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第２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１０月１３日（木） 

 午前１０時～午前１１時４９分 

場所 木更津市役所朝日庁舎 ２階 会議室Ｂ 

出席委員 重城 正義 （１号委員）  

鶴岡 静治 （３号委員） 

鴇田 宏  （４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） 

平野 弘和 （５号委員） 

北原 美奈子（５号委員） 

三好 ひろみ（５号委員） 

斉藤 誠  （８号委員） 

永野 昭  （８号委員） 

石井 市枝 （６号委員） 

小熊 良  （６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） 

 小野 敏明 （日本地域福祉研究所） 

議題 （１）木更津市地域福祉計画・地域福祉活動計画の骨子案について

 公開 

 ①地区社協懇談会について 

 ②ヒアリングについて 

 ③住民意識調査について 

 ④原稿地域福祉計画の達成状況の資料について 

 ⑤地域福祉計画・地域福祉活動計画の骨子案について 

 （２）今後の日程について 公開 

 （３）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、大日方惟忠委員（２号委員）と分目茂委員（５号委員）が都

合により欠席された。小熊良委員（６号委員）と石井市枝委員（６号委員）につ

いては遅刻するとのことであった。会議開始時点で１８名中１４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 

 

委員長  それでは、議題１「木更津市地域福祉計画・地域福祉活動計画の骨子

案について」を議題に供します。事務局の説明を求めます。 

 

事務局  資料の確認をさせて頂きます。「会議次第」、「資料１地区社協懇談会

について」、「資料２住民意識調査について」、「資料３第２期地域福祉計

画の目標の市としての達成状況について」、「資料４地域福祉計画・地域

福祉活動計画の骨子案について」、以上です。 

本日は、木更津市地域福祉計画・地域福祉活動計画の骨子案について

ご審議頂きたいと思います。８月５日に開催した第１回の策定委員会

以降の経過を報告させて頂きます。 

計画策定に向けて、地区社協を単位として、１５地区で懇談会を開催

しました。三中学校区については、１回目で時間が足りなかったので、

明日２回目を行う予定です。また、関係団体についてヒアリングを行い

ました。関係団体へのヒアリングは一部残っているので、今後行う予定

です。また、アンケート調査を市民約 2,000名を対象を実施しました。 

それから、第２期地域福祉計画の目標達成状況について、たいへん遅

くなってしまいましたが、評価を行いました。 

そして本日、骨子案をご審議頂きたいと思います。それでは議題１の

①「地区社協懇談会について」はコンサルの方から説明させて頂きます。 

 

事務局  お手元の資料１の１０ページをご確認頂きたいと思います。地区社

協懇談会の開催の状況です。１５地区で開催し、三中学校区は、時間が

足りなかったということで、明日２回目を行う予定です。参加人数は１

５地区合計で４２５名の参加でした。 

進め方については、資料１の１ページからが地区社協懇談会の趣旨

説明資料です。これを説明しながら、資料１の８ページにある、具体的

な地域の課題を参加者皆さんで話し合ってもらい、その課題に対する
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対策、私たちにできる対策は何かということを話し合ってもらい、出た

意見などはポストイットに記載し模造紙に張り付ける形で行いました。 

その模造紙は今整理している途中ですが、資料１の１１ページから

模造紙を整理したものを一部抜粋で掲載しています。例えば、請西・真

舟地区の懇談会では、災害、高齢者生活、子育て、自治会、生活環境の

各テーマで話し合われ、出た課題とそれに対する対応策を示していま

す。太田中学校地区や波岡西地区での懇談会で話し合われた内容を資

料に示しています。詳細は資料を確認して頂きたいが、見守りの必要な

どについてはよく課題として出ていました。以上です。 

 

事務局  議題１の②「ヒアリングについて」は、地区社協懇談会と並行して行

ってきました。資料について、今日はお出しできませんが、コンサルの

方から説明させて頂きます。 

 

事務局  ヒアリングについては、まだ全て終了していません。それでまだまと

めきれないため、今日は資料がだせない状況です。老人クラブ連合会、

手をつなぐ親の会、身体障害者福祉会の３団体のヒアリングを行いま

した。この後、商工会へのヒアリングなどいくつか予定しているので、

全て終わり次第、まとめて報告させて頂きます。以上です。 

 

