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第３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１１月２４日（木） 

 午前１０時～午前１１時３０分 

場所 木更津市役所朝日庁舎 ２階 会議室Ａ-1 

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） 

石井 市枝 （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） 

 加藤 和子 （社会福祉協議会事務局長） 

 上野 順子 （社会福祉協議会事務局） 

 平野 秀樹 （社会福祉協議会事務局） 

 秋山 由美子（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素案について 公開 

  （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（第２号）、鴇田宏委員（４号委員）、平野弘

和委員（５号委員）、三好ひろみ委員（５号委員）、小熊良委員（６号委員）が都

合により欠席された。金綱房雄委員（５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１２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「地域福祉計画・地域福祉活動計画の素案について」

を議題に供します。事務局の説明を求めます。 

 

事務局  本日は地域福祉計画、地域福祉活動計画の意見公募の為の素案をご

審議頂きます。まず、これまでの経過を報告させて頂きます。８月５日

に第１回の策定委員会を開催し、その後、計画を策定する為に１５地区

において地区懇談会を開催しました。また市民約 2,000 人を無作為抽

出で住民意識調査を実施しました。また前期計画の達成状況について

精査しました。 

また、第２回策定委員会を開催し、地域福祉計画、地域福祉活動計画

の骨子案をご審議頂きました。本日は第３回の策定委員会について地

域福祉計画、地域福祉活動計画の素案をご審議頂きたいと思います。素

案の概要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  事前に資料は送付しているということで、前回策定員会の報告から

変更になった箇所を中心に説明させて頂きます。目次は４ページにわ

たっていますが、目次の概略については、第１章、第２章については計

画の全体の位置づけ、木更津市の現状と課題、第３章、第４章は市の地

域福祉計画について、第５章は社会福祉協議会の地域福祉活動計画に

ついて、第６章は計画の進行管理についてという構成になっています。 

１ページ「計画策定にあたって」の「地域福祉をどのように捉えるの

か」については、ここはしっかりと捉えておきたいということで明確に

しました。１ページの下段「地域福祉とは」から２ページの上段まで明

確に記載しました。次に３ページ「地域福祉をめぐる国の動向」につい

て、直近の国の動向について触れています。３ページの下段「新福祉ビ

ジョン」、４ページ上段「一億総活躍プラン」「『我が事・丸ごと』地域

共生社会実現本部」などについて記載しました。 

次に１１ページ「計画の期間」について、平成２９年度から平成３３
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年度の５年間としています。１２ページから２４ページは木更津市の

現状について記載しています。写真などについては、今後差し替えたい

と考えています。２０ページ「生活困窮者の状況」について、平成 27

年度本格実施となった生活困窮者自立支援の状況について追加で記載

しています。２３ページ「高齢者世帯の状況」について、前回は「高齢

者の社会的孤立の状況」となっていましたが変更しました。孤立化の状

況については９行目から記載しています。また、前回の骨子案では「買

い物弱者」について記載がありました、買い物弱者については市社会福

祉協議会が買い物サポートマップを作成して取り組んでいる為省略と

しました。２４ページ「木更津市の福祉関係予算の状況」について、こ

こ数年をみても一般会計、特別会計共に増加していますことを記載し

ました。２５ページ「住民意識調査の結果と調査結果からの課題」につ

いて、新たに記載しました。先ほども報告があったように調査票を２０

０７件送付し、４６．５％の有効回答を得ています。結果の詳細につい

ては別途報告書を作成中であり、一部抜粋しましたものを掲載してい

ます。２６ページ「地域で問題と感じていますこと」は、最も回答が多

かったのは「防災、防犯」です。 

２８ページ「地区懇談会・福祉団体等ヒアリングの結果とそこから見

えてくる課題」について、新たに記載しました。１５地区での懇談会と

福祉団体へのヒアリングを行い、住民の皆様から様々なご意見を頂き

ましたことを感謝しています。詳細については別途報告書を作成中で

す。地区懇談会においても「防災・防犯、災害時の対応」に関する意見

が多く出ました。 

３２ページ「福祉施策の現状と課題」について、前期計画までは市と

市社会福祉協議会は別々で計画を策定していたため、それぞれにこの

項目が記載されていましたが、今期計画はそれを１つの計画として策

定することになっていますので、「福祉施策の現状と課題」については

一本化しました。現状としては「身近な近所のつきあい」について「親

しくしています近所の方がいない」との回答が３６．４％であり、前回

よりも５．５ポイント増加しています現状があります。３８ページ「健

康づくり、介護予防、生きがいづくりへの支援」について、介護予防の

重要性を明記しました。４３ページ「第２期地域福祉計画の評価」につ

いて、前期計画の評価をしていますが、現在修正中でありますことをご

了承願います。 

４５ページからが、今回の市の地域福祉計画の基本理念と目標です。

４６ページに基本理念「ともに考え、ともに語り、ともに支え合う地域
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の福祉」を記載しました。４７ページ「基本目標」について、「Ⅰ住み

