
 

 

 

 

 

「民生委員・児童委員と見附市議会の意見交換会」 

 

実 施 報 告 書 

 

 

 

 

 
 

 

 

令和２年３月 

 

見附市議会 

 

 



 

目 次 

 

 はじめに ························· １ 

 １ 実施目的 ······················· ２ 

２ 開催日時 ······················· ２ 

３ 開催場所 ······················· ２ 

４ 参加者 ························ ２ 

５ 意見交換テーマ ···················· ２ 

 ６ 対話方法 ······················· ２ 

７ 意見交換会次第 ···················· ２ 

 ８ 民生委員・児童委員、主任児童委員の意見 ········ ３ 

９ 意見交換会で出された意見への対応 ··········· ８ 

１０ 意見交換会アンケート結果 ············· 15 

１１ 意見交換会の振り返り（参加議員の感想）······· 17 

  おわりに ························ 20  

 

 



 

1 

 

 

はじめに 

 

見附市議会では、議会活性化、まちづくりの取組みの一つとして、平成 25年から見附市

内の各種団体と意見交換会を実施しています。 

近年、一人暮らしの高齢者の増加等、地域住民の福祉問題は多様化、深刻化し、民生委

員・児童委員の役割は、今後ますます重要になると認識しています。一方、民生委員・児

童委員のなり手不足が全国的な課題となっています。 

このような状況の中、これまで活動されてこられた民生委員・児童委員、主任児童委員

の皆さんと、民生委員・児童委員、主任児童委員が抱える課題等について意見交換し、見

附市の地域福祉の現状及び将来に向けた貴重なご意見を聞くことができました。 

今後の見附市議会の活動に活かすため、意見交換会の実施状況を報告書としてとりまと

めました。 
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１．実施目的 

近年、一人暮らしの高齢者の増加等、地域住民の福祉問題は多様化、深刻化し、民生

委員・児童委員の役割は今後ますます重要になると考えられる。 

このことから、民生委員・児童委員、主任児童委員が抱える課題等について意見交換

し、地域福祉に関する今後の議会活動に活かすことを目的とする。 

 

２．開催日時 

令和元年 10月７日（月） 午後２時から午後４時 

 

３．開催場所 

見附市保健福祉センター ２階会議室 

  

４．参加者 

民生委員・児童委員、主任児童委員 16名（４地区×４人） 

見附市議会議員８名（議長１名、意見交換会運営委員会委員７名） 

 

５．意見交換テーマ 

【テーマ１】民生委員・児童委員、主任児童委員が困っていることは何ですか。 

【テーマ２】地域の現状と課題をお聞かせください。 

【テーマ３】議会に対して望むことは何ですか。 

 

６．対話方法 

◇民生委員・児童委員、主任児童委員４名、議員２名を１グループとし、４グループに

分かれる。 

◇グループごとに、議員の司会進行により、前述５．意見交換テーマの１、２、３に

ついて、民生委員・児童委員、主任児童委員から意見を聞く。 

◇参加者全員の前で、各グループで出た意見を民生委員・児童委員、主任児童委員か

ら発表してもらう。 

 

７．意見交換会次第 

①開会あいさつ 

②意見交換 

③グループ発表 

④閉会あいさつ 
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８．民生委員・児童委員、主任児童委員の意見 

下記３テーマについて、意見交換を行った。 

【テーマ１】民生委員・児童委員、主任児童委員が困っていることは何ですか。 

【テーマ２】地域の現状と課題をお聞かせください。 

【テーマ３】議会に対して望むことは何ですか。 

 

参加された民生委員・児童委員、主任児童委員から、表１～表３のとおり、意見が出さ

れた。 

 

表 1-１ 【テーマ１】民生委員・児童委員、主任児童委員が困っていることは何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 参加者コメント 地区 まとめ
1 活動の理解、制度が不足している。 見附

2
主任児童委員の役割に対する認知度が低い。→「広報見附」などでのＰＲ活
動、他の組織との連絡

東部

3 主任児童委員の存在が知られていない。 今町
4 民生委員の任務、一般市民にもっと理解してもらいたい。そのＰＲ方法？ 葛巻・新潟
5 頼りにされている感じがしない。 葛巻・新潟
6 感謝されているという感じがしない。 葛巻・新潟
7 調査で断られることがある。 葛巻・新潟

