
様式第3号(第9条関係) 

 

会 議 結 果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 みよし市民生委員推薦会 

開 催 日 時 
平成２８年８月１９日（金） 

午前１０時から午前１０時４０分まで 

開 催 場 所 市役所６階 ６０１会議室 

出 席 者 

（委員長） 

近藤鋓男（市議会議長） 

（委員） 

山内勝利（市議会議員）、野々山勝利（民生児童委員協議会長）、梅川小夜

子（民生児童委員協議会副会長）、鈴木睦子（社会福祉法人代表）、小林一

夫（老人クラブ連合会長）、加藤 亘（子ども会育成連絡協議会長）、古田み

どり（教育委員）、加藤芳邦（校長会代表）、熊谷津田子（区長会代表）、天

石惇郎（社会福祉協議会長）、鈴木 淳（副市長）、小野田朗（福祉部長） 

（事務局） 

福祉課 加藤課長、加藤副主幹、倉地主事 

欠 席 者 岡本則之（シルバー人材センター会長） 

次 回 開 催 予 定 日 未定 

問 合 せ 先 

福祉部 福祉課 

 電 話 ０５６１－３２－８０１０（直通） 

 ﾌｧｸｼﾐﾘ ０５６１－３４－３３８８ 

 e-mail fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 要約 要約した理由 

みよし市情報公開条例第７条第２号

に規定する個人に関する情報につい

ての審議が行われたため 
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議事録 

 

