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様式第２号（第５条関係） 

審議会等会議録   
発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 
戸ヶ崎参事 
（事務局） 皆様、こんにちは。お忙しい中、出席を賜りありがとうございま

す。通知を差し上げました委員の皆様もおそろいでございますので、

只今から平成２９年度第１回久喜市健康福祉推進委員会を開催させ

ていただきます。 
私は、本日の司会を務めさせていただきます 社会福祉課の戸ヶ崎
と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
本委員会は、久喜市健康福祉推進委員会規則第３条第２項の規程

により、会議の成立には委員の過半数の出席が必要となっておりま

す。本日は、委員１０名のうち８名のご出席をいただいております

ので、会議が成立していることを申し上げます。 
続きまして、会議に入ります前に、会議の公開と会議録の作成に

つきましてご了解をいただく必要がございます。まず会議の公開で

ございますが、久喜市では審議会等の会議は原則公開とし、会議の

傍聴を認めておりますことから本会議も公開とさせていただきたい

と存じます。また、会議の内容につきましては、事務局におきまし

て会議録としてとりまとめる関係上、録音をさせていただいており

ますのでご了解をいただきたいと存じます。 
それでは、お配りいたしました次第に基づきまして、会議を進め

させていただきます。 
はじめに、櫻井会長からご挨拶をいただきたいと存じます。 
櫻井会長、よろしくお願いいたします。 

櫻井会長 おはようございます。本日は、ご多忙のところ、ご出席賜りまし

て、誠にありがとうございます。 
さて、社会福祉法が改正され、今年４月から、住民が主体的に、

社会的孤立を含む地域生活課題を把握し、解決する体制づくりが市

町村の努力義務となっております。これにより、今後、全国各地域

で、住民が地域の困りごとに気付き、助け合う地域づくりや、困り

ごとを抱えた人を放っておかない相談ネットワークのある地域づく

りなどが加速することが期待されますが、これまで以上に行政と民

間の役割分担を明確にしながら、連携、協働して、地域の特性に応

じた地域福祉力のアップを図っていく必要があると考えておりま

す。 
この委員会におきましても地域共生社会のあり方などについてこ

れまで以上に意見交換情報交換をすすめてまいりたいと思います。 
それでは本日もよろしくお願いいたします。 
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戸ヶ崎参事 
（事務局）  ありがとうございました。 

これより、本日の議事に移らせていただきますが、議事に入りま

す前にお手元の資料の確認をさせていただきます。 
はじめに、本日の次第、委員名簿がそれぞれ１部でございます。 
次に、地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗状況の市の取り組

みが１冊でございます。 
次に、地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗状況の社会福祉協

議会の取り組みが１冊でございます。 
次に、目標に対する進捗状況というＡ３版のシートが１枚でござ

います。 
次に、平成２９年度「地域福祉推進のためのワークショップ」実施

結果報告書１部でございます。次にコミュニティソーシャルワーク

実践者養成研修ＩＮ久喜報告書が１冊でございます。最後に、久喜

市手話言語条例制定１周年記念講演会のチラシ１部で、以上の８点

となります。こちらの資料につきましては、次第、委員名簿とワー

クショップ実施結果報告書とコミュニティソーシャルワーク報告書

と記念講演のチラシ以外は事前に配布させていただいているもので

ございますがいかがでしょうか。本日、お持ちになっていない委員

さんがいらっしゃいましたら事務局までお申し付け下さい。 
よろしいでしょうか。 
それでは、久喜市健康福祉推進委員会規則第３条第１項の規定に

より、櫻井会長に議長となっていただきまして、議事の進行をお願

いしたいと存じます。櫻井会長、よろしくお願いいたします。 
櫻井会長 
（議長）       
佐々委員       それでは、ご指名をいただきましたので、議長の職を務めさせて

いただきます。皆さん、よろしくお願いいたします。座ったまま議

事を進めさせていただきますので、あらかじめご了承願います。 
これから議題に入ります前に、この委員会は約１年ぶりで、お互

いに交流がなかったものですから、改めて簡単に自己紹介からスタ

ートしたいと思います。 
それでは佐々さんからお願いいたします。  
改めておはようございます。佐々と申します。前回は所用があっ

て大変失礼いたしました。私は鷲宮地区コミュニティ推進協議会の

副会長をやっております。また、桜田地区コミュニティ協議会会長、

地元の区長並びに鷲宮地区の区長会の会長を務めさせていただいて

おります。資料を見ますと、福祉といっても幅が広いので、これを

理解するのはなかなか大変なことだなと思って実感しております。

ひとつひとつわからないながらもぶつかりながら遂げさせていただ
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内藤委員      
中繁委員     
蓮実委員   
白石委員        
加藤委員            
櫻井会長 
（議長）   