8
困っていると思う人に声かけしたら、「その話はしたくない」と断られた。
「来ないでほしい」

今町

9
活動に対しては、包括支援センターと一般相談者の仲介役でよいと言われた
ので気が楽になりました。

見附

10 役割の幅が広がり、研修等が多くなった。 見附
11 高齢者、子供、引きこもり、ＤＶなどへの要望があるが多すぎる。 見附
12 赤い羽根募金について、個人向け（回収）は行政と重なるので重荷。 見附
13 赤い羽根募集やめてほしい。他の機関で？区でやっている。緑町は住宅地。 東部
14 民生委員が赤い羽募金を集めるのか？ 葛巻・新潟
15 青年の主張の強制参加は苦痛 東部

16 民生１年生、緑町１・２全区は大所帯で調査時、大変時間がかかった。 東部

17 対象世帯個人（高齢者）の増加について 東部
18 民生委員の数が少ない。 葛巻・新潟
19 研修会などあるが拘束時間が長い。 葛巻・新潟
20 仕事との両立。相談にすぐのれないことのジレンマ。 今町

21
地域の行事に参加するときに民生委員としての肩書での参加はどうなる？行
事参加時の資格　一般保護者、民生委員、行政の補佐役

見附

22 対象になる事象が少ない。 葛巻・新潟
23 民生委員としてどこまで対応していいかわからない。 葛巻・新潟

24 調査のとき障がいのある方はむずかしい。意志の確認が困難。 今町

25 アパートに入室しておられる方との面識がない。どういう方なのかわからない。 今町
26 福祉サービス等を利用してない、知らない人も多い。 東部

活動時間、活動量が
多いと感じる。

活動上の課題
民生委員としての活
動時に困っているこ
とがある。

市民の理解

民生委員・児童委
員・主任児童委員が
十分知られていな
い。

市民から信用、信頼
されないことがあ
る。

活動の負担感

役割が広がってい
る。

赤い羽根募金等の事
務の負担感がある。
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表 1-2 【テーマ１】民生委員・児童委員、主任児童委員が困っていることは何ですか。 

 

 

分類 参加者コメント 地区 まとめ

27 個人情報について、行政との情報の共有化（介護度等、見守りにつながる） 見附

28 個人情報について→リターンが少ない。 東部

29
対住民で困っていることはあまりないが、プライバシーには踏み込めない。
関係機関からの情報提供が少ない。

東部

30 各戸の困りごとがわからない。 葛巻・新潟
31 デイサービスなど利用されている人がいつのまにか出ている。状況がわからない。 葛巻・新潟

32
市資料を取り上げても私供必要事項があっても聞かせてもらえない（プライ
バシー）。

葛巻・新潟

33 専門の職員がセンターに多く、その連絡も大切。他との連携も。 葛巻・新潟

34 個人情報の点から情報開示されない弱者の把握ができない。 葛巻・新潟

35 困っていることが把握できない。情報がない、入ってこない。 今町

36
本当に困った人の情報が入ってこない。近所からの風のたよりで把握した
（情報把握が困難）

今町

37 学校、保育園、幼稚園との連携 今町

38
情報の収集をどうするか？高齢化～に伴い、自分からは出さないので、家庭
訪問時の機会でないと実情がわからない。

東部

39 マル秘項目が多い。プライバシー問題。 東部
40 個人情報で家族で話ができない。 葛巻・新潟
41 個人情報の問題で聞きたいことがあっても教えてくれない。 今町

42 民生委員を信用できないわけではないが、個人情報がもれているとの話があった。 今町
43 後継者が不足している。 見附

44
後継者の問題、会議イベントは夜か日曜にやれば働いている人も民生委員に
なれるのではないでしょうか。

見附

45 新任者の任期がこれから短くなる。 見附

46
後継者不足、引き受け手がいない。（社会的風潮、意識の低下、年金支給年
限～働かなければ）

東部

47 新人探しが大変。2019年は７，８，９月　３か月かかった。後継者問題。 東部

48 民生委員・児童委員のなり手がいない。 葛巻・新潟
49 後任探しがむずかしい。70歳くらいまで仕事をする人が増えた。 今町

50 60歳以下の人に対してのサービスが少ない。 葛巻・新潟

51 父子家庭の支援、サービスなどがない。 今町
施策

サービスの不足があ
る。

個人情報の扱い
個人情報により、委
員の活動が限られる
など。

なり手不足
なり手が足りない、
探すのに苦労する。

情報共有

情報が不足してい
る。
行政などとの情報共
有、連携が必要。
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表 2 【テーマ２】地域の現状と課題をお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 参加者コメント（付箋に記入されたもの） 地区 まとめ