事務局  議題１の③「住民意識調査について」、市内無作為抽出で、2,000 名

の方にアンケートを発送しました。有効回答率は 45.6％となっていま

す。対象者の抽出については、地区社協毎の年齢別の人口比率、地区社

協毎の人口の割合で、さらに１６歳以上の方を抽出しました。１６歳以

上という要件は、生活保護の稼働年齢層が１６歳以上であることを勘

案しました。詳しい内容については、コンサルの方から説明させて頂き

ます。 

 

事務局  資料２をご確認頂きたいと思います。これは１０月１１日現在の結

果です。まだ回答の返送はあり、結果の数字は変動します。アンケート

の発送は９月１３日、回答の期限は１０月１日までとなっていますが、

まだ回答が来ていますので、最終的な有効回答率などはこれから変動

していきます。 

調査票の発送件数は 2,007件、その内、宛名不在で戻ってきたのが 5

件です。調査回答数は 918件、無効回答数は 2件ありますが、これはま

だ増えるかもしれませんが、特別養護老人ホームに入所されている方
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が、調査対象となり、ホームの職員が本人は高齢のため調査には応じら

れない旨連絡があり、無記入で戻ってきたものです。この 2件を差し引

いて、有効回答数は 916 件、現在のところ有効回答率は 45.6％となっ

ています。資料２の１ページからが調査票です。資料２の１７ページか

らが、単純集計結果です。先ほど地区社協を単位にとありましたが、資

料２の１７ページの問３でお住まいについての回答状況である問５を

みると圧倒的に持家、戸建て住宅の方が 88.3％ということで多いとい

うことが分かります。資料２の２０ページの問１９は、地域での支えあ

い、助け合いについてどのような援助ができるかを聞いてますが、複数

回答ではあるが、やはり安否確認の声かけ、買い物の手伝いとかが出て

きています。 

資料２の２４ページ、問３４では地域福祉の推進のために市民が取

り組むべきことを聞いていますが、住民同士の助け合いの意識の向上

が 63.9％と回答が多く、次いで家族以外で身近に相談できる人を増や

すが 49.4％で多いことが分かります。調査結果のポイントの説明とさ

せて頂きます。以上です。 

 

事務局  次に議題１の④「現行地域福祉計画の達成状況について」、報告がた

いへん遅くなり申し訳ありません。資料を準備していますが、なかなか

分かりにくいところもあるかと思いますので、担当の方から説明させ

て頂きます。 

 

事務局  資料３をご確認頂きたいと思います。A3版の資料で「大事業」「中事

業」「施策・事業」「施策の概要」という項目があります。関係課のそれ

ぞれの事業計画に第２期計画の市の役割が反映されているかどうか、

コードを附して、ABCD で評価判定しました。それぞれの市の役割につ

いて、Aがいくつ、B がいくつと集計したものが A４版の資料です。A４

版資料の地域福祉計画の基本目標「風とおしのよいまちを創ろう」で、

基本方針「地域の助け合い活動の推進」「地域組織による助け合い意識

の啓発」については、A という評価としました。これが A３版資料だと、

「施策の概要」「社会教育を通じ人権や障害者理解、障害者問題に関す

る学習機会（公民館等の活用）の充実を図ります」が、地域福祉計画の

市の役割ということで Aという評価になります。このように分類し、評

価して、達成状況の７０％以下については、第３期計画でも踏襲すると

考えています。「情報収集活動の充実」「苦情解決の仕組み」「日常生活

自立支援事業と成年後見制度の利用促進」「当事者組織への支援」「ネッ
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トワークづくりとサービスの向上」「誰もが生きがいを持って暮らすた

めの支援」などが第３期計画でも取り組んでいかなければならない項

目となります。以上です。 

 

事務局  地域福祉計画の記載自体が抽象的なので、達成状況の把握に大変苦

労しました。個別計画から達成状況を導きだしたということです。 

 

事務局  最後の議題１の⑤「地域福祉計画・地域福祉活動計画の骨子案につい

て」、資料４をご確認頂きたいと思います。これは国のほうから地域福

祉計画に盛り込むべき内容として示されたものです。これは第３期の

地域福祉計画では反映させていかなければならないと考えています。

詳しくはコンサルの方から説明させて頂きます。 

 