きたいと思っております。よろしくお願いいたします。  
鷲宮地区からまいりました、鷲宮の母子愛育会の会員の内藤と申

します。よろしくお願いします。この会はどういうことか全然わか

らなかったので、ここ１０日間ばかり一生懸命に読んで頭に入れた

つもりですが、よくわからないことがあると思いますのでよろしく

お願いいたします。  
みなさんおはようございます。日頃から大変お世話になっており

ます。久喜市社会福祉協議会の総務課長と兼ねて安心生活サポート

センターの所長を務めさせていただいております中繁と申します。

よろしくお願いいたします。  
私は、菖蒲からきました、蓮実美江子と申します。よろしくお願

いいたします。  
おはようございます。白石栄子と申します。福祉関係はいろいろ

と長らく社会福祉協議会のほうで、民生委員関係でお世話になって

おりましたが、もう少し勉強しなさいという声がありまして、ここ

に仲間に入れていただいたのですが、まだまだ福祉は年々歳々進歩

しております。そういった部分では、ついていけない部分がたくさ

んございますので、みなさんと一緒に勉強させていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。   菖蒲町から参りました加藤清と申します。私は、行政に関しまし
ては、環境審議員、緑の推進員等をやらせていただいております。

専門分野は環境関係です。教育関係でも各学校の講師を重点的に、

また、環境大学修了生の会としまして、温暖化部会の部会長をやら

せていただいております。各学校の環境部門の講師をやっていて、

各学校のお誘いがあった場合は環境部門の講師を勤めさせていただ

いております。 
福祉関係につきましては何分にも素人でございます。また、体育

関係の基礎となる基礎体力を逐次毎年開催して自分の体力がどの辺

なのかチェックするのもひとつの勉強ではないかと、そういう関係

のほうもやっておりますので、ひとつよろしくお願いいたします。  
長年、微力ではございますが、会長を務めさせていただいており

ます、櫻井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。   
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志川副会長      
宮澤部長   
奥谷副部長   
戸ヶ崎参事      
染谷主幹   
坂東課長   
田中課長   
中村課長   
福原補佐   
平野担当主

査  
澤次長   
山田係長 

民生委員、児童委員協議会から出席させていただいております志

川と申します。よろしくお願いいたします。４地区が合併しまして

やっていますが、まだまだ地域差があるかと思います。こちらの方

でいろいろな協議をしていただき、早く久喜が一本化できればと思

いますのでよろしくお願いいたします。  
福祉部長の宮澤でございます。昨年４月に福祉部長としてまいり

ました。どうぞよろしくお願いいたします。  
福祉部副部長を務めさせていただいております奥谷と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。  
先ほども名前を申し上げさせていただいたのですが、昨年の４月

から社会福祉課長を拝命しております戸ヶ崎と申します。よろしく

お願い申し上げます。こちらの会議のほうには顔をださせていただ

くのは初めてではございますが、今後ともよろしくお願い申し上げ

ます。  
私は、社会福祉課主幹の染谷と申します。よろしくお願い申し上

げます。  
菖蒲総合支所福祉課長の坂東と申します。よろしくお願いいたし

ます。  
栗橋総合支所福祉課長の田中と申します。よろしくお願いいたし

ます。  
鷲宮総合支所福祉課長の中村と申します。よろしくお願いいたし

ます。  
社会福祉課の課長補佐兼社会福祉係長の福原と申します。よろし

くお願いいたします。  
同じく社会福祉課担当主査の平野と申します。よろしくお願いい

たします。  
久喜市社会福祉協議会次長兼地域福祉課長の澤と申します。よろ

しくお願いいたします。  
同じく社会福祉協議会地域福祉課地域支援係長の山田です。よろ
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櫻井会長 
（議長）  しくお願いいたします。  