52
上北谷地区は高齢化率が最も高い。しかし、公共のバスの本数が少なく、コ
ミュニティバスもだめ。不便な生活を強いられる。

東部

53
緑町はコミュニティバスで助かっています。上北谷地区は困っている人がい
るのでは。

東部

54
いきいきサロン、子育て支援センター、オレンジカフェ等、行きたくても手
段がなくて行けない。交通手段がほしい。

今町

55
年３回ほど、いきいきサロンを開催しています。交通手段がないときは、委
員が送迎してくれます。

今町

56 高齢者が年々増加し、話しきれない。 見附

57
年々高齢者が増え続けてきている。高齢者の定義を65歳→70歳に市町村で決
定できないが・・・

東部

58 少子高齢化は今後も続くため一層の取り組みが必要。 東部
59 一人暮らしの人達でグループホーム的なことができないか。 葛巻・新潟
60 年寄りが多く高齢世帯が多い。 葛巻・新潟
61 子どもの居場所（長期休み、放課後） 今町
62 夏休みにコミュニティを開放しては？ 見附

63
子供の姿が見えない。学童保育、塾に行っている？学童保育の見学に行って
みたい。

見附

64
子ども食堂、資本がない、わからないことが多い。どんな補助金があるの
か？

今町

65 少子化→学校の存続はどうするか？地域の活性化 東部

66 下関地内の通学路、登校時間帯の一般車の通行を規制してほしい。 今町

67
どこでも言われるように高齢者夫婦だけ世帯、一人暮らし世帯が増えてい
る。町内で横のつながりがもてる機会があればよい。お茶飲み会、軽い運動
の会等

見附

68 コミュニティの有効化 見附

69 高齢世帯の急増で今後の民生委員活動に不安 葛巻・新潟

70 相当エリアの数が多すぎて把握が難しい。 葛巻・新潟

71 児童の問題の経験がない。主任児童委員に任せている。 見附

72 民生委員の制度が形骸化してきていると思う。 葛巻・新潟

73 市民が民生委員の活動内容を理解していないのではないか。 葛巻・新潟

74 民生委員の知識を超えた事象になる。 見附

75 障害者の把握が困難。 見附
障害者

活動量が多いと感じ
る。

高齢者が年々増えて
いる。高齢者世帯が
多い。

公共交通について課
題がある。

地域の連携が必要

子どもの居場所の検
討が必要など

交通

高齢者

子ども

地域連携

役割・活動
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表 3 【テーマ３】議会に対して望むことは何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 参加者コメント（付箋に記入されたもの） 地区 まとめ

76 今回の交換会で集約された意見を議会での討議を望みます。 東部

77 今回のような意見交換会による情報交換会は大変有意義です。 東部

78 議会と民生との情報交換をしてほしい。 今町

79 議会が緊張感がなく事務的だった。 今町

80 少子高齢化に対する施策を全市あげて取り組んでもらいたい。地域、学校の存続等 東部

81 災害対策　弱者に対する手立てをきめ細かく。 東部

82 市のバスが使いづらくなってしまった（福祉バス）。 葛巻・新潟
83 グループホーム的な空家利用ができるか。 葛巻・新潟
84 若い人達の生活基盤を支える職場が近くに必要。 葛巻・新潟

85 地域内での連携で一緒に問題解決できるように 今町

86 議会からの情報提供 見附

87 最新の情報などがほしい（リアルタイムで） 今町

88 民生委員の待遇改善 見附

89 民生委員になりやすい環境づくりをお願いします。 見附

90 議会の中から民生委員を出してほしい。 葛巻・新潟

91 住みよい社会、マナー向上（場所取り、仲間まで優遇、他者を受け入れる） 見附

92 外国の研修生について、コミュニティでもよくしらない。 見附

民生委員
民生委員の環境改善

その他

議会活動

・今回の意見交換会
の結果を議会で討議
してほしい。
・議会との意見交換
は有効

市施策

情報提供
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意見交換状況（見附地区）        意見交換状況（東部地区） 
 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換状況（葛巻地区）        意見交換状況（今町地区） 
 

 

 

 

 

 

 

 

グループ発表（見附地区）       グループ発表（東部地区） 

 

 

 

 

 

   
 

グループ発表（葛巻地区）        グループ発表（今町地区） 
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９．意見交換会で出された意見への対応 

前述の「８．民生委員・児童委員、主任児童委員の意見」における表１～表３のとお

り、民生委員・児童委員、主任児童委員から、日々の活動に基づく多様な意見を聞くこ

とができた。これらの意見をもとに、民生委員・児童委員、主任児童委員の活動上の課

題を整理し、関係機関にヒアリングを実施したうえで、議会として課題に対する取り組

みを検討することとした。 

 

