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9 月定例議会が終了いたしました。	 

一般質問のなかで感じたことや、疑問点、	 

これからの課題などをお伝えいたします。	 

 

 

 

①「地域福祉の担い手としての民生児童委員と福祉推進委員の連携及びそのあり方」 

この質問は、現在民生委員の改選期（11月 30日）にあたり、各地域で人選に苦慮し

ている現状や、民生委員ご本人からの様々な苦労話を聞く中で質問に至りました。 

〇経過：  

〇民生児童委員の仕事： 民生委員は、災害弱者、独居高齢者、母子家庭、子育て、

障害者の生活状況調査と把握する仕事や、要援助者への保護指導、相談助言と情報

提供などの援助をしています。その他に社会福祉施設と連携してその活動の支援と

関係行政機関の業務への協力をしています。 

 

○民生児童委員の選び方： 市の推薦委員会の推薦で、県の地方社会福祉審議会を

経て厚生労働大臣が委嘱します。茅野市では平成 16年 12月の地区区長会長会議

で区、自治会での選出と決まり、その後初めての改選期の今回、柳平市長名で各区、

自治会長あてに、「選出の依頼文」が出されました。その内容は下記「市の気持ち」 

 

○市の気持ち： ●民生委員の任期は３年で「１期で交代せず２期 3 期と継続して

もらいたい」●民生委員の担当戸数が概ね 120～280世帯なので、複数の行政区

にまたがる場合、関係行政区間で協議してもらいたい。●主任児童委員は区長会で

選出してほしい。との内容でした。 

 

○民生児童委員の報酬は低い： 国から 58200 円／年、市からは民生委員に「福

祉委員」を条例で位置付けてその福祉委員として 58400 円／年支払っています。 

 

の ざ わ   あ き お 

野沢明夫の議員報告 

07 年 9 月 

一般質問は次のような内容です。 

2 つの質問のキーワードは『今こそ強い行政主導を』です。 

①「地域福祉の担い手としての民生児童委員と福祉推進委員の連携及び

そのあり方について」 

②「コミュニティー運営協議会の権能と運営方法について」 

どんぐりメイト

の篠原優子さん 

（中村）に書い

てもらいまし

た。似てるかな。 

 

 



○民生児童委員の仕事は多すぎる： 湖東の平均で、活動日数は 147 日／人／年、

相談支援件数は 145 件／人／年です。多い人は活動が 238 日／年、相談は 566

件／年に及ぶ。活動日数のうち会議出席は 57％、平均 79日／人／年です。 

 会議は、定例会、懇談会、入卒業式、入卒園式、研修会、追悼式、大会など様々、

その他、遠足、運動会、文化祭、音楽会、保育補助、昼食宅配、祝い品等配布など

があります。 

その他の団体との関係も多く、日赤奉仕団、共同募金、防犯組合などにも顔出しし

ているのが現状です。もちろん、近くの保険福祉サービスセンターとの係わりはも

ちろん、地区コミュニティー運営協議会へは当然参加しなければなりません。 

 

○「福祉推進委員」や社協の「地域生活支援係」の仕事との違いはあるの。 

 福祉推進委員は区内の住民福祉意識調査の実施などを行い、動きが始まっています。 

社協の地域生活支援係の方は地域の要援護者や独居高齢者を対象に訪問し実態を把

握しています。 

市は、民生委員は個別支援、福祉推進委員は全体を見て行く、との説明がありまし

たが、的確に言い表していません。言い表すのが難しい関係なのです。それに社協

の位置付けを考えると、何がなんだか分らなくなってしまいそうです。 

〇問題点、疑問点： 

問題：現場では、市職員、社協職員、民生児童委員、福祉推進委員、ボランティアや

高齢者クラブの人たちが一生懸命動いています。同じ方向を向いているのに指

揮者が不在で、情報共有や交換がうまくいかず最大の効果が出ていないのです。 

疑問：福祉推進委員を所管する市役所の係はどこにあるのかしら。 

疑問：民生児童委員、福祉推進委員、ボランティアの連携の音頭は誰がとるの。 

 

 

 

 

 

 

〇提言：    

民生児童委員や福祉推進委員は、市職員や社協職員のようになりわいとして、やっ

ていないのですから、量的にしごとの中身を見直して、次のようにしたら良いと思

います。負担を少なく、委員が本来の思いで動けるようにするために。 

●お義理に呼ばれる出席依頼はなくす。（教育委員会から各小中学校に入卒業式、遠

足、運動会、文化祭、音楽会などの参加依頼を中止してもらうこと。保育園、保

健所、市の開催する大会への出席要請をしない。社協の追悼式、防犯組合総会） 

●極力、会議は必要最低限に絞って、夜やって（他の役はみんな会議は夜です） 

●説明研修会は会場を地区へ移し、市の担当者が出向いてもらう。 

●文章で解説すれば分るものは、前もって郵送配布し徹底する。 

●地域生活支援係、民生児童委員、福祉推進委員の業務を市が具体的に指示をする。 

●区内で協議してもらい、他で担えるものは振り分ける。（その旨、市が指導） 

●民生委員本来の業務のものでも、社協の地域生活支援係のできること、やってい

私はこう考える：	 	 

そろそろ市として「小地域活動システムの全体像」と言える 

ものをしっかりと打ち出す時期ではないか。また、強力な市 

の行政主導で行ってゆくことが大切と考える。 

	  



ることは、情報交換で代替する。 

 