事務局  資料４の１ページをご確認頂きたいと思います。地域福祉計画は、社

会福祉法の第 107 条で定められています。そこには３本の柱があり、

「地城における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項」「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」「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」の３本を法律

上盛り込まなければなりません。その後、厚生労働省から通知が出てお

り、柱が２本追加されました。１つは資料にもある「災害時要援護者対

策」であり、災害時要援護者の把握に関する事項、災害時要援護者の情

報の共有に関する事項、災害時要援護者の支援に関する事項であり、こ

れを地域福祉計画に盛り込まなければならないとされています。 

例えば、他の自治体では、高齢者で要介護３以上、身体障害者手帳所

持者、療育手帳所持者、精神保健福祉手帳所持者などを調査して、名簿

記載の可否を問い、掲載可とした対象者の名簿を行政が作成し、それを

自治会などと協定を結び、名簿を提供するなどが行われています。この

ようなことを、地域福祉計画に盛り込まなければなりません。 

２つは、生活困窮者自立支援方策についても厚生労働省社会援護局

通知がでています。平成２７年に生活困窮者自立支援法が施行され、木

更津市においても相談支援、就労支援、住居確保金の支給など、必須事

業として取り組んでいます。今後、任意事業である子どもの学習支援な

どへの取組みが必要となってきます。 

３つは、社会福祉法が今年の３月に改正され、社会福祉法人の余裕財

産を活用して、社会貢献、地域貢献への取り組みが求められるようにな

りました。社会福祉法人が新しい取り組みを行うと、木更津市に新しい
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社会資源ができるわけであり、木更津市や社会福祉協議会もその社会

資源との連携を図っていくことが必要となってきます。 

４つは、対象者横断の支援体制について、厚生労働省から平成２７年

９月と今年の７月に書類がでています。従来は高齢者支援、障害者支援、

子ども子育て支援など、縦割りの法律毎の施策が進められてきました。

それを対象者横断で、総合的に一括相談できるようにしようという内

容になっています。これは「全世代、全対象型地域包括支援」といわれ

ています。 

また、平成２８年７月には「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部

を厚生労働大臣が本部長となり厚生労働省が設置しました。我が事と

は、住民の方々の支えあいが必要だということであり、丸ごととは、高

齢者支援も障害者支援も子ども子育て支援も一括して相談を受けられ

る体制をつくる必要があるということです。 

５つは、自殺対策計画関連であり、自殺対策基本法が今年の２月に改

正となり、市町村の自殺対策計画策定が義務となりました。木更津市も

作成することになりますが、地域福祉計画とは直接的には関係がない

ものの、現行計画の生きがい対策などと関係してくるところです。 

参考として、来年度の厚生労働省社会・援護局の予算概算要求を載せ

ています。１つは、小中学校区等の住民の身近な圏域で、コミュニティ

ソーシャルワーカーのバックアップのもと住民が地域課題を把握し、

解決する体制を構築することに２０億円、２つは、既にある様々な相談

機関に持ち込まれた困りごとが宙に浮かないように市町村に専門職を

配置することに１０億円、３つは、世帯全体の複合化、複雑化した課題

に対応できる「包括的な相談体制」を構築することに１０億円、４つは、 

先ほど述べた生活困窮者自立支援法に基づく、子どもの学習支援を強 

化することに４４億円が来年度予算として要求されています。 

これらを勘案して、木更津市の現行の計画を活かしながら、新たな要

素、必要な事項を加えていくということで考えています。資料の３ペー

ジから、新たに加える部分を入れています。 

今回行った住民意識調査、住民懇談会、福祉団体ヒアリングを、第２

章第２節及び第３節として盛り込んでいます。第３章の基本理念及び

基本目標は踏襲しますが、基本目標のⅠとⅡを入れ替えました。これは

市が市民の生活の為にこのようなことを行うと述べたうえで、行政の

限界もありますので住民の参加を願うという意味からです。 

第４章に加えたのは、対象者横断のワンストップ一括相談・支援体制

の構築ですが、これは現行計画でも総合相談の機能を検討するとある
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ので、それをさらに一歩進めるということです。そして、地区社協にコ

