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第１回 淀川区地域福祉推進ビジョン策定に関する意見交換会 議事録 

  

１ 日 時 令和４年６月７日（火） 午後２時 00分～午後４時 00分 

２ 場 所 淀川区役所 ６階 601・602会議室 

３ 出席者  

（意見交換会メンバー）９名中９名出席 

座長：種村 理太郎 

  メンバー：太田 久美子、大西 美佐子、小澤 明、川田 誠 

久保田 かず子、中西 恵、西尾 喜美子、萩原 浩史 

（淀川区役所）  

岡本区長、橋本副区長、山田市民協働課長、山崎市民協働課長代理 

山川保健福祉課長、武田保健・子育て支援担当課長、竹田福祉担当課長代理 

櫻井保健副主幹、北出保健福祉課担当係長、山本 

 

４ 議 題  

(1)淀川区地域福祉推進ビジョンの策定 

(2)淀川区地域福祉推進ビジョンの振り返り 

(3)淀川区の地域福祉の課題 

(4)淀川区のめざす地域福祉 

 

５ 議事録（敬称略） 

＜山川＞ 

皆様お待たせいたしました。 

ただいまより第 1回淀川区地域福祉推進ビジョン策定に関する意見交換会を開催いたします。 

皆様方には大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

私は本日司会を担当させていただきます、淀川区役所保健福祉課長の山川でございます。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは開会にあたりまして淀川区長の岡本よりご挨拶を申し上げます。 

 

＜岡本＞ 

改めまして皆さんこんにちは。 

この度、淀川区地域福祉推進ビジョン策定に関する意見交換会にご参画いただき、また、本日

は公私何かとお忙しい中、区役所までお越しいただきまして、誠にありがとうございます。 
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先ほど司会者からもご案内の通り、淀川区の地域福祉を推進するために策定をいたしておりま

す地域福祉推進ビジョンにつきましては、間もなく推進期間が終わりを迎えます。 

そこで、次期推進期間に目指すべき地域福祉ビジョンを策定するに当たりまして、皆様方、専

門分野の見地からご助言を賜りたく、この会議にご参画をお願いしたところでございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、先月の 23日より、大阪モデルがステージで

グリーンということに、なってございまして、当初心配されておりました、ゴールデンウィー

ク明けの感染拡大はなく、一安心の状況が続いている状況でございますけれども、この２年半

にも及びます、コロナ禍が社会へおよぼしている影響、具体的には、単身高齢者や子育て世帯、

また地域行事が実施できず、地域活動の担い手の確保がままならないなどが挙げられると思い

ます。 

さらに全国各地で頻発しております、大規模な自然災害などへの対応など、地域福祉を推進す

る上で大きな課題が山積いたしており、一方でこのような状況の中でも、誰もが自分らしく安

心して生活していくため、地域に関わるすべての人たちの力を合わせ、ともに、支えあう地域

福祉の実現を推進していくことが、今求められております。本日以降、皆様方からの専門的な

ご意見を賜りながら、淀川区が目指すべき地域福祉について議論を進めてまいります。皆様方

の活発なご議論を期待いたしますとともに、引き続き淀川区政へのご理解、ご協力をお願い申

し上げまして、始まりにあたってのご挨拶とさせていただきます。 

本日はご出席いただき、誠にありがとうございます。 

 

＜山川＞ 

ありがとうございます。 

続きまして、皆様方のご紹介に移らせていただきます。 

お手元のですね、意見交換会のメンバー表をご覧いただけますでしょうか。 

児童家庭支援センター博愛社センター長の太田様でございます。 

淀川区社会福祉協議会見守り推進員大西様でございます。 

淀川区民生委員児童委員協議会副会長小澤様でございます。 

社会福祉法人博愛社特別養護老人ホーム博愛の園施設長川田様でございます。 

淀川区医師会久保田様でございます。 

関西福祉科学大学社会福祉学部社会福祉学科専任講師種村様でございます。 

淀川区東部地域包括支援センターセンター長中西様でございます。 

淀川区地域女性団体協議会、新北野女性会会長、新北野地域活動協議会副会長西尾様でござい

ます。 

社会福祉法人加島友愛会“COCOLO”相談支援センター管理者萩原様でございます。 

ありがとうございました。 

続きまして、事務局の自己紹介をさせていただきたいと思います。 

 

＜橋本＞ 

皆様、本日はご参加いただきまして、ありがとうございます。副区長の橋本でございます。 
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＜竹田＞ 

皆様、こんにちは。 

保健福祉課、福祉担当課長代理、竹田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜山崎＞ 

市民協働課課長代理の山崎です。どうぞよろしくお願い致します。 

 

＜山田＞ 

市民協働課長の山田です。よろしくお願い致します。 

 

＜武田＞ 

保健子育て担当課長の武田です。よろしくお願い致します。 

 

＜櫻井＞ 

皆様こんにちは。保健福祉課保健副主幹の櫻井と申します。よろしくお願いします。 

 

＜北出＞ 

保健福祉担当で担当係長しております北出と申します。よろしくお願いいたします。 

 

＜山本＞ 

保健福祉担当の山本と申します。よろしくお願いします。 

 

＜山川＞ 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

続きまして、本開催要綱の第３条によりまして、今回の座長の専任を行いたいと思います。 

事務局より、学識経験者でいらっしゃいます種村様を推薦したいと考えておりますが、皆様方

いかがでしょうか。 

（拍手） 

ありがとうございます。 

それでは、皆様方にご承認いただきましたので、種村様に座長をお願いいたします。 

 

＜種村＞ 

ただいま座長に指名いただきました種村でございます。どうぞよろしくお願い致します。座っ

てすすめさせていただきます。 

今回、第３期の地域福祉推進ビジョンでございます。 

今回の皆様の中には、実は第２期の地域福祉推進ビジョンの策定にご尽力いただいた方々もい

らっしゃいますので、また、これまでの策定の経緯など、そういうことも確認しながらすすめ
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ていきたいと思います。 

 

＜山川＞ 

ありがとうございます。 

それではですね、議事に入ります前に、皆様方お手元の資料の確認をさせていただきたいと思

います。 

まず、本日のレジュメ１枚がございます。 

次に座席表、１枚ものでございます。 

それからＡ４の横長の淀川区地域福祉推進ビジョン策定案でございます。 

大阪市地域福祉基本計画、令和３年度から５年度でございます。 

淀川区地域福祉推進ビジョン、令和元年度から４年度版でございます。 

Ａ３のですね、横長の資料でございます。令和元年度から振り返りシートとなっております。 

次に意見交換会のご意見票、１枚ものでございます。 

次に意見交換会の開催要綱でございます。 

本日の資料につきましては以上でございます。過不足等がございましたら、事務局までお知ら

せいただければと思いますがいかがでしょうか。大丈夫でしょうか。 

また本日は本会議議事録作成、また記録のためにですね、録画ですとか録音ですとか、撮影を

させていただきたいと考えておりますので、ご了承いただきますようよろしくお願いを申し上

げます。 

それでは、ここから種村座長様に、議事の進行をお願いしたいと存じますのでどうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

それでは、資料について確認いただきましたが、続きまして、内容について説明をお願い致し

ます。 

 

＜竹田＞ 

それでは、保健福祉課竹田から、説明をさせていただきます。では座って説明致します。 

以下、当日資料「淀川区地域福祉推進ビジョンの策定（案）」 

    １淀川区地域福祉推進ビジョンの策定 

    ２淀川区地域福祉推進ビジョンの振り返り   について説明 

 

＜種村＞ 

ありがとうございました。 

今ご説明いただきました資料の方ですが、まず、この第３期の淀川区地域福祉推進ビジョンを

考えていく前に、まずこれまで、実施期間である第２期が、実際どういう状況なのか確認して

から、第３期にどういう風につなげていくのかということになってくるかと思います。 
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今事務局の方で、Ａ３ホッチキス止めの横刷りのもの、第２期の内容を整理するものになりま