（１）民生委員・児童委員、主任児童委員の活動上の課題の整理 

表１～表３の右欄「まとめ」をもとに、民生委員・児童委員、主任児童委員の活動上

の課題は、下記のように整理できる。 

 

課題① 市民の理解 

⇒ 民生委員・児童委員、主任児童委員の活動が市民に十分知られていな

い。市民から信用、信頼されないことがある。 

 

課題② 活動の負担軽減 

⇒ 役割の広がり、赤い羽根募金等の事務に負担を感じている。 

 

課題③ 情報共有、個人情報の扱い 

⇒ 活動における情報の不足、行政等との連携が必要である。個人情報

により、委員の活動が限られる。 

 

課題④ なり手不足 

⇒ なり手が足りない、なり手を探すのに苦労する。 

 

課題⑤ 地域連携 

⇒ 地域の連携が必要である。 

 

 

上記課題に関連して、次のとおり関係機関に対してヒアリングを行った。 
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（２）関係機関へのヒアリング 

前述の民生委員・児童委員、主任児童委員の活動上の課題①から⑤に対する取り組み

を検討するために、関係機関にヒアリングを行った。ヒアリング先は、見附市（健康福

祉課、こども課、まちづくり課）、見附市地域包括支援センター西である。ヒアリング

結果を以下に示す。 

 

■民生委員・児童委員の活動上の課題について（健康福祉課） 

No.  担当課への質問 担当課のコメント 

１ 

民生委員・児童委員・主任

児童委員の活動について、

市民への周知は、広報見附

以外ではどのように行っ

ているか。 

一斉改選に伴い、広報見附 12月号で、委員の紹介をした。 

広報見附以外では、県が作った有料チラシがあり、連絡協議

会で必要部数を購入し、民生委員・児童委員、主任児童委員

に配布し、委員が活動時に利用している（各戸配布や町内回

覧はしていない）。民生委員・児童委員、主任児童委員は、

訪問家庭に対して、委員活動、相談案内を記載した PR カー

ドを渡すなどしている。 

今後は、広報見附で民生委員児童委員の活動についての特

集を掲載する予定。 

２ 
負担軽減につながる市と

しての取り組みは。 

社会が大きく変化する中、人々が抱えている生活課題、福

祉課題はさらに多様化、複雑化している。そのため、住民の

身近な相談役である民生委員・児童委員に寄せられる期待は

膨らみ、社会の変化に対応する柔軟さが求められている。 

市としては民生委員・児童委員活動への理解促進と地域包

括支援センター等関係機関からの支援体制強化、民生委員・

児童委員への依頼事項の見直し、一斉改選時の担当区域の見

直しや県への定数増員の要望など活動しやすい環境づくり

に取り組んで行きたい。 

３ 

行政からの情報が少ないと

の意見があるが（訪問先の

介護施設入居、死亡等）。 

活動に必要な情報を実情に応じて判断し提供しているが、

亡くなった人、施設入所などの情報は随時タイムリーに伝え

るのは難しいが、地域包括支援センターPCシステムの活用に

より提供できるものについては情報共有をして行きたい。 

４ 
全国的ななり手不足の中、

見附市はどうか。 

市としても、民生委員・児童委員のなり手を探すのには苦

労しており、退任者および地域コミュニティや区長から候補

者の情報を聞いて探している。民生委員の仕事内容や苦労を

理解している人も多く、理解しているからこそ、引き受けな

いという人も多いように感じるが、活動のやりがいや楽しさ

を積極的に発信して行きたい。 
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５ 

赤い羽根募金の活動をな

ぜ民生委員・児童委員がや

るのか。 

赤い羽根共同募金の基本的な事項が、社会福祉法に規定さ

れおり、集められた募金は地域福祉の推進に役立てられてい

る。募金活動は全国一斉に行われ、募金活動を通して福祉に

参加するきっかけ作りや地域の福祉を支えていることをご

理解いただき、市民の皆様をはじめ、自治会、民生委員、企

業、学校、ボランティア団体、福祉施設など、多くの皆様方

にご協力をいただいている。 

毎年、９月の民生委員・児童委員全体定例会時に社会福祉

協議会から赤い羽根募金の活動協力依頼と実施事項につい

ての説明会を開催しているが、地区単位で説明の依頼があっ

た場合、行うこととしている。 

 

 

