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記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 
令和３年度第１回 

朝霞市地域福祉計画推進委員会 

開 催 日 時 

令和３年１２月２４日（金） 

午後１時１５分から 

午後３時２０分まで 

開 催 場 所 朝霞市総合福祉センター 第１・第２会議室 

出 席 者 別紙のとおり 

会 議 内 容  別紙のとおり 

会 議 資 料  別紙のとおり 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 委員全員による確認 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
傍聴者 ０人 
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令和３年度第１回 

朝霞市地域福祉計画推進委員会 

令和３年１２月２４日（金） 

午 後 １ 時 １ ５ 分 か ら 

午 後 ３ 時 ２ ０ 分 ま で 

総合福祉センター第１・第２会議室 

 

１ 開 会 

２ 福祉部長あいさつ 

３ 社協常務理事あいさつ 

４ 委員及び事務局紹介 

５ 議題 

（１）委員長及び副委員長の選任 

（２）第４期朝霞市地域福祉計画・朝霞市地域福祉活動計画の概要について 

（３）第４期朝霞市地域福祉計画・朝霞市地域福祉活動計画の評価方法及びスケジュール

について 

（４）その他 

６ 閉会 

 

 

出席委員（１６人） 

    委  員  長 山 本 美 香 

    副 委 員 長 渡 邉 俊 夫 

    委     員 丸 山   晃 

委     員 池 田 玉 季 

委     員 新 坂 康 夫 

委     員 尾 池 富美子 

委     員 横 田 暁 子 

委     員 田 畑 康 治 

委     員 土 佐 隆 子 

    委     員 深 津 廣 良 
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    委     員 木 村   宏 

委     員 須 田 忠 夫 

委     員 濵 野 公 成 

    委     員 ウォルフ  功 

    委     員 森 田 香 織 

    委     員 垂 水 かおり 

 

欠席委員（２人） 

委     員 坂 本 忄奈 

委     員 村 串 克 己     

 

市事務局（５人） 

    事  務  局  福祉部長 三 田 光 明 

    事  務  局  福祉部次長兼福祉相談課長 佐 藤 元 樹 

    事  務  局  福祉相談課主幹兼課長補佐 小笠原 ミツエ 

    事  務  局  福祉相談課地域福祉係長 佐 藤   卓 

    事  務  局  福祉相談課地域福祉係主事 下 川 晃 秀 

 

社会福祉協議会事務局（４人） 

    常務理事 渡 辺 淳 史 

地域福祉推進課長 川 合 義 和 

    地域福祉推進課長補佐 秋 元 一 美 

    地域福祉推進課地域福祉推進係主任 秋 山 晋 司 
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資料一覧 

 ・朝霞市地域福祉計画推進委員会 次第 

・資料１ 朝霞市地域福祉計画推進委員会 朝霞市地域福祉活動計画推進委員会 委員名簿 

・資料２ 第４期朝霞市地域福祉計画・地域福祉活動計画進行管理・評価シートと記入例 

・資料３ 令和３年度事業の重点的評価施策 

・資料４ 今後のスケジュールについて 

・朝霞市地域福祉計画推進委員会条例 

・令和４年４月１日からの指定管理者一覧表 
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）  

◎１ 開会 

○事務局・佐藤係長 

皆様、こんにちは。 

定刻となりましたので、ただいまから朝霞市地域福祉計画推進委員会及び地域福祉活動計画推進

委員会を始めさせていただきます。 

本日は、大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。本日の司会を務めさせ

ていただきます、朝霞市福祉相談課の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず始めに、本会議は「市政の情報提供及び審議会等の会議の公開に関する指針」により、原則

公開となっております。本日傍聴を希望されている方がいらっしゃれば、傍聴を許可したいと思い

ますが、これに御異議ございませんでしょうか。 

（異議なし、の声） 

御異議がございませんので、傍聴希望者がいらっしゃるようでしたら入室していただきます。 

○事務局・下川主事 

ただいまのところいらっしゃいません。 

○事務局・佐藤係長 

傍聴希望者は現在のところいらっしゃいませんが、会議の途中で傍聴希望者がいらっしゃった際

には随時入室していただきますので御了承ください。 

続きまして、委嘱状の交付を行います。朝霞市三田福祉部長、朝霞市社会福祉協議会渡辺常務理

事から、皆様を代表しまして、垂水かおり様に交付いたします。 

（委嘱状交付） 

○事務局・佐藤係長 

誠に恐縮でございますが、ほかの皆様の委嘱状につきましては、ただいまから配付させていただ

きます。 

皆様、お手元に届きましたでしょうか。委員の皆様におかれましては、２年間よろしくお願いい

たします。 

 