す。 

今回から委員になられた方もいらっしゃいますので、この内容がこちらの第２期の方の冊子の

11ページ以降が具体的な取り組みで、当初考えていた方向性にあるというところと照らし合わ

せていただきながら、見ていただくと良いと思います。 

この期間の間に、皆さんご存知のとおり、コロナ感染拡大ということがありまして、淀川区だ

けではなく、日本各地で広がって、その結果、本当に支援が必要な方にとって大切な地域福祉

活動というものが、ストップせざるをえない状況になってしまったというところが共通の課題

としてあるのかなというところがあります。実際にこの策定をしているときは、そのコロナの

ことに関しては、想定はしておりませんでした。ですので、この推進ビジョンの実施期間中に、

おそらく、当初の方向性が十分に実施できてない可能性が多いかなというところもあります。 

そして、コロナ感染拡大が収束しても、元の取り組みにすぐに戻るかどうかっていうところも、

やはり確認しながら、再開していかなきゃいけない部分というのも出てくると思いますので、

そのあたりの部分についてのまず振り返りというところで、現状の淀川区の地域福祉活動の実

態っていう部分、取り組み状況、皆さんにそれぞれのお立場で、感じておられるところがあれ

ば、ご意見を頂けたらなと思います。 

実際まずですねその地域福祉活動のところで、民生委員活動の小澤さん、あるかと思うのです

が。 

見守り活動ところで、何かしらのコロナで、コロナ前から、コロナ感染拡大の中で、変わった

ことはありますか。いかがでしょうか。 

 

＜小澤＞ 

民生委員活動では、コロナ禍で、活動の在り方は当然議論をしております。 

私は自分の地域では、行かなくても電話をしているんですけど、電話をしても出はらへん、だ

からその点はやはり人間関係をつくるうえで、その辺は用心深くなっているのかなと。昔みた

いに、お向かいさん、お隣さん、気軽に声かけて、気軽に入っていくには、人間関係を構築す

るには、どうしてやったらいいかが非常に難しい。 

今、淀川区で要援護者支援、名簿については区社協の方に委託でやっていますけど、名簿を作

るのが仕事かいなという気はします。正直なところ。我々民生にも名簿は来るんですけど、我々

も、それをどう活用していいかっていうのが、なかなか、具体的なことが思い浮かびません。

というのも、一番大事なのは、区役所、包括、民生、地域、特に町会が情報共有しないとなか

なか進まない。その情報共有が全くできていない、だからそれが、区役所としても考えていた

だいて、具体的に我々が活動できる体制ができていけば、進捗していくんじゃないかなと思っ

ています。よろしくお願いします。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

今お話いただきましたように今まで、気軽に対面でお会いできて近隣関係、近所の方でも、気
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軽に顔合わせできたものが、そもそもコロナ禍で顔合わせ自体がやっぱり遠慮されがちという

ことで、実際それによって、対人関係のつき合いが弱まっていったというのが、小澤さんのご

見解かなというのがあると思います。それともう一つが、要援護者の部分の、ひとつのハード

ルということ、どういうふうにしていくかとう具体的な体制づくりっていうのも必要性が現場

でもあるというのを、今挙げていただいたということです。 

大西さんのお立場から、見守り活動、コロナの状況で変わったことはありますか。 

 

＜大西＞ 

今やっと地域活動が活発になりだして、民生委員会とか定例的に毎月、開かれるようになった

んですけれども、コロナの感染者数が多い時は、振興会の会議とか、民生委員さんの会議も中

止になる状況で。 

私は支援員をしていますけれども、会館にもいるので、何か気になる方の、ケースがあったり

する場合は、お互いに情報共有できてたんですけど、コロナ禍の時はそういうことがちょっと

できにくい状況にあったなと思っていますが、どうしても気になる方の場合は電話でやりとり

とかはしたんですけど。 

あとは、見守り支援員として名簿を作るということがあって、民生委員の小澤さんからも言わ

れてしまったんですけど、そればっかりではなく、やはり気になる方がいてたら、うちの地域

の場合は、私がその情報を知った場合は、民生委員さんと町会長さんにはお伝えして、共有し

ていこうっていうふうにはしてるんですけれども。ただあの名簿っていうのは、同意をしてい

ただいたら、その方に関してだけになっているような部分もありまして、結構私回ってその同

意のお返事いただけない方の部分、支援員として回ったとしても、うちは家族でどうにかする

ので、もう載せないで欲しいとか、ほっといて欲しいとか、おっしゃる方が結構いらっしゃる

んですね。やっぱり町会の会議とかでも、本当はこの人すごい問題あるのに、なんで名簿に載

ってないっていうふうなことも言われてしまうんですけれども、やっぱり同意をしない場合は、

名簿に載ってないので、名簿にのっていないけれど気になるというのは、何件かはいらっしゃ

る状況なので、その方々について、どうしていくかっていうのは、今後の課題になるのかなと

思ってます。 

あとはやっぱり女性の力って大きいなと思うのは、やっぱりご近所の情報。 

誰々さんのことをちょっと知りませんかみたいなことを聞いたりすると、結構、女性会の方と

か、お食事サービスの委員の方に聞くと、「誰々さんは今娘さんのところへ行ってるよ」とか、

情報を聞けることがあるので、逆に町会長さんとかよりは、女性のそういう日頃から、情報交

換をしている方々の方が、持ってらっしゃるんで、それはすごく助けていただいています。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございました。 

先ほどおっしゃったケースの情報共有は、地域の方の中での共有と、あと専門職との共有両方

ありますか。 
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＜大西＞ 

専門のところから「こういう人がちょっと警察に保護されたけれども」っていう連絡がきたり

した場合は、私も知らないことがあるので、逆に民生委員さんとか町会長さんとかにお尋ねし

て、確認したりします。 

 

＜種村＞ 

それって、地域全体的にということですね。 

それとあと名簿にのっていない人の方が気になるというところ、ひとつご本人のご意向という

ところが、どう尊重していくか、しかしそこに載っていないと把握が難しい、葛藤のような状

況が起こっているということですね。 

ありがとうございます。 

その中でまた地域の、含めてそういったところの日常の情報は、どうそれを吸い上げていくの

か、というところが重要ですね、コロナの中でも再確認できたということですね。 

その点、西尾さん、どうですかね。日ごろの活動で感じることはありますか。 

 

＜西尾＞ 

すみません、今小澤さんや太西さんがおっしゃったように、本当は、名簿はあまり役にたって

いません。 

私も会館におりますので、高齢者の方がよく会館を使用されます。あと地域のなんていうんで

すか、障がいの方々が、何かありますとすぐお電話を、携帯に連絡をくださるんですね。先日

も問題があったときに、その解決したあとに、南部包括さんとか社協さんに連絡をしておりま

す。うちの町会長さん、それから女性部長さん、民生委員さんにはもう必ずご連絡をしていま

すし、道行くご老人、何かあったら、ご挨拶をして、おしゃべりするようにしています。です

からすごく知り合いが、このコロナの間に増えた気がします。で、その方たちが「この頃誰々

さん見ないけど知ってる？」って言われたら、その方の連絡先を調べてお電話したり、お伺い

したり、でしゃばりやなとは思いますけど、お伺いして様子を見たら、その聞かれた方にお伝

えすると、そんなことを、なんせ今はきめ細かく、お会いしていくしかないと思います。 

あと高齢者食事サービスをやっておりますが、配食の時に必ずボランティアさんに様子見て必

ずおしゃべりをして帰ってきてほしいということはお話をしています。以上です。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