ミュニティソーシャルワーカーを配置し、対象者横断で様々な人達を

支援する体制、住民の方々の参加を行っていくということです。また、

生活困窮者支援方策として貧困家庭の子どもの学習支援を加えていま

す。６番目として健康づくり、生きがいづくりへの支援で自殺対策との

関連性を加えています。８番目として新たに災害時要援護者への支援

体制の構築を加えています。第４章第２節では、３番目の地域福祉を支

える拠点の充実として、地区社協活動の充実、第４章第３節の地域福祉

の担い手づくりに社会福祉法人の地域貢献との連携を加えています。 

資料の４ページからは社会福祉協議会の地域福祉活動計画ですが、

現行の計画に付け加えるのは、第３章の基本目標・基本計画の目標１の

「福祉への理解を広げていくために」では、小さい頃から福祉への理解

を深めるということから、子ども福祉会議の開催、目標２の「住民意向

を把握し、相談から支援へと結びつけていくため」にでは、地区社協に

コミュニティソーシャルワーカーを配置、目標３の「支えあい、助けあ

いにより地域を活性化するため」にでは、傾聴、災害、後見等の各種講

座の開催と高齢者や障害者などの当事者組織への支援、目標４の誰も

が安心して生活できるためにでは、市民後見の推進と災害時への対応

強化、これらを行政計画と連動して追加しています。重点事業としては、

地区社協にコミュニティソーシャルワーカーの配置、地区社協活動の

充実としています。 

なお、今回の計画では、第１部として木更津市の地域福祉計画、第２

部として、木更津市社会福祉協議会の地域福祉活動計画、第３部として

両計画の推進体制と評価としています。参考資料として両計画の体系

図を載せています。 

計画策定には今後も様々に調整が必要です。特に災害関係では市の

防災関係部署との調整が必要となってきます。本日は方向性として説

明したことを考えているということになります。今後の調整結果によ

っては内容も変化していくことになります。例えば、いきなり１５の地

区社協にコミュニティソーシャルワーカーを配置するのは難しいため、

モデル的にいくつかの地区で行うということになると考えています。

以上です。 

 

委員長  それでは、議事の（１）骨子案について質問を受けますが、まず、①

の地区社協懇談会について、②のヒアリングについて、この２点につい

ての質問をお願いします。 
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金綱委員 計画策定に時間的な余裕があまりないようです。次の策定委員会開

催など、スケジュールを確認してから、議事（１）を審議したほうがよ

いのではないでしょうか。故に、議事（２）の今後の日程についての確

認が先ではないでしょうか。 

 

委員長  金綱委員から、議事（２）から進めたほうがよい旨の提案について各

委員はいかがかでしょうか。異議がないようですので、議事（２）今後

の日程について、事務局からの説明を求めます。 

 

事務局  次回の第３回策定委員会については、１１月２４日（木）午前１０時

から朝日庁舎にて開催を予定しています。その他の日程は、第１回策定

委員会で示した日程から変更はありません。第３回策定委員会で素案

を審議し、１２月に市議会に提出、１月からパブリックコメント、３月

に第４回策定委員会を予定しています。以上です。 

 

委員長  それでは、議事（１）の①と②について質問をお願いします。 

 

金綱委員 地区社協懇談会の中身、意見などで、特徴的なことを説明して頂きた

い。 

 

事務局  共通する意見としては、自治会未加入の課題がありました。資料１１

ページにもありますが、個人情報の関係で課題が多く出ました。支援が

必要な人たちのことが地域では分からないという意見は多く出ました。

高齢者の生活でいうと、買い物、通院などがたいへんとなってきたとい

う意見も多くありました。 

これらの対応策として１人暮らし高齢者の調査をしてはどうかとか、

老人会への参加促進、サロンの開催などが出ていた。各懇談会とも、開

催時間を１時間を予定していましたが、活発な議論が出て１時間３０

分くらいはかかっていました。以上です。 

 

金綱委員 地区社協懇談会で出た課題や対応策などについて、新たな計画に盛

り込んだ項目などはありますか。 

 

事務局  地区社協懇談会は、まだ取りまとめが終わっていません。それを見て

反映させていきたいと考えています。また、住民意識調査や団体ヒアリ

ングも終わったわけではないので、それらの結果も踏まえて計画に盛
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り込んでいきたいと思います。本日の骨子案には、現行計画には含まれ

ていなかった住民意識調査の結果、懇談会やヒアリングの結果などを

盛り込んでいます。以上です。 

 

委員長  よろしいでしょうか。 

 

