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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 

司会 

（三浦課長） 

 

１．開会 

本日は、公私共、大変お忙しい中、ご出席を賜りまして誠にありがと 

うございます。定刻となりましたので、ただ今から、第４回久喜市健康

福祉推進委員会を始めさせていただきます。 

はじめに、現在の出席委員についてご報告申し上げます。委員１０人

中８人の出席でございます。なお、中城委員から欠席のご連絡をいただ

いております。本委員会は、久喜市健康福祉推進委員会規則第３条第２

項の規定により成立していますことをご報告申し上げます。 

なお、本日の会議は公開となっておりますが、現在、傍聴者はおりま

せん。 

 

２．会長あいさつ 

 東日本大震災を経験して、今また、社会関係資本（ソーシャル・キャ

ピタル）という概念が注目されています。人々が持つ信頼関係や相互扶

助（お互い様の精神）、社会的ネットワーク（絆）、この３つの要素が人々

の生活をより豊かにするものであること、地域福祉推進の基本的なポイ

ントになることを改めて確認させていただいたところです。 

 

（配布資料の確認） 

・資料１ 地域福祉計画・地域福祉活動計画（案） 

・資料２ 地域福祉計画・地域福祉活動計画の愛称(キャッチフレーズ) 

・資料３ 資料編（統計情報） 

・資料４ 第３回健康福祉推進委員会会議録 

 

櫻井会長 

（以下議長） 

３．議事 

それでは本日の議事に入りたいと思います。 

会議次第に基づき、まず、議事の（１）計画素案について、事務局か

ら説明をお願いします。 

事務局 

（岡野参事） 

資料１、地域福祉計画・地域福祉活動計画（素案）の第１章から第３

章について、前回の委員会で提示した骨子案の修正及び加筆を行った箇

所、用語解説集について説明。 

議長 第１章から第３章までの内容について、いかがでしょうか。 

石川委員  大分整理されていると思います。 

議長  前回、指摘されたカタカナ用語の取り扱いのほか、図やグラフを加え

てわかりやすい内容に修正してあり、市と社協による手作りの計画のよ

さが現れていると思います。 

鹿倉委員  よくまとめられていると思います。 

石川委員  問題は、この計画をいかに実現していくかです。理想と現実とのギャ

ップをいかに小さくしていくか、その努力が求められています。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E9%A0%BC
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
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丸山委員  委員の皆様をはじめ、地域の方々の協力をいただきながら、計画の進

行に努めていきます。 

議長  全体として新しい形で必要な施策も盛り込められていますので評価し

ますが、第３章までの部分についてはよろしいでしょうか。 

 (異議なし) 

議長  次に、計画素案の第４章について事務局から説明をお願いします。 

社協（中繁地域

福祉推進係長） 

 資料１、計画素案の第４章（地域福祉を進めるために）から、地域の

取り組み及び社会福祉協議会の取り組みについて説明。 

議長  この中で新しい取り組みについて説明していただけますか。 

丸山委員  ４２ページの地区社協の組織化ですが、この計画を策定するにあたっ

て市内２１か所でワークショップを実施してみたところ、大きな地震を

経験されて住民の皆さんの間には地域と結びついていたいとの意向があ

ることが確認できました。以前から社協としては地域に合ったものを少

しずつでもつくっていきたいとの考えがありましたので、この計画にお

いても改めて記載しまして、計画期間の５年のなかで計画の内容を住民

の皆さんと共にできる限り進めていきたいと考えています。そのため、 

計画の内容を理解していただけるよう、積極的に地域に出向き説明をし

ていくことが大切と考えています。 

石川委員  地区社協のことについては、まだまだ知られていない現実があります。

大いに結構なことですから、ぜひ進めてください。 

議長  ほかに、新しい取り組みとしてございますか。 

丸山委員 

 

 ４６ページのマップ作りですが、これについても地域づくりのなかで

できるかなと思っています 

石川委員 地域が育たないとこのマップ作りはなかなか難しいと思いますが。 

丸山委員 

 

