
1 

 

令和元年度第５回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

１ 日時 

令和２年２月７日（金） 14時 00分から 15時 30分まで 

 

２ 場所 

滋賀県庁北新館 中会議室 

 

３ テーマ名 

少子高齢社会に向けた新たなセーフティネットワークの構築 

～「食品ロスの活用」による「もったいない」を「笑顔」と「絆」へ～ 

４ 参加者 

(1) テーマの提案者 

フードバンクびわ湖 

(2) NPO・関係団体等関係者 

淡海フィランソロピーネット 

社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 

(3) 県関係 

滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課 

滋賀県 健康医療福祉部 健康福祉政策課 

滋賀県 健康医療福祉部 子ども・青少年局 

(4) 事務局 

滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1)テーマ提案者から提出理由・趣旨を説明 

昨年9月20日、県庁職員向けのフードドライブを試験的にしてもらい、びわ湖放送に

も取り上げてもらった。 

2018年7月に、フードバンクびわ湖を立ち上げ、今年の7月で3年目に入るので、ＮＰO

法人化の手続きを進めているところ。メディアも含めてフードドライブについて、い

ろんな取材をいただいている。常設を除き、協力いただけるイベントで食品を集める

フードドライブを昨年１年間で計65日実施できた。 

フードドライブのボックスを常設に協力いただけるところについて、最初は、1～２箇

所だったが、15箇所に増えた。 
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昨年1年間で集まった米、水、食品関係が55トン近くになった。 

支援先としては、個人的な問い合わせが大体50件前後、行政を通じた支援として、メ

インは、野洲市、守山市、高島市。社会福祉協議会を通じては各地、団体というの

は、福祉団体や子ども食堂団体、フリースクール運営団体等である。 

どんどん活動の形ができてきており、フードドライブのボックスは15箇所になってい

る。 

最初にパナソニックアプライアンスから備蓄品をいただいたことをきっかけに、企

業の備蓄品をたくさん提供いただけるようになってきている。守山市との連携が進ん

できている。 

2019年の取組で一番うれしかったのは、昨年の9月に県庁で一緒にやったフードドラ

イブで、そのモデルをきっかけに、各市町を訪問した。高島市環境課に動いていただ

き、昨年11月28日に高島市職員向けのフードドライブを実施していただいた。この11

月28日のフードドライブが終わった後、早速1月の広報に掲載していただき、３箇所の

カフェでイベントとして、1月9日から12日まで開催し、その集まった食品を市役所の

入口正面に2週間展示し、広報に協力いただいた。 

フードバンク自体が全国的に周知されてきているが、全国各地のフードバンク自体

が規模の大きいところもあれば、ボランティアの集まりでやっているところがある。

その連携強化を国としても考えている中、仕組みを考えることで、上手く行政と連携

ができるような構想を考えている。フードバンク活動団体自らが、持続可能な資金が

うまく循環できるような仕組み、会費をもらうだけではなく寄附をもらうためではな

く、会費や寄附がなくても動く仕組みを作らないといけないと考えている。 

2020年にNPO法人化させることも含め、今考えている段階である。 

基本フードバンクの活動は、食品を集めるという入口の部分、行政では環境部局での

食品ロスへの取組、食品を配るという出口の部分、行政では福祉部局との連携だと思

っている。LUSHという大手メーカーから116万円の補助金をいただき、今年の6月30日

まで、チラシによる広報費や活動人件費にも出せると思っている。高島市環境課は、

先ほどの事例のように、本当に連携して動いていただいている。来る2月10日のＮＨＫ

からの取材予定があり、そのタイミングで滋賀銀行から備蓄品をいただくことが決ま

っている。 

フードバンクびわ湖の名前を一切表に出さずに、食品ロス削減について考える「食

品ロス削減アイディアソン」というイベントを県の後援をいただきながら、Future 

labという空間で実施を予定している。 

フードドライブについては、常設100箇所、アル・プラザ草津２階で毎月に実施してい

く。フードドライブをスポットで年間総日数100日を目指そうと思っている。 

あと、行政との連携では、広報の力添えをいただきたいと思っている。 

出口では、行政が把握している数字以外に本当に困窮して困っておられる人がどこ
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までいるのかを把握できるかという点。いろんなイベントを一緒にやることで周知活