ありがとうございました。事務局の方には、お忙しいところ、多

数のご出席をいただきましてありがとうございます。 
では早速議題に入らせていただきます。 
はじめに、議題の（１）地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗

状況について でございます。はじめに、市の取り組みについて、説
明をお願いします。  

社会福祉課 
平野 
（事務局） 市の平成２８年度の取組状況、第１次計画における総括及び 

平成２９年度の施策の方向性について説明。 
続いて、様式２のうち、市に関する部分を説明。  

櫻井会長 
（議長）  ありがとうございました。市のほうから、一部の事業を中心にお

話がありました。 
もう少し他の事業についても詳しく聞きたいとか、確認したいと

か、何でも結構ですからざっくばらんにご発言ください。  
佐々委員 市の進捗状況について、早かったのでついていくのが大変だった

のですが、１、２点ちょっと気がついたことです。例えば１３番の

認知症サポーター養成講座受講者で数字的にはだいぶクリアになっ

たんですが、これと似たようなところがいくつかあると思いますが、

数字は目標達成したとしても、はたしてこの人たちが、今後、これ

からどこまで活動できるかということが大切なところで、たまたま

今年は出来たけど、次はできないということもあるかと思いますが、

この辺につきましては、活動できるか、動けるかどうかというとこ

ろが、変化なく大事なところではなかろうかと気がつきました。こ

れが一つです。  
櫻井会長 
（議長）  サポーターの数は全国では６００万を超え、国は８００万人を目

指していると聞いておりますが、累計だとどのくらいになりました

か。  
染谷主幹 
（事務局） 資料の数値がトータルの数値となっております。基本的には育成

の講座を開設して、そこに参加された方の人数を計にしております。  
櫻井会長 
（議長） ひとりでもふたりでも理解を深めていくほかはないですね。  
佐々委員 まだいいですか。せっかくですので。この活動をしていただくと

いうのはなかなか大変なんですよね。地域福祉ということは一部で
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すけどね、私どもはしばらく地域の区長を務めさせていただいてお

りますけど、区長を務めますと、広報と、いろいろ地域の状況に関

わることですけれども、その中に私どものところに班制度があり、

班長さんと何をやりますかということなんです。いろいろ何年かや

っているうち、地域でお願いすることは何か。班長の職務とか任務

というのは私どもの立場で強制とかはできませんので班長さんのご

協力のお願いというところです。班なり住民の方で支援が必要だと

思われる人がいたら区の役員か民生委員に連絡したり、さりげなく

見守りやお声がけをしてください。そういった小さな積み重ねが大

事なことではなかろうか。 
班長は毎年代わりますが、その都度毎回お願いしています。この

声がけ、見守りについて、お隣、近所に気を配っていただきたい。

これを継続していけばささやかでも見守りができるのではないか。

ちょっとした気配り、配慮が必要だなと思い、言わせていただきま

した。   
櫻井会長 
（議長） 他にございますか。  
白石委員 よろしいですか。２１番です。生活保護から自立した世帯数とい

うことです。私、以前ボランティアをしていたときにこの問題に対

して市にお願いに行ってもなかなかこれが実現できないケースを何

回かしてきたのですが、今年度この資料を見るとこの問題に対して

達成方向になっていますよね。それを見たとき、子育て、低所得、

高齢者、障がい者とかまた、貧困の方とかいろいろの内容で、生活

保護をいただいている方がいらっしゃると思いますが、達成という

のは、内容としてどの辺に重点をおいて達成度が出たかお聞かせ願

いたいと存じます。 
染谷主幹 
（事務局） 生活保護の目標値に３７世帯以上とありますが、こちらの自立と

いうものは、基本的には就労して自分で自分のことができる、もし

くは年金をもらって自分の積み上げた年金で生活できる、また、家

族の方が扶養出来て、家族で生活が出来るというのを自立とさせて

いただいています。ですから、死亡もしくは失踪などについては、

自立ではないということで生活保護の自立したケースというのでは

なく、あくまで就労とか、自分の力でなったものを３７世帯以上と

いうのが目標値となっています。 
今１２６０世帯くらいの生活保護世帯なのですが、６５歳以上の

世帯の人たちが高齢者世帯ということになります。６５歳以上の方

が自立するということになりますと、お子さんが扶養していただけ

るか、もしくは年金の方であとの方の自立は難しいです。高齢者世
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帯数が４７、４８％くらいで、これから生活保護世帯がのびてくる