今貴重なお話で、コロナの部分でやはり対面を控えていたこの２年間の状況がある中で、今の

収束、収束というかコロナと付き合っていくしかないかなというところで日常生活を営んでい

くような方向になっているところで、今、おっしゃったように、その中でも、対面とか、それ

ぞれの関わりということを意識していただくということを地域の中で、取り組み方針にしてお

られるっていうのは、今のそのコロナの中でのできなかった部分を、またそれを補っていった

りとかですね、そこの部分をまた、新たに取り組んでいく部分として再開されている部分にな
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るのかなということもありますので、そういうことを考えると、これからのその第３期のこと

を考えていくときに、地域福祉活動全体を考えていくときに、このような部分においてのこと

も想定しながら、しかしその中で、活動を再開したりとか、活動を継続していくっていうよう

な、そういうような方針っていう部分も、これから今皆さんの活動の中でも、取り組んでおら

れる部分というのもあるということが、今の地域の見守り活動の中でも、地域の団体の方３人

の中でもございましたけども、そういう中でこう工夫されているっていう部分がありますので、

その中で、何とかして支援が必要な方に手が届くような、活動の部分と、体制づくりっていう

部分がやっぱり必要だということは、今のお話の中で、共有できる内容なのかなという部分が

ありますので、そういうところを一つの地域福祉推進ビジョンの次の部分、内容に意識して盛

り込んでいくっていうのがひとつの核になるかな、と思います。 

内容としましては、一つ相談支援体制というところでの部分、この問題解決的ネットワーク、

まあそういうところの中でもお話の部分にも繋がっていくような形になっていくのかなと思い

ます。 

そういうような体制づくりを、また再構築していって、強化していくっていう部分も、してい

く中で、そもそもこの地域福祉活動が地域の中で住民さんたちに、どういうふうにしたら知れ

渡っていくのか、どうしたら使ってもらえるのかな。本当に使ってもらいたいのに、使えても

らえるのかなというようなところで、そういうところが今後の課題になってくるのかなと。 

で、1番目の地域に愛着をもちみんなが参画するまちづくり。 

今回コロナ禍の部分で、地域福祉推進ビジョンというものの存在が、あまりそういう、知れ渡

ってなかったという課題の部分もあります。 

このあたり、川田さんどうですか。前委員として、作った立場として、日常の中で、地域推進

ビジョンという取り組みを、どう続けていったらいいのかなというのがあるかと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

＜川田＞ 

これ今２期で、１期もあって、その前からアクションプラン的なものがあったんですね。結果

的には、計画とは言いながらも、いついつまでに何々をどんだけ作りますっていうような、か

なり具体的な部分っていうのは、挙げてない状況で、更新というような形で、あったらいいな

ぁみたいなところへの方向性であるのが僕らの限界なのかなというところだったんですね。 

ただ、今回の実践の報告の中としては、区社協さんとか、いろんなところの実践が、ある程度、

このビジョンに合わせた形でっていうんですかね、そのようなものなのかなというようなとこ

ろもあったりするので。結局、ビジョンがこんなんありますよっていう、そこだけが動いても、

実際の活動まで行かないから、結果的に、ビジョンがあんまり前に出てなくても、その活動自

体が進んでいってて、というふうな部分でもいいのかなというふうな、気もしたりはします。 

で、今後のというようなところで、コロナのお話がありましたけれども、先ほどのお話ですけ

ど、やっぱり地域の人たち強いなというか、すごいなというような思いがあったりしました。

「でしゃばりかも」とおっしゃってましたけども、そこがある種、この地域福祉ビジョンで、

淀川区内のおせっかいという形で、それはいい意味でのおせっかいだよっていうところを認め
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ていこうという、なっているかと思います。そういった部分では、コロナあけっていう部分で

は、次の第３期というところになるんでしょうけども、一つの良いタイミングというか、コロ

ナあけによって、大きく今まで人との出会いをずっと飢えているというとちょっとおかしいで

すけども、ずっとね、会わないといったところが、ある種会いますよというな形で、それが期

待を持って人と会うきっかけにもなるのと。もう一つが、その中で人との距離がやっぱ置かな

いと、なかなかちょっと難しいというような方も、それでですね、落ち着いて過ごしてる方い

らっしゃるので、だからといって、やっぱり社会との繋がりを持ちたいから、そういった意味

では、先ほどの会って話をするっていうのは、当然基本なんでしょうけども、そこに至れない

人のための、例えばそのオンラインをずっとＩＣＴとかを使った形での、何か集いの場みたい

なところを、一方としてはちょっとこう広げていくような形で、場合によってはそこで、いわ

ゆるオフ会みたいな形の部分にもつなげていくというのがあって。ある種、コロナの影響でネ

ット等々使った上での、出会いの場、いろいろ問題があるかもしれませんけども、そこら辺に

もう一つ重点を当てて、外に出られない人、そうすると、障がいを持っていらっしゃる方とか、

高齢の方でも、気軽に参加できるという場づくり。或いは、このコロナ禍、コロナあけ、この

タイミングというのを活用していくことは、いいタイミングになるんじゃないかと。 

ただ、次の第３期のとかそこまでっていうのはなかなか見えづらいところがあるんでしょうけ

れども、明らかにこのコロナを使っての方向性としてはそういったとこらへんの視点を忘れて

はいけないかなと思います。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。前回一緒に作成したメンバーなので、その部分で出た見解なのかなと

思います。 

外に出られない方、会いにいけない方への対応、アプローチの仕方、対面だから良いという部

分というのもコロナの部分で改めて再認識できた部分もあると思います。 

またそれだけではなく、会えない方とか、そういうのがあまりお得意ではない方も中にいらっ

しゃる部分の中で、今おっしゃった別の会い方もあれば、どういうふうに広げていくのかなと

いうお話に繋がっていくのか、それがこのコロナで、日本中にリモートとかオンラインとかそ

ういったやり方がかなり広まっていたと、進んだ部分もありますので、そういった方法を、今

後地域の福祉活動の中に落とし込んでいくのかなっていう部分も一つ視点として、必要じゃな

いかなと思います。 

また、障がい分野、ちょっと出ましたけど、萩原さん、自立支援協議会も含めて、今の障がい

のある方の情報というかで、課題とかあればお願いします。 

 

＜萩原＞ 

ざくっとした感触の話にはなるんですけど、確実に相談件数が減ってるんですよ。 

例えば、私、障がいが専門ですので、相談の流れの中で、サービスの調整とか、そういう相談

をたくさん受けるんです。サービスの調整に関する相談はめちゃくちゃ増えてるんですけど、

それ以外の相談は、格段に減っています。相談が減るっていうことは、実はすごくまずいこと
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で、相談はたくさんあった方がいいんです。ヘルパーさんの調整とかそんな相談ばっかりで、

それ以外の相談が減っているということは、私個人としてはすごく危機感を感じます。 

そういうことも踏まえるんですけれども、今回の資料を拝見させていただいて、気がついたこ

となんですけど、情報の周知、情報発信とか、そういったキーワードがたくさん出てくるんで

すけど、周知とか情報発信だけでは弱い。こういう状況であることに限らず、発信し続けるこ

とが周知っていうのもおのずと限界があって、まさにこの２～３年の間に、もういよいよ天井

についたかなと、ちょっとその方法に関しては限界にきてるような気がします。 

まだまだ自由に動ける状況じゃないんですけど、逆に活動が制限できてる状況だからこそ、や

れることはやっていった方がいいんです。それが、先ほど川田さんがお話されたことに関連す

るんですけど、システム作りです。 

どういった方が相談に繋がって、繋がった相談をさらにどこが適切なところに繋ぐのか、そう

いうシステム作りをこの自由に動けない状況の中でぜひやっていきたいと思います。今しかで

きないことをやっていくべきだと、私個人は思っています。 

以上です。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

そういうような相談があがってこないという危機感の部分から、やはり早期発見ということに

足かせになっている、そういったことがある中で、どういう状況にあっても相談が拾っていけ

るような仕組みづくりっていうのを作っていくというところが、今のお話聞いてますと、別に

それはもう障がいだけじゃなくて、いろんな分野でも共通してることなのかなというところが

あります。 

このあたり、児童分野はどうですか、太田さん。子どもさん関係の相談について。 

 