金綱委員 はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

平野委員 地区社協懇談会の結果の特徴は、地区社協の構成員の特徴によるの

であろうと思います。高齢者問題などが多いです。もっと若者や子ども、

子育て世代などの意見を掘り下げる必要があると思います。 

 

委員長  ご意見ということでよろしいでしょうか。 

 

平野委員 はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

委員長  ないようであれば、③住民意識調査について質問をお願いします。 

 

委員長  ないようであれば、④現行地域福祉計画の達成状況の資料について 

質問をお願いします。 

 

鶴岡委員 現行計画の達成状況について、市としての満足度を伺いたいです。例

えば、達成状況７０％にしても、Dランクが入っています。そして Dラ

ンクには１点が加算されています。そうであれば、Dランクで進んでい

ない、達成されていないことでも、平均を出せば達成状況７０％となる

のではないでしょうか。達成状況の考え方が私とは少し違うため、達成

状況について説明して頂きたい。 

端的にいうと、A ランク B ランクについては達成したからよいとし

て、Cランクと Dランク、特に Dランクについて、今後やるのかやらな

いのか、次の計画に盛り込むのか盛り込まないのか、その辺については

いかがでしょうか。 
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委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  Dランクは全く行っていないということではありません。取り組んで

はいるが、新しい進展がなかったということで、まったくのゼロではな

く、そのような意味で１点としています。Aランクや Bランクについて

も、福祉は実施したらそれで終わりということはなく、故に Aランク B

ランクともに継続するし、計画にも盛り込みます。また Cランク、Dラ

ンクについては特に重点的に取り組むということになると考えていま

す。 

 

鶴岡委員 今後の課題として取り組んで頂きたいです。続いて、資料の施策事

業・事業調査の最後のページで C ランクになっている就労支援と就労

の場の拡充について、障害福祉課や地域自立支援協議会と連携してい

くとありますが、これは就労継続の A 型 B 型などとの関連の話だとは

思いますが、今、国では農林水産省と厚生労働省でいわゆる農福連携に

重点をおくということになっています。実際に就労継続支援事業とし

て、農業分野で市内でも試みがありますので、今後、これについて、ぜ

ひ農林水産課、農業委員会などを含めて、連携についてご検討をお願い

したいという意見です。 

 

委員長  意見ということのため、事務局で対応して頂きたい。他に質問はあり

ますか 

 

重城委員 資料の第２期地域福祉計画の達成状況自己評価の３の地域福祉を支

える拠点の充実について、対象事業数にランク毎の数字がならんでい

ますが、もともとの事業数がいくつで、その内、行ったのがいくつとい

うことで記載しているのでしょうか。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  自己評価の箇所ですが、もともとの第２期の地域福祉計画には具体

的な施策が示されていませんので、評価するにあたり抽象的で難しい

ということがありました。地域福祉計画の下部計画にあたる個別計画

には具体的な施策がありますので、それに基づいて達成状況等を各担

当課にヒアリングして評価しました。地域福祉計画には事業数は記載

されていないため、個別計画の事業数を記載しています。ABCD の評価
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は各個別計画での評価となります。 

 

重城委員 よく分かりませんが、合計の２３事業というのは、もともと計画にあ

った事業数でしょうか、それとも実施した事業数なのでしょうか。 

 

事務局  もともと地域福祉計画には事業数は記載されていませんでした。個

別計画に記載されている事業で、該当する事業を個別計画から引っ張

ってきたということでご理解頂きたいと思います。 

 

重城委員 例えば、達成状況自己評価の３の地域福祉を支える拠点の充実の Aラ

ンクにカウントされている３事業というのは、どのような事業を行っ

たのでしょうか。 

 

事務局  A３版資料の施策事業・事業調査をご確認ください。達成状況で Aラ

ンクから D ランクまで並んでいます。重城委員のご指摘の A ランクの

３事業は、分類番号で「１２３」に該当する事業になります。資料右側

の施策の概要に個別計画の具体的な施策を記載しています。例えば放

課後等デイサービス等利用の促進が、現行地域福祉計画における活動

場所の充実という観点に該当しており、Aランクという判定が出ていま

す。 

 

金綱委員 個別計画、個別計画というが、個別計画を説明しないとよく理解でき

ないです。 

 

重城委員 サロン活動とあるが、例えばどこにサロン活動ができたのか。参考に

見学してみたい。 

 