のもほとんどこの世帯となります。また、若い方となりますと、障

がい者の方や、病気の方がいらっしゃいます。ですから自立をして

いただくのは、健常者や病気が治って働けるようになったとか、そ

ういったところでやりますので、世帯をケースワーカーという職員

が適切な指導をしてちゃんと働けるようにということで、生活保護

以外の他法、他施策という支援策を有効活用して、就労支援員さん

と相談して働き口を見つけるというところでしっかりケースワーク

をしていくというのが基本で、３７世帯という数字が今現在１５人

のケースワーカーがいますので、自分のところの自立として３世帯

くらいは目標として考えたいと思います。 
また、雇い止めとかあって、急に、働きたくても働けないという

人が一時的に増えた時は、働ける場所が見つかれば就労してすぐ自

立になりますので、そういう働けない人が一時増えたときは、経済

的なところで、いきなり数値が高い時もあります。今現在の景気に

左右されますので、あくまでケースワーカーが年間３世帯くらいを

他法、他施策を使って自立を進めて行くというのが目標です。ケー

スはだいたい１人８０世帯くらいもっていますが、そのうち自立に

向けて指導ができるとか協力ができるとか進めていけるとかいう世

帯になりますと一桁あるかないかになりますので、その中で適切な

指導に基づいて自立を進めてまいりたいと思います。 
一生懸命やったとしても自立が可能な方は年間数件もっているか

どうかですので、他法、他施策の活用とケースワーカーが生活保護

世帯の方に適切なアドバイスが出来ているかが主となります。  
白石委員 ありがとうございました。年々いろいろな地域で、生活保護の数

が増えていますが、就業に近づけていただけるのは大変良いことだ

と思っておりますので、ケースワーカーさんに頑張っていただきた

いと思います。  
加藤委員 ９番なんですけれどもコミュニティソーシャルワーカーの配置と

いうことで、平成２４年度は、養成研修参加という形で、平成２２

年度が５名ですよね。２４年度はこういう養成研修参加と言う形で

非常に増えていますよね。それからは横ばいというか。 
こういう養成講座を適度にやってですね、各地域に１名くらいは

欲しいのではないかと思うんですね。各地域はすでに高齢化社会を

迎えておりまして、うちの地域にも１人暮らしというかたが非常に

多くなっております。また、防災行政無線など、いなくなっちゃっ

たとか、非常にここのところ多いと思います。地域にこういう人た

ちがいて、常にネットワークを充実すれば多少なりとも防げるとい
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うかそういうネットワークを充実して、地域みんなで協力し合うと