よいまちづくりの土壌を創ろう！」は、前期計画では「Ⅱ」でありまし

ましたが、まず市が基盤整備に取り組み、そのうえで市民が主体的な活

動を行うという観点から順序を入れ替えしました。 

５０ページ「木更津市の福祉圏域（日常生活圏域）」について、市民

に身近な日常生活圏域として１５地区を明記しています。５１ページ

がそれらを示しました地図です。 

５３ページは地域福祉計画の体系図であり、この中の基本方針につ

いて個別に説明します。５４ページ基本方針１「対象者横断のワンスト

ップ一括相談・支援体制の構築」について、これまでは「サービス相談

窓口の充実」となっていましたが、最近の国の動向などを踏まえ明確に

しました。 

他の自治体と比して先駆的であり、コミュニティソーシャルワーカ

ーの配置について明記しましたことも同様であり、木更津市の計画の

特徴です。また、前期計画までは市の役割、市民の役割など記載されて

いましたが、今期計画では省略しています。５５ページの「対象者横断

の相談・支援体制、コミュニティソーシャルワーカーの配置」、５８ペ

ージの「生活困窮家庭の子どもの学習支援」ついては主要事業と位置づ

け、実施スケジュールを明記しています。 

５７ページ基本方針２「生活困窮者自立支援の方策」について、これ

は新たに記載したものです。５８ページに今後の展望として、生活困窮

者自立支援の任意事業である「生活困窮者家庭の子どもへの学習支援

の取り組み」に取り組むということを明記しました。これも木更津市の

先駆的な取り組みといえます。 

６２ページ基本方針６「健康づくり、介護予防、生きがいづくりへの

支援」について、介護予防を重視し、今後の展望として「予防可能な生

活習慣病の発症予防と重症化予防の取り組みの推進」として、生活習慣

病の予防を中心とした保健活動を明記しました。 

６５ページ基本方針８「避難行動要支援者への支援体制づくり」につ

いて、地区懇談会や住民意識調査から挙がった課題を反映させ、新たに

基本方針として明確にしました。 

６６ページ基本理念Ⅱの基本方針１「地域コミュニティの活性化と

活動拠点の充実」について、住民意識調査から近くに話す人がいないな

どの状況を踏まえ、取り組んでいかなければならないこととして明記

しました。６７ページ基本方針２「地域の助け合い活動の推進」につい

て、主な取り組み内容として「児童・生徒・市民への福祉学習の推進」
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としています。これは基本理念Ⅲの基本方針１「地域福祉の担い手づく

