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第４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２９年２月１６日（木） 

 午前１０時～午前１１時３０分 

場所 木更津市民総合福祉会館２階第一談話室 

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） 

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） 

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） 

 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） 

 髙橋 信幸 （日本地域福祉研究所） 

 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（素案）の意見公募の結果 

等について                      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）、重城弘文委員（５号委員）、平野

弘和委員（５号委員）、三好ひろみ委員（５号委員）、永野昭委員（８号委員）が

都合により欠席された。会議開始時点で１８名中１３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。 

 

○木更津市社会福祉協議会会長挨拶 

滝口会長 お忙しい中ありがとうございます。最後の策定委員会と伺っており

ます。委員のご意見をそれぞれ述べて頂きながら、また、私ども社会福

祉協議会も勉強させて頂ければと思っております。何卒よろしくお願

い申し上げます。 

 

○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（素案）

の意見公募の結果等について」を議題に供します。事務局の説明を求め

ます。 

 

事務局  パブリックコメント、意見公募の結果及び、第３回策定委員会を欠席

された委員からの意見、さらに庁内検討部会からの意見を報告させて

頂きます。 

パブリックコメントについては、意見の提出期間が平成２８年１２

月１５日から平成２９年１月１３日までで実施しました。書面による

提出が２名、メールによる提出が２名で計４名であった。項目としては

９件でした。 

一人目は、障害者手帳を所持されている年金受給者からでした。ご本

人には就労意欲があるにもかかわらず、就労することができない社会

環境であるという指摘であり、環境を整備して欲しいという意見でし

た。これに対しては、今回の地域福祉計画で記載している基本目標Ⅰの

基本方針５「高齢者や障害のある人など当事者組織への支援」、基本目

標Ⅰの基本方針６「健康づくり、介護予防、生きがいづくりへの支援」、

基本目標Ⅱの基本方針２「地域の助け合い活動の推進」の計画を進めて

いくなかで検討していきたいと考えています。また、障害者の雇用環境

の改善・充実に努めていきたいと考えている旨の回答としたいと思い

ます。 
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二人目は、６件の意見がありその内４件が地域福祉活動計画に関す

る意見でした。今回のパブリックコメントについては、地域福祉活動計

画は該当しないため、参考意見としたいと思います。また、市社会福祉

協議会にこの意見を伝え、回答案を検討して頂きました。まず、生活支

援コーディネーターの記載がないという意見については、指摘のとお

りであり、素案の５３ページ、５７ページに追加記載する旨の回答とし

たいと思います。生活支援コーディネーターの役割文言については、

「生活支援コーディネーターの役割は、地域の高齢者支援のニーズと

地域資源の状況を把握し、地域における高齢者支援にかかる取り組み

を総合的に支援・推進する」とし、木更津市福祉部でこれから育成して

いくこととし、計画に反映したいと考えています。 

２点目は、コミュニティソーシャルワーカーは社会福祉協議会で働

く地区担当という位置づけかという意見については、コミュニティソ

ーシャルワーカーは社会福祉協議会の職員であり、地区社協の担当的

な位置づけと想定し、将来的には社会福祉協議会が地域住民の中から

適任者を発掘し、育成し、各地区に配置して、組織的に支援、連携する

ことも視野にいれて取り組んでいく旨を回答としたいと考えています。 

３点目は、市社会福祉協議会の自主財源について、募金に頼っている

のではないかという意見については、既存事業の見直しや廃止、新規事

業の検討を進めるということ、具体的には会員の増強に努め、市社会福

祉協議会の活動を PRするなどを追加記載する旨を回答案とし、素案の

修正を行いたいと思います。 

４点目は、コミュニティソーシャルワーカーと傾聴ボランティアの

連携に関する記載についての意見、傾聴ボランティアが相談活動とい

うのは本来の趣旨ではなく、活動の中で結果的に相談を受けるという

ことであり、本来の趣旨は話を聞くということではないのかというこ

とについては、「傾聴ボランティアの相談活動」を「傾聴ボランティア」

と記載を改める旨を回答案としたいと思います。 

５点目は、買い物弱者を応援する取り組みについて、市社会福祉協議

会の第３次計画には記載がないのではないか、買い物弱者への取り組

みをどのように考えているのかという意見については、「買い物サポー

トガイドブック」の PRや更新を第３次計画では進めるとし、その他の

方策を第３次計画では研究、検討する旨の回答案としたいと思います。

これについては素案への追加記載は行わない予定です。 

６点目は、市社会福祉協議会が民間事業者の経営ノウハウを学び、円

滑な事業運営を行い安定した収入の確保に努める旨の記載について、
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市社会福祉協議会が行っている、ゆうあいサービス事業や福祉有償運