＜太田＞ 

私たちも相談事業の一つではあるんですけど、改めて、相談となると敷居が高いというか、「こ

んなことで相談してもいいのかな」「こんなこと聞いてもいいのかな」と、私たちの待ちの姿勢

で言うと、件数は少ないです。 

一時コロナが始まったときには、ピンポイントで「ミルク飲まないんです」とか「寝ないんで

す」とか、そこだけを相談聞いたら、２～３分で電話を切られる方もいらっしゃったんですけ

ど、それはたぶん裏を返せば、コロナになって、今までいろんな事業とか、気軽に行けた子育

て支援施設とか、公園で出会ったお母さんとか、「今いくつですか」「最近どうですか」とかち

ょっとしたおしゃべりで気軽に聞けたものが、相談にわざわざ行かなくても、簡単な会話とい

うのも遮断されたので、本当にピンポイントなちょっとしたことの相談が増えたと思われます。 

今コロナで２～３年、同じく相談件数は減っています。ただ、事業の方も少しずつ、予約制で

はありますけど、再開している中で、私たちが最近どうですかとか、っていうふうに、何気な

く言った会話から、すごくそこから、あふれるように、相談・悩みではないんですけど、そこ

から際限なくおしゃべりが続くとかはあります。 
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あと児童関係で言いますと、コロナの中ですごくお母さんたちが、行き詰ってきてる。子育て

に関わるものとしては、子どもがかわいいとか癒されるとかっていう感覚になるんですけど、

そういう方たちばかりでは、地域の人たちはいらっしゃらない。そこでお母さんたちが息苦し

さを感じているというのがあります。 

コロナにかかってしまえば、もちろん家で待機するんですけど、例えば保育園で濃厚接触者だ

とか、保育園全体がコロナでお休みしなければならない、元気なんだけど登園できない状況が

１週間２週間続く中で、元気なお子さんを家庭の中で保育するというのは、とっても大変なこ

とで、お母さんたちも気軽に毎日でかけられるわけでもないし、毎日新しいおもちゃを買い替

えられるわけでもないし、その中でももう本当に疲れ切ってしまって、家でみるということは、

マンションとか住んでると、下に響くんじゃないかとか、ちょっと泣き声が続くと虐待通報さ

れるんじゃないか、で、お母さんも精神的にまいっちゃう。経済的にも仕事を休まなきゃいけ

ないし、もう本当に負の連鎖がずっとグルグルと回ってしまう。もちろん相談してくださいね

とか、いつでも聞いてくださいねとか、伝えるんですけど、もう相談というレベルではもはや

なくなってきていて、今すぐどうにかして欲しい、子どもを預かって欲しい、お金をいただき

たい、食べ物がない。もう本当に切実で、相談できるところがない。 

私たちも何ができるというわけではないので、せめて区役所であったり、社協さんへ繋ぐとい

う、繋ぐというのも私たちの役割でありますので、児童家庭支援センターでできないことは、

みなさんのお力を借りたいと思っています。以上です。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

やはり今回コロナで子育て層の方々の生活が、やはり今までの流れとかですね、今までの世の

中のサービスとか資源を使ってうまくまわしていたところが、そもそもその社会資源が止まっ

てしまうということがあったときに、自分たちの親や自分たちの子育てにダイレクトに跳ね返

ってしまうといところがあるので、今のお話聞いてますと、単にシステムっていうのも、平常

時のシステムづくりだけじゃなくて、今回のようないわゆる危機的な状況とか、もう待てない

状況、切迫性が高いような、そういうような状況をどういうふうに早く、繋げていって、支援

にのせていくのかっていうような相談支援体制、お互いの考え抜いてですね、平時のそういう

ふうな相談、緩やかな相談支援体制というのもやはり一つ出てくるのかなと思います。 

それがあることによってその先ほど言ったようにその構えない気軽な相談の形も出てくるかと

思いますし、でもそれだけではもう今、にっちもさっちもいかないような状況になってる方も

いますよと。だからそういうような形でケースが重くなってからの発見、今早く何とか着手し

ないといけないというようなところに、どうシフトチェンジさしていくのかというような一つ、

この二つの何か相談支援体制の駒がいるような形が、すごくいるように感じますね。 

その二つが機能して、お互いに補い合いながら、活動が回っていくような形のこともちょっと

想定していくような相談推進体制や地域というものに対して、そういったものもちょっと考え

ていかないといけないっていうのは、児童分野、子ども分野のところから、状況がわかるかな。 

このあたり、高齢の方はどうですか。久保田さん、どうですかね。支援していく中で、高齢者
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の方の支援の中で、状況としてそういった切迫性とかそういうところ、この辺、どうでしょう

か。 

 

＜久保田さん＞ 

つい最近、包括さんと一緒に対応することがあって、「こんな人がいてるから一緒に来て欲しい」

ということで、動けなくなってはって、救急車を呼ぶかどうかどうしましょうというときに、

なんとか周りの人たちで生活してたんですけど、家族もいてなくて、救急車で運んだけど、そ

のままお亡くなりになってとかありました。本当にギリギリなところでの、ここ数ヶ月きて、

それこそ、地域の見守り支援員さんとか、ヘルパーさんとか、相談してくる人はいいけど、相

談できずに孤独にいてははる人もいるし、家族でどうにかすると言ったような人たちが、これ

からにっちもさっちもいかなくなった状態で見つかってくるということなので、そこを底上げ

というか、していかないといけないなと思います。 

コロナ禍で、もともと ZOOMとかも何もない状況で、連絡会いろんなところが止まってしまった

状況だったんですけど、ZOOMとかやりはじめて、コロナ禍でよかったことというか、そこを利

用してもっと地域にというふうに思っています。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。中西さんいかがですか。 

日常の支援の中で、包括の立場で、今の状況、切迫性というところで。 

 

＜中西＞ 

はい。今久保田さんからもお話がありましたけれども、まず遠方にいらっしゃるご家族様が、

ご高齢のご家族様の様子を見に来ることができなくなってしまったというのが多々ありまして、

とても気になるから見に行って欲しいというご相談ももちろんありましたけれども、認知症の

部分であったり、体調不良であったりというのは、実際ご家族様がみていただかないとわから

ない部分も多くて、そこらへんで、やはり重篤化してしまってからの発見、久しぶりに、例え

ば半年ぶりに来たらこんな状態になっていたということでのご相談というのは、このコロナに

なってから非常に多くなってきたかなと思います。コロナになってからＡＤＬ・身体状況や生

活状況が低下してしまっている。閉じこもりによって、人とお話することがないので、認知症

が進んでしまっているということはとても多くあったように思います。今までだったら、お散

歩に出てはったりとか、近所の方とおしゃべりをすることによって、そこにお隣のおばちゃん

がその方の変化に気付いていただけたりしていたのが、それがなくなってしまったっていうこ

とで、いざ久しぶりに会ってみたら、この前までとてもおしゃれな方だったのに、非常にちぐ

はぐな服装で出てこられたというようなところで、やっと発見ができるということになってし

まっている。非常に、私どもも早期発見というところにつなげられなかったのが、いろいろと

苦労をしておりました。 

最近になってきますと、やはり、そこら辺が少しずつ地域の皆さんに浸透してきて、お声がけ

を、先ほど西尾さんの方からもありましたけれども、丁寧なお声がけがあったり、細かい気遣
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いをしていただくことによって、かなり発見されるのが早くはなってきてるんじゃないかなと