り」に記載されていますが、地域の支え合い活動の推進においても位置

付けていくほうがいいため再掲しています。７０ページ基本方針３「社

会福祉法人と連携しました小地域活動の推進」について、先般社会福祉

法が改正され、社会福祉法人の地域貢献が求められることから、社会福

祉法人と連携を図る必要があることから、今回計画に新た項目として

明記しました。 

７１ページ「第５章木更津市地域福祉活動計画」について、ここから

が市社会福祉協議会の地域福祉活動計画であり、これまでは市の計画

と別々であったため、それぞれに背景や現状や課題などが記載されて

いましたが、今回、両計画を一緒に策定するということから、重複する

箇所は削除しました。７２ページ「４つの基本計画の中の主な個別事業

の評価」について、第２次計画の評価を新たに記載しました。カラー版

など広報の充実、買い物サポートガイドブックの作成による買い物弱

者の支援、傾聴ボランティアの活動の支援継続などを評価として記載

しました。７６ページには平成２６年度に開設した成年後見支援セン

ターを中心に、日常生活自立支援事業、市民後見人の育成などへの取り

組みを評価として記載しました。 

７４ページ「計画の目指すもの」について、基本理念は市計画と同様

です。７５ページ「基本計画と具体的事業」について、これまでの計画

では具体的事業を表にして、その中に重点事業として記載してきまし

たが、今回は４つの項目を踏襲してその中に具体的事業を記載しまし

た。新たな事業として「地区担当コミュニティソーシャルワーカーの配

置」「住民懇談会の開催」「災害ボランティアセンターの運営」「社会福

祉法人の地域貢献との連携」などを位置付けています。 

７８ページ「社会福祉協議会の組織強化」について、これまでは「財

政基盤の強化」としていましたが「社会福祉協議会の組織強化」と変更

して新たな項目を記載しました。住民意識調査からは社会福祉協議会

の認知度について低かったため、「社会福祉協議会の認知度の向上」と

して目指していくこと、「社会福祉協議会の体制強化」として法人経営

の考え方を明確にして事業評価などに取り組んでいくことなどを記載

しました。 

７９ページ「職員の資質の向上」について、社会福祉協議会職員の地

区担当制を導入していくことなどを記載しました。８０ページはこれ

ら市社会福祉協議会の地域福祉活動計画の体系図です。 

８１ページ「地域福祉計画と地域福祉活動計画の推進について」では
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計画の進行管理を行うことを明確に記載しました。以上です。 

 

委員長  議題１について質問はありますか。 

 

関口委員 説明を聞いて、地区懇談会や福祉団体ヒアリングの結果を反映して

いることは理解できましたが、市のほうで策定している、例えば「子ど

も・子育て支援事業計画」や「健康きさらづ２１」などの計画における

課題や取り組みとの整合は図られていますか。また、子育て支援、地域

の子育ての課題、例えば待機児童の問題や児童虐待や夜遅くまで子ど

もが起きていて、朝ごはんも食べないでいるとか、数多くの課題がある

と思うが、これらの課題が今回の計画では明確ではないと考えるが、実

態に即した計画となるよう、子育てに関する課題などのもう少し記載

があってもいいと思うがどうでしょうか。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  ８ページに個別計画との関係性として記載しており整合性は念頭に

あります。また子育てに関する課題等も３９ページに記載しています

が、今後、検討して書き込めるものは書き込んでいきたいと考えます。 

 

委員長  関口委員、いかがでしょうか。 

 

関口委員 はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

田中委員 細かいことですが、２９ページ上段は文字がずれています。 

 

事務局  修正します。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

鶴岡委員 素案の全体的な質問でしょうか、それとも個別的な質問でしょうか。

どちらでしょうか。 

 

委員長  総体的に質問をお願いします。 
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鶴岡委員 地域福祉の対象者は市民全てということが大前提となっていますが、

そうであれば、市役所のすべての部局の対象が地域福祉の対象という

ことになるのではないか。社会的弱者のみではなくすべての市民とな

ると対象が具体的ではないと考えるがどうでしょうか。社会的弱者に

対して集中的に取り組むということのほうが具体的ではないかと考え

るがどうでしょうか。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  すべての住民とは、例えば元気な高齢者も含めて考えています。地域

の元気な高齢者にも地域福祉の活動に興味を持ち、参加して頂きたい、

そのような地域コミュニティをつくって頂きたい、一人一人が主役と

なることを目指しました計画として考えています。 

 

鶴岡委員 今のお答えを伺い、改めて思ったが、地域福祉計画が対象とするいわ

ゆるすべての人々というのは、高齢者の要援護者もそうでない者も、児

童福祉では要援護とそうではない児童もすべてを含めて対象者という

ことでいいのでしょうか。そうだとしたら、例えば、委員長のような高

齢者にも該当しない、一般の市民を含めて対象ということでしょうか。 

 

事務局  委員長含めて全て対象と考えています。委員長のような方には、地域

の中で様々に組織化などを担って頂きたいと考えるからです。特に市

社会福祉協議会の地域福祉活動計画はそのようなことも視野に入れて

います。 

 

事務局  広くいえば対象になるが、社会的弱者が対象となると考えます。今の

議論は、地域福祉の担い手として必要であろうという議論と考えます。

また、今は健常者であっても今後はどうなるかわからない、そういう意

味では対象となると考えるが、実際に必要となるのは社会的弱者と考

えています。その辺りが理解しにくいということであれば、６ページ

「地域福祉の対象」の記載内容を修正したいと思います。 

 

委員長  鶴岡委員いかがでしょうか。 

 

