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第１回木更津市地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員会議事録 

 

日時 平成２８年８月５日（金） 

 午後２時～午後４時 

場所 木更津市役所駅前庁舎 ８階 防災室・会議室 

出席委員 重城 正義 （１号委員）  

鶴岡 静治 （３号委員） 

金綱 房雄 （５号委員） 

重城 弘文 （５号委員） 

高橋 利親 （５号委員） 

関口 由美子（５号委員） 

野中 道男 （５号委員） 

分目 茂  （５号委員） 

北原 美奈子（５号委員） 

斉藤 誠  （８号委員） 

永野 昭  （８号委員） 

田中 幸子 （７号委員） 

事務局 加藤 毅  （福祉部社会福祉課長） 

 板橋 正浩 （福祉部社会福祉課） 

 大野 修治 （社会福祉協議会常務理事） 

 加藤 和子 （社会福祉協議会事務局長） 

 上野 順子 （社会福祉協議会）  

 平野 秀樹 （社会福祉協議会） 

 秋山 由美子（日本地域福祉研究所） 

議題 （１）委員長の選出 公開 

 （２）副委員長の選出 公開 

 （３）地域福祉計画・地域福祉活動計画策定スケジュールについて 

 公開 

 （４）その他 公開 

 

傍聴人の人数  ０人 
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会議の成立について 

 １８名の委員中、石井市枝委員（６号委員）、小熊良委員（６号委員）が都合

により欠席された。会議開始時点で１８名中１６名の委員が出席されたので、附

属機関設置条例第６条第２項の規定により、本会が成立していることを確認。 

 

 

○議題の審議 

 

１ 開会 

２ 委員及び事務局紹介 

３ 議事 

（１）委員長の選出 

委員長が決まるまでの間木更津市の田中福祉部長が仮議長として議事進行

を行う。 

 

田中 仮議長 委員の出席について確認、会の成立には半数以上の出席が必要

ですが本日２名欠席、１６名の出席により会議は有効に成立しています。 

委員長の選任について、委員の中から互選によるとなっています。皆様に

お諮りします。 

（事務局一任との声あり） 

 

田中 仮議長 事務局一任との声がありましたが異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

田中 仮議長 それでは事務局案をどうぞ。 

 

事務局 木更津市議会議員教育民生常任委員会委員長の重城正義氏を委員長

に推薦します。 

 

田中 仮議長 事務局から重城委員の推薦があったがいかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 

田中 仮議長 委員長が選出されたので、ここで重城委員にご挨拶をいただき

ます。 

 

重城委員挨拶 
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委員長を仰せつかって、大変光栄であると同時に重い責任を感じます。 

社会福祉法１０７条に定められた計画で策定せねばならないものと規定

されています。行政と社会福祉協議会が進む道は同じと言うことで一緒コラ

ボしてこうした計画を作ることは大変よいことだとお。行き届かないところ

もあるかもしれませんが、５年間を見据えて向後に憂いを残さずしっかりし

た計画を策定したいのでよろしくお願いします。 

（拍手） 

 

田中 仮議長 それではここで議長を委員長に交代させていただきます。 

 

（２）副委員長の選出について 

重城委員長 委員長が議長と言うことなので議長を務めさせていただきます。 

続いて副委員長の選出についていかがでしょうか。 

（議長に一任との声あり） 

 

委員長 議長一任との声がありましたがよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 

委員長 事務局案をお願いします。 

 

事務局 副委員長については木更津市社会福祉協議会理事の金綱（かねつな）

房雄委員にお願いしたいと思います。 

 

委員長 金綱委員の推薦がありましたがいかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 

委員長 金綱委員を副委員長に決定します。それでは金綱委員から一言ご挨拶

をお願いします。 

 

金綱委員 委員長が元気であることを前提に引き受けます。 

 