■主任児童委員の活動上の課題について（こども課） 

No. 担当課への質問 担当課のコメント 

1 

こども課と児童委員、主任

児童委員は相互にどのよ

うに関わっているか。 

児童委員は案件があれば、主任児童委員に伝えている。主

任児童委員は、必要な案件が出たときに市に連絡を取るとい

う状況である。子ども支援対策地域協議会に構成委員とし

て、個別支援会議に支援者として、会議に参加している。令

和元年 10 月には、主任児童委員からの呼びかけにより、こ

ども課との懇談会を初めて開催した。 

2 

主任児童委員の活動につ

いて、市民への周知などは

するのか。 

特にはないが、何らかの会合で、主任児童委員がどのよう

な活動をされているかを知らせるようにしている。主任児童

委員はデリケートな仕事であるので、伝え方には気を使って

いる。 
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■地域包括支援センターと民生委員の連携について（見附市地域包括支援センター西） 

No. 支援センターへの質問 支援センターのコメント 

1 
センターと民生委員の連

携はどのような状況か。 

２か月に１回、活動推進委員会があり、いろいろな人から

活動報告がある。その会に民生委員からも来てもらい、情報

交換を行っており、連携が進んできている。そのことで、民

生委員は安心感を持っている。 

2 

支援センター西以外の市

内支援センター３か所に

ついて、センターと民生委

員との連携はどのような

状況か。 

３カ所とも、センターと民生委員の関係は良好であり、連

携はうまくいっていると感じている。 

【支援センターのその他のコメント】 

◇地域共生、地域支援策による支援の係（〇〇委員）が激増しており、同じ人材が兼ねなけ

ればならない。ワンストップの機能が必要ではないか。市も考え直してほしい。 

◇村部では、民生委員の顔がよく知られていると思うが、町部ではそういかないので、民生

委員のバッジや身分証明書などがあればいいと思う。 

◇民生委員が何か月か訪問していた人が介護施設に入った、亡くなったなど、行政からの情

報提供があればと思う。 

 

■地域コミュニティと民生委員の連携について（まちづくり課） 

No. 担当課への質問 担当課のコメント 

1 

地域コミュニティと民生

委員の連携はどのような

状況か。 

ほとんどの地域コミュニティで、民生委員は何らかの部会

の委員になっている。 

【担当課のその他のコメント】 

◇個人情報の関係があり、民生委員が地域コミュニティに情報を提供するのは難しいと感じる。 

◇地域コミュニティでは、コミュニティが発行している「かわら版」で地域の民生委員・児童

委員、主任児童委員の紹介などはできると思う。 

◇地域コミュニティは個人に介入するのは難しいので、地域コミュニティの活動、事業におい

て、民生委員が地域の情報を得てもらうのがいいと思う。 
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（３）民生委員・児童委員、主任児童委員の活動上の課題に対する取り組みについて 

 

意見交換会で出された意見、関係機関へのヒアリングをもとに、民生委員・児童委

員、主任児童委員の活動上の課題①～⑤に対して、取り組みを検討した。 

 

■「課題① 市民の理解」に対する取り組みについて 

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動について、市での周知方法としては、

３年に１回の委員交代後、市広報「広報見附」において、地区別の委員名、文章

による活動の概要を記載している。また、各委員が訪問先で、委員活動、相談案

内を記載したＰＲチラシ、PRカードを渡し、委員の活動の周知を図っている。 

このような取り組みが行われているものの、意見交換会を通じて、民生委員・

児童委員、主任児童委員の活動に対して、市民の理解、市民への周知の促進を求

める声が寄せられた。また、地域包括支援センターでのヒアリングにおいては、

町部での民生委員の存在があまり知られていないのではないかとのコメントがあ

った。 

このことから、民生委員・児童委員、主任児童委員の活動に対して市民の理解

が深まるよう、市民への周知を促進し、民生委員・児童委員、主任児童委員を身

近に感じてもらうことが不可欠である。多くの市民が広く市の情報を得る手段で

ある、広報見附、市ホームページにおいて、イラストや写真を活用し、委員活動

を紹介する記事を掲載する取り組みが有効と考える。 

 

■「課題② 活動の負担軽減」に対する取り組みについて 

意見交換会を通じて、委員の役割の広がりに伴い、活動時間、活動量に負担を

感じる意見が見られた。市のみで軽減する対策を講じることの困難さを感じると

ころであるが、下記の取り組みが必要と考える。 

◇赤い羽根募金の活動について 

赤い羽根募金の活動を民生委員・児童委員が行うことの理由がわからないと

いう意見があった。民生委員・児童委員に対して、その理由が十分浸透してい

ない様子が見受けられ、このことが負担を感じる要因の一つと考えられる。 

毎年９月の民生委員・児童委員全体定例会時に、社会福祉協議会から赤い羽

根募金の活動協力依頼と実施事項についての説明会が開催されているとのこと
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であり、このような会を通じて、赤い羽根募金の活動を行う理由が十分周知さ