福祉課長  時間になりましたので、みよし市民生委員推薦会を開会させていただきます。 

 皆様には民生委員推薦会の開催に当たり、何かとご多忙中にもかかわらず、ご出席を賜り誠

にありがとうございます。はじめに礼の交換を行います。一同ご起立願います。 

【委員起立】 

福祉課長  一同 礼。 

【委員一同礼】 

福祉課長  ご着席ください。 

【委員着席】 

福祉課長  はじめに、民生委員推薦会について簡単に説明させていただきます。 

  ３ページの民生委員法第５条第１項及び２項の規定のとおり、都道府県知事が厚生労働大

臣に民生委員を推薦するに当たり、市町村の民生委員推薦会が推薦した者を推薦することと

されておりますので、みよし市の民生委員候補者を愛知県に推薦するに当たり、ご審議いた

だく機関として、このみよし市民生委員推薦会を設置しております。基本的には３年に１度

の民生委員の全国一斉改選の年の開催となります。委員の構成につきましては、２ページの

みよし市民生委員推薦会規則の第２条で規定しています。1ページの委員名簿をもってご紹介

にかえさせていただきます。 

  なお、会議につきましては、みよし市情報公開条例第７条第２号に規定する、個人に関す

る情報について審議が行われるため、非公開とさせていただいておりますので、ご了承くだ

さい。それではただ今より、民生委員推薦会を始めさせていただきたいと思います。始めに、

市長よりご挨拶申し上げます。 

市長  皆さんおはようございます。ご多用の中、お集まりいただきましてありがとうございます。

日頃、委員の皆様には、それぞれの立場におかれまして、本市の福祉行政推進にご理解・ご

協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。本年度は、３年に一度の民生委員一斉改選の年

ということですが、民生委員法の定めるところにより、県知事へ推薦する民生児童委員候補

者の適格要件などを審査するのが、この推薦会の役割でございます。 

  民生児童委員は、各地域において何らかの支援が必要な方と行政を結びつける、非常に大

切な役割を担っていただいております。地域の方々に信頼され、頼りにされるような方でな

ければ、地域の良き相談役としての務めを果たすのは難しいのではないかと思います。そう

いった地域の人材を探すために、各行政区の区長から適任者を推薦していただくことができ

ました。いずれの候補者の方も、地域住民の信頼厚く、頼りにされている方たちばかりだと

伺っておりますが、よろしくご審議をお願いしたいと思います。 

  さて、今回の改選では、民生委員の定数を２名増員させていただきました。本市は比較的

高齢化率が低く、支援を必要とする方も尐ないため、基準では８０名ほど必要とのことです

が、実際は６８名と、基準よりも尐ない人数で県から承認いただき、運営されております。

今回は、打越行政区で１名、三好丘行政区で１名の増員をさせていただきました。打越行政

区については、みよし南台の分譲が始まり、およそ２００戸が増えたことに対応するための

増員、三好丘行政区については、もともと世帯数当たりの民生委員数が丌足していることに

対応する増員です。三好丘行政区は、これまでは若い街ということで尐ない民生委員での活



動に支障がなかったということですが、三好丘行政区が平成３年に設置され、当時は２０代

から４０代の働き盛りの若い世帯に入っていただいたわけですが、それから２５年が経ち、

高齢化も進んできて、増員が必要だとのことです。三好丘地域は、親子２世代で生活できる

住宅が尐ないですから、将来的に子供が独立して地域から出てしまうと、まさに高齢者だけ

の地域になってしまうことも心配し、市としても高齢者福祉を積極的に進めていかなくては

いけないと思っているところであります。 

  民生委員の増員は３年に１回の改選に合わせてされるわけですが、今後も地域の実情に合

わせて、また、将来を見据えて、計画的に増員を図り、地域福祉の充実に努めて参りたいと

考えています。民生委員推薦会の皆様におかれましても、それぞれの立場におかれまして、

地域福祉の推進に御尽力いただきますことをお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせてい

ただきます。 

福祉課長  市長は他の公務のため退席いたしますので、よろしくお願いいたします。 

【市長退席】 

福祉課長  つづきまして、次第２の委員長の選任についてお諮りいたします。委員長は、３ページの

民生委員法第８条第３項において｢委員の互選による｣と定められておりますので、皆様の互

選により委員長の選任をお願いします。 

野々山委員 みよし市議会議長の近藤さんにお願いしたい。 

福祉課長  みよし市議会議長の近藤様との声がございましたが、他にご意見はございませんか。 

【意見なし】 

福祉課長  他にご意見がございませんので採決をお願いいたしたいと思います。みよし市議会議長 近

藤様を委員長とすることに賛成の方は挙手をお願いします。 

【委員全員挙手】 

福祉課長  賛成全員でございますので、みよし市議会議長近藤様に委員長をお願いしたいと思います。

それでは、近藤委員長は委員長席へご移動をお願いします。 

福祉課長  それでは、近藤委員長に一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 

委員長  みよし市議会議長の近藤鋓男でございます。ご推挙いただきましたので、みよし市民生委

員推薦会委員長をつとめさせていただきます。よろしくお願い致します。 

  さて、当推薦会は、先ほど市長のご挨拶にもありましたように、地域福祉の第一線でご活

躍いただく民生委員の皆さまを推薦させていただくという、非常に重大な責務をおおせつ

かったわけであります。今回の改選は、３年に一度の全国一斉改選であり、各行政区から推

薦された候補者について審査することとなっておりますのでよろしくお願いいたします。候

補者は、お手元の資料にあるとおりでございますが、各区長さんより人格・識見等、十分に

審査された中で推薦いただいている方であります。当推薦会としても、再度、各委員のご意

見等を拝聴した上で、愛知県知事に推薦してまいりたいと思いますので、よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。 

福祉課長  ありがとうございました。これより民生委員推薦について、ご審議いただきたいと存じま

す。議事の進行につきましては、４ページの民生委員法施行令第３条に基づき｢委員長が議長

となる。｣とありますので、近藤委員長に議事の取り回しをお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。  