②「コミュニティー運営協議会の権能と運営方法について」 

この質問は、運営協議会がこれから運営されていくのに、そこで協議されたことが

効力を持つのか、会議費、手当て、交通費などは、増える会議に応じて今、設定しな

いでよいのかという思いがあり質問しましたが、あいにく時間配分に失敗し、尻切れ

トンボでした。次回の反省とします。おおまかな内容は下記の通りです。 

〇経過と市の説明： 

 質問「協議会役員は区諸役の位置付けか」についての市の答えは「構成の母体での役

はすでに位置付けられている」という解釈。 

 質問「協議会の権能は」についての市の答えは「協議、調整の場であって、答えを各

出身母体へ持ち帰り検討するというところで、決定権はないのだ」とのこと。 

 質問「会議費への市の金銭的支援はなし、負担するべきではない」と回答 

   「ただし、地区協議の中で、各戸への負担金を求めることはかまわない」と回答 

〇問題点：  

区役に位置付けられていない人もいて、協議会役員として、区へ戻ったときに居場所

がない、他の役職のように認知されていないのが現状です。そして、手当ても何もな

い。当て職で選出された役で、自身の本業も忙しいなかで、余計な仕事が増えたとと

らえる人は多いと思います。 

 

 

 

 

 

 

〇提言：  

 区の諸役に位置付けられれば、区内で手当て等、対応も可能になると思います。 

早急に、報酬、手当て等の会議開催に伴う条件整備が必要です。市は主導的にそのこ

とを指導すべきです。地区や区、自治会でのやり方は、全市的立ち上げ段階でやって

きた方法では通用しないでしょう。なぜなら、そこには重点 3 分野（福祉環境教育）

以外の既存の確固たる組織が存在し、条件整備が整った上で動いているからです。歴

史があるのです。無償の意思や関心のある人はまだまだ少ないのが現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はこう考える：	 

 「行政上の権限を与える法律」がない以上、協議会は単 

なる字の通り協議の場、実権持たせず、経費負担もしない 

のなら、役員が立ち回れる方策を示すべきです。そして区 

の諸役へ位置付けるべく、市は指導すべきです。 

 
結婚相談などという堅苦しい印象の活動でなく、出会いの場づくりで「合コン」を企

画したいと思っています。心をつなぐお手伝いを、自分たちも楽しみながらやろうと

いうことです。企画内容の骨子は「既婚者が男女一人づつの未婚者を連れて参加する」

で、日程、アトラクションはこれから既婚者の有志で考えます。 

「未婚者を友達に持つ既婚者の方」是非ご連絡を。FAXのみ 77‐2052 野沢まで 

 

おねがい 



 

7 月 1 日 湖東分団操法大会      ９月 １０日 一般質問③  

1 日 新井胡桃沢神社例祭        １２日 予算決算委員会①  

 ４日 総務文教委視察研修            消防委員会 

   ～   犬山市教育委員会        １３日 ６地区ゲート B開会式    

6 日  出雲市役所               予算決算委員会② 

   6 日 茅野市教育懇談会         １４日 総務文教委員会 

   8 日 市消防操法大会          １５日 湖東小学校運動会 

 8 日 茅野原青少年健全育成大会         沿線花壇草刈 

  １６日 蓼科フォーラム          １８日 総務文教委員会 

  １７日 消防郡出場チーム激励会      ２０日 定例会最終日 

  １８日 議員交流会マレットG練習 

  １９日 新井高齢者 C講演会 

  ２０日 第 2回臨時議会 

  ２１日 新潟柏崎へ救援物資運搬（私） 

  ２２日 諏訪郡消防操法大会 

２３日 3 市ソフト B交流打合 

２４日 どんぐり保育園公開 

２４日 八ヶ岳寮合同納涼祭、（私）  

  ２５日 芹ヶ沢圃場整備竣工式 

  ２５日 コミュニティー運営協 

  ２８日 地区市長祝賀会堀公民館 

８月 １日 消防県大会出場激励会 

   ２日 3 市ソフト B交流大会岡谷 

      どんばん踊り練習 

   ４日 茅野どんばん 

５日 消防県大会喬木村 

６日 市民平和祈念式 

   消防庁舎起工式 

７日 諏訪湖浄化議連視察、総会 

８日 湖東教育を語る会 

  ２０日 ９月一般質問通告 

  ２３日 諏訪議員交流マレットG大会 

  ２６日 市健康づくりの集い（私） 

２６日 市戦没者等合同追悼式 

２７日 森林林業活性化議連総会（箕輪） 

 ９月 ２日 市防災訓練 

    ３日 ９月定例会開会 

６日 一般質問① 

    ７日 一般質問② 

    ８日 笹原保育園運動会 

    ９日 金山圃場整備竣工式 

6 月議会後から現在まで 

新しく始めた活動 

◎諏訪湖浄化議員連盟 

 諏訪地域の議員が加盟する団体 

 で 24 名の会員、茅野からは 4

名参加している。諏訪湖視察 

 ８月７日実施 諏訪圏域の議員 

 交流の点からもいろいろ勉強に 

 なります。 

◎スポーツ議員連盟 

 茅野市議員現在 8名にて組織 

 体育会系議員の集まり。 

これから本格始動予定 

◎観光振興議員連盟 

 茅野市議員現在 15名にて組織 

 発足式は８月２９日に行われ

た。所用で欠席したがこれから 

 がんばります。 

諏訪地方議会議員交流会 

◎ソフトボール大会８／2 

 ①茅野 15‐0  諏訪 

  茅野 10‐5  岡谷 

 ②諏訪 6‐6 ③岡谷 

◎マレットゴルフ 8／23 

 ①富士見 87.1 ②諏訪 87.3 

 ③原村 89.6 ④茅野 90.6 

⑤岡谷 93.8 ⑥下諏訪 95.7 