（３）地域福祉計画・地域福祉活動計画策定スケジュールについて 

（４）その他 

委員長 それでは議題３．４については関連があるので一括して事務局より説

明を求めます。 
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事務局 通知が遅くなったこと、第１回の開催がこの時期になったことについ

て重ねてお詫び申し上げます。地域福祉計画、地域福祉活動計画を協働して

行うことは決めていましたが、市と社会福祉協議会との協働を具体的にどの

ような形で進めるのかについての調整に時間がかかってしまいまして申し

訳ございません。 

限られた時間ですがコンサルの協力も得ながらより良い計画を策定して

いきますので、ご協力をお願いします。 

地域福祉計画、地域福祉活動計画について、策定の目的、社協と協働で策

定する主旨、計画の概要について、私から説明、次に社会福祉協議会加藤事

務局長から地域福祉活動計画の内容と評価について説明、その後スケジュー

ルを私から説明いたします。 

 

地域福祉計画は社会福祉法１０７条に基づく法定の行政計画で住民、福祉

関係団体、民間事業者、行政が一体となってすべての人々が地域を構成する

一員として、日常生活を営み、社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に

参加する機会を得られるよう市町村が住民、関係団体の皆様からの意見を反

映させながら地域福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項、二つ目が

地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項、３つ目

が地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項について一体

的に策定するものです。 

地域福祉計画の位置づけは市の上位計画である基本計画に基づく福祉の

個別計画であり、保健福祉の各分野の個別計画を横断的総合的に推進する役

割を持っているものです。 

地域福祉活動計画は地域福祉計画で定めた目標を実現するために、社会福

祉協議会が地域住民、関係団体などの意見を反映させながら、具体的な行動

方策を明らかにする計画で、第２次の活動計画については後程社会福祉協議

会から説明します。 

 

地域福祉計画と地域福祉活動計画の二つの計画は関連性が強く地域住民の

生活の質の向上のために地域福祉計画で目標を立て、活動計画で具体的な方策

を明らかにしていきます。市と地域福祉団体の中核である社会福祉協議会が協

力しあって二つの計画を策定していきます。地域福祉計画は福祉部の各課、健

康推進課など、それぞれ所管する個別計画に関する事項、また現在盛り込まれ

ていない生活困窮者支援、民生委員、他の生活分野との連携なども盛り込み、

策定の過程で、皆様から頂戴した意見を福祉行政に反映させていきます。 
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策定にあたり基本となる視点ですが、５つあります。 

１つ目、福祉は日々の暮らしを支えるものなので住民の日常生活の圏域で

の体制を整備し地域に密着した取り組みを重視すること。 

２つ目として生活者の視点に立ち、生活上の課題が生じたときでも自分で

選択が自由にできること、また自分で声をあげられない人の声にも耳を傾け

るなど利用者主体の視点に立つこと。 

３つ目として住民の生活の質を向上させるために、福祉、保健、医療、教

育、就労など多様なサービス提供機関のネットワークを作り、福祉サービス

が効果的、効率的に供給されること。 

４つ目は連携しネットワークを構築しながら官民協働の視点で地域住民、

企業、ＮＰＯなどとともに行政、社会福祉協議会の役割分担をしていくと言

うこと。 

５つ目として自然発生的に起きる住民の主体的な取り組みを尊重し様々

な支援を図ること。 

５つの視点を基本として皆様に忌憚のない意見をお願いします。 

 

現在の第２期木更津市地域福祉計画は平成２４年度から平成２８年度ま

での５年間の計画であります。基本理念は「ともに考え、ともに語り、とも

に支え合う地域の福祉」と定められました。基本理念のもと「風とおしのよ

いまちを創ろう！」「住みよいまちづくりの土壌を創ろう！」「これからを支

える人を育てよう」の３つの基本目標を定めています。それぞれ、合計１３

の基本方針を定め、それぞれに施策の展望を掲げ、ここでは地域福祉の担い

手である地域住民、地域福祉団体などの役割を定めています。 

詳細は地域福祉計画の冊子をご覧ください。 

基本理念、目標、方針は第１期の計画を継承する形で策定してきたので、

１０年が経過しています。第３期は平成２９年度から平成３３年度までの５

年間とし、これを継承するかは白紙でございます。 

 