送事業を活用できるのではないかという旨の意見については、他の団

体などが育ち、利用者が少なくなっている事業については、市社会福祉

協議会が取り組む必要がなくなっていると判断し、事業を廃止して、新

たな事業として、成年後見事業、障害者のリハビリセンターあくてぃぶ、

地区社協の活性化、ボランティアの育成などを検討する旨の回答案と

したいと思います。 

三人目は、避難行動要支援者への支援体制づくりについて、早急に取

り組んでほしい旨の意見については、市の総務課が対象者への意向調

査を行っており、了解が得られた方の名簿を作成し、自主防災組織や自

治会等に提供する予定であり、できるだけ早く進めていきたい旨を回

答案としたいと思います。これについては、計画には具体的な記載は行

わない予定です。 

四人目は、高齢者や障害者の当事者組織への支援活動を具現化して

ほしいという意見については、計画に基づいて、老人クラブ、障害者団

体などの当事者組織、支援団体、市社会福祉協議会及び市が連携し、ニ

ーズを把握し、当事者組織の活動支援に努めていきたい旨の回答案と

したいと思います。これについては、計画には具体的な記載は行わない

予定です。 

次に策定委員からの意見です。地域福祉計画と地域福祉活動計画に

具体的に記載されていない方策の実現方法と課題の克服方法について

の意見については、本計画にも記載していますが「仮称 地域福祉推進

協議会」を設置して進行管理、推進を図っていく旨を回答案としたいと

思います。 

次に庁内の関係課からの意見です。本来であれば、パブリックコメン

トまでに、庁内からの意見を反映させて修正するべきですが、一部は間

に合わなかったので、それに対する回答案です。 

１つ目は、市民活動支援課から語句の統一について意見がありまし

た。これについては、再度計画全体を確認して修正します。 

２つ目は、障害福祉課から木更津市地域自立支援協議会について記

載がない、また、今後の展望に課題に対してどのようにかかわるのかの

記載がない旨意見がありました。その修正案として、資料修正案 1-②

にあるように、「本市では、木更津市地域自立支援協議会において当事

者組織の方を構成員として当事者の立場から意見を伺っております」

を素案３９ページに追加記載したいと考えています。 

また、素案６２ページに「主な取り組み内容」に「当事者の各種会議
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への参加」を追加記載したいと考えています。3つ目は、中央公民館か

らの意見があった、素案５４ページ、６５ページに公民館の記載がない、

また、６５ページに「公民館での子育て世代の学びと交流の場づくり」

を追加記載については、その旨追加記載したいと考えています。 

４つ目に子育て支援課から基本方針７「地域における子育て支援」の

「現状と課題」、「今後の展望」、「主な取り組み内容」について文言修正

案がありました。これについては「現状と課題」に「保育所等に入れな

い待機児童が多く発生しています」、「DVや児童虐待の予防、早期発見、

保護、自立支援が求められています」を追加記載、「主な取り組み内容」

に「保育士の処遇改善、保育所等の拡充、整備の推進」、「妊娠から出産、

子育てまで切れ目ない支援の充実」、「DV、児童虐待などの防止に向けた

支援の推進」を追加記載したいと考えています。 

５つ目は健康推進課から資料修正案 1-⑤-1にあるように、第２章の

木更津市の現状に「健康・医療の現状」を追加について、これは具体的

には資料修正案 1-⑤-3のとおり追加記載したいと考えています。これ

と関連して資料修正案 1-⑤-3「身体障害者手帳交付状況及び内部機能

障害の現状」を追加記載、資料修正案 1-⑤-3「木更津市の福祉関係予

算の状況」に「保健からの予防対策をしていくとともに」を追加記載、

資料修正案 1-⑤-4「健康づくり、介護予防、生きがいづくりへの支援」、

「地域における子育て支援」について文言の全面的修正したいと考え

ています。 

６つ目は社会福祉課として「生活困窮者世帯の子どもの学習支援の

実施スケジュール」について、平成３０年度からの事業の実施ではなく、

「平成２９年度から準備が完了次第、事業を実施します」に変更したい

と考えています。 

なお、報告となりますが学習支援を平成２９年度から本格的に実施

するために、試行的に１月から生活保護受給世帯の子どもを対象に週

１回程度、１回２時間程度で行っています。 

説明は以上です。特にパブリックコメントに対する回答案について

ご審議頂きたいと思います。 

 