動することで、フードバンクの存在を知ってもらいたい。 

深刻化する貧困問題があり、生活の苦しい家庭の中には、学校給食のない長期休暇

中に十分な食事をとることができず、健康を損なってしまう子供がいる。そんな問題

を少しでも減らしたいと始まった子ども支援プロジェクトが全国で展開されており、

全国のフードバンクからマニュアル等の資料をいただいている。今年、フードバンク

びわ湖としても、滋賀県でやりたいと思っている。 

近江八幡市へ訪問して、教育長から一緒に何としてでもやろうと言っていただいてお

り、今後近江八幡市長へ訪問する予定である。 

 

(2)対話・協議の内容 

〇フードドライブ的な活動はそれほど実績がなく、昨年の10月に、工場の中で行って

いる秋祭りで、地域の住民の方にも協力いただいてフードドライブを実施したとこ

ろ。 

また、淡海フィランソロピーネットの会員でもあるので、その中で企業備蓄品をど

うやって提供していけるのかというところを検討していきたいと思う。 

備蓄品の担当なので、多少なりともそういうところに関われるかと思っている。 

〇普段から、災害に対する備蓄品というのをある程度蓄えているということだが、そ

の対象は働いている従業員の数となるのか。 

〇社内で決められており、従業員400名弱ぐらい工場なので、万が一何かあったとき

に、１～２日間の食料と水を備蓄している。 

〇従業員の多くは近隣から通勤されていると思うので、結果として地元の住民を救う

ことにもなることになると思う。 

〇従業員のために備蓄していたとしても、災害時に必要がない場合、外部に提供する

ことがことも可能だとは思う。 

〇当社でも災害時の備蓄品は、過去から備蓄を進めているが、定期的に消費期限が来

るため、入れ替えていく必要性が出てくる。過去の考え方では、いわゆる必要無駄と

いう考え方で処理をしてきた。しかし、SDGｓを含めて環境対策をずっとやってきてい

る企業のため、これではいけないだろうと考え、限りある資源を有効に活用していく

べきであるということで、いろんなことをスタートさせている。その中の１つで、災

害備蓄品を無駄なく活用していくため、何かアクションを起こしていこうとして、何

か使い道がないかなということで県社会福祉協議会にも相談しながら、実際に色々な

所で使っていただいた。 

従業員数×3日分の備蓄をしており、たくさんの量がある。消費期限の半年ぐらい前

になると計画的に入れ替えをしており、１回あたり3,000食から4,000食ぐらいの入れ

替えをする必要がある。そのため、年に1回か2回は入れ替えが自動的に発生するの
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で、それをいかにうまく使っていくかを考えている。 