 個人情報など壁がありますので住民の皆さんの合意があってみんなで

つくっていかないと進められないと考えています。 

石川委員  災害対策に役立てるマップ作りは、今どこでも求められています。ひ

とりで動けない人を地域でどう支えていくか、地域全体の組織化ができ

ていないとなかなか難しいのが現実です。 

議長  その他の取り組みでは拡充していくものが多くなっていますか。 

社協（中繁地域

福祉推進係長） 

 これまでも取り組んではきましたが、今後強化していきたいものとし

て例えば、より一層広報の充実、災害ボランティアセンターの体制づく

り、権利擁護に関すること、今年 11 月１日からスタートした“くき元気

サービス”による地域支え合いの仕組みの推進などがあります。 

議長  “くき元気サービス”の利用状況はどうですか。 

社協（中繁地域

福祉推進係長） 

 今、希望者宅に順次訪問させていただいて、利用調整を進めていると

ころです。 

石川委員 この計画の中で一点気になるところがあります。それは、ＮＰＯ、ボ

ランティア、民間事業者を横並びにして連携を図っていくと記述してあ

りますが、これらの団体の役割を整理していく必要があると思います。 
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議長 

 

 実践の場では、やはり組織の目的や活動の違いから連携が難しい面も

出てくるということですか。 

石川委員 特に、ＮＰＯは、営利的なものからボランティアの要素が強いものま

で様々な団体があります。 

丸山委員 今の社協としては、ボランティアは社協のボランティアセンターで、

ＮＰＯなど市民活動団体は市の所管課で支援していくという役割分担は

継続していきたいと考えています。 

石川委員 役割を明確化しておくことがいいと思います 

野口委員  前回の委員会のときに申し上げましたように、力関係で仕切っていく

団体が入ってくると公平さに欠けてしまう心配があります。 

事務局 

（岡野参事） 

計画素案では、地域福祉の担い手としてボランティアやＮＰＯを横並

びにして例示してあります。 

石川委員  市民活動団体の対応としては坂戸市の例が参考になると思います。 

議長  ボランティアやＮＰＯなどの市民活動団体の違いをどう計画に記述し

ていけるか検討していきたいと思います。 

 また、地域の取り組みについては、何々しましょうと呼びかけ調にし

てあります。久喜市の現状を考えるとこの表現でよいと思いますが、い

かがでしょうか。 

 （異議なし） 

議長 次に、計画素案の第４章、市の取り組みについて、事務局から説明を

お願いします。 

事務局 

（岡野参事） 

１２の重点施策の中から新しい取り組みを中心に内容を説明。目標値

を設定し、進行管理を行っていくことを説明。 

議長  ただ今の市の取り組みについてご意見をいただきたいと思います。 

石川委員  ７３ページの目標値に、コミュニティソーシャルワーカーの配置で現

在５人となっていますが、どこにどういう形で配置されているのですか。 

事務局 

（岡野参事） 

 私を含め県の養成研修を受けた市の職員２人と社協の職員３人となっ

ています。 

丸山委員  補足しますと、県の支援計画で位置付けられている研修は、行政の職

員を対象として地域福祉を進行していくための管理的な立場の職員を養

成していくことを目的としています。また、昨年度社協が実施した養成

研修の１回目では、市の福祉担当者など関係機関の職員を中心に呼びか

けて行いました。今後は、地域の市民活動者を対象にコミュニティソー

シャルワーカーを養成していきたいと考えています。 

石川委員 

 

 市の地域福祉の管理的な立場の職員を配置していくということですの

で理解しました。これからは、ぜひ地域社会の中にもソーシャルワーカ

ー的な役割をする人を育てていってほしいと思います。 

丸山委員 その方向で充実していきます。 

石川委員 自主防災組織の目標値が低いと思います。自主防災組織の育成はコミ

ュニティづくりが基盤となります。鷲宮地区が他の地区より組織化が進



4 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

んでいるのは、このためです。災害時の要援護者支援と地域福祉とのか

かわりが深いものですので、市としても真剣に取り組んでいただきたい

と思います。 

事務局 

（岡野参事） 

 自主防災組織の育成については、地域福祉推進のための重要な施策の

一つとしても位置付けております。目標値は総合振興計画、行政改革な

ど他の計画との整合性を図れるよう同じく設定しております。地域福祉

計画推進の立場から、所管課には委員の意見、要望を伝えていきます。 

石川委員 ふれあい・いきいきサロンは社協が会場を用意し運営している事業で

すか。このような活動は、社協が運営するのでなく支援していくものと

思います。 

丸山委員  サロンの会場は、集会所や個人の家など地域によって様々です。社協

では、サロンの立ち上げの支援や運営の相談などを行っています。今後

も、地域の関係者の方と連携をしながら広げていきたいと考えています。 

新井委員  菖蒲地区ですと、あやめ会館で行っているような活動ですね。目標値

をもう少し高く設定してもいいと思いますが。 

石川委員 

 