事務局 

地域福祉活動計画は、社会福祉法１０９条に基づき民間の組織である社会

福祉協議会が活動計画として策定するもので、すべての地域の福祉団体、福

祉事業を経営するもの、地域住民が相互に協力して地域福祉の推進を目的と

する実践的な活動、行動計画です。 

市全体の理念の計画が地域福祉計画であり、それを実現、実行する中核を

なす社会福祉協議会が行動する計画が活動計画です。活動と言う言葉が入れ

ば社会福祉協議会が策定する計画となります。地域住民の福祉課題の把握を
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通して、福祉関係者や幅広い地域の関係者の中で、住民の意向を反映し、課

題を共有し広く参加者の中で活動が展開されるようにしていくことが地域

福祉活動部門の主要な活動の一つです。地域全体の中で議論を深め計画化を

図ることは社会福祉協議会の活動の柱の一つです。市の計画と連携しながら、

地域住民、民生児童委員、ボランティア団体、市民活動団体等幅広く声をか

け、協力を得ながら民間の団体として市との協働の計画を策定していきたい

と考えています。 

本日、活動計画の冊子を配布しています。 

この計画は平成２５年度から平成２８年度までの４年間の計画で、今年度

最終年度です。 

第１次から引き続き、「つながろう木更津」をキャッチフレーズに掲げて

いますが、第３次の計画に向けて、様々な人、機関、団体につながるような

計画を目ざします。 

まだ活動半ばではありますが第２次計画の評価を行いました。手元の資料

の活動計画の冊子、２７ページに３つの重点項目があります。 

「買い物弱者を応援する取り組み」、「ボランティアの育成と参加の促進」、

「後見支援センターの設置」です。 

評価についてはこの三つの重点施策についてだけ説明します。策定計画の

推進部会を中心に評価を出したものになっています。 

この評価が第３次の計画につながっていくものとして今回、評価を提示し

ました。 

２－２買い物弱者について、地域の社会問題としてとらえ、地域住民をは

じめ地域の活動団体、行政、企業等と連携し協働し共通認識のもと買い物サ

ポートガイドブックを策定完了しました。現在、必要な方に配布できるよう、

準備を進めています。 

３－３支え合ってつながる、ボランティアの育成と参加、各種ボランティ

ア講座・企画により希望者を実際の活動につなげるきっかけを提供すること

が出来ました。スキルアップ講座、福祉教育のボランティア講座など現在実

施の真っ最中であります。 

４－１サービスにつながる、後見支援センターの設置、平成２６年度から

設置しています。成年後見制度の相談、支援体制の確立と言うことで、運営

は順調に進んでいます。 

平成２７年度は後見人が不足することを考え市民後見人養成講座を実施

し２５名の受講生がすべて修了しました。平成２８年度は市民後見人の活用

について取り組みを始めました。 

第３次の活動計画について、これからの社会福祉協議会の運営をつかさど
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る大切な計画であり、多くの地域の方々を中心に呼び掛けて意義のある活動

計画を策定していきたいと考えます。 

 

第３次木更津市地域福祉活動計画策定体系図についてですが、木更津市地

域福祉活動計画策定委員会設置要綱の第７条作業部会の設置が規定されて

います。 

社会福祉協議会が事務局となり地区社協活動推進連絡会の組織から、本日

参加しているコンサルにも入っていただき、計画策定受託事業者ということ

でいれさせていただいている、第三次木更津市地域福祉活動計画策定作業部

会を設置し、あらゆる機関からも意見をいただき検討し、第３次活動計画の

策定に取り掛かっていきたいと考えます。 

 

