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令和元年度 第１回鳥取市社会福祉審議会議事録（概要） 

 

１．日 時  令和２年３月２６日（木）午後１時１５～午後２時 

２．場 所  鳥取市役所本庁舎６階 ６－３会議室 

３．出席者 【委員】 

松浦喜房 委員長、塩野谷 斉 副委員長 

星見健蔵 委員、田中節哉 委員、松田吉正 委員、西岡和子 委員、 

藤岡由美 委員、福田正美 委員、山根 裕 委員、藤原美江子 委員、 

市谷貴志子 委員、池田実央 委員、荻原誉康 委員、矢部 征 委員、 

目黒道生 委員、山本雅宏 委員、垣屋稲二良 委員、杉本 正 委員、 

森田明美 委員、岡 美智子 委員、八田久美 委員、山口朝子 委員 

≪欠席≫ 

大谷喜博 委員、髙田耕吉 委員、安部德子 委員 

      【市】 

≪説明者≫ 

長寿社会課   奥村上雅浩 福祉部次長兼課長、上田貴洋 課長補佐 

障がい福祉課  山本博久 課長、霜村俊二 課長補佐 

こども家庭課  竹間恭子 健康こども部次長兼課長、浜田哲弘 課長補佐 

≪事務局≫ 

福祉部     中島陽一 部長 

地域福祉課   梶 和浩 福祉部次長兼課長、奥山恵介 主幹 

同課指導監査室 山内 健 室長、濱田寿之 室長補佐 

 

４．会議概要 

○事務局 

開会の宣言、会議成立の宣言 

 

〇交代委員 

挨拶 

 

〇委員長 

 皆さん、こんにちは。今年度も残すところ５日余りとなりました。また、コロナウイル

ス感染症の対策等でいろいろとお忙しい中、お集まりくださいましてありがとうございま

す。今年度初めての本会になりましたけれども、各分科会では活発に活動をしていただい

ておりまして、今日もたくさんの報告をしていただくことになります。日ごろの御協力に

感謝申し上げます。来年度も子どもたちに豊かな環境を提供できるよう、また、お年寄り

や障がいのある方々におかれましても、不安がなく社会生活が送れるような援助をしてい

けるように、そして全ての市民の皆様が幸福感を持って鳥取で生活できてよかったなと思

ってくださるような、そういった社会を目指して、少しでもお役に立っていきたいなと考

えております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局 

 ありがとうございました。では、ここからの進行につきましては、規程によりまして、

委員長に議事の進行をお願いいたします。 

 

○委員長 

 それでは、議事に移りたいと思います。 

 報告事項の各専門分科会・審査部会の活動報告についてであります。鳥取市社会福祉審

議会規程第８条第２項及び第９条では、専門分科会及び審査部会の決議は、これをもって

審議会の決議とすることができると規定しております。ただ、この場合には、次回の審議

会に報告するものとありますので、本会議において報告をしていただくものであります。

お配りしております資料１に、各専門分科会・審査部会の活動内容を取りまとめておりま

す。民生委員審査専門分科会、心身障がい福祉専門分科会、老人福祉専門分科会、児童福

祉専門分科会の順番に、分科会長から報告をお願いいたします。 

 報告内容や説明についての御質問等は、全ての分科会報告が終わった後で、一括してお

受けいたします。 

 では、民生委員審査専門分科会、お願いいたします。 

 

○民生委員審査専門分科会長 

 昨年、令和元年１２月１日に、３年に１度の民生委員・児童委員の一斉改選が行われま

した。本市につきましても候補者を国に推薦するに当たりまして、令和元年８月２３日に

民生委員審査専門分科会を開催いたしました。鳥取市長から諮問された候補者４１０名の

うち、意見書が添えられておりました区域担当民生委員候補者２２名及び主任児童委員候

補者２３名について審議いたしまして、いずれも適任と認めましたので、御報告をさせて

いただきます。なお、意見書につきましては、年齢要件、健康状態、そして民生委員の活

動をなさる上で世帯員の協力が得られるがどうかといった３項目についてでございまして、

詳細は資料１の２ページのとおりでございます。 

 また、８月２３日の第１回分科会開催以降は、各地区民生児童委員内申委員会から追加

で推薦があった候補者に意見書が添えられた該当者はありませんでしたので、分科会は開

催しておりません。 

 令和２年３月１日現在の委嘱者数につきましては２ページに掲載のとおりでございます。

以上でございます。 

 