は思っています。 

そこもやはり地域のみなさんが、認識をしっかり持っていただくということが、まず第一に必

要なところだと思っています。なので、包括支援センターも専門職としては、地域の住民のみ

なさんに、そういう気づきを持っていただけるような情報の発信をしていかないといけないん

だなというふうに思っております。淀川区は特に、地域包括支援センターの、認知度が低いと

いうことで言われておりまして、非常に耳の痛い話ではあるんですけれども、その周知活動、

もちろんチラシを配る、いろんなとこへでかけて行って話をするっていうことも必要なんです

けれども、最終的には、口コミなのかなっていう気も最近すごくしておりまして、昨日行った

お宅では、「町会長の誰々さんから地域包括のこと聞いてたからそれを言ってあげたんよ」とい

うようなお話をお聞きすので、やはりそれがもしかしたら一番の周知活動なのかなというとこ

ろも感じています。地道なお話であったり、お顔つなぎをしていきたいなと、思っております。

以上です。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

今お話いただいたように、やはり重篤化ケースということで、コロナ禍でやはり地域の方々の

気づきの感度ですね、そこの部分をどう高めていくか、おそらく今日ご出席いただいている方々

は地域の中でご活動されていて、感度の高い方々だと思います。 

やはりいろいろな方が地域にはお住まいになられていると思います。その中で無関心層といわ

れている、周りの方の生活状況に関心を示さない方というのは一定数いらっしゃいます。コロ

ナの中で人と接触してはならないということで、地域全体の感度というのもダメージを受けて

いるという部分もあるのかなということで、そういうところも含めて淀川区全体で、見守りの

気付きの感度をどう高めていくのかなというのも、取り組みのポイントになってくるのかなと、

今のお話を伺いながら聞いていたところです。 

それと、遠方の家族がコロナで遠出ができない、特に県またぎとか府県またぎとか、後で何言

われるかわからんということで、そういうマイナスのエネルギーが働いていたというのもある

中で、当事者の生活は止まってきませんので、そういうのはご家族が来られないときに、どう

いうふうに地域の中で、それを支えていく受け皿づくりを作っていくのかなっていう部分です

ね、そういうような状況に囚われない状況で、支援が行き届くような体制づくりっていうのも、

家族がいらっしゃっても来られないという、その中でどういうふうなアレンジが必要になって

くるのかなってことも、これもまた今後議論としては、進めていかれるような話題になってく

るのかなあというのもあります。それがコロナ禍より顕著になってきたというとこですね。コ

ロナ前だったら、ご家族と事業所、専門機関の分担っていうところで、地域の中でできたかも

しれないですけど、それが家族自体が動けない、そこの部分の役割をどうやって、周りでそれ

を補っていくのかっていうようなところも、今回のコロナにより突きつけられたんじゃないか

なと思います。 

地域の受け皿作り、全体にそういうような、家族だからできることだけども、家族が動けなか
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った時どうするのか、ということも想定しながら考えていく必要性もあるのかなあというのも、

今のお話の中でちょっと一つ、方向性があるのかなというところがあります。 

ありがとうございました。 

皆様、短い時間だったんですけれども、それぞれの活動から現状ですね、お話いただいたとこ

ろだと思います。 

これまでの振り返りシートについて、今のお話では十分に語り尽くせていないというふうに思

いますので、またこちらの事務局で準備してもらいました振り返りシートがあります。また、

皆さんのご意見票がそれぞれお手元にありますので、会議が終わってから、また改めて記入さ

れている部分に対して気づき、そういったものがありましたら、ご意見を投げていただけたら、

第３期を検討していくときの材料にしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは、ひとまず今までの振り返りの部分でした。 

 

＜小澤＞ 

一番最初にしゃべったもので、ちょっと趣旨が理解できていなくてすみません。 

大西さんからも、言っていただいたのですが、縦の動きはみんなしっかりやってはるんです。

支援員は支援員でやってはります。民生は民生でやってるし、要するに縦の動きはやってるん

だけど、横の連携がないんです。だから、そこがないと、先ほど中西さんも言われていたよう

に、なかなかきめ細かく動くことができない。だから横の連携をどうするのか一つの大きな課

題かなと思います。 

私ども民生としては、それなりに当然やってます。５年前から、高齢者の相談所を設けていま

す。毎月開いて、呼んでいるんですけど来ないんです。あんまり来ないんで、待ってるのも、

無駄なんで、逆に、民生と包括で相談して訪問するようにしています。そういうのを今でも続

けています。それと、どうしても独居高齢者については、民生としては緊急通報システムを設

備するようすすめています。民生の立場としては、相当連携してやってるんですけど。 

あと、残念ながら支援員さんとはあまりできていない。 

もう一つ、一番大きなのは町会との連携。やってるところもあるかもしれないけど、どこまで

やってるのかなというのが疑問。 

だからそういう横の連携ができたら、情報もかなり集まってきて、スムーズにとれるんじゃな

いかなと思います。 

本当に縦はがんばってるんやと思うんですけど、横の連携ができれば、いい形の、この福祉推

進ビジョン、具体的に活動につながっていくかなと思います。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。今本当に大事なことおっしゃっていただいて、縦のそれぞれの取り組

みっていうのがやっぱりしっかりされてるところの中で、どうそれを組み合わせて、受け皿づ

くりしていくのか。またその受け皿の連携という形で、何でもかんでも繋がればいいってわけ

ではなくて、どういうときにはどこと繋がってどういう動きをしたらいいのかっていう、いつ

どこで誰が何をどうのように、お互いにそれぞれ認識しなければならない。単なるそれで繋が
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ってますけどと言っても機能しなかったらやっぱり意味がないってこともありますので、ぜひ

その横の繋がりでどう機能させていくのかっていう時の、それぞれの繋がり方ですね、そうい

うような目的別とかっていうシチュエーション別っていうようなことも考えながら、特に整理

していかないと、なんでもかんでも地域やからと地域に全部丸投げされても、それはそれで整

理がつかない。なので、こういった場合においてはこういうような繋がりの形を持ってますよ

ね。こういった場合にはまた別の繋がりのネットワークを持っていますよと。いくつかのシチ

ュエーションを想定しながら作っていくとより中身が見えてくるようなネットワークになって

くるのかな。 

それぞれやっぱりできることできないことがあると思いますので、それも見図りながら、タイ

プは捉えていかないと、それぞれの縦のラインは止まってしまうっていうことのないよう、受

け皿づくりっていうのを議論していくといいのかなという部分もあるかもしれませんね。 

ありがとうございました。 

ではまたそういうことで、新たにお気づきがありましたら、また事務局にご意見をしていただ

けたらというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

それではちょっと後半部分に続けていきたいなと思いますが、また事務局の方から、説明をお

願いします。 

 

＜竹田＞ 

引き続き竹田から説明させていただきます。 

以下、当日資料「淀川区地域福祉推進ビジョンの策定（案）」 

    ３淀川区の地域福祉の課題 

    ４淀川区のめざす地域福祉   について説明 

 

＜種村＞ 

それでは現状の淀川区の実態から整理された部分での課題、最後 12ページの５つの案を実施案

としてあげられていますけれども、それに至るまでも含めまして、お気づきの点があったら、

ご意見いただけたらなと思います。 

今回、12ページのところ見ていただきますと、児童分野の妊娠期から子育て期まで、家族全体

というところが、新しく今の実態から着手する必要性があるんじゃないかというような、 

今の現状からの提起、このあたりまず聞いてみたいお思いますが、太田さんいかがでしょうか。

妊娠期からのアプローチということに関しまして。 

 

＜太田＞ 

特定妊婦とか支援者のいない妊婦さんが増えているなかで、シングルマザーの方とかいるんで

すけど、今、ショートステイ事業がコロナで中止になっていまして、先ほども申しましたが、

預かって欲しいとか具体的な心の声というか、今すぐこうして欲しいとはっきりと求めている

のに、応えにくいところがあります。あとこういう支援もあるとかという提案することは、お

母さんが望まれていなければなければそれは必要じゃないので、いくらいろんな支援がありま
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すよと、こちらに行ってくださいと紹介しても、今のその方が必要なければ、本当に全く無意