か、主体的なものを進めていかないと、解決につながらないと思う

んです。そういった部分の努力義務とか発生していると思います。

行政の考えをお聞きしたいのですが。多少なりとも考える余地があ

ると思うんですよね。  
櫻井会長 
（議長）  この件については社協さんが長年取り組み、頑張っていると思い

ますので澤次長さんお願いします。  
澤次長 
（社協事務

局） 久喜市には生活支援コーディネーターということで各地区にコー

ディネートする方が配置されています。人数的に足りないところも

あるとは思いますが、コミュニティソーシャルワーカーは久喜市社

会福祉協議会の方で配置しているんですが、４８人とか最初のほう

の５人とかは研修をして養成した専門の方をコミュニティソーシャ

ルワーカーとしました、それ以降について、社協の職員がコミュニ

ティソーシャルワーカーということで、センターの方に配置をして

いるところですから、まだまだ久喜全体でというところまで活躍で

きていないと思っているのですが、徐々に頑張って行きたいので皆

様にもご連絡差し上げることがあるかと思いますのでよろしくお願

いいたします。  
櫻井会長 
（議長） 他にございますか。 
志川副会長 １２番の要援護者見守り支援事業の登録人数の減少について、こ

れから原因究明については課題とおっしゃられていましたが、登録

の申請に、支援員を２名記載しなければならないんですが、ここに

関しては地域性もあるかと思いますが、やはり新興住宅地の方です

と、決して隣近所のお付き合いがないわけではなくて、声かけをし

てもらえる環境にはあるんですけど、そこに支援ということで支援

員としてお願いするのはということで、登録に二の足を踏む方も多

いんです。支援員の登録がない場合は民生委員もしくは区長となっ

ていますが、そこまでして登録はいいですという人もいらっしゃい

ます。結構いるんですよね。そこらへんは、緊急連絡先はご家族の

を書く欄がありますが、その他支援員は置かなければならないのは

わかっていますが、そこへの記載は必要でしょうか。そこの項目が

なければ登録したいという方もいらっしゃる。そういうネックを少

しずつ無くしていけば登録数が増える。登録者数が減少にあるのは、

新規登録が増えていかないと思うものですから以前からそこの支援

員の問題については常日頃思っていたので、やはりうちの地域だけ

ではなく全体的にあるのかなと思ってまして、そこの部分もお考え
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いただければいいのかなと思いました。  
染谷主幹 
（事務局） 見守りの支援事業の目標値について個人的な話となりますが、６

５歳の独居老人とかが対象でして、ここ２～３年支援員さんのお願

いを区長や民生委員に協力してもらっているが、区長さんの方も民

生委員さんも年齢が上がっておりまして、年下の６５歳で一人暮ら

しからきてもうちは受付けないとか元気なお年寄りというので基本

的には７０歳とか地域地域で年齢のほうもあげているところもある

ようです。 
６５歳で独居は昔と違い元気ですし、区長も７０歳より上の人も

多くいらっしゃいますので、地域で年齢を上げているところもござ

います。もともとが団塊の世代が増えているので、当然その人たち

が入れば数字は上がっていくイメージですが、実際は６０代ですと、

よほど病気とか何らかのことがなければ地域の方の受入れはちがう

のではないかとここ数年思われているところがございまして、おっ

しゃいました必要な方に必要な支援がいくよう、区長さん、班長さ

ん、民生委員さんが実情を把握して、どうしましょうかと話し合う

ことが多くなっている。 
市は機械的に障がい者手帳を持っている人は把握しており、災害

時には使えるようになっていますが、基本は手上げ方式となってい

まして、家庭内孤立していて支援が必要だという世帯もありますし、

また、外から見ると支援が必要ないのではという方が必要とされて

いるとかということがあります。 
一番の目的は、支援員さんというより、地域福祉の関係になりま

すが、例えば阪神淡路大震災では６，０００人くらいの方が亡くな

っているのですが、そのうち９割の人が即死といわれています。た

だ、この６，０００人をはるかに超える人たちが、関連死というこ

とで、避難所などに来たときに、コミュニティがない地域は震災で

亡くなっている以上の人が亡くなっているということで、日頃の地

域のコミュニティが大事だということがあります。 
どなたが支援というよりは地域のコミュニティをどうするかとい

う指針となりますので、お名前を入れさせていただいております。

これは実際に支援するしないではなく、地域のコミュニティがあれ

ば、隣近所とかそのような方の名前がのってくるというようなお願

いになっていますので、これは強制ではなく、地域どうしのコミュ

ニティのこととしてお願いしているので、ご理解をお願いいたしま

す。 
櫻井会長 
（議長）  それでは時間的制約がありますので、私から１つだけ要望があり

ます。福祉避難所の関係です。福祉避難所の久喜市の場合、公共施

設を中心に指定しておりますが、他の市町村のように重度者の対応
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を考えまして入所型施設の特養、老健、グループホーム、障がい者