○委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、心身障がい福祉専門分科会、お願いいたします。 

 

○心身障がい福祉専門分科会長 

 令和元年度の第１回心身障がい福祉専門分科会を、令和２年１月１４日の火曜日に開催

をさせていただきました。審議内容につきましては、資料１の３ページにございます。議
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題につきましては、まず社会福祉施設等施設整備費補助金協議優先順位設定基準について

ということで、（２）にあります社会福祉施設等の施設整備費の補助金を出すに当たって、

その優先順位の基準についてをまず審議させていただきました。事務局案を参考に議論さ

せていただきまして、一部文言等の修正意見がありましたけども、基本的には事務局案の

とおりに承認をされました。 

 別紙１の基準を御覧ください。ここに書いてありますような形で、一々細かくお話はし

ませんけども、承認をされております。 

 続きまして、（２）社会福祉施設等施設整備費補助金についてということで、（１）で

決まりました選定基準に基づきまして、今回出ております３件の申請につきまして、別紙

２でございますけれども、別紙２の３件につきまして審議させていただきました。そちら

にあるとおり、順位は適当であると認めさせていただいております。 

 もう一つ、指定医師等の審査専門部会についてです。まず５ページを御覧ください。第

１回専門部会を令和元年７月１９日に、それから第２回を令和元年１２月６日に開催して

おります。いずれも身体障害者福祉法第１５条第１項の規定による指定医師の指定につい

てということがありました。第１回では２件中２件が承認され、第２回では３件中３件が

承認されております。 

 第１回では、それに加えまして障害者総合支援法第６４条に規定する指定自立支援医療

機関の指定についてということで、これも１件中１件が承認されております。承認された

内容につきましては４ページを御覧ください。 

 次に６ページを御覧ください。第３回を令和２年３月１３日に開催しておりまして、身

体障害者福祉法の規定による指定医師の指定が１件、それから指定自立支援医療機関の指

定が１件、両方とも承認をされております。以上でございます。 

 

○委員長 

 ありがとうございました。 

 続きまして、老人福祉専門分科会、お願いいたします。 

 

○老人福祉専門分科会長 

ここに書いてある調査審議を要する項目について、今回事案がなかったので、今年度

は開催をしておりません。以上でございます。 

 

○委員長 

 ありがとうございます。 

 続きまして、児童福祉専門分科会、お願いいたします。 

 

○児童福祉専門分科会長 

資料１の８ページ、９ページということになろうかと存じますけれども、第１回の分

科会を１２月４日にやって以来、５回にわたり会をもっているということでございます。

特に大きな案件といたしましては、第２期鳥取市子ども・子育て支援事業計画の策定に向

けての会合でございました。これにつきましては、お手元に９０ページ近い冊子の形で資
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料があろうかと思います。詳細は後ほどまた御確認をいただければと存じます。 

 第１回の会合で、策定に向けての骨子案、今後の進め方を協議いたしまして、その後、

事業計画の施策体系の考え方、あるいは全体を通しての協議、そして２月２０日から３月

１０日まで、いわゆるパブリックコメント、そこで寄せられた意見を踏まえて最終的に３

月１３日に第５回専門分科会において確認、承認されたということでございます。そのほ

かの案件につきましては、第１回の分科会、１２月４日において小規模保育事業について、

これは従来どおりＡ、Ｂ、Ｃ、三類型認めていこうということでございました。 

 それから、第２回では、教育・保育事業の見込みと確保対策について協議したところで

ございます。申し遅れましたけれども、最初に御説明を申し上げました事業計画につきま

しては、第１期の今年度までの５年間のものを引き継ぎ、さらに手を加えて、最新のデー

タを踏まえて、来年度からの５年間についての事業計画を策定したということでございま

す。以上でございます。 

 