委員長  それでは、規定に基づき、委員長が議長を務めるとのことですので、よろしくお願いしま



す。議事に入る前に、会の成立を確認したいと思います。本推薦会委員定数１４名に対し、

本日の出席委員は、１３名であります。民生委員法施行令第４条で規定しています委員の過

半数に達していますので、本推薦会は成立しております。 

  それでは、審査に当たり、次第３の愛知県民生委員・児童委員推薦基準につきまして、事

務局から説明をお願いします。 

事務局  福祉課副主幹の加藤です。それでは、次第３の愛知県民生委員・児童委員推薦基準につい

て説明させていただきます。民生委員の要件は、３ページにあります民生委員法第６条のと

おり、市町村議会の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、かつ、

社会福祉の増進に熱意ある者であって児童福祉法の児童委員としても適当である者とされて

おります。児童委員としても適当な者とは、児童福祉法の第１６条で市町村に児童委員を置

くことが定められており、民生委員をこれに充てることとされていますので、民生委員は自

動的に児童委員を兼ねることとなります。そのため、一般的に民生委員・児童委員と併記さ

れたり、民生児童委員と言われたりしています。民生委員については、市町村の民生委員会

から愛知県知事に推薦し、愛知県知事が厚生労働大臣に推薦するため、愛知県でより詳しく

推薦基準を定めています。 

  資料の５ページをご覧ください。愛知県の民生委員・児童委員推薦基準です。１の基本方

針ですが、民生児童委員は実際に地域住民の相談役・見守り役として精力的に活動されるこ

とが期待されるため、肩書だけの名誉職であったり、地区の役員の充て職であってはならな

いとしています。過去には、名前だけでいいからとか、会議だけ出てくれればいいからとい

う依頼のされ方もあったと聞いておりますが、このことについては、区長会で候補者推薦の

依頼をさせていただく際に、特にしっかりお願いした部分でありますので、十分御理解のう

えで推薦をいただいているものと理解しております。 

  ２の適格要件ですが、まず（１）で民生児童委員の適格要件が記載されていますので、ご

一読いただきたいと思います。（２）で主任児童委員の適格要件があります。主任児童員とは、

民生児童委員の中で児童福祉に特化して活動していただく委員で、基本的に単独で個別案件

にあたるのではなく、主に各担当地区の民生児童委員と連携しての活動となります。民生委

員の要件に加えて、教員や保育士経験、児童育成活動の有無などが要件となりますので、子

ども会やジュニアクラブの役員経験、ＰＴＡ経験でも可としています。 

  ３の留意事項ですが、将来にわたって十分な活動が期待できる者ということで、やはり民

生委員の業務は経験や地域との繋がりも重要であるため、２期、３期と続けられることが望

ましく、区長に依頼する際にも、できれば２期は続けられる年齢の方を探していただくよう

お願いしました。再任の方につきましては、活動実績を踏まえて選出することとされていま

すが、現任の委員の皆様には、本当に精力的に活動していただいており、十分な活動実績が

あるものと事務局として実感しています。 

  ４の年齢制限ですが、民生委員につきましては、委嘱日であります１２月１日現在で７５

歳未満とされていますが、地域の事情により選出が困難な場合は、７５歳以上であっても現

職の再任に限り、１期のみの延長が認められています。年齢制限については、厚生労働省の

民生委員選任要領では、もともと７５歳以下の選任に努め、地域の実情に合わせ弾力的に運

用するとされているのですが、愛知県の推薦基準では、弾力的運用の部分が削られており、

前回の一斉改選までは７５歳以上の候補者は一切認められていませんでした。しかし、今年



の改選の年を迎えるに当たり、多くの市町村から国の選任要領に合わせるよう要望があり、

条件付きで、７５歳以上の再任が認められるように基準が改訂されました。主任児童委員に

ついては子育て世代と共感できる年代ということで、５５歳未満という年齢制限となってい

ます。こちらにつきましては、県の推薦基準でも、従来から弾力的な運用が可能とされてい

ます。 

  ５の政治的中立の確保では、議会の議員が兼ねることはできないとしています。 

  ６の定数の充足ですが、定数に対して欠員がないようにということです。 

  ７のその他としまして、主任児童委員の半数は女性となるよう努めるとされていますが、

民生委員につきましても、行政区内に複数の委員がいる場合は、半数は女性となるよう努め

ていただきたいとお願いをしております。これは、女性の積極的登用というほかに、女性か

らの相談を受けやすい環境を整えるということに配慮してのことであります。以上で、愛知