支援施設などについても働きかけて避難所の量的拡大を図るべきだ

と思います。今後期待しているところです。  
佐々委員 私自身が後期高齢でございますので、健康管理というところで、

ひとこと健康管理、いわゆる日頃の生活習慣が一番大事なのは言う

までもないことですが、いわゆる、未病、未だ病に至らずですが、

それでここに基本目標の社協の主な取り組みにほとんど載ってい

て、介護予防事業の推進とあります。どうしても高齢になると介護

予防より認知症の方に近づいていると自分でも思っておりますが、

こういった取り組みは日頃から社協が一生懸命努力しているところ

だとは思いますが、結果の公表がどうなったのかというのがやがて

は行政の方でも問われているのではないかと思います。 
数日前の新聞を見ていたら医療抑制努力点数制が今年度から始ま

るそうです。結果的に、地方、県や市町村がどれだけ努力したかが

数値ででてくるのではないでしょうか。一番点数がいいのが新潟県、

沖縄県、富山県で、一番下が山口県、愛媛県、下と上では２．５倍

の差があります。埼玉県、久喜市の位置はどのくらいかということ

で、おそらく１、２年後には久喜市も社協さんもどのくらい改善し

たかがでてくると思います。もし久喜市の立ち位置がどのくらいで

あるか、この抑制努力がどのくらいかご存知ならば教えて欲しい。

そうすれば来年度に社協の努力結果が出てくるのではないかと思

い、先のことですが、ひとこと言わせてもらいました。 
櫻井会長 
（議長）  データをお持ちではないかもしれませんので、後でよろしいです

か。今後の課題ということで。  
戸ヶ崎参事 
（事務局） 今、詳細なデータを把握しておりませんので、課題ということで、

ご意見はうけたまわらせていただきます。 
櫻井会長 
（議長）  続いて、社会福祉協議会の取り組みについて、お願いします。  
山田係長 
（社協事務

局） 社会福祉協議会の平成２８年度の取組状況、第１次計画における

総括及び平成２９年度の施策の方向性について説明。続いて、様式

２のうち、社会福祉協議会に関する部分を説明。  
櫻井会長 
（議長）  それでは社協の事業に関しまして全体的にご発言ください。この

事業にもっと力を入れて欲しいとかいろいろあると思います。 
要望でも今後の課題でも結構です。  
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佐々委員 地域活動の中で一番ネックで大変なのが個人情報です。私の住ん

でいる東鷲宮地区は開発されて、新しい住民、転入される方が多い

んですが、どこからだれが来たのか全くわからない。班制度で班を

もって連絡先とあるいは世帯数とそれからその班内の防災上の観点

から、おおよその人数を書き出したところ、個人情報を扱うことは

大変なことだと、裁判にもかけなければならないようなことを言う

人もいて。全くそれは提供されないし、地域のことは地域でという

のですが、地域の情報を収集すると大変な状況になる。したがって、

集めた資料も全部つぶして地域の広報係にお渡ししようと思ってい

るんです。この辺が難しいところですね。個人情報を握るというこ

とがありますので、自主防災会は鷲宮地区のブロックでも世帯数は

補助金にもかかってくるのですが、およそどのくらいの人数ですか

と調べようとすると、うちの家族が何人いるか大きなお世話だとい

い、防災の時、支援物資を運ぶときお宅は何人ですかと言ってもわ

からないようでは受けようもない。これが行政側と地域の難しいと

ころだ。この個人情報と地域活動は難しい。もう一つ、アパートの

経営者がアパートを売却すると、今度の経営者が東京にいるかどこ

にいるかわからないため、ゴミとかについて連絡がとりたくてもと

れなくてどうすればいいかと役場にいっても個人情報だからという

ことで教えてもらえない。登記簿の事項証明もらってきて、どこへ

住んでいるのかを聞いて、そこへ２、３回足を運んでようやく大家

さんを見つけて、ゴミをどうして、こうしてください。ここには何

人住んでいますかなどとやるのですが、これは重過ぎる。こういう

ことは、これから様々な地域ででてきます。家主が代わるし、アパ

ートの経営者も代わりますが、追跡はできない。役所は教えてくれ

ない。難しいところがあります。例えば障がい者支援をするなどに

しても、もう少し弾力的に判断できるようになればいいなと思って

おります。 
櫻井会長 
（議長）  ありがとうございました。個人情報というのは難しいですね。と

ても参考になりました。事務局にしても参考になったと思います。 
他に何かありますか。 

白石委員 社協さんも大変ご苦労なさっていると思いますけど、今の個人情

報は何の分野にも地域活動は関わってくる。どこでこの問題を十分

話し合いをするかということも市で提案して、区長は区長さんの立

場のいろいろ苦労がいろんな点であると思いますが、これだけの久

喜市の発展に伴いながらこれはついてくる問題です。このへんは社

協さんもご苦労があるとおもいます。ですから分野分野でね、民生

委員、区長さん、社協さん、いろいろ地域で活躍しているボランテ

ィアさん、いろんな点で密にしながら会合をたくさんもつことが必

要だと私は思います。年に何回ではなくて常にやっていかなければ
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いけないと思います。 
櫻井会長 
（議長）  中繁さん、社協としてプライバシー保護の観点からトラブルはお