味なものになってしまいますので、そこは本当に申し訳ないところかなと思っています。 

妊娠期から子育て期まで 18年間切れ目なく、もっと言いましたら、重複してでも良いので、フ

ォローできるように整えば良いのかなと思います。 

子育てっていうことで考えると、子どもをお持ちの保護者の方の安定が、子どもの安定につな

がりますので、お母さんへの支援を求めていきたいです。 

以上です。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

やはりその必要性はあるというところの中で、当事者であるお母さんたちが、必要性を認識し

なかったら、結果的に、空振りに終わってしまうということで、日常から子育てに必要なもの

は何なのかとか、どういうような状況において困ったことになってしまうのかっていうような、

事前のシチュエーションっていうものが、やはり妊娠前、妊娠中の方への情報提供していくこ

とによって、また妊娠中のサポートの時に、そういえばこういうのあったらいいよねっていう

ところで思い出していただくとかっていうのは、どれだけの事前の想定が地域の中で共有され

ていくのかなと思います。 

先ほどの 9 ページの資料見ていただきますと、子ども関係の相談相手が極めてご家族に偏って

いる。ということは家族以外の方に相談していることが少ない。２番手の相談先がないところ

がありますので、子育て層の方の相談先っていう部分を、どういう風に複数持っていただくの

かなというところですね。結局、情報の供給元が偏っている。ほとんど上の上位層、棒グラフ

が高いところというのは、職場関係以外は、友人・知人、親戚、親というような、本当にもう

限られた中での情報の取り方になってくるので、やはり情報のキャッチするところの場が小さ

い、そういうような問題もはらんでいるのかなというようなところもありますので、そういう

ところの裾野をどう広げていくのかというような、情報発信や周知活動も子育て世帯の方々に

対してどう受けとめて、キャッチできるのかというのも課題かなと思いますね。 

実際、この最後のところに、相談できる相手がいないというのも、淀川区も一定の数値はあり

ますので、やはりここのところが孤立しているという状況の方々ですね、そういうところにど

うつなげていくのか、ということも今回の取り組みの中で、考えていく必要性があるのかなと

いうのがあります。 

あとですね地域の中でも、担い手づくりっていうところなんですけども、この辺りですね、10

ページ見ていただきますと、参加したことがないって方の中で、３割ぐらいの方が情報がない

ためにどのような活動へ参加方法があるかわからないということです。その下は、忙しいから

できませんというのは理由がはっきりしているので、忙しいからという人に参加してもらうの

は難しいかもしれませんが、もしかしたら情報があったら参画するかもしれないという、可能

性があるゾーンに３割ぐらいいらっしゃるので、ここの部分のハードルをどう地域活動への参

画を掘り下げていくのかとか、地域活動の今の規定の枠組みの取り組みに参加できる方はそれ

でいいかもしれませんけども、その枠組みでは充分に応えられないような方も、地域にいっぱ
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いいらっしゃると思います。 

それぞれの、現在のキャパの中で、どうやれば地域活動ができるのかというような、地域活動

のいろんな取り組みの、大きさっていうのも今後考えていかないと、地域の中での女性会やら、

民生もそうですけど、いろんな地域の中から選出されていたりとか、その中で構成されていく

メンバー、次の後継者というのが結果的に見つからないってことが、結果的に今の既存の活動

の大きさでは、もしかしたらしんどいと思ってるかもいらっしゃるかもしれないというような

ところも、そういうような大きさ、地域活動のそれぞれの担う大きさというところも、何とか

こうハードルを下げられないかなというところも一つの、淀川区の中での議論をするそのテー

マにはなってくるのかなということがあります。 

今すぐにこれ対して皆さんにご意見を募ると、急にって形になるかと思いますけども、やはり

そのあたり、参画しやすいような地域活動の入口ですね。そういうようなところをどう模索し

ていくのかなっていう部分も、これも地域の中での、どういうようなものができるのか、それ

がまた地域の地活協とか団体ベースだけじゃなくて、ボランティア活動とか、多様な団体の中

での入口を考えていくのかどうかですね、そういうようなところの窓口をどう広げていくのか

なというところで、結果的に地域の中で活動している人たちの総量が増えてくると、結果的に

は地域の中で参加してくれる人たちが増えてくるということになると思いますので、そういう

ところも含めて多様な活動の入口っていうのはどういうふうに域福祉活動の中で提示していく

のかなっていうのも一つ課題になるテーマなのかなということです。 

もしかしたら変わるかもしれないという人が、この３割に入ってるということもあるかもしれ

ないので、そういうのもまた皆さんお気づきの点があったら、ご意見をお寄せいただけたらな

と思います。 

それと、災害関係の要援護者の支援体制に関して、先ほどの小澤さんや大西さんからご意見が

あったとかと思いますけど、要援護者の拾い上げという部分で、やはりポイントなのが、本人

さんが同意されて、名簿に上がってくると最終的にそれが多くなってくるというのはあるんで

すけど、その下には、それに至らない方がやっぱり一定数いてるので、そうなってくると、先

ほどおっしゃったように、日常の中での声かけ、地域の中で情報をキャッチしてるよっていう

ところのストップをどういうふうにそれを機能させていくのかな、そういうような複数の段階、

準備というのもまた出てくるのかなというところです。 

このあたりはざっといくつか気になった点、先ほどの議論では触れていない点を触れさせてい

ただきましたが、もう少し、時間は限られていますけれど、お気づきの点を聞かせていただけ

たらと思います。 

川田さんいかがでしょうか。今の話の中で具体的に。 

 

＜川田＞ 

具体的なといったらあれですけど、今まで見えてこなかったヤングケアラーのこと、大阪市の

方でも調査されたりとか、あるみたいですけれど、その辺も学校との連携をとりながら、適度

な家族関係なら良いんでしょうけど、やはり、度を超すというか、子どもが介護のために若い

時期のすべてを奪ってしまいがちになると思うので、ヤングケアラーへの視点というのも大事
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になってくるのかなと思います。 

地域福祉かどうかあれですけど、国全体としては養子縁組・里親などの支援をしていって、む

しろ児童養護施設を減らしていくという流れになっているみたいなんですけど、淀川区は里親

支援に特化したというか、理解のある区ですという PRの仕方というのもあるのかなと思います

し、うちの博愛社もそういった機関をもっているということもありますので、そのあたりで、

ヤングケアラーや里親の部分も、具体的なところで触れていただけたらなと思っております。 

あと災害のところですけどここ数年悩んでいるのが、高潮がくると、５メートルから 10メート

ル、水没しますというふうな話が、数年前に変わって、実際に施設の設計図を見たら、確かに

うちの博愛の園の３階の上、４階の下までが大体 10メートルなんです。 

おそらく淀川の南半分ぐらいはそのエリアになるので、これどうするのかなっていうのはあり

ます。この事実も知ってる方少ないかもしれませんけど、そういった意味では、まちセンとか

高潮の時どうするのというイベントとかをされていたりするので、これ実際どうなのかな。淀

川区だけじゃなくてこの辺一帯ですから、そういうことになったら、高槻か箕面の方に皆さん

逃げなさいという方向なのか、ちょっと余りにも課題が大き過ぎて、でもやっぱり命にかかわ

る問題であるので、そういった、すごくショッキングではあるんですけど、そういう視点から、

まちの中の災害を考える一つのきっかけになったらいいんじゃないかと思います。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございました。 