○委員長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの４分科会からの報告内容について、御質問等があればお願いいたします。 

 

○事務局 

 追加でお配りをさせていただきました資料の説明漏れがございましたが、民生委員審査

専門分科会の先ほどの説明につきましては、差し替え後の資料で説明させていただいたと

ころでございます。併せまして、冊子の第２期鳥取市子ども・子育て支援事業計画も配ら

せていただいております。 

この計画の概要につきまして、こども家庭課から説明させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

○委員長 

 どうぞ。 

 

≪こども家庭課より「第２期子ども・子育て支援事業計画」の概要を説明≫ 

 

○委員長 

 ありがとうございました。 

 他に追加、あるいは御質問はないでしょうか。 

 どうぞ。 

 

○Ａ委員 

 一つ苦言を言います。 

心身障がい福祉専門分科会が１月１４日に開かれましたけど、書類が非常に少ないで

す。審議しようと思えば、いろんな書類を置いといてもらわないと。結果的には分科会長

のとおりですけど、要するに、一番大事なのはこの施設への助成を認めるか、認めんかな
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ので、そういう部分においての資料が少ない。それから、行政の担当職員の説明が徹底し

てない、ものがよくわかっていないというようなことがありました。これは私もそのとき

に質問しましたけど、こういうことですと言われたもんだから、私も帰って再度、私が言

ったことがどうなのか人にも聞いたし、書類も見ましたけど、受けた説明は適正じゃなか

ったように思います。 

 ついでに話をしますけど、先月の２月２３日にも、全国の障がい者関連施設が２６億円

の不正請求をしていたということが新聞に出ておりました。それから今月の２３日には、

知的障がい者と精神障がい者が県内の自治体にどれだけ勤めておるかということが出てお

りました。その新聞によると、鳥取保健所が管轄の岩美町の行政に精神障がい者が１人も

入っていない。それから、三朝町、北栄町、琴浦町には１人も入ってないです。東部の八

頭町と智頭町は１人ずつ精神障がい者が働いているようです。米子市は６人の精神障がい

者が勤めているようですけど、せっかく鳥取市が特例市になって保健所を運営しているの

だから、もっと適正にしてもらわないと。私たち障がい者は何を信じればいいのかわから

ん訳でして、丁寧に説明ができるようにしてもらいたいと思います。 

 もう１点は、２月の終わりに市役所本庁舎に来たとき、車椅子専用駐車場に３台の車が

停めてありました。案内所の人に、これ本当に車椅子の人の車ですかと聞いたら、明確な

返事が返ってきませんでした。ここは車椅子専用の駐車場で、ハートフルマークを持って

いるからといって置いたらいけんだでという話をしました。そしたら、その案内所の人は

わかったかわからんか、はいとは言いました。今日も、また３台置いてありましたが、受

付の窓口に車椅子で入った人がおるかと聞いたら、わからんと言いました。平成２８年４

月１日から障害者差別解消法が施行されているのに、そんなことも知らないのかと聞きま

したけど、どうも知らないようでした。行政は様々なことを障害者差別解消法に基づいて

行わないといけん訳です。そういうことが出来ていないということは、国が決めたことが

出来ないということかと私は言いたい訳です。私は足が悪いからハートフル駐車場に停め

ましたけど、ハートフル駐車場は駐車スペースが狭いんです。車椅子用駐車場は広いです。

何で広いかといったら、車椅子を運転席からおろしますから、ドアをいっぱい開けないと

車から出られない訳です。だから、広くとってある。そこにハートフルの人が停めてしま

うと車椅子の人の置くところがない。他のところに停めれば屋根がない。そういうことは

やっぱり行政の責務だから、きちっとしてもらいたいと思います。私は見張り番みたいな

もので、気がついたことは話しますけど、私が言わなくても行政は義務ですから、しても

らわないといけんと思います。以上です。 

 