鶴岡委員 事務局の回答を聞いて理解できました。すべてが対象というところ

だけをななめに読まれて取り上げられてしまうと、誤解が生じるかと
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思い発言しました。了解しました。もう１点よろしいでしょうか。 

 

委員長  どうぞ。 

 

鶴岡委員 他市の先行計画を見れば、目標に対していつまでにどのくらいとい

う具体的数値が明記されています。例えばコミュニティソーシャルワ

ーカーの配置としても何年度までにどのくらいという数値、可能な限

りでの目標値を書き込む必要があるのではないかと考えるがいかがで

しょうか。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  コミュニティソーシャルワーカーの配置については５５ページに記

載しており、平成２９年度は実施に向けた準備であり、ここでいつまで

に何人ということを検討することを考えています。 

また、７６ページにコミュニティソーシャルワーカーのモデル配置

と記載しています。しかし、数値などは明確に出すことができないでい

る為、平成２９年度に検討したいということです。 

 

委員長  鶴岡委員いかがでしょうか。 

 

鶴岡委員 例としてコミュニティソーシャルワーカーの配置を取り上げたが、

計画全体として具体的目標数値、達成年度などを書き込めるものがあ

れば書き込む、あるいはその努力が必要ではないかと思い、意見として

申し上げた。もう１点よろしいでしょうか。 

 

委員長  どうぞ。 

 

鶴岡委員 計画の期間についてだが、今回も５年と設定しています。今、事務局

から回答があったように、準備期間の中で目標値などを検討するので

あれば、逆に期間を短くして、３年なら３年で方向性を検討しました後

に、具体的に展開するという手法もあるのではないでしょうか。また、

様々な状況や課題が目まぐるしく変化していくなかで５年という期間

は妥当かどうか伺いたい。 

 

委員長  事務局いかがですか。 
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事務局  ５年間でいいかどうかという議論はあります。故に、１１ページにて

進捗状況や社会情勢等の変化に応じて必要な見直しを行うとしていま

す。今のご意見はしっかりと受け止めていきたいと思います。 

 

事務局  ８１ページの進行管理にて、仮称であり具体的な組織はどうなるか

は今後検討しますが、地域福祉推進協議会を立ち上げて、進行管理を徹

底して行っていきたいと考えています。 

 

委員長  成果的なことを見極めていかないといけないと考える。最終的な策

定までには少し時間もあるので数値的なことを記載できるのであれば

努力してほしい。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。 

 

金綱委員 ５４ページの下段「複数の地区社協単位に対象者横断の支援を行う

コミュニティソーシャルワーカーを配置します」とあるが、これは複数

の地区社協の中に配置するということでしょうか、どのような意味で

すか。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  １５地区すべてにいきなりモデル配置は難しいと考えています。故

に、いつくかの地区を兼務として配置するのか、あるいは１つの地区に

モデル配置してやってみて進めていくのか、その辺りは検討する必要

があると考えています。 

 

金綱委員 地区社協も状況はいろいろであり、やれるところ、やれないところな

どあると思う。このように配置しますと断言されると誤解が生じるし、

難しいのではないでしょうか。 

 

事務局  複数の地区をまとめてというように読み取られてしまいます。１５

地区社協という単位は変更するつもりはありませんが、その中でいく

つかの地区に配置して、将来的には全ての地区にということではあり

ます。 
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委員長  文言の修正を検討して頂きたいと思います。他に質問はありますか。 

 

鶴岡委員 ２５ページの住民意識調査結果の基本属性欄の「若い層が増加する

ための支援」というのは調査に回答する若い層の増加という意味でし

ょうか。また、「子育て層の支援策を充実させることが求められていま

す」とはどの結果から導き出したのか確認をしたい。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  文言を修正したいと思います。趣旨は、若い世代が地域に増えていな

い、増やしていくためにどうしたらいいかを記載したものです。文言は

修正したいと思います。 

 

鶴岡委員 若い人がいきなり増えることはないので出生率向上への取り組みと

いうようなことだと思います。 

 

事務局  それと併せて若い人の転入者が増えないと出生率もあがらない。そ

れらを想定しての文言です。 

 

委員長  他に質問はありますか 

 

石井委員 避難行動要支援者を調査により把握とあるが、災害基本法が改正さ

れて、要支援者については既に把握しているのではないでしょうか、ま

た、災害時には本人の了解なしでも活用できるのではないか、その辺り

も含めて文言の精査が必要ではないですか。 

 