〇行政と企業が災害協定を結ぶ場合があると思うが、そのような協定は結んでいるの

か。 

〇地下水を自前で飲料用水として使えるようにしているので、災害時に、草津市へ提

供できる協定を結んでいる。計算上は、草津市民が日常使用できる量を十分提供でき

る能力がある。 

〇自家発電を一部もっているので、緊急時に東近江市に提供する協定を先日結んだ。 

〇災害備蓄品を提供いただき、子ども食堂フェスタというお祭りをやったときに、子

どもたちに災害時にこういう食べ物があるという紹介も兼ねて景品で渡した。 

子ども食堂への関心が高まってきているのは感じるし、いろんな応援したいと言う

方も多いので、ありがたいけれど大変な状況でもある。県内の子ども食堂は、ネット

ワークに登録されているもので、12月末で129箇所ある。登録していないものも含める

と、県内全自治体に子ども食堂がある。子どもが多いところに集中したり、山間部に

なると集まれる場所もなく、偏りはある。子ども食堂を運営しているのは、ほとんど

が地域の方でボランティアグループを組んだり、自治会、後は一部社会福祉法人と

か、企業である。 

〇社会福祉協議会とともに、子ども食堂を県内に広めていく活動をしており、具体的

には、一緒に啓発イベントや広報活動をともに行いながら、支援をいただく企業や個

人への呼びかけを行っている。 

〇子どもの居場所づくりというのを進めている。社会福祉協議会が子どもの笑顔はぐ

くみプロジェクトを立ち上げて、県も一緒に取り組みを進めているところ。 

子ども食堂300箇所を目指しているが、今129箇所であり、各小学校区に１箇所づつあ

ると、子どもが歩いていける。知事も、昨年4月9日に、記者会見の場で300箇所宣言を

したところで、一緒に社会福祉協議会と取り組みを進めている。 

〇子ども食堂がいろんなところから寄付が集まってきているが、具体的にどういう課

題があるのか。 

〇提供いただいた食料の保管場所や、日持ちしないものは早く調整して渡す必要があ

るとかである。配送と保管場所が課題となっている。 

〇地域共生社会づくりの地域福祉の推進、生活困窮者支援の仕事をしているが、生活

困窮者自立支援は、市においては、市の福祉部局が前面に立っており、県としては、6

町の方々の生活困窮者自立支援の制度を健康福祉事務所の方で対応している。 

災害時の備蓄物資の管理をしており、今年度は実は水だけを入れ替えで賞味期限が

１箇月を切っていたので見合わせたが、去年は県の各所属にも確認し、学校等で備蓄

品を活用した。一昨年は、フードバンクに提供したこともある。来年度も食料品に関

して、入れ替えに伴う廃棄が出てきたら声掛けていきたいと思う。 

〇その備蓄品の対象は誰なのか。 
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〇県民の皆さんが対象。当然市町においても保持している。最初の1日については、県

民の皆さん自らが、2日目、3日目については、物資の供給がしやすくなる部分がでて

くるので、行政が対応していくことになる。関西広域連合からの支援も当然出てく

る。 

県内の倉庫業者に場所を借りて保管している。県内7箇所。各健康福祉事務所に1箇

所は拠点としている。県内である地域で災害があっとしても、ほかの地域から持って

いけるようにしており、県内で1箇所にまとめていくと不測の事態で使えないことも想

定され、分散して管理をしている。 

〇健康医療福祉部の仕事なのか。防災、危機管理の仕事でもあるが。 

〇災害救助は、昔は厚生労働省が所管していたが、今は内閣府に移っている。過去の

経過から健康医療福祉部で今も担っており、災害救助法の関連の備蓄を担っている。

避難所における要配慮者である障害者、高齢者の支援は健康医療福祉部。 

〇ごみの減量、主に３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の啓発を主に行って

いる。このうちの一つとして、食品ロスが大量に発生しているので、それを減らして

いく取組を進めている。昨年、県庁職員を対象としたフードドライブを健康福祉政策

課と協働で実施をし、ニュースにも取り上げられた。結果、認知が進み、県職員の意

識も少しは変わったのではないかと思っている。 

滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会には、全市町、食料品小売店やホーム

センターなどの事業者、食品関連団体・消費者団体が参加しており、年２回ほど会議

をしている。そこでフードドライブの結果等を共有した。 

〇フードバンクは聞いていたが、フードドライブというのは、県庁で実施するときに

初めてその言葉を聞いたと思う。家の中で、いただき物とかで、多分食べないものが

出てきた。同居している息子夫婦からも出してもらった。そういうことを考えるより

機会となった。 

〇フードバンクは、20～30年前にアメリカのニュースということで聞いたことがある

と思う。教会で食品を配っており、日本でも同じような状況になってきているのは残

念なことだと思う。 

いろんな機会にどんどん実績を一つの実績を積み上げていくことで、できていくこ

ともあると思うので、このような場やイベントで協力できたらいいなと思う。 

〇企業との連携をすることは非常に大きいポイントだと思う。今後、企業との連携を

どう広めていくか点。それから、２つ目にはいろいろなところで、災害備蓄という観

点が今回新しくでてきた。それから、３つ目には、県としても子ども食堂を300箇所に

増やそうとしている。学校機関との連携をお願いしたいと思う。教育委員会も含め、

フードバンクと連携している自治体は積極的だと思うが、まだまだ他の自治体があ

り、そういったところとどうやって連携していくのかが課題だと思う。小学校区は300

あるのか。 
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〇市町村合併もあって、今の小学校は223校だが、なかなか歩いて行けないが、昭和３