事務局 計画策定スケジュール案について説明します。 

８月５日、本日第１回目の地域福祉計画策定委員会を開催しました。 

８月には庁内担当課の検討部会・社協関係者の作業部会を立ち上げ、情報収

集・調査・分析を行っていきます。 

８月から１０月は並行してアンケート調査の実施・回収・入力・集計・分析、

また、地区懇談会を、１５カ所の地区社協で予定し、ヒアリングを実施します。 

平成２８年１０月には第２回地域福祉計画策定委員会・地域福祉活動計画策

定委員会を予定しており、庁内検討部会、作業部会で検討し、計画の骨子案を

提案する予定です。 

また、１０月には福祉関係団体へのヒアリングを考えています。 

１１月には第３回の策定員会を開催し素案の検討を予定しています。 

１２月市議会に対して素案の説明を行い平成２９年１月にはパブリックコ

メントを約１か月間行い３月には第４回策定委員会を開催し、パブリックコメ

ントでいただいた意見を反映させて修正を行い計画案を策定し、社会福祉協議

会については活動計画を理事会・評議委員会に提案し決定し、市は市長決裁で

決定します。 

庁内検討部会・社協作業部会については必要に応じて随時開催していく予定

です。大変短い期間で委員の皆様にはご負担をおかけしますが、よろしくお願

いします。 

委員長 事務局から説明がありました。意見を求めます。 

 

鶴岡委員 一点目、委員の任期は平成３０年８月までとなっています。計画は平

成２９年３月までに策定するが、策定後私たちがなすべきこと、役割は何でし

ょうか？ 
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計画の策定委員の中に地域団体から出ている人が少ないのではないか、鴇田

（ときた）委員は区長会連合会役員でもいらっしゃるし、まちづくり協議会の

会長でもある、まちづくり協議会は４団体あり、鴇田委員が両方兼ねていると

言うことであればそれでも、良いのですが、間に合えばまち協から１名お願い

しても良いのではないか？ 

３点目はお願いです。スケジュールはかなりタイトなものになっています。

日程大変厳しい中で大きな責任を感じています。ついては第２期計画の第２章、

地域福祉を取り巻く現状と課題は今後の議論の大前提になるものと思う。整理

されているのであれば、課題なども導き出せるのではないか。厳しいスケジュ

ールの中で策定するのであれば、一刻も早く私たちの手元に渡してほしい。 

 

委員長 事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 任期について条例で２年と定められているため、平成２８年８月から

平成３０年８月までとなっています。本来であれば昨年のうちから余裕を持

ってお願いするべきでしたがこの時期になってしまいました。平成２９年度

から計画を開始するので、平成２９年３月に計画策定が終われば、その後の会

議は想定しておりません。 

 

まちづくり協議会からの追加する委員についてですが、即答できないので検

討させてください。 

もし、今回難しければ、次回はまちづくり協議会からの推薦は検討したいと

思います。今回も地区懇談会で地域の声を聴くために１５カ所の地区社協の地

域を回って意見をうかがうことにしており、地域の意見は聞いていきたいと思

います。 

現状と課題の整理については、まだできていませんが庁内検討会で検討して

出来るだけ早いうちにお届けできるようにします。 

 

委員長 鶴岡委員。 

 

鶴岡委員 前回の委員会の時には地域団体、地域福祉団体が入っていた。今回は

作業部会や懇談会があるので、と言うこともあるのかもしれない。委員のバラ

ンスもあるだろうが地域福祉団体ついて今後の配慮を望みます。 

現状と課題については真に実のある計画を立てるには、必要不可欠なもので

あるから是非早い時期にお願いしたい。 
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委員長 委員長から申し上げます。社会福祉協議会の方は出ている。行政は早急

に、と言うことであれば期限を決めておく必要がある。８月いっぱいまでにま

とめて各委員に郵送できますか？ 

 

事務局 社会福祉課以外のところもあるので、早急に検討して８月いっぱいを

目標に事務を進めます。 

 

委員長 他に質問は？無いようであればこれで終了します。 

 

以上 