○委員長 

 ありがとうございました。担当課のコメントはございますか。 

 

○障がい福祉課 

 Ａ委員から何点か御指摘がありました。 

まず、心身障がい福祉専門分科会で社会福祉施設等の補助金の関係を審議していただ

きまして、そのときの当課の説明が不足しておったということ、あるいは説明資料等が不

十分であったというような指摘がありました。それにつきましては、今後、もっとわかり
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やすい説明資料等を準備させていただきたいと思っておりますし、わかりやすい説明等に

も努めていきたいと思っております。その審議会の後で、資料等を送らせていただき補足

説明をさせていただきましたが、わかりやすい説明等ができるようにしていきたいと思っ

ております。 

 それから、差別解消法の関係についてのお話がありました。これにつきましては、差別

解消法が施行されてから法が出来た趣旨などの説明会等もやってきておるところでござい

ますけども、まだまだ不十分な点もございますので、今後も引き続き差別解消法について

の周知、啓発等を行っていきたいと考えております。 

ハートフルの方が、身障者用駐車場に車を停めておられたという御指摘がありました。

市の駐車場を所管する財産経営課に、今後、ハートフル駐車場や身障者駐車場に対象とな

らない人が停めている場合は、他のスペースに移動してもらう指導を徹底するよう伝えた

いと考えております。以上でございます。 

 

○委員長 

 Ａ委員、どうですか。 

 

○Ａ委員 

今日の会議に保健所が来とらんということはおかしいじゃないかな。精神障がい者に

もかかわることだから、こういう会議には来てもらわないといけんと思います。説明がで

きんでしょう。さっきも智頭町と八頭町は精神障がい者を１名ずつ雇っておるという話を

しましたし、東部では岩美町は１人も雇ってないと言いました。米子市は知的障がい者と

精神障がい者で十何人おりました。鳥取市のことは何も書いてなかったので、調査がされ

ていないのかわかりませんが、そういうことがありながら施設をつくる、つくらんという

審議をしても、私はおかしいなと思います。今後はそのような対応をしてもらうようによ

ろしくお願いします。 

 

○委員長 

 今のご意見について、駐車場の担当者、そして保健所にもよろしくお伝えいただきたい

と思います。 

 

○事務局 

 雇用につきましては職員課が担当になりますが、保健所の参加につきましては調整して

いきたいと思います。 

 

○委員長 

 他に御意見、御質問はないでしょうか。よろしいでしょうか。 

 無いようですので、報告は以上といたします。 

 ４番、その他についてですが、事務局から何かございますか。 

 

○事務局 
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 この審議会の開催方法についてお諮りしたいことがございます。 

先ほどもありましたように、各分科会で審議いただいて決定したことは、この場で報

告していただくこととなってございます。皆さんお忙しい中集まっていただいております

ので、議題が報告だけの場合には、会長と事務局とで調整させていただいて、委員に文書

を送らせていただき、会議の開催に代えるということではいかがでしょうか。もしその方

向で良いということになれば、来年度からそのように対処させていただけたらと思います。

このことにつきまして、御協議いただきたいと思います。委員長、よろしくお願いします。 

 

○委員長 

 ただいまの事務局の御提案について、御意見はないでしょうか。 

 