５年ぐらいは291校あり、歩いて行ける範囲ということで300箇所としている。 

〇今日、2時間かけて、250ケース、6,000本のジュースを受け取ってきた。来週もドリ

ンク、飲み物を4,000本ぐらい提供いただく予定。全国のフードバンク推進協議会とい

う組織があり、そこがクラウド上で必要なもののリストがあり、欲しいものを要求

し、提供されたものである。各フードバンクが想定以上に欲しいと要求があれば、本

部で均一に配分される。その中には、食べ物だけはなく、子どものおもちゃや衣類も

あり、企業からもらってもらえそうなのでということで提供がある。でも、やっぱり

多いのはドリンク、アルファ化米。 

〇どこに受けておりに行くのか。 

〇基本的に提供元に会社が運送してくれる。野洲、守山の保管施設に受け入れ、3月か

らは高島で100坪ぐらいの広いスペースの保管施設を設置予定。彦根でも、お寺の住職

から場所の提供をしてもよいと言っていただいている。大津のＮＰＯから、場所の提

供と食品の一部を提供できると言っていただいている。 

県や各市町含めて、備蓄品がいつ提供してもらえるのかわかると、見込みが立てられ

る。 

入口の活動をしているが、出口の活動もしたい。出口に関しては、なかなか行政と

の連携が難しい。それは、本当に困っている人が行政に相談している件数がまだまだ

少ない。 

野洲市だけ、非常にイレギュラーであるが、ほぼ毎週支援をしている。もちろん持

っていく数は30食、40食程度ですけど、一世帯当たり、５食、6食渡してもすぐになく

なる。守山市では、10日に1回ぐらいのペースで持っていくようになった。緊急支援は

まだまだ少ない。個配と言って、直接相談を受けて配りに行っているのは、車で生活

している人とかである。あと、個人情報がわからないので、家に行って本当に困窮さ

れていると思うときもあれば、実は生活保護世帯であったということもある。全国の

フードバンクでうまくいった事例として報告に挙がるのは、行政が福祉の部分で窓口

になっているところ。 

フードバンクという名前なので、食品を集めることを主たる活動にしたい反面、出

口をもっと開拓していきたい。 

〇野洲市の連携先はどこか。 

〇野洲市は市民生活相談課だったと思う。 

〇市の生活困窮者の自立支援制度の担当者と話していると、食料を届けるのが目的で

はないと。対象者は経済的な貧困、繋がりの貧困があり、繋がりの貧困では、食料だ

け渡したら解決するものではない。その方が置かれている背景を探りださなければい

けない。食料支援はその時のきっかけになるが、目的ではなく、渡したときにコミュ

ニケーションして、ほかにどう困りごとがあるかを明らかにしていく。野洲市はその
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ようにしていると思うし、他の市町もそうしていると思う。その方は仕事がないの