県民生委員・児童委員推薦基準の説明とさせていただきます。 

委員長  ただいま説明のありました推薦基準に基づき、次第４の「民生委員・児童委員の推薦」に

ついて本推薦会で審査したいと思います。事務局から提出していただいた候補者について説

明をお願いいたします。 

山内委員  確認ですが、選任に際しての留意事項が（１）から（４）とありますが、これに基づいて

審査するということですが、これについての資料がないので初めての方は何もわからないと

いうことにならないか心配ですがいかがでしょうか。 

事務局  再任の方ということで、現在の民生委員の活動状況が確認できるものが必要ではないかと

いうことですね。 

山内委員  それがないと、イエス・ノーが言えない。 

事務局  ６８名の委員個々の活動状況をまとめたものがないので、口頭になりますが、現在の委員

については、皆さん、十分な活動をしていただいています。 

福祉課長  資料６ページ、３の再任に際して（１）から（４）の実績等が踏まえられているかという

ことだと思いますが、この３年間の活動の実績を、私たち事務局及び行政区で見ていただき

まして、区長もこのことは十分承知の上で推薦をいただいておりますので、今回は新任の方

の審査に重きをおいております。再任の方につきましては、事務局及び区で、この４つの項

目を十分踏まえて推薦したものと捉えていますので、よろしくお願いします。 

委員長  今の説明のとおり、再任の方というのは、それぞれ地域で活躍しておられる方ですので、

委員も地元の民生委員の活動を知っておられると思います。新しい方を、今から説明があり

ますので聞いていただきたいと思います。再任については、皆さん、それぞれの地域で民生

委員を知っておられると思います。その方たちがいかに活躍しておられるかは、事務局も言っ

たとおり知っておられると思いますので、新任の方を中心に審査していただきたい。 

野々山委員 ７ページの名簿で新任以外は何年となっております。先ほど課長から話もありましたとお

り、行政区長から再任の方も推薦調書が提出されており、その中で区長として再任が適当で

あると提出されています。これに基づいて問題がないということで名簿（案）という形で提

示されたと理解しています。 

山内委員  ここは全員賛成でなくても、白紙委任という形でもいいということですね。私たちとして

は、きちんとしたことをしておかないと。それがあれば出してほしい。良いとか悪いとかは

言いません。あるのなら、再任も新任も全部だしてください。回覧で結構です。 



事務局  今回、特に新任の方は新しいものですから。 

山内委員  これだけを審議ということなら結構です。 

委員長  再任される方たちというのは、既にその地域で活躍しておられますので、それぞれ地域で

見ていただけたらと思います。 

  それでは、推薦基準に基づき、次第４の「民生委員・児童委員の推薦」について本推薦会

で審査したいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

事務局  それでは、次第４の民生委員・児童委員の推薦について説明させていただきます。 

  ７ページの民生委員・児童委員 推薦候補者名簿（案）をご覧ください。網掛けの太文字

が新任の候補者になります。民生委員・児童委員の任期は３年間であり、現在の委員は、平

成２８年１１月３０日で任期が満了いたします。次の任期は平成２８年１２月１日から平成

３１年１１月３０日です。なお、民生委員の任期の開始日につきましては、昭和２８年の民

生委員法の改正時に全国一斉に１２月１日が委嘱日とされました。 

  候補者の就任日や在職年数は、名簿の右端の欄をご覧ください。本市の現在の委員定数は、

民生委員６４名、主任児童委員４名の合計６８名でありますが、改選後は、先ほど市長の挨

拶にもありましたように、民生委員を２名増員して７０名となります。国の定数基準では１

２０から２８０世帯に１名の委員配置となっており、本来は２８０世帯に１名ということで

も８０名程度の定数となりますが、本市は高齢化率が低く、要支援者が尐ないということも

あり、基準よりも尐ない定数で県に認められています。なお、主任児童委員については、国

の定数基準では民生委員の定数４０名以上で主任児童委員が３名となっていますが、本市で

は中学校区に１名の４名としています。 

  民生委員２名増の理由ですが、市長の挨拶のとおり、打越行政区のみなみ台で約２００世

帯の増となり、こちらが打越行政区でありながら小学校区が天王小学校区であるため、天王

学区を担当する委員として１名の増員。三好丘行政区は、もともと世帯当たりの民生委員が

尐なく、比較的若い地域であったので、活動に支障はなかったのですが、今後、急速に高齢