新たにヤングケアラー問題とか里親支援の視点もご提起いただきありがとうございます。 

また災害の問題については、以前から、その部分の必要性が前提条件というか、災害のリスク

というのもどう共有していくのかっていうのも、話題にはあがってきた部分があるかと思いま

す。その辺りをどういうふうに、正しく伝えていきながら、そういうようなですね見守り支援

の中に、本当に支援が必要な方が収まるような、キャッチできるように受け皿づくりになるこ

とには、どういうふうに向けていくのかという当事者の方々への、またその注意喚起をしてい

きながら、地域全体でのサポートの仕方、いくつかの視点がそこにはまだ課題はあるのかなと。 

当事者の方たちが同意されないのは、必要性がなかったり、挙げないで欲しいとか、いろいろ

な壁があるはずですので、そこの部分の壁よりも、こっちの方がメリットがあるというような

ところの整理をどういうふうにしていくのかというようなものも、これから議論していかない

と、要援護者の把握や支援体制の充実というところではかなり足かせとなってしまうとこもあ

りますのでそういうところの部分も今のお話の中で、必要になってくるのではないかと思いま

す。 

萩原さん、今までのお話のなかで、お気づきの点あれば教えていただきたいなと思います。 

 

＜萩原＞ 

まず１点目です。９ページにありました子どもに関する相談に対する指摘なんですけど、子ど

もに限らずお年寄りや障がい者、共通していることだと思うんですけど、乱暴な言い方になり

ますけど、私個人としては一次相談の窓口はどこでもいいと思っているんです。 
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例えば、子どもの相談であるんだけれども、たまたま家の近所に包括がある、じゃあ包括に相

談しようでも良いと思うんです。要は、そこからしかるべきところへ、適切に繋げば良いだけ。 

新たに相談窓口を作るとかというよりも、どこでもとにかく一次相談を受けて、しっかり繋げ

るという、いわゆるシステムですよね。それができれば良いのかなと思います。 

よく聞くんですけど、これはもう私たちの分野でもよくあることですけど、相談をお受けして、

自分の専門分野外の相談で、どうしようということがわりとあるんです。どこに繋いだら良い

のかというツールみたいなものがあると、相談はきれいに流れると思います。 

ここの場は、具体的な解決を図る場合ではないので、話題としては不適切かもしれないですけ

ど、実は東成区はそういうことを、ツールを作っているんです。そのツールを作ってから、障

がいや高齢分野の、相談がかなりきれいに流れるようになったのと、あと相談の件数がかなり

増えたらしいんです。 

ですのでそういうツールなんかも、淀川区で開発できたら良いのかなと思っています。実は東

成区のツールを入手しておりますので、東成区の関係者からもまねてもいいですよと了解を得

ていますので、もし可能でしたら、淀川区でまねても良いのかと思っております。 

もう一つは、10ページ目ですね。 

地域福祉の課題として、地域福祉活動がいつどこでどのように行われているのかわかりにくい

という状況があるということですけど、地域の方に情報に周知であるとか、投げかけるとか、

それはそれで良いんですけど、かたや我々支援者が、地域の行事とかイベントとか相談窓口を

知っているかといわれると、やはり知らないんです。ですので、市民の方へ周知と、支援者へ

も地域にこんなものがあって、こんなことがあって、こんな窓口があるというのを知らせてい

ったいいのではないのかなと思います。 

以上です。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

分野横断的な相談窓口の仕組みづくりということで、一次相談の窓口をどれだけ一般化させて

いくのかということですね。分野関係なく、まず気になることがあったら、自分の家の近くの

ところに声をかけてみようと、そういう文化、風習、認識というか、そういったものが地域の

中で広まっていくと、相談しやすいというのが出てくるかなと思いますが。 

中西さんどうですか、高齢分野において、相談窓口の一元化というところの話がでてきたんで

すけど。 

 

＜中西＞ 

一元化は、特に包括はまずは受け止めなさいと言われているので、来た相談というのは、差し

当たってはまずはお聞きして、障がいであったりにつなげるようには心がけています。それは

今後も続けていきたいと思っています。 

ただ、ここで言って良いかどうかというところなんですけど、正直に申し上げまして、区役所

に相談に行かれたときが、結構、そこで割と、うちではありませんみたいな感じでおっしゃら
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れたりというのを聞きます。まず年齢聞かれて 65歳以上って言われたら、もう相談内容を聞か

ずに、じゃあ包括に行きなさいみたいな感じで、それこそ介護保険の申請だけのことなのに、

区役所行ってそこから包括行ってみたいなことをしなければいけなかったって方が、結構いら

っしゃるので、もちろん包括とか、障がいのところや民生さんとか、地域の関係機関の横のつ

ながりはもちろんなんですけど、できれば行政機関の皆様とも、密な連携を取れるような体制

を作っていっていただけたら、ありがたいなと思っております。 

あとですね、災害のところの個別避難計画の作成というところで、これはとても必要なことだ

と思いますし、支援の必要な方に対して、いざというときに、個別の計画がなければ、実際に

は何の機能もしない。先ほどもおっしゃっていましたけれども、名簿があっても、何のための

名簿かわからない、作ることだけが目的ではない。これはもっともだなと思っております。 

ただ、この計画を作成するに当たりましては、中にあります、地域の担い手不足というのもあ

りますので、それを地域の方だけに担っていただくには、あまりにも責任が重いですし、例え

ば見守り相談室だとか一つの事業がそれを担っていくのもやはり、正直言って、人員的にも難

しいものがあるなと思いますので、そこら辺はぜひ、行政の皆様も、慎重に、丁寧に、お話し

合い、検討を重ねていった上で、もちろんできるだけ早くっていうのはあるんでしょうけど、

考えていく場を設けていただけたらなと思っております。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

実際に今もそういうような相談が受けたら、内容をまず聞いて、それぞれしかるべきところに

ご紹介いただいているという実情がある中で、やはりその、淀川区全体としての相談機関の、

送り出しの共通認識というか、まだすり合わさっていない部分もあるのかなといところがあり

ますので、それはもういわゆる高齢、障がい、児童それから行政機関全般ということ関係なく、

案件の中でも交通整理がスムーズにいくのか、そういうような流し方、送り出し方だって、本

来本人さんにとって一番適切な窓口にその方をお連れしていくことは、どういうルールであっ

ても終着できるように持っていかないといけない。 

そこのところの部分の仕組みづくり、これは全体でまた議論はこちらでしていきたいなと。地

域ベースの中で、相談があがっても、それはその仕組みの中にあがったら、そこはうまく回っ

ていくような、ルート作りというのを、地域全体の中でも、相談を投げかけていくときの共通

の認識はいるのかなと。今後、大きな部分の仕組みづくりの骨組みになっていくかと思います

ので、このあたりについてまた議論をしていただくと良いのかなと思います。 

地域ベースの方で、西尾さん、今の取り組みと今後のちょっと将来像を見たときに、どういう

ところで可能性があるのかという、思うところをお聞かせいただきたいです。 

 

＜西尾＞ 

うちの地域でも、担い手っていうのはよくおっしゃいます。福祉に関してだけじゃないんです

けど。 

関係ないかもわかりませんが、私の町会では、私はより 10歳下くらいの人たちの、まずは奥さ
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んを集めて、お茶を飲みにいったりして、次は旦那さんに来てもらって、「何曜日やったら手伝

えますか」とかをお聞きして、次の時代の方をもう作っています。 

その下の方たちも、自分たちがいつまでやれるかわからないので、それはすごく気をつけてや

っています。 

そして福祉の方にも、福祉っていうだけ固く感じてしまいますね、皆さん。ですので、福祉っ

ていうことじゃなくて隣のおばあちゃん見てあげて、隣のおじいちゃん見てあげて、くらいの

感じで。また自分たちもお世話になることがあるから、今から仲良くしていこうっていうこと

をやっていこうと。ですから、会館とかで聞かれたらすぐ、長い人に、これ誰に聞いたらいい

と思うっていう相談はしょっちゅうしてます。 

それは向こうさんからも来ますし、それは私が聞くわとか、お互いがみんなそうやって、男の

方たちも、町会長さんたちも、みんな入ってこられて、それは、一番身近なところへ流してい

くっていうことを、心がけるようにしています。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

そういう形でもうすでに取り組まれているっていうのは、実はお尋ねするとずっとあったりす

るという。そういうような形でいろんな地域の中で工夫されている部分、あるかと思います。 

そういう情報提供、いろいろ本当に些細なことの方が、結局、地域の方にはボリュームが大き

いと、身構えちゃうという部分もありますので、ご本人さんたちの対応できる大きさ、テーマ

っていうのをどういうふうに、小粒にしていくのかなというの中で、地域の中でそういう小粒

にしたテーマで取り組んでいって、そしてその中で経験値を高めていくことによって、今みた

いな、次の世代へというのがあったりするのかなと思います。 

大西さんはどうですか、地域の見守り支援員されてますが、地域の中でいろいろこれまで活動

もされてきたと思うんですけど。今後の可能性というか、その辺をお聞かせいただけたらと思

うんですけど。 

 