か、障害を抱えているが生活保護の申請に至っていないのかと、そこを見出すのが福

祉の担当職員の力だと思う。 

〇全国で、フードバンクと一番連携しやすい事例が、子ども支援プロジェクト。連

携、周知活動がまず大事で、集まったものがどこに行くかっていう明確なゴールが見

えるので、企業、地域の皆さん、民政委員さん含めた自治会レベルの皆さんも協力し

やすいと思う。 

子ども支援プロジェクトで、夏休み、冬休みの食べ物、給食に代わるお昼ご飯を用

意する。やり方は、県によってバラバラ。食料を渡すか渡さないかというルールはフ

ードバンクでは決められないので、地域ごとに違うと思うが、基本的に全ての情報を

持つ行政サイドで何件やるのか、その基準をどうするのかと決めてほしいと思う。 

まずやるということ前提で、仕分けをするための場所と人と届ける段ボール、届ける

送料をどうやって集めるのか、行政の考えだと予算となるが、クラウドファンディン

グやふるさと納税の活用もある。実際ふるさと納税で資金を集めてある団体もあり、

資金の集め方をちゃんとみんなで考え、その集めることを誰がするのかっていう役割

を明確に事前に決めておく必要がある。近江八幡市教育委員会がやると言っても、ど

こかの小学校１箇所だけでやろうとなっても、ゴールではないが、やることに変わり

はなく、やりたいと思って今話をしているところ。問い合わせの窓口を１箇所設ける

必要があるので、その辺を職員さんが動いてくれるのかどうかも含め、学校の校長レ

ベルの判断もあり、どこまで協力してくれるのかというこうところ。時間はかかるも

のの、やることを前提に持ち掛けている。 

〇今問題は、住民が何に困っていて、どういう状態にあるかという地域の状況の把握

がなされていないという場によく出くわす。市町村合併があり、基礎自治体と住民の

距離が近くない。少子高齢化もあり、地域の結びつきも弱くなってく一方、地域の把

握というのが非常に脆弱だと感じる。その中で、貧困と言っても、いろんな要因が複

合的に重なっており、そういったものに対して、個人情報保護の観点から、介入しな

いということが結構ある。こういう困窮者自立支援に役所からどのようにアプローチ

しているものか。 

〇基本的には相談が前提。税や水道料金の滞納とか、そういったところから、生活に

課題があると見出されてくる。例えば、税の減免だけはなく、その方の生活をいかに

変えていくのかというときには、福祉分野も一体でやっていく必要がある。生活困窮

の方、生活保護の方について、それを利用しているかどうかというのは非常にデリケ

ートな問題となる。この人は生活困窮者の対象者なので支援が必要だと出すことは難

しいし、子ども食堂の関係でも生活困窮家庭の子どものみを対象とすると、子どもた

ちも参加しにくい。区分をつけないで取り組んでいる子ども食堂の方が非常に生き生

きと地域の中で活動している。生活困窮の対象者かどうかよりも、その繋がりを作る
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ためのフードバンクの関わりをどこに見いだすとかと思う。 

〇企業としては、どちらかというと、子ども食堂のようなところに物資が行くこと

が、一番わかりやすくて、成果を公にできる。どこの企業も同じだと思う。 

備蓄品の話で、昔は備蓄品というと、乾パン等の生きるために最低限必要なものと

いうイメージだったが、今後、フードドライブ的なことをやっていこうとすると、備

蓄品自体の見直しをして、普通に食べておいしいものを蓄えていく必要があると思っ

ている。 

〇企業が備蓄品を使わずに廃棄すると、産業廃棄物となってしまう。何もしなけれ

ば、産業廃棄物になるものが、有用に活用されるのであれば、大変ありがたい。企業

の中で、そのまま消費したらいいという話もあるが、従業員に対する現物給付にな

り、単純に配ることはできない。産業廃棄物とするのではなく、きちんと有効に活用

できるところに渡したいと思う。 

備蓄品は、当然消費期限が来るし、入れ替えるタイミングっていうのを決めている

と思う。当社では、だいたい半年を目安にしており、ある程度計画的に行っている。

使われ方がはっきりしているところに提供できる仕組みができると大変ありがたいと

思う。そういうルートができ上がると、他社もそのルートに乗せていくことが可能と

なると思う。 

産業廃棄物になるものが、社会の役に立つ。社会貢献になり、180度価値が変わる品

物として使える。企業の立場からは、ルートが明確になればいいと思う。 

〇食品関連事業者からは、廃棄物の処理費用はかかることや、イメージが良くないこ

とから、これを有効に活用してもらえるのであれば、ぜひ使って欲しいということを

よく聞いている。フードドライブについては、食品を捨てるのは気持ちが良くなく、

子ども食堂等で使ってもらえるのは、気分もいいし、いいことしていると思えるの

で、気づきの面ではすごく意味はあると思う。フードドライブでは、不要となったも

のを持って来てくださいと言うが、ある方が不要なものではなく、私は食べて欲しい

と思うもの持って行きたいと言っておられて、ごみの減量から一歩進んで、そういっ

た考えを持っていただけたというのも大きな成果だと思う。 

〇夏休みなどの長期休暇は、見守りが途切れる時期でもあるので、子ども支援プロジ

ェクトをきっかけに子ども食堂同士がつながれたり、見守りを継続できたりできるの

ではないかと思う。 

郵送もいいが、民政委員とかでも何もないと訪問できないが、子ども食堂のチラシが

あると訪問するきっかけのツールにもなると思う。 

〇届けているフードバンクもあるが、そうなると別の協定を結ぶ必要がある。民生委

員も非常に忙しい。 

〇子ども食堂に提供いただく食品は賞味期限が短いものが多いが、本当はまだ商品と

して出せるものをわざわざ用意してくれる場合もある。子どもたちに食べてもらうな
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ら、こっちのほうがいいと。子どもというワードが出ると、支援が集まりやすいと感