きてますか。 
中繁委員 トラブルまではないですけど、確かに皆さんおっしゃるとおり難

しい問題で、もちろん取り組みを進める上で、把握をしなければい

けない、あるいは必要な情報を確保していかなければいけないこと

と、個々の権利や情報を守らなければいけないという場面と双方に

あるので進めていく中で、正直壁になっている部分もありますし、

そこがネックなんだと言う声も聞かれます。 
櫻井会長 
（議長）  サービスの提供はケースバイケースでしなければならず、市とし

ても社協としてもそのへんを留意しながら考えていく他ないです

ね。 
他にはないですか。 

加藤委員 最近は想定外のことが起きるというか、地球温暖化のために気候

変動という形で、雨の降り方そのものが局地豪雨とかゲリラ豪雨と

か呼び方も変わってきております。地域ぐるみの協働作業、ひとく

ちで言えばボランティアですね。そういうものにすすんでコミュニ

ケーションをお互いにとってですね、会合するにあたっても今日は

非常に協力してくれる人、その反面全くそしらぬ顔というか人任せ

という人と両極端な人が見え隠れしていて、非常に困るなという問

題があります。 
例えば、地域のために実施される、Ｕ字溝などの年に一回の清掃

ですね。下に土が３、４センチ溜まってしまい、行政からビニール

袋相当のものをいただいて、皆で協力しあって作業しているが、気

持ちよく参加している人、そうでもない人の二分化というのがです

ね、どこでも、特に新しく入ってきた人が地域になじまないのが見

え隠れしているので、やはり皆さんで出て皆さんで汗を流してやる

ことで少しでも被害を少なくするということを考えて協力してくれ

る人はいいのですが、若干名そうでない人も各地で見られるんです

ね。そういう人も一緒の土俵に上げて協力してもらえるようなコミ

ュニケーションというか面と向かって顔を見ながら話し合う。こう

いう場って非常に少ないんですね。地域社会でも役員改選にあたっ

てやっと出てくるとか。新年会にも出てこないとか、役員になると

逃げてしまう。そういう方がね。確かに役員になれば大変なんです

が、地域のため、自分もそこへ住んでいる人という形で協力しても

らえないかと話をするんですが、なかなか理解してもらえない若干

名の方があるので、先に立つものの苦労が各地域であると思うんで

すよね。 
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櫻井会長 
（議長）  地域の実態として、確かに地域の中には、皆それぞれが価値観、

人生観など多様化しておりますので簡単にいかない。特に、新住民

と旧住民がうまくコミュニケーションがとれない問題も。久喜市だ

けでないですね。全国各地域で。日本も地域共生社会づくりという

大きなスローガンを掲げてますので、少しでも前進すればいいなと

思います。緊急且つ重要な課題でもありますが、実現まで時間を要

するなと。 
他になにかありますか。よろしいですか。  

櫻井会長 
（議長）   続きまして、議題の（２） 平成２９年度「地域福祉推進のため

のワークショップ」について でございます。 
では、実施結果報告について、社会福祉協議会より報告をお願いし

ます。  
澤次長 
（社協事務

局） 配布資料により、アンケート調査結果について説明。   
櫻井会長 
（議長）  只今、社会福祉協議会より ワークショップの実施結果について、

報告がありましたがもう少し詳しく聞きたい、確認したいというこ

とろがありましたらお願いします。 
では私から２点だけ確認します。 
まず、開催日、開催時間ですが、今回は土曜日、日曜日にやって

いますよね。相対的に従来と比べて参加者は増えてますか。若い人

の参加はどうでしたか。  二点目ですが、４ページに感想がかいてあります。この中に、テ
ーマに関してとまどいがあったというのがちょっと気になります。

これは設定テーマって大変難しいなと改めて思ったのですが、例え

ば、単純に「我が事」というのがわからなかったのかなと思ったり、

例えば、住民ひとりひとりができることとか、地域のみんなででき

ることとか、もうちょっと工夫、留意されるといいのかなと思いな

がら見てたんですが、テーマに関してどうでしょうか。ご苦労され

ることもあると思いますが。２点についてお願いします。  
澤次長 
（社協事務

局） 土日の開催に関しましては、地域の方に対して主だった方に、地域

に行事があって参加できない日があれば皆さんに集まっていただけ

ないので、候補日を選んでいただいたり、集会場を借りる関係があ

りますので地域の方と相談していったので、その中でこういった日
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程になっています。土日だからといって若い人がきてくれるかとい