事務局  個別計画については、現行計画の５ページに記載しています。例えば、

健康推進課の「健康きさらづ２１」、子育て支援課の「次世代育成支援

行動計画」、高齢者福祉課の「高齢者保健福祉計画」「介護保険事業計画」、

障害福祉課の「障害者基本計画」「障害福祉計画」になります。具体的

なサロンがどこかということについては、担当が障害福祉課のため詳

細を把握していません。 

 

委員長  担当が障害福祉課のため、ご報告ということでよろしいでしょうか。 
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重城委員 よくわかりませんが。はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

鶴岡委員 いま説明がありました、それぞれの個別計画の中から、現行地域福祉

計画に該当する事業を、対象事業数として引っ張り出してきたという

理解でよろしいでしょうか。それで地域福祉計画と関連のある事業数

が２５６事業としてあります。そしてそれぞれ評価したということで

よろしいでしょうか。それで、具体的な施策はそれぞれの個別計画にあ

るので、地域福祉計画だけではわからず、それぞれの個別計画を確認し

ないとわからないということでよろしいでしょうか。それで、この２５

６事業の自己評価が、計画どおり、あるいはそれ以上に進んだというの

が、全体の８割ぐらいであり、これが第２期地域福祉計画の市としての

自己評価である。この自己評価が公正に判断されたものであるという

前提に立てば、計画としては、非常によい進捗だったと思います。 

但し、前提条件が、これはあくまでも自己評価であり、第３者が評価

したときに耐えられるものかどうか、客観性を担保したものでなけれ

ば、達成状況は正しく判断できないため、第３期計画においては、目標

値を検討し、進捗や評価が見える化できるような計画が必要だと思い

ます。これも意見です。 

 

委員長  市役所は人事異動があるので、その際は、必ずきちんと引継ぎをして

ください。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

永野委員 現行地域福祉計画の評価は、第３期の地域福祉計画の中に盛り込む

のかどうか。例えば、第２章の第２節住民意識調査の結果、第３節の懇

談会、団体ヒアリングの結果などのように、現行計画の評価を盛り込む

のかどうか伺いたい。 

 

事務局  計画に自己評価を盛り込むかどうかは結論が出ていません。永野委

員からありました、現状と課題として整理する、あるいは先ほど重城委

員からあった具体的な事業なども、全く触れないということにはなら

ないと思いますので、整理して記載していく方向で考えていきたいで

す。 
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委員長  永野委員よろしいでしょうか。 

 

永野委員 はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。ないようであれば⑤地域福祉計画・地域福祉

活動計画の骨子案について質問をお願いします。 

 

田中委員 骨子案にある地区社協にコミュニティソーシャルワーカーの配置と

ありますが、コミュニティソーシャルワーカーとはどのような役割か、

どのような研修が必要か、あるいはどのような立ち位置かなどについ

て伺います。 

 

鶴岡委員 委員長よろしいでしょうか。 

 

委員長  鶴岡委員。 

 

鶴岡委員 関連する質問として、田中委員の質問と併せて、厚生労働省の予算要

求の中に、市町村に専門職を配置とあるが、どのような専門職で、どこ

の所属になるのかなどを伺います。 

 

委員長  関連する質問として田中委員と鶴岡委員からの質問について事務局

いかがでしょうか。 

 

事務局  コミュニティソーシャルワーカーとは、主に社会福祉士です。これは

国家資格です。コミュニティソーシャルワーカーとは、ケアマネジメン

トを基盤とし対個人支援を行いながら、同様の課題を抱える人々を発

見して、その人々を支える地域のネットワークを構築することが主な

機能です。 

介護保険制度でいう生活支援コーディネーターは、地域ネットワー

クづくりが主な機能です。コミュニティソーシャルワーカーは、対個人

支援を行いながら、ネットワークも構築していく機能です。厚生労働省

の概算要求の想定も、おそらく社会福祉士であろうと思われますが、詳

細は明らかにはなっていません。行政職員として採用するのか、あるい

は委託するのか、詳細については厚生労働省からでていません。 
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委員長  よろしいでしょうか。 

 

鶴岡委員 はい。コミュニティソーシャルワーカーを地区社協圏域にそれぞれ

配置するということになりますか。 

 