委員長  議題１について質問はありますか。 

 

石井委員 別紙１のパブリックコメント①の回答案の最後の方ですが「障害者

の雇用環境の改善・充実に努めていきたい」ということは、非常に重要

で大事なことだと思いますが、計画のどこに位置付けているのかをお
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教え頂きたい。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  具体的にどこに位置付けるのかについては、再度検討していきます。 

 

委員長  石井委員いかがでしょうか。 

 

石井委員 はい。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

鶴岡委員 今の質問にも関連しますが、精神障害者あるいは知的障害者の就労

支援に関することは、就労支援事業が市内でも県単位でも展開されて

いると思いますが、利用する作業所が本人にとって適当な作業所なの

か、もう少し高いレベルでの作業所が適しているのかといった、あるい

はそのようなコーディネートといった仕組みは木更津市にはあります

か、あるのであればそれらを踏まえて回答に記載するとか、その仕組み

づくりに取り組むと記載するとか、作業所によっては賃金が高いとこ

ろ、安いところがあると思いますが、本人に合った作業所をコーディネ

ートするなど、その仕組みづくりが必要と思いますがいかがでしょう

か。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  担当課は障害福祉課となるため、障害福祉課と再度確認して、今後の

取り組みができるようであれば記載していきます。 

 

鶴岡委員 そのようにしてください。現在、活用されている制度の中で足りない

ものがあるとか、改善する必要があるということがあれば、そのような

ことを記載するということでよいが、既にある程度体制ができている

中で、こうすればうまくいくのではないか、ということをうまく切り分

けて進めるほうがよいのではないか。 

木更津市は何もやっていないということになりがちなので、このよ

うなことはやっています、このような事業所は頑張っています、制度的

なことも PRしていくということが大事だと思います。 
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委員長  事務局はその辺をよく詰めて記載をするようにしてください。 

 

事務局  補足になりますが、障害福祉課とハローワークが連携して、障害者の

就労に関するセミナーや事業者とのマッチングなどに取り組んでいま

す。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

鶴岡委員 確認ですが、パブリックコメントの資料に黒丸がついているものと

ついていないものの違いは何でしょうか。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  これはメールで頂いたものをそのまま掲載しているものであり、特

に違いがあるということではありません。 

 

委員長  黒丸がメールでの意見で、その他は手紙の意見ということでよろし

いか。 

 

事務局  黒丸がメールでの意見ということではありません。 

 

鶴岡委員 黒丸については特に問題ではありませんが、別紙１の２枚目のコミ

ュニティソーシャルワークについて質問をしたい。今回の地域福祉計

画の一丁目一番地が、コミュニティソーシャルワーカーなるものを位

置付けていることだと思います。コミュニティソーシャルワーカーを

中心とした支援体制を作って行くということが、今回の地域福祉計画

の大本なのかなと思います。具体的には、素案の４ページの最後に「ワ

ンストップの相談支援体制」とあります。そのワンストップの相談支援

体制とは、５５ページにあるように基本方針のトップに出てきます。 

その要がコミュニティソーシャルワーカーの位置づけになるのだと

思います。となるとパブリックコメントなるものは、その一丁目一番地

をまず指摘しています。それなのにその回答が、現時点ではそれは社協

の職員ということで、そのような流れになると、地域福祉計画なるもの、

木更津市としてどのように取り組んでいくのかというときに、主体的

なものを感じられない。 
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コミュニティソーシャルワーカーなるものを、地域福祉計画の肝心

かなめということに位置付けるのであれば、例えば大阪府では、中学校

区に１人配置していることなどを見れば、木更津市としてはどうして

いくのということについては、もう少しきちんと位置付けていく必要

があるのではないでしょうか。そこをきちんと位置付けないと社協ま

かせになってしまうのではないかという懸念がありますがいかがでし

ょうか。 

 