○Ａ委員 

 今日は報告だけでしたが、本来はこの審議会の中で審議をしないといけんじゃないか。

分科会が報告したことを、皆さんがこれはおかしいなと言って質問や議論をせんと、審議

会にはならんと思います。それから、文書でと言いますけど、文書には齟齬があるんです。

言ったことと違うことが文書になったりするので、皆さんがこうして顔を合わせて言わな

いといけんと思います。今日も委員謝礼に公費が出とるんですけど、皆さんは審議委員に

選ばれて公費をもらっているわけですから、やっぱり話をしてもらわないと。私は身体障

がい者の立場で出とるんで、駐車場のことも話しましたけど、身体障がいに関して審議を

することはたくさんあると思います。会議の時間を１時１５分から２時までと限ってしま

うと協議もできんわけです。そこら辺もよく事務局は考えながらしてもらわないと、せっ

かく公費を使って皆さんに出てもらって、何も言わずに帰られるということでは、審議に

ならんと思います。 

 

○委員長 

 せっかくですから、皆さん御発言していただければありがたいのですが。 

 

○Ｂ委員 

 すみません。公費をいただいておりますので、一言発言させていただきます。 

Ａ委員から御発言があって、本来なら私が所属する心身障がい福祉専門分科会でもう

少し詰めさせていただいて、提案という形で審議事項としてこの会議に上げさせていただ

くべきだったんじゃないかと、ちょっと反省をしております。今回のように報告だけでし

たら、私は文書の送付だけでいいと思いますが、できれば審議になりそうな項目を事務局

でつくっていただいて、審議会を開催していただければありがたいと思います。Ａ委員か

らも、もし審議事項があればあらかじめ事務局に言っていただいて、事務局から私に言っ

ていただければ、私から提案させていただこうと思いますので、ぜひよろしくお願いいた

します。 

 

○委員長 

 他に御意見はないでしょうか。 
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 どうぞ。 

 

○Ｃ委員 

 僕は県の審議会にも出ていたんですけども、県の場合は、新しい計画なり重要な計画に

ついて予算がつくわけで、その報告が毎回あったんです。それぞれ専門の人たちが委員に

なっておられるわけですから、その報告に対して非常に意見が活発にあったと記憶をして

おります。確かに、今言われる報告、例えば指定医師とかは全くわからないので、専門部

会で決まったことは文書でもいいかなと思いますけども、今本当に地域福祉だとか、地域

のいろんな部分での福祉みたいなことが考えられるときに、この審議会というのは、いろ

んな人が集まってきているので、いろんな意見が出やすいのではないかなという感じがし

ています。だから、皆さんがそういうことを話せるような議題の持ち出し方をしていただ

きたいなとすごく思います。 

 障がいの部分でも、例えば地域のグループホームだとか指定施設の発表なんですけども、

今、鳥取市内に本当に満遍なくできているのかどうか、障がい者福祉に求められるものは、

僕らはわからないわけです。もっとわかりやすい形で出てくれば、我々も非常に意見を言

いやすいですし、いろんな議論ができるなと思うので、ぜひそういう議題の出し方という

か、提案の仕方をしていただければすごくありがたいなと思います。報告だけを聞くだけ

なら、本当に出てこない方がいいかなと思いますので、事務局は考えていただければあり

がたいと思います。 

 

○委員長 

 事務局、いかがでしょうか。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。この審議会は昨年度に設置されたということで、まだ審議会の

運営の仕方等、慣れていないところがあり、皆さんの御不満もあると思います。議題の出

し方につきましては、皆さんから御意見をいただきやすい方法を考えていきたいと思いま

す。 

 

○委員長 

 それでは、議論の進め方については、問題提起をしていただく方向性で考えていくとい

うことでよろしいでしょうか。 

 どうぞ、お願いいたします。 

 

○Ａ委員 

 審議会というから審議する場所だと思っておりましたが、それについては専門部会でと

なり、専門部会で審議され、決められてきたわけです。皆さんからいろいろ意見を言って

いただきまして、ぜひその方向で進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 
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○委員長 

 ありがとうございました。他にございませんか。 

 それでは、議事は全て終了しましたので、議長の任を解かせていただきたいと思います。

御協力ありがとうございました。 

 

○事務局 

 委員長、ありがとうございました。 

 以上をもちまして、第１回の社会福祉審議会を閉会させていただきます。 

 本日はお忙しいところをありがとうございました。 

 