事務局  例えば、一人のコミュニティソーシャルワーカーが、５地区を担当す

るなど、いろいろな方法が考えられます。これは市のほうがどのように

考えるかを計画に反映させようと思います。 

 

委員長  予算取りの関係もあります。それは別としても手当的なことも勘案

して事務局で検討してください。他に質問はありますか。 

 

重城委員 私は岩根東地区だが、東地区の社会福祉協議会は、民生委員と町内会

で構成されています。そこは、活動も活発ではないし、協力的でもない

ところがあります。このような状況で先ほど来、地区社協という用語が

でてきているが、地区社協に配置となると困ったなという感もありま

す。地区に負担をかけないで検討してもらいたい。 

 

金綱委員 委員長よろしいでしょうか。 

 

委員長  金綱委員。 

 

金綱委員 まったくの同意見です。私も区長で地区社協もあるが、地区社協の実

態としては、敬老会を行っているぐらいです。活動は活発ではない。１

５の地区社協があっても、国や行政が想定している地区社協の実態で

はない。地区社協に配置となると、今回の計画の目玉になります。非常

に心配になります。市社会福祉協議会としても取り組むつもりなのか、

市としても取り組むつもりなのか。心配になります。 

 

委員長  大野常務いかがか。 

 

大野常務 ご指摘いただいた地区社協の実情を踏まえて、新たな方向を市社協

では考えていかなければならないと感じています。今回、具体的な施策

を計画の中に盛り込んで、市と共に取り組んでいきたいと考えていま

す。課題は多くあるので一気にとはいかないが、段階を踏んで取り組ん

でいきたいと思います。 



- 15 - 

 

 

永野委員 委員長よろしいでしょうか。 

 

委員長  永野委員。 

 

永野委員 現在、市の新しい取り組みで、まちづくり協議会を立ち上げようと動

いていますが、このまちづくり協議会が機能していくと、その中に福祉

部とか災害時要援護者への支援とかが機能してくると思いますが、今

回の地域福祉計画の策定にあたり、まちづくり協議会との連携をどの

ように考えているのか伺いたい。また、まちづくり協議会との連携をご

検討頂きたいです。 

 

委員長  今の段階で市民部と協議しているかどうかをまず伺いたいです。そ

して永野委員の質問に、今、現在で回答できるのであれば回答して頂け

ればよいが、回答できないのであれば次回までに検討してもらうとい

うことで、事務局いかがですか。 

 

事務局  まちづくり協議会は市民部が所管で、６地域にできていると聞いて

いますが、現在は市民部と協議はしていません。まちづくり協議会との

連携は必要だと考えていますので、第３期の計画には何らかの形で盛

り込んでいきたい。 

 

野中委員 委員長、よろしいでしょうか。 

 

委員長  野中委員。 

 

野中委員 いま、まちづくり協議会の議論があったが、初耳です。まちづくり協

議会とはそのような立派な組織なのですか。 

 

永野委員 まちづくり協議会は、市がすすめていることであり、今後連携が必要

なのではないかということです。 

 

野中委員 地区社協をまちづくり協議会の中に淘汰しろと聞こえたもので。地

区社協は立派に機能している組織だと思います。 

 

委員長  野中委員の意見はよくわかりました。永野委員の発言はそのような
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意味ではありませんので。 

 

大野常務 委員長、よろしいでしょうか。 

 

委員長  大野常務理事。 

 

大野常務 今は、地域の課題に対して、地域は１つになって取り組むことが必要

であり、それはどのような組織がよいのかはわかりませんが、わたくし

ども社会福祉協議会は地区社会福祉協議会の皆さんと共に取り組んで

きました。これからは行政も含めて、地域が１つになって課題への対応、

あるべき方向、このようなことを考えていかなければなりません。社会

福祉協議会としても行政と福祉部と一緒になって取り組んでいきたい

と考えています。 

 

委員長  みな目指すところは一緒です。 

 

鶴岡委員 委員長、よろしいでしょうか。 

 

委員長  鶴岡委員。 

 

鶴岡委員 まちづくり協議会についてですが、どのような役割でどのような位

置づけで、誤解もあり、共通認識されていないように思います。まちづ

くり協議会はあくまでも、地域の様々な団体の連合体です。地域の課題

に対して、だれがどのように取り組むのか、自分たちで行えることは行

うが、行政でやるところは行政でやってもらうという役割分担も含め

て解決していく、そのような方向性だと思います。先ほどの協議や連携

などについても、地域福祉計画の中に反映をして頂きたいというお願

いです。 

 