金綱委員 回答の前に。 

 

委員長  金綱委員どうぞ。 

 

金綱委員 今の鶴岡委員の質問と逆になるかもしれませんが、ポイントは今あ

ったようにワンストップで、コミュニティソーシャルワーカーを配置

していくという目玉だと思う。目玉だとは思うが、素案の４ページの最

後では「あるといえるしょう」と、何か他人ごとになっています。 

目玉にはなっていますが、やりますとは断言したくないという姿勢

があらわれているのではないか。社協に力がないということもありま

すが、出来るところから徐々にやっていってということになっていま

す。新しいことをしたいのだけれども、位置づけなどを明確にできない

ということもあるのではないでしょうか。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  金綱委員のご指摘について、読み方によっては他人ごとに読める。他

にも表現方法にもいろいろあると思いますので、細かく精査して主体

者としての記載に改めたいと思います。 

また、先ほどのコミュニティソーシャルワーカーの配置については、

予算との関連もありますし、当面は社会福祉協議会で社会福祉士の資

格をお持ちの方もたくさんいますし、モデル地区を定めて、試験的に進

めながら検証して展開していきたいと思います。その辺を、回答につい

ては市の積極的な姿勢を示した回答にしたいと思います。 

 

鶴岡委員 ぜひそうしてもらいたい。目玉政策として、強い姿勢を示して、予算

のからみもありますし、コンセンサスを得ながら取り組んで頂きたい。

木更津市の場合は公民館を拠点にするほうがなじみやすいと思うので、
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公民館の身分も含めて検討して頂きたい。 

 

委員長  鶴岡委員も金綱委員もかつては市の福祉部門にいましたので的確な

ご指摘と思う。事務局のほうは検討するようにしてください。 

 

委員長  他に質問はありますか。 

 

鶴岡委員 もう１つ。基本方針のなかで、基本方針１と基本方針２は具体的なス

ケジュールが示されていますが、その他は、スケジュールを示さないと

いうことだったということでよかったのでしょうか。 

 

委員長  事務局いかがですか。 

 

事務局  他の事業については、スケジュールを示すのが難しいためです。また、

特に基本方針１と２については、しっかりと取り組みたいという姿勢

の表れとしてスケジュールを示しています。他の事業については、今後、

仮称、地域福祉推進協議会が検証していくと考えています。 

 

鶴岡委員 パブリックコメントの避難行動要支援者の支援体制づくりについて、

回答案に追加記載は行わないとありますが、明日災害がおこるかもし

れない。また、地域ではそのような対象者がなかなか把握できないとい

うこともありますので、計画にはスケジュールなどを記載するべきで

はないでしょうか。 

 

鴇田委員 対象者は本人の希望を優先していますので、なかなか難しく、問題が

多くあります。誰が要支援者なのか、誰が把握しているのかもわからな

い。故に、どこかで音頭をとってもらいたい。基本方針としてはよいが、

本当にできるのかという疑問はあります。 

 

委員長  鶴岡委員のご質問について事務局いかがですか。 

 

事務局  担当課は総務課となるため、総務課とスケジュールを示すことがで

きるかどうか調整していきたいと思います。 

 

委員長  鶴岡委員よろしいでしょうか。 
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鶴岡委員 鴇田委員から情報の把握が難しいとあったが、総務課のほうも表現

としては難しいのでしょうが、回答者に対しては要支援者の把握その

ものも難しい状況であるということ、その中でなかなか進まないとい

うことで回答してもよいのではないですか。適当な表現で実情と方向

性を示していただきたいと思います。 

 

委員長  事務局よろしいですか。他に質問はありますか。質問無しと認め、今

後の日程について事務局より説明を求めます。 

 

事務局  今後のスケジュールについては、委員会としては本日が最後の委員

会です。今後は、頂いた意見、誤字脱字、細かい表現、図なども含めて

事務局で修正していきたいと思います。印刷に入る前の最終段階で委

員長と協議して進め、完成した冊子は委員の皆様にお渡しをしたいと

考えています。 

 

委員長  事務局より最終的なものは私と協議して行うということで、今後の

日程については以上です。その他に何かありますか。 

 

委員長  無いようなので閉会とします。 

 