＜大西＞ 

もともと大阪市はネットワーク委員会というのがありました。私も 25年前に推進員になりまし

て、10年くらい前に廃止になったんですけれども、その時に、町会長さん、民生委員さん、女

性会さん、ボランティアさん、みんな網の目になって、声かけとかちょっと見守っていこうと

いうのがあったんですけれども、それがなくなってしまって、そのあと、この見守り支援員っ

ていう形で、本当に時間も短時間になってますし、でもそれの中でもやれることを、やっぱり

支援員とかやってる人の強みっていうのは、町会長さんとか民生員さんとかボランティアさん、

女性会さんと繋がっていて、よくわかってるというところだと思うので、そこはこれからも、

活かしていきたいなとは思ってます。 

それと連合町会長さんの会議、女性会、社協会長さんの会議に、区長さんから災害時の避難支

援についてのご説明があったっていうのも、早速それぞれの会長から聞いてまして、「これどう

したらいいと思います、東三国は？」って聞かれたときに、やはり、まず、各町会ごとにテー
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ブルを作って、町会長さん、女性会さん、ボランティアさん、言ったら昔のネットワーク委員

会の状況のようにして、皆でその町会ごとに、支援する方について話し合って、やっていくの

が一番いいんじゃないですかっていうことは申し上げました。その方法はやっぱり、町会長さ

んってあんまり一人一人のことは知らないことが多いので、その方法がええやろなということ

で、やるとなれば、その方向でやっていこうかっていうふうになってます。 

ただやっぱり会長さん方、「そんなんどこまでやれ言うつもりや」みたいに、私に言ってきたん

で。でも、先日の東北の研修で、語り部さんのお話聞いたときに、「万が一、9999がもしも無駄

であったとしても、1 必要な時がある」ってお話を聞いたときに、どこまでやるんやじゃなく

て、絶対使わなくて済む方が一番良いと思うんですけど、やはり、こういう方がいらっしゃる

っていうことをお互い情報共有して、作っておくってことは大変大切なことなんだなっていう

ふうには思っていますので、その方向で、やっていきたいなと思います。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

これから地域の中でも取り組み、模索っていうところは、検討されているところもあるかと思

いますけれども、民生の方は、小澤さん、今後の取り組み、いかがでしょう。 

 

＜小澤＞ 

今お聞きしていたら、大きなテーマが結構出てくるんで、ヤングケアラーのところも言われま

した。民生ではこれの研修に行ったり、当然しています。里親もやってます。ただ状況の説明

があって、それはわかるんですけど、状況を把握しているだけにとどまっていますので、その

辺の課題については民生だけではとてもできない。その辺は区役所の方でもよく考えていただ

きたいなと思います。 

それから災害の時の避難なんですけど、避難計画とか大事なんですけど、大きな動きなんてで

きないんです。だからお隣さん、お向かいさんレベル、町会で言うと班レベル。そのぐらいに

しないと、なかなか難しい。私よく言うんですけど、阪神大震災の時、淡路島の南端は 1 日で

安否が確認できたときいているんです。ところが神戸は、いまだにわからん人がいてると思う

んです。それってやっぱり、何か昔のよき日本の姿やなと。昔はそういう人間関係があったの

で、もっと原点に戻って、なんかそういうことを、構築できるようなことを考えていった良い

のかなという気はします。それができれば、要支援の問題も、障がい者にしても、みんな解決

するんちゃうかなと思うぐらいんなんで、小さい単位、それこそ 10所帯ぐらいの単位で動ける

ような、そういうのを、地域として構築していければ、一番良いのかなという気はします。 

それからもう一つ、担い手の件なんですけど、一番苦労してます。町会も含めて、民生、保護

司も、すべて大変な状況にあります。区政会議の時にも言ったことがあるんですけど、今 65歳

定年ですよね、昔 60 歳のときは、比較的地域に出てくる人が多かったんですけど、65 歳定年

となると、そこから出てくる人、ほぼいてません、特に男の人は。男の人がどういう仕事をさ

れたかというのを、どういう会社にいたのかというのがわかれば、結構やりやすいんです。男

の人って単純に頼まれても、引くんですけど、自分がやってきたことについて聞かれると、本
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当に真剣に答えてくれるんです。だから、その辺の背景、何をやっていた人かわかれば、これ

やったらあの人に言ったらええわというのが、そこが入口になって、関わってくれるというの

があります。いずれにしても 65歳からなんで、65歳からの地域での関わり、特に男の方は、そ

ういうところを何か考えていく必要があると思っています。その部分で、過去の職種について、

少しでも伝えてくれれば、やりやすいかなと思っているんですけど、なかなか。そういうこと

ができるんであればまた区役所の方に依頼したいなと思うので、よろしくお願いします。 

以上です。 

 

＜種村＞ 

ありがとうございます。 

久保田さん、最後になりましたけれども、今の議論聞いていただいて、何かお気づきの点あり

ますか。 

 

＜久保田＞ 

先ほど萩原さんがおっしゃった、東成区の「わけわけシート」なんですけど、在宅医療のコー

ディネーターが作成したということで、区役所との連携もスムーズになったということがあり

ましたので、そういうのが淀川区でもやっていけたら良いなと思います。 

あと、子育てのことを聞いていると、これって高齢者も同じだなと思って、高齢者も家族介護

っていうところをみていく。子どもも高齢者も大事にする、そこが淀川区全体でみたら、良い

風になるのではと。 

本当に、生まれてから亡くなるまで、ぜひ受け皿があれば、良いのかなと思います。 

 

＜種村＞ 

今回、前半・後半に分けて、課題整理という部分を中心にすすめてきました。皆様からのご意

見、情報提供いただけたかと思います。そういったことも含めて、今後、ビジョン作成につい

て、いろいろと議論を深めていかなければならない部分もあるかと思います。 

今後も引き続き、皆さまからのお気づきになった点を、また事務局の方へ、お寄せいただけた

らと思います。 

今日は本当に限られた中身の議論ということで、気づけば２時間近くたってしまっているとい

う状況です。また、こういう形で議論を深めていけたらいいかなと思い、また次回も、よろし

くお願い致します。意見交換会、ありがとうございました。 

それでは事務局の方へお返しさせていただきます。 

 

＜山川＞ 

ありがとうございました。 

本日、限られた時間でございましたが、皆様方の活発なご議論をいただきまして、本当にあり

がとうございました。 

本日、ご意見表をお配りさせていただいておりますので、また皆様方でお気づきの点ありまし
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たら、ご意見等も含めて、いただけましたらと思います。 

メールアドレス、それからファックス番号、電話番号を記載させていただいておりますので、

メール、ファックス、またお電話でも結構ですので、ご意見いただきましたと考えております。 

6月 17日金曜日までに、いただけましたら幸いでございますので、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

次回の意見交換会の日程につきましては、また改めて、皆様方に、ご連絡させていただきたい

と考えております。次回の意見交換会のご出席に関しましても、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、以上をもちまして、第 1 回、淀川区地域福祉推進ビジョンの策定に関する意見交換

会を終了させていただきます。 

本日は長時間どうもありがとうございました。 

ありがとうございました。 

 