委員長  文言の修正をして頂きたいと思います。 

 

事務局  文言の修正を行いたいと思います。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

永野委員 地域福祉計画と市のいろいろな計画との整合性や連携について、防

災計画など保健福祉分野以外の分野とも連携が必要になってくると思

います。他の個別計画がこの地域福祉計画をどのように認識、取り込ん

でいくのかなどについて対応をして頂きたい。その辺の書き込みがな
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いので保健福祉分野以外の計画についても書き込んで頂きたい。 

 

委員長  永野委員、それは要望ということで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。 

 

重城委員 継続性や具体性について、前期計画と文章が変わっていない箇所も

ある。前回の計画の反省を受けた部分というのがない。理念の「共に考

え」とあるが、共にとは誰のことをいっているのか、具体的にみえてこ

ない。また、もしそのように取り組むのであれば、そのような場が必要

ですが、どこにその場があるのか。計画には公民館は文教の施設とあり

ますが公民館はもっと開けた施設であってほしい。 

また広場がないので広場があると、子どもたちも遊べるし、災害時に

も避難場所にもなる。 

しかし、縦割り行政のため進んでいない。そのような具体策もない。

地区社協の活動支援、充実と書いてあってもどのようにやっていくの

か、具体性がない。そのように感じます。 

 

委員長  ２点ほどあり、１点目は理念の「共に」の共にとは、誰を指している

のか、２点目はもっと具体的なことを記述できないかということです

がいかがでしょうか。 

 

事務局  共に考えるとは、地域住民全体、お互いにということです。全員が皆

が考えて、力を合わせて、お互いに支え合いながらという思いを込めて

記載しています。具体策については、可能なかぎり記載していきたい。 

 

委員長  よろしいでしょうか。 

 

重城委員 はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

田中委員 前回の計画よりも丁寧に書き込んでいる印象を受けています。しか

し、市民が実際に手にとって読むことを考えると、書き込み過ぎている
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印象も受ける。分かりやすい記述を検討してほしいです。 

また、２３ページ「高齢者世帯の状況」の「人の尊厳を傷つけるよう

な孤立死や行方不明高齢者が年々増加傾向にあり」とありますが、デー

タにはそれは記載されていません。何をもとにそのように記載してい

るのか疑問に感じました。 

２６ページ「地域で問題と感じていますこと」について、文章では４

１．１％だが、表は１６．４％となっています。何をもってそう記載し

ているのか。 

３２ページ「地域コミュニティの活性化」、「若い世代ほど町内会・自

治会への加入者が少ない」とあるが、そのデータはどこにあるのか。 

３３ページ「地域の助け合い活動の推進」、「地域でお互いに助け合っ

たり、親しくしています知人がいない」というデータもない。本文で記

載するならデータを示したほうがよいと思います。要望です。 

 

委員長  データを示して欲しいという要望です。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。 

 

鶴岡委員 現状から課題、目標まで概要版として住民向けに作成したほうが良

いのではないかという要望です。 

 

委員長  概要版をつくる予定はありますか。 

 

事務局  仕様書には概要版は入っていないが、必要かと考えています。 

 

委員長  社協版もお願いします。 

 

事務局  はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

委員長  では、私のほうから質問します。４５ページは誤字で「目指していき

ます」ではないですか。 
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事務局  「目指していきます」です。 

 

委員長  はい。では次に今回の計画での特質的なもの、他市とは異なる点など

は何かありますか。 

 

事務局  木更津らしさは見えてこないかもしれませんが、特質としては、市の

地域福祉計画と市社協の活動計画を一体としましたことがひとつ、そ

れからワンストップの相談窓口の構築を目指していくこと、また、成年

後見制度のさらなる充実、また、防犯防災の関係で、前回は記載があり

ませんでしたが、避難行動要支援として記載していますこと、また、ア

ンケートでは親しくしています人がいないということで、地域コミュ

ニティの活性化などを位置付けていますこと、それと関連して、コミュ

ニティソーシャルワーカーを配置していくということなどが、他の自

治体でもまだまだ取り組まれていないので特質と考えています。 

また、生活困窮者支援について任意事業の学習支援に取り組むこと

などが特質と考えています。 

 

委員長 はい。同様に社協のほうではいかがでしょうか。 

 