れ、状況が改善されることを期待したい。 

◇委員の研修会について 

役割の広がりに伴い、研修会は重要なものであるが、研修会に参加すること

に負担を感じることがないように、特定の人に偏らないかなど確認が必要と考

える。 

 

■「課題③ 情報共有、個人情報の扱い」に対する取り組みについて 

意見交換会、また地域包括支援センターでのヒアリングにおいて、民生委員・

児童委員が、訪問者が介護施設に入居されたこと、死亡されたこと等の情報をあ

らかじめ市から得られればとの意見があった。一方、市では個人情報の観点、ま

た、亡くなった人など随時タイムリーに伝えることの難しさがある。 

委員の活動の促進にむけて、市が委員に提供する情報のあり方について、市と

委員の双方で理解が得られるよう、意見交換が有効と思われる。 

 

■「課題④ なり手不足」に対する取り組みについて 

民生委員・児童委員、主任児童委員自身、また市としても、委員のなり手を探

すのには苦労しているとのことであった。 

なり手不足には複数の要因があると考えられるが、一因として、民生委員・児

童委員、主任児童委員の活動内容および存在の重要性が市民に十分理解されてい

ないこと、一方、民生委員の仕事内容や苦労を理解している人も多く、理解して

いるからこそ引き受けられないという面が見られた。 

このようなことから、なり手を確保する方法として、「課題① 市民の理解」

に対する取り組みと同様な取り組みが必要であり、民生委員・児童委員、主任児

童委員の重要性、活動のやりがいなどを市民に伝えていくことが必要と考える。 

 

■「課題⑤ 地域連携」に対する取り組みについて 

担当課へのヒアリングを通じて、下記を把握することができた。 

・各地域コミュニティでは、地域の茶の間、高齢者への声かけ、健康カラオケ、

認知症サポーター養成講座等、高齢者とのつながりや関係づくりを行っている。 

・市内のほとんどの地域コミュニティで、民生委員・児童委員は何らかの部会

の委員として、地域コミュニティの活動に関わっている。 
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・個人情報の扱いの難しさがあるものの、民生委員・児童委員と地域での困りご

と等の情報共有を期待する地域コミュニティがある。 

 

上記のように、地域コミュニティは地域の高齢者の様子を把握する取り組みを

行っており、すでに民生委員・児童委員と関わりがある。地域コミュニティと民生

委員・児童委員の連携をさらに促進していくことは、今後の地域課題の解決に重要

な役割を果てしていくと考えられる。 

民生委員・児童委員には、地域コミュニティの活動、事業を、地域の情報を得

る場として活用してもらい、得た情報を地域の相談支援活動につなげていく流れが

有効と感じる。 

また、一般的に民生委員・児童委員の存在や役割が十分認知されてない側面が

あることから、担当課コメントのように、コミュニティが発行している「かわら版」

で地域の民生委員・児童委員、主任児童委員を紹介したり、打合せ会議等でも民生

委員・児童委員、主任児童委員の活動や役割を様々な団体選出のコミュニティ委員

に知ってもらう機会が必要と考える。 

 

 

以上の、課題①から課題⑤に対する取り組みについて、議会として関係機関に

提案することとしたい。 
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10．意見交換会アンケート結果 

今後の参考としたいため、意見交換会終了後、参加された民生委員・児童委員・主任

児童委員にアンケート用紙を配付し、下記について記入を依頼した。 

（１）意見交換会に参加して、良かった点、悪かった点を教えてください。 

（２）意見交換会に参加して、新たに気づいたことがあれば教えてください。 

（３）その他何かあればお聞かせください。 

アンケートのコメントは次のとおり。 

 

（１）意見交換会に参加して、良かった点、悪かった点を教えてください。 

良かった点 

 ◇情報共有について 

 ・民生委員活動の問題点の共有が出来たこと 

 ・各民生委員・児童委員が同じ思いがあることがわかり良かった。 

 ・各地区の問題点がわかった。 

・日頃思っている事は大体同じだなと安心しました。 

 ・本音が良く出たと思う。 

 ・ほぼ同じ問題点を共有している事が分かった。市議の人にもある程度は共有

してもらってよかった。 

◇議員との意見交換について 

 ・困った情報等を聞くことが出来、議員さんと意見交換が出来て良かったです。 

 ・議員さんとの熱の入った意見交換が出来て良かったと思います。要望が多く

て申し訳なかったですが、すみません。 

 ・議会に民生委員・児童委員の生の声をお聞きいただくことが出来ました。市政

へ反映させてください。 

 ・私達の意見を困っている事等を聞いてもらえた。 

 ・忌憚なく意見を交換し、話し合いができて良かった。困った問題等を直接議員

さんに聞いてもらう機会がもてたのが良かった。反映されるとなおありがたい。 

◇その他 

・新しい試みで参考になりました。 

 

