。  

○原口政策推進主幹（市民生活課長）  

 虐待のね、ちょっと特殊ですもんな。出せないでしょうね。  

○藤井生活支援課長 

 同じような感じで生活保護も、例えば隣のおばあちゃんに見守りぐらいまでいける

んですけれども、最後は生活保護の適用になりましたって、我々は言えないんですね。
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その情報というのは、かなり線を引くと言いましょうか。  

 そういった意味では民生委員さんにつきましては、民生委員さん自身にも守秘義務

はありますし、民生委員さんに対しては当然、どこそこの居住しているこの方受給者

とは当然言いますけれども、そこから先の方へは絶対言わないということになってい

ますしね。 

○藤井生活支援課長 

 最終ここまで頑張ったのに、どうなったかと知りたい、それは素朴な疑問としてあ

ると思うんですけどね。センシティブな情報なんで、なかなか。 

○杉村部会長 

 皆さんの出していただくアウトプットのこのラインが難しいと思うんですけど、あ

る程度のアウトプットはしないと、きっとほかのネットワークさんも含めて、多分な

かなか難しいのかなと思います。ネットワークじゃなくてもそうですね。近所の隣の

方もそうだと思うので。 

○長田委員 

 地域の誰に返すかということになりますね、地域に返すって誰ですかって。大変や

もんね。 

○杉村部会長 

 だから、せめて情報をくれた人にはある程度のラインは引くにしてもアウトプット

をしないと多分、言いっぱなしだと言われて終わっちゃうと思うので。  

 すみません、時間も押していますので、ほかに何かありましたら。よろしいでしょ

うか。 

 では、次回は９月２７日になると思いますので、また皆さんよろしくお願いします。

今日は遅くまでありがとうございました。  

 

 