じている。 

〇子ども支援プロジェクトの資料を見て、貧困世帯を対象とするのはなかなか難し

い。申請とかになると、親を通じてとなるが、なかなか親自体が、貧困を認めず、子

供の貧困は見にくいものがある。子ども食堂のように、地域の中で長期休暇中に誰で

も参加できる場所で食事を提供できるように、そこでフードバンクで集めた食材を使

って何かできるのか、児童館だったり、公民館だったり、夏のプール教室とかで食事

できるような形でやっていくのがいいと思った。 

〇子ども食堂は、いろんな子供や多世代の人が利用できる場所ということで、いろん

な気づきの場になるというか、課題を深刻化させないまでに何か支援に繋がる場とい

うこともあるので、子ども食堂がこういったプロジェクトとかと繋がるとすごくよい

と思った。 

〇学校を通じたチラシの配布や、先生がたくさん来てくれる学校もある。 

〇教育委員会と上手につながっている事例を知りたいし、県内の他のフードバンク活

動されている団体で上手につながっているところがあれば知りたい。 

〇京都市のセカンドハーベストというフードバンク活動団体は、京都市内の小学校で

何か紙を配って、先生がそれでもって支援申請していると聞いた気がするので、この

ような事例を参考にしていけたらと思う。 

〇今の時代、単独の主体だけでは担うということは難しくなってきている。人もお金

もない時代のため、みんながいろんな力を持ち寄って、地域を守っていくしかないと

思う。フードバンクというところから始まっているが、お互いに連携し合えるところ

があるはずだと思う。でも、そこで行政の縦割りだとかではなく、いろんなところは

譲り合って、うちは関係ないということではなく、何とかしてお互い、持ちつ持たれ

つ、ウインウインなところを模索していく流れがあると進んでいくのではないかと思

う。 

〇個人的な相談を受ける件数が、おかげさまで増えてきている。背負い切れないぐら

いの相談がある。社会福祉協議へつなげられるネットワークがあり、つなげている。

あくまでフードバンクの仕事をしたいと思う部分もあるし、どうしても行政がやるべ

きところの部分に企業はなかなか入りにくい。だけど、明確な目的で、教育とか、子

供たちの学びの場になると違ってくる。 

ごみになる手前に、皆で食べるものに変えようと、食品ロスを地域の資源へという

キーワードで活動している。そういった教育になる学びになるものにして、それを地

域みんなでやろうというスタンス。子ども支援プロジェクトは全国で動いているが、

例えば、滋賀では、子どもだけはなく、すべての世代の方にこういう状況に置かれて

いる人に対して、夏休みと言わず、この強化月間という中で決めてでも救ってみて、

実際救えるなら、県全体でやればいいというようになればいいと思う。 
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どこかでまずやってみないと、声も形も結果も見えない。滋賀県あるあるだと思う

が、誰かがやると応援してくれるが、やらないと叩かれてしまう。そのため、やりた

いと思う。今、教育委員会にアプローチしているのは、学びを知ってもらう機会にも

したいし、時間かかってでも、もっと食育のことから始めていく必要がある。個人的

に個配で持って行くお母さんにお米を持っていくが、お米はいらない、アルファ化米

か電子レンジでチンするご飯が欲しいと言われる。便利な方がいい反面、それが親と

しての子どもに対する食べ物を準備することになるのかと思う。お米を喜んでもらい

たいと思う。 

野菜についても、農家とのネットワークは持っているが、情報の共有、つながりと

やり方とルールさえ決めれば、すぐできるはずなので、できない理由や事情を置いて

おいて、何のために、いつまでに、誰が何をするかという明確的な目標を立てる必要

がある。 

そういったところで、協働プラットフォームが、変わる一つの手段になればと思

う。 

〇協働の例として、東近江市で、生活協同組合と行政が連携している例がある。今ま

で、介護用品の補助金を家族が申請して、市役所に取りに来るという方式だった。こ

れは、手間がかかるし、介護者も窓口に来るのが恥ずかしかったことがあった。生活

協同組合は大体宅配を行っているため、この業務を生活協同組合に委託するようにし

た。普通に宅配を受け取るように申請して、配達員の方が物資を渡してくれる。役所

も窓口の手間が省けた。これは、１つの連携であり、いろんな連携が考えられる。今

までの感覚で捉えないということが一番大事だと思う。 

近江八幡市でモデルケース、一つの成功のパターンというものをつくっていただけ

れば、先ほどもあったように、必ず他でも真似をされる。この東近江市の取組は、周

辺の自治体でも行っている。 

教育委員会にも、この議事要旨を渡して、共有をしていただきたい。 

野洲市の動きが目立っているというのは、貧困率の裏返しだと思うし、現場の先生

は、本当は困っていると思う。 

            （了） 