悪かった点 

 ・形式的な意見交換ではないか。 
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（２）意見交換会に参加して、新たに気づいたことがあれば教えてください。 

◇議員について 

・市議の人達を身近に感じた。 

・お互い仕事の内容を良くわかっていない（特に議員さん方は民生委員、主任児童

委員の仕事をわかっていないのでは・・・？）と思った。その意味でもお互いに

理解し合う良い機会になったと思う。改めて、民生委員・児童委員の仕事の多さ、

問題を再確認できた。 

・議員は民生の仕事をよく理解していないのではないか？と感じた。民生はボラン

ティアだ。報酬は微々たるもの。 

◇市について 

 ・市に対して情報開示（共有）してもらいたい。 

◇民生委員について 

 ・民生委員の本当の姿を再考する良い機会であると思う。 

・自分は民生委員として未熟であると思います。 

・民生委員としての本当の姿とは？皆さんが真剣に考えている。 

◇その他 

 ・どの意見も大なり小なり共通認識をお持ちだなと感じました。 

  

（３）その他何かあればお聞かせください。 

・赤い羽根共同募金の回収業務を止めたい声が多い事を知って、社会福祉協議会も

考えて頂きたい。 

・議員には積極的に高齢者、弱者に対応する施策をお願いしたい。 

・見附市がますます良い市になってほしい。 

 ・１点でも生かして欲しい。 

 ・今後コミュニティとの連携を進めていきたい。 

  

  

アンケートにおいて、民生委員・児童委員、主任児童委員の活動上の課題などにつ

いて、議会と意見交換、情報共有できたことは良い機会との感想を多くいただくこと

ができた。意見交換会で得られた情報を、議会としても今後の活動に継続的に活かす

ように努めていきたい。 
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11．意見交換会の振り返り（参加議員の感想） 

■大正 6年岡山県で発足した「済世顧問制度」から発展した民生委員制度は平成 29年

に 100周年を迎えた歴史ある制度ではあるが、平成から令和と時代も推移して制度の

根本的見直しやその役割も時代と共に変化しており、現状や未来に向け見直すタイミ

ングとなっているように思う。一方で高齢者の増加、生活困窮者自立支援制度、悪質

商法、児童虐待、障がい者世帯等など民生委員等に対する役割や期待が益々高まって

いる。しかし民生委員等だけで担うには余りにも負担が大きくなっていて、地域包括

支援センターや地域コミュニティ等との連携も今以上進める必要も感じる。また、な

り手不足や報酬の少なさ、更に行政側との情報共有も個人情報等の課題も抱えている。 

今回の意見交換会を生かし、他県他市町村の好例も調査しながら民生委員等と連携

や情報共有、相互支援等も視野に入れ保健師、子供会、老人クラブ、町内会等々とも

連携しながら住みよいまちづくりへの協力体制づくりも必要かと考えられるが、根本

的には国の厚生労働省など関係省庁の理解や支援が必要と考える。 

今後も民生委員等が地域福祉の中核としてその力を存分に発揮できるよう議会 議

員も情報共有に努めたいと考えます。 

■今回の民生委員・児童委員、主任児童委員の皆様より、忌憚のないお話を伺うことが

出来、委員活動におけるご苦労や抱えておられるお悩み事などを、幾らかでも知るこ

とができました。 

近所付き合いにおいても、年々希薄化して行く中で、以前からの知り合いの方でも

必要以上の事は、委員には知られたくない人も多いと思います。他人のお世話になり

たくないと思われている高齢者、加齢による身体障害の発病、一人暮らし世帯の増加、

この先 10年で委員方々のご負担が大きく成っていくのではないかと心配になりまし

た。 

委員の皆様のご負担を少しでも軽減して行くには、市役所の担当部署及び社会福祉

協議会よりの最新情報を委員と共有することはもちろんですが、行政の受付窓口を相

談者が気軽に立ち寄れる場所に変更したりなどの環境造りを、図っていく方が今後有

効になるのではないかと思いました。 

■民生委員・児童委員、主任児童委員と市議会議員の意見交換会が、今回が初めてとい

うことに驚きと戸惑いを覚え同会に参加させていただきました。率直な感想として、

同委員の人たちへ地域情報の不足と共有性を保つ伝達力が過少という現実を痛感し

ました。ボランティア活動たる同委員の不満や疲弊が蓄積され、同会ではガス抜きの

ように意見が溢れるほど飛び交いました。ある意味では、一番市民（社会的弱者、マ
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イノリティ）と密接に関わる同委員ですので、定期的に意見交換会の開催を行う必要