事務局 社会福祉協議会では第２次地域福祉活動計画のなかで、広報のリニュ

ーアル、買い物サポートマップ作成、傾聴ボランティア養成研修の実施、

市民後見制度の実施を進めてきました。 

また、社会福祉協議会では推進部会を設置して進めてきました。第３

次地域福祉活動計画においても推進部会を設置して進めていこうと考

えています。木更津市の地域福祉を考えたときには、目標にも掲げてい

ますとおり、基本的な課題は市内１５の地区社協の充実をはじめ、地域

ニーズの発掘や開発、当事者団体の組織化、連携、協働、ネットワーク

の推進など重要な事業と考えています。 

また、今回の計画にある地区社協にコミュニティソーシャルワーカ

ーの配置ということを目指していきたいと考えていますが、少し年月

はかかるかと考えています。そのような中でも、生活困窮者等、制度の

狭間にいます人々の支援に横断的に取り組んでいきたい。そこでは地

域福祉を支える拠点や人の充実が長年の課題であり、地域ごとに具体

的に検討を進めていく。 

また、市民の権利擁護を推進していくべく、成年後見制度を適切に利

用できる仕組み作りを進めていく。今後、住民自身の自主的な活動や協
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働などを推進して問題の予防などにも努めていきたいと思います。 

 

委員長 はい。もう１点、５８ページの「今後、「生活困窮者家庭の子どもの学

習支援」の今後の前に「任意事業です」と明記して欲しいです。 

 

事務局 はい。 

 

委員長 それと、平成２９年度の実施に向けた準備は、平成２９年度の後半、第

三四半期くらいに実施してもかまいません。どんどん進めてほしい。最

後にページ数の２５と３８が抜けていますので修正してください。 

 

事務局 はい。 

 

委員長 他に質問はありますか。 

 

金綱委員 素案のタイトルについて、２つの計画の名称を並列で表記するのが

正式ですか。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  最終的には確定していませんが、市のほうはこれまでの第２期、社協

のほうは第２次であったため踏襲しました。最終的に統一してはどう

かなど意見があれば検討していきたいと思います。 

補足ですが、パブリックコメントは市の計画、地域福祉計画と考えて

います。しかし、地域福祉活動計画については参考として掲載しました

いが掲載方法はＨＰを利用するなど検討したいと思います。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

永野委員 ３ページの両計画の一本化に関する説明について、非常に斬新なの

で、そのようなタイトルにしたほうが市民には分かりやすいのではな

いかと思います。 

 

金綱委員 並列がいいのか、「及び」か「・」かどちらがいいのかわかりません

が、この２つの計画の関連性が表か図か何かでパッとわかるものがあ

るといいと思います。 
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委員長  この場でいい案がでるのであれば検討しますが、この場で出ないの

であれば、もう少し検討するということでどうでしょうか。 

 

鶴岡委員 市民の目線からすると、これは市の計画、これは社協の計画というこ

とではなくて、車の両輪ということで改めて位置づけを行ったほうが

市民のためにはいいと考える。 

 

委員長  はい。ご意見ということです。他に質問はありますか。 

 

野中委員 社協を民間というのは、おかしいのではないですか。 

 

委員長  事務局いかがか。 

 

事務局  民間計画と表現するのが妥当かどうかは検討しますが、地域福祉活

動計画は社会福祉協議会の計画というよりは、地域住民、木更津の事業

者、他の社会福祉法人など、そのような活動も巻き込んだ活動計画とい

う位置づけと考えています。社協だけの計画ではなく広い意味で考え

ていますのでこのような標記になりました。文言について検討してい

きます。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

永野委員 文章だと分かりにくいので、前回までの計画と今回の計画の関係図

を作成するといいのではないか、それが分かりやすいのではないか、一

体的に行う意味で関係図を作成するといいのではないかと思います。 

 

委員長  それは事務局で検討してください。 

 

事務局  はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。ないようなので事務局から何かありますか。 

 

事務局  今後の日程について、今日、ご意見いただいた内容を見直しまして、

１２月の定例議会で意見公募を行う旨の説明を行います。その後、委員

協議会で委員全員に説明して、翌日の１２月１５日から１月１３日ま
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でパブリックコメントを実施する予定です。ここで出た意見を踏まえ、

修正して、３月に第４回の策定委員会を開催予定であり、修正しました

計画案をご審議頂き確定して、確定しましたものを最終的には市長決

裁となる予定です。 

 

委員長  他に何かありますか。ないようなので閉会とします。 