委員長  そういうことで事務局よろしいですか。 

 

事務局  はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

斎藤委員 委員長。 
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委員長  斉藤委員。 

 

斎藤委員 地域福祉計画に盛り込むべき事項ということで、社会福祉法人の地

域貢献とありますが、地域貢献とはどのようなことを望んでいるのか

伺いたいです。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  これは社会福祉法人の社会福祉充実計画に該当するものであり、こ

れが社会福祉法人の地域貢献を指しています。これは社会福祉法人の

余裕財産の中から、もろもろの必要経費を差し引いて、なお残ったもの

について、地域貢献に使うようにとなっています。社会福祉法人は非課

税ということもあり、可能なかぎり社会貢献しなさいということにな

っています。具体的には、厚生労働省は、このような事業は該当しない

ということは示しています。施設のスペースを地域に開放するとか、地

域の清掃活動を行うとか、そのようなものが該当しないとされていま

すので、それら以外は該当するということになります。故に、地域に必

要な新たな福祉サービスを行うということになります。詳細は厚生労

働省の通知等を参照ください。 

 

委員長  斉藤委員よろしいでしょうか。 

 

斎藤委員 はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

平野委員 委員長よろしいでしょうか。 

 

委員長  平野委員。 

 

平野委員 今の話で、余裕財産がない社会福祉法人は義務化されていません。大

規模法人は取り組む必要があります。しかし、それにかかわらず、地域

貢献活動は、社会福祉法人の使命としてあると認識している。これから

詳細が厚生労働省から示されて、動いていかなければならないであろ

うと思います。 
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委員長  他に質問はありますか。ないようであれば、議事（２）今後の日程に

ついて質問を受けたいと思います。ないようであれば、私から述べます

が、１点目は、次回は１１月２４日ということですが、資料は１週間前

には各委員に配布して頂きたい。各委員においては、当日までに読み込

んで頂き、当日持参して頂きたい。２点目は、１２月市議会後のパブリ

ックコメントについて、期間が定まっているかと思います。おそらく１

月１７日前後であろうと思われます。事務局は総務課のほうと確認し

て進めてもらいたい。私からは以上です。他に質問はありますか。 

 

金綱委員 委員長、よろしいでしょうか。 

 

委員長  金綱委員。 

 

金綱委員 前回会議の際に、まちづくり協議会から委員を出してもらってはと

いう旨の議論がありました。その際、事務局は保留としたが、その後ど

うなったか伺いたい。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  最初に申し上げるべきでしたが。今回はまちづくり協議会からの委

員選出は見合わせたいと思います。第４期計画の委員会ではまちづく

り協議会からの委員選出について引継ぎをしていきたいと思います。 

 

委員長  金綱委員よろしいでしょうか。 

 

金綱委員 よろしいことにします。 

 

鶴岡委員 委員長よろしいでしょうか。 

 

委員長  鶴岡委員。 

 

鶴岡委員 １点目は、本日の議事の（１）の⑤骨子案については、これは報告な

のか、それとも、この骨子案で進めるということを委員に承認を求めて

いるという位置づけなのか。２点目は、１１月２４日の第３回策定委員

会では、素案の決定をするということでよろしいでしょうか。 
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委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  本日の骨子案は、アンケート調査結果や懇談会結果が反映しきれて

いないので、中間報告的であり、承認を得るものではありません。今後

もご意見頂きたいと思います。第３回策定委員会の趣旨は素案の確定

となります。短い期間で申し訳ないが、素案の承認を頂きたいと思って

います。パブリックコメントについては、基本的には市の地域福祉計画

へのパブリックコメントになります。今回の計画策定は市の地域福祉

計画と社会福祉協議会の地域福祉活動計画を一緒に作っていますが、

社会福祉協議会の計画についてはパブリックコメントには該当しない

と基本的には考えていますが、今日の時点で、一緒にパブリックコメン

トにかけるか、分離してパブリックコメントにかけるかは結論が出て

いませんので、次回会議には方針を出したいと思います。 

 

委員長  鶴岡委員よろしいでしょうか。 

 

鶴岡委員 はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。ないようなので、閉会とします。 

 