があると考えます。同委員の人たちもそれを望んでいるようでした。課題は市民生活

の現場にあります。同委員の人たちの意見を市政に反映でき得るツールとなる有意義

な会となりました。 

■民生委員・児童委員、主任児童委員の活動は地域に根ざしているけれど、私たち議員

も市民にも理解されていないように感じました。地道な活動、個人情報保護や守秘義

務が課せられている中で、どこまで関わって行ったらよいのか？、行政につなげても、

その後のフィードバックがない！、情報の共有化や関係各課との連携が重要とのご指

摘を頂いた。地域によって多様の差異はあるけれど、日頃思っている本音の部分を聞

かせていただいて、大変有意義な意見交換会であったと思います。定期的に継続して

いく事も必要ではないかと思いました。 

■「民生委員」の呼び名はみんなが知っていても、実際の活動はよく分かっていなかっ

た、と反省させられました。議会の傍聴の他に、青年の主張コンクール、赤い羽根の

共同募金など本当に様々な活動をされている事に驚きました。困っている事は、この

ように自分達の活動に理解が足りない事や、繋ぐ役目であるが、どこまで踏み込んで

良いのか、また繋いだ後の経緯を知らせてもらえないなどでした。 

普段から感じていても、なかなか言えない事を、今回忌憚なく言える場を設けてく

れたのが、うれしいとおっしゃって下さいました。意義ある会にする為に、今回頂い

たご意見を聞いただけに終わらず、少しでも良い方向に改善するよう、市議会として

執行部に伝えたり、自分の活動のなかでも市民に伝えて参りたいと思います。お忙し

い中、ありがとうございました。 

■民生委員・児童委員 14名、主任児童委員 2名、市議会議員 8名によって意見交換が

開催されたが、意見交換というより設定テーマに沿って意見を聞いたというほうがよ

いであろう。日常活動している中での思いや、うっぷんを吐き出したという感じがし

た。活動している中で問題は多いし、注文も多い中において点数が辛いし理解度も低

い。しかし、これを議会が救い上げて何とかできるものではない。もっともっと民生

委員・児童委員がプライドを持った業務ができるよう所管課がしっかり取り組む必要

がある。民生委員が募金の集金人をやらされているとの意見があったが、即刻辞めさ

せるべきで、それらは社会福祉協議会の職員がやらなければならない。 

■意見があまり出ないのではと思っていたら、どんどん出て活発な交換会となった。思

っている事、言いたい事いっぱいあったのだと思う。その点だけでもやって良かった

と思う。「お互い仕事の内容を良く分かっていない（特に議員さんの方は…）と思っ
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た」「ほぼ同じ問題点を共有していることが分かった。市議の人にもある程度共有し

てもらって良かった」との意見、出発点としては良かったのではと思う。「議員は民

生の仕事をよく理解していないのではないか？と感じた。民生はボランティアだ。報

酬は微々たるもの」との意見は、委員の仕事に対する熱意と誇り、理解されない事へ

の不満の表れだと思う。この交換会が理解し合う第一歩になれば価値があったと考え

る。 

■議会と民生委員との初めての意見交換会という事で開催前から多数の民生委員の方

から前向きな意見を頂いた。少子高齢化社会の中での地域での様々な課題や悩みがあ

るようで、改めてその最前線におられる方々の苦労を聞かせていただいた。社会問題

化している中高年のひきこもり問題も、市へ相談に来てくださる方は状況把握できて

も個人情報保護の観点から、なかなか全容をつかむことは難しく、民生委員の立場か

らは踏み込むことも困難である。また、行政からの情報のフィードバックも不十分な

ようであった。現場の皆さんの生の声を聞くことで、今後のまちづくりに反映できる

ように議会は行政へ提言していかなければならないと思った。 
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おわりに 

 

このたびの意見交換会と通じて、民生委員・児童委員、主任児童委員の皆さんの活動や

苦労されていることなど、率直な意見を伺うことができたことは、議会としても大変貴重

な機会となりました。参加いただいた皆様におかれましては、ご多忙の中ご参加いただき、

心より感謝申し上げます。 

皆様からいただいた意見をもとに、議会としても地域福祉の向上に向けた取り組みに活

かしてまいりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