 市民活動団体の補助金の関係で現状が 10団体、今後の目標値は上向き

となっていますが、数値を入れることはできませんか。 

三浦課長  一定の基準に基づいて予算の範囲内で支援している状況ですので明確

に数値目標を設定するまでには至っておりません。 

石川委員  ある事業者は毎年このような資金を利用しているようなので伺います

が、この事業の周知は行っていますか。 

田中副部長  この事業の選考委員をしています。活動の初期的補助５万円、発展的

補助 20万円の助成があります。事業の周知は、広報紙等で行っています。 

丸山委員  サロンの目標値は、現在の実施状況や地域のバランス等を勘案して低

めに設定していましたが、平成 26 年度 25 か所、平成 28 年度 30 か所に

修正させていただきます。 

新井委員 サロンの地域性というのはありますか。 

丸山委員 地域によってサロンの形ができているところと、まだこれからという

ところもありますので、支援をしていきたいと思います 

議長 第４章の部分はこの計画の重要な部分ですが、よろしいでしょうか。 

 (異議なし) 

議長 次に、計画素案の第５章について事務局から説明をお願いします。 

丸山委員 計画素案第５章、計画の推進について、連携、人材、情報をキーワー

ドに計画を推進していくこと及び進行管理の方法について説明。 

議長 計画の推進の内容について、いかがでしょうか。 

  (異議なし) 

議長 資料編の用語解説で２点修正をお願いします。 

・福祉有償運送の説明のなかで“運転ボランティア等”とありますが、 

平成 18年の法改正に基づき、“運転ボランティア等”を“ＮＰＯ等” 

に改めてください。 
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・バリアフリーには、心の壁、物理的な壁、制度的な壁、情報の壁とい 

う４つのバリアがあります。表記を工夫し加筆してください。 

議長 次に、議事の（２）、計画の愛称（キャッチフレーズ）について説明を

お願いします。 

社協（中繁地域

福祉推進係長） 

キャッチフレーズとして事務局案３案を協議のたたき台として提示

し、説明。    

石川委員 

 

一般人が目にしてパッと感じるもの、共感できるシンプルなものがい 

いと思います。また、地域づくりというと人によって地域の範囲の考え

方が違います。このなかでは、案の３の「みんなでつくる福祉のまちづ 

くり」がいいと思いますが。 

田中副部長 案の３は、みんなで“つくる”とまち“づくり”というように言葉が

ダブっているので、どちらか一つにして使うようにしたほうがいいと思

います。 

丸山委員 キャッチフレーズは、わかりやすく短いものがいいと思います。 

委員（複数から） ・「みんなでつくる福祉のまち」はどうでしょう。 

・それがいいですね。 

議長 本委員会としては、案の３を修正して、「みんなでつくる福祉のまち」

を提案したいと思います。 

 （異議なし） 

議長 次に、議事の（３）、パブリックコメントについて事務局から説明をお

願いします。 

中村課長補佐 パブリックコメントの方法、日程等について説明。 

議長 パブリックコメントについてご質問はありますか。 

 （なし） 

議長 よろしいでしょうか。委員の皆様には貴重なご意見をいただき感謝申

し上げます。これをもちまして本日の議事は全て終了いたました。議長

の職を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

司会 

（三浦課長） 

それでは、次第の４、その他として次回の委員会の開催日程案ですが、

２月２９日（水）午後１時３０分からでいかがでしょうか。 

 ≪事務局案のとおり≫ 

副会長 

新井委員 

５．閉会（あいさつ） 

 本日は、長時間にわたりまして熱心なご審議を賜りましてありがとう

ございました。以上をもちまして、閉会とさせていただきます。 

会議のてん末・概要に相違ない事を証明するためにここに署名する。（注） 

 

 平成 ２４年 １月１８日 

 

 

                           櫻 井 邦 夫   
 

 