うとそうでもない。テーマについてはやはり私どもが発信するとつ

いつい私たちの目線でいうことがあって、ちょっとわかりにくいこ

とがあったのかなと思うことと何回かワークショップという形で開

催しているが、ワークショップそのものが何なのかというところも

ありましたので、次回開催するときは気を付けていきたいなと思い

ます。  
櫻井会長 
（議長）  よろしくお願いします。  他にございますか。  
加藤委員 社会福祉協議会のことですが、正会員とか会員とか一般会員とか

あるかと思いますが、こちらは各年度で横ばいなんでしょうか。そ

れとも参加者は増えているんでしょうか。会員数をわかる範囲で教

えて欲しいんですが。  
中繁委員 数字は戸数が多いですので全体的にみれば横ばいですが、傾向と

しては若干減少傾向ですね。これは、社協会費だけではなく、同時

に募金のお願いもしておりますが、募金もトータルで見ると横ばい

ですが、若干減少傾向ですね。  
櫻井会長 
（議長） ＰＲするしかないですね。 

他にありますか。  
佐々委員 募金活動に関連して、社協の会費の７００円ですか。これをね、

集めるのにいろいろ最近は難しい。今までは班長さんが、各班で集

めるのですが、町内会費と一体として集めると問題があります。そ

れから集合住宅はほとんど大家さんが任意だからということで、こ

の辺をもうちょっと踏み込んでお願いすると、集合住宅に住んでい

るから出しませんということはありません。役員さんに言うのです

が、私の立場は、一般的には広報などですね、みなさんにお伝えす

ると言う立場でお伝えしている。内容も聞かないうちからやれない

と言われてしまいます。話だけでも聞いてくださいというところか

ら入っていきます。難しいんですよね。だんだん集合住宅に入りま

すと割合が増えてくるのですが、かつては９８％だったのが今は８

０とか７０とか世帯割でですよ。世帯からいうとパーセントは下が

っています。従来より多少協力していただけないところもあります。

全体の数字は毎年上がっていない傾向ですね。  
中繁委員 皆さん方に区長さん方中心にお願いさせていただいて集めていた
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だいておりますけど、私たち自身も情報発信の事業のわかりやすさ

とみえる化を図っていける。そのへんの努力かなと思っております

が、また引き続きよろしくお願いできればと思います。 
櫻井会長 
（議長）  議題１、２の総括として最後にもしあればお話ください。言い忘

れとかないですか。 
よろしいですか。 
では私からＰＲです。市と社協さんの後援ということで、久喜市

手話言語条例制定１周年記念講演会がございますのでご都合がつき

ましたらご出席ください。  ご質問等、とくにないようでしたら、終了させていただきます。 
本日はいろいろと貴重なご意見、要望をいただき誠にありがとうご

ざいました。おかげさまで前向きな委員会となったと思います。心

から感謝申し上げます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げま

す。 
戸ヶ崎参事 
（事務局） みなさま貴重なご意見ありがとうございました。  それでは、次第の４ その他 について、事務局よりお願いいた

します。 
社会福祉課 
平野 
（事務局） 委員報酬の支払いについて一言説明。 
山田係長 
（社協事務

局） 今日配ったコミュニティソーシャルワーク実践者養成研修ＩＮく

き報告書について一言説明。 
戸ヶ崎参事 
（事務局） 次第の５ 閉会 にあたりまして、志川副会長よりご挨拶をお願

いいたします。  
志川副会長 本日、私もこちらの推進委員会に始めて出席させていただきまし

て、これだけ詳しい説明をきちんと受けられる機会があってよかっ

たと思いますし、またいろいろな立場の皆様からのご意見を伺った

ことにより、今まで民生委員の目線でからしか考えていなかったこ

とが、いろいろいろな角度からのご意見も伺えて大変勉強になりま

した。また次回に生かしたいなと思います。本日は大変ありがとう

ございました。  
戸ヶ崎参事 
（事務局） ありがとうございました。以上をもちまして、平成２９年度第１ 

回久喜市健康福祉推進委員会を散会させていただきます。 
ありがとうございました。  
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