化が進むことが予想されますので、１名増としました。 

  民生委員・児童委員、主任児童委員の再任の方につきましては、新任時の推薦会で審議さ

れており、現に十分な活動をしていただいておりますので、事務局としましても適格要件に

つきましては問題ないのではと思っております。 

 （続いて、委員の個別要件について説明） 

  新任の候補者につきましては、県の推薦基準により、各行政区の区長さんに推薦された方々

でありますので、いずれの方も十分に務めを果たしていただけるものと思っております。新

任の方につきましては、参考までに行政区からの推薦調書を添付させていただきました。な

お、推薦調書につきましては会議後に回収させていただきますので、よろしくお願いします。 

  今回、ご審査いただく候補者のうち、再任が４３名、新任が２７名となっていますが、新

任のうち６名が、行政区での人選が難航しているということで推薦調書がいただけておりま

せんので、推薦調書があるのは２１名ということになります。なお、この６名につきまして

は、推薦調書の提出がありましたら、書面にて資料と意見書を郵送させていただき、郵送で

意見書をいただく形でお願いしたいと思います。本来は今回のように推薦会を招集してご審

議をいただきたいところですが、県への推薦期限が８月２５日であるため、おそらく行政区

からは間に合わないのではと思います。今後、推薦調書もいつ提出されるかわかりませんし、



県へ早急に提出しなければならないという中で、提出の度に推薦会を招集し会議を開催する

ことも難しいと思います。推薦調書提出次第、順次送付させていただき、審査いただくとい

うことになりますので、郵送での書面審査ということでご了解いただきたいと思います。以

上で、説明とさせていただきます。 

委員長  次第４の民生委員・児童委員の推薦について説明が終わりました。ありがとうございまし

た。一度、時間を取って見ていただきたいと思います。 

小林委員  空欄の方たちは、８月末までに名簿が出た場合は、審査会は追認という形で承知しておけ

ばよいですか。 

事務局  先程の説明のとおり、書面で推薦調書と意見書を委員に送付させていただき、意見をいた

だくという形で承認とさせていただきたいと思います。 

委員長  それでは、５分ほど時間をとりますので、推薦調書を見ていただきたいと思います。 

【推薦調書確認】 

委員長  質疑がありましたら発言をお願いします。 

山内委員  推薦基準の適格要件にいろいろ細かく書いてありますので、区長さんにこことここに該当

するというような書き方の指導はしていないですか。 

事務局  具体的にそこまで記載のご指導はさせていただいておりませんが、推薦基準については依

頼の際に配布させていただいております。 

山内委員  せっかく適格要件があるので、こういうことに優れていると入れられると。現実的には民

生委員を選ぶのは大変区長さんは困っている状況ですが、実際に民生委員をやっていただい

た方はきちんとやっていただいています。だから推薦理由も一般的な書き方ではなくて、推

薦理由のなかにもっと書いてもらえると。 

事務局  次回の改選時には、実績をもっと書いてもらえるような工夫をしたいと思います。 

委員長  工夫していただきたいと思います。他にないようでございますので、推薦の採決を行いま

す。候補者推薦名簿に記載された、６４名の推薦について、愛知県民生委員・児童委員推薦

基準の適格要件等に照らし合わせて、適格者として推薦することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

【委員全員挙手】 

委員長  ありがとうございました。民生委員法施行令第５条の規定により、議事については出席委

員の過半数で決するとありますので、全員の賛成により、候補者につきましては全員、愛知

県に推薦することと決定しました。なお、候補者未定の行政区分につきましては、先程、事

務局から説明がありましたとおり、候補者が決まり次第、書面にて皆さんの賛否をお伺いし、

推薦会の開催にかえさせていただくという事で、ご了承くださいますようお願いします。以

上をもちまして、議事の全てを終了いたしましたので議長の職を降りさせていただきます。

ありがとうございました。 

福祉課長  ありがとうございました。ただ今、ご審議賜り、ご決定いただきましたとおり、６４名の

皆さんを愛知県に推薦させていただきます。 

  以上をもちまして民生委員推薦会を閉会させていただきます。一同ご起立願います。 

【委員起立】 

福祉課長  一同 礼。 

【委員一同礼】 



福祉課長  ありがとうございました。推薦調書につきましては、回収させていただきます。よろしく

お願いします。 

 