◎２ 福祉部長あいさつ 

○事務局・佐藤係長 

続きまして、福祉部長からごあいさつを申し上げます。 



 

 

- 6 - 

 

○事務局・三田部長 

皆さん、こんにちは。福祉部長の三田と申します。この会議の開催に当たりまして一言ごあいさ

つ申し上げます。このたびは、２年間という長きにわたりまして委員の方をお引き受けいただきま

してありがとうございます。改めまして、よろしくお願いいたします。 

さて、皆様も御承知のとおり、コロナ禍がちょっと落ち着いたかなと思っていたところに新しい

型のコロナで先々がなかなか見えないという中ではございます。市内でも大変感染者の方が多くて

御心配をお掛けしましたけれども、皆様の御協力のおかげでワクチン接種の方も何とか軌道に乗っ

て、朝霞市もようやく少し落ち着いている状況でございます。様々な市の事業等も少しずつ元の形

に、気を付けながら戻していくようなところでございます。ちょうど今日、クリスマスイブという

ことで「冬のあかりテラス」というイベントを市役所のそばの通りで開催いたします。夕方です

ね、是非お時間があれば御覧になっていただければと思います。吹奏楽の演奏等もございますの

で。雑談で申し訳ございません。 

そうした中で、我々福祉の方の立場で申しますと、このコロナ禍の中で、これまでなかなか言葉

には挙がっていましたが、様々な地域の福祉の課題というものが顕在化してきたのかなと、どうし

てもコロナで外に出られないお年寄りの方、そういうことから引きこもりの問題であったり、体を

動かせないことによって高齢化の心配が進んでしまったりとか、様々な問題もございます。また、

生活にお困りになるというような方も増えてきていると、相談等も増えているという状況もござい

ます。 

そうした中で、この地域福祉計画は、社会福祉協議会の地域活動計画の方が、その大元の計画と

して今回作られております。全ての朝霞市の福祉の計画の上に乗っているような形になりますの

で、ここでの話、評価等を今後進めていただきますけれども、それが全て、下のそれぞれの高齢者

であったり障害者であったりという計画の方、子ども・子育て関係の方にも響いていくということ

でございますので、是非そういった計画でございますので、また、これまでと違って、いろいろな

事業評価のそういう方法も取り入れさせていただいておりますので、委員の皆様には大変お手数を

お掛けしてしまうかと思うのですが、朝霞市の福祉の全体を考えていくと言いますか、そういう計

画であるということで是非今後とも御承知おきのほどお願いいたします。そういった状況でござい

ます。 

私の方としては、それを改めてお願いして、ごあいさつとさせていただきます。本日は、よろし

くお願いいたします。 
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◎３ 社協常務理事あいさつ 

○事務局・佐藤係長 

ありがとうございました。 

続きまして、朝霞市社会福祉協議会常務理事にごあいさつをお願いいたします。 

○社会福祉協議会・渡辺常務理事 

皆さん、こんにちは。社会福祉協議会の渡辺です。 

本日はお忙しい中、本委員会に出席いただきましてありがとうございます。 

第４期の地域福祉活動計画では、地域福祉計画及び三つの基本目標に対して１７の施策の方向性

を掲げております。社会福祉協議会では、これらの方向性に対して４５項目の取組を担っておりま

す。コミュニティソーシャルワーカーの配置や住民参加型在宅福祉サービス、あいはぁと事業の開

始など、新たな取組も実施しております。 

本計画の推進に当たりましては、社会福祉協議会の地域福祉推進課、高齢者児童福祉課、あさ

か、はあとぴあの両作業所などの各部署が所管する業務を通して取り組むものと、地区活動として

部署を超えて全職員を市内６地区に担当分けして取り組む二つの方法で、本件が実りあるものにな

るように取組を進めております。 

今後も社会福祉協議会で持つ、児童、高齢者、障害者への支援、相談業務などの様々な専門性を

生かしながら計画を推進してまいりたいと考えております。皆様におかれましては、今後も御指導

御協力をいただきますようお願い申し上げて、あいさつとさせていただきます。 

○事務局・佐藤係長 

ありがとうございました。 

続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。 

まず、本日の「次第」と、資料１「朝霞市地域福祉計画推進委員会 朝霞市地域福祉活動計画推

進委員会 委員名簿」、資料２「第４期朝霞市地域福祉計画・地域福祉活動計画 進行管理・評価シ

ート」と記入例、資料３「令和３年度事業の重点的評価施策」、資料４「今後のスケジュールについ

て」、そして、本日追加で机上に配付させていただきましたが、「朝霞市地域福祉計画推進委員会条

例」と「令和４年４月１日からの指定管理者一覧表」と「もの忘れ外来とかかりつけ医師との連

携」、こちらは尾池委員の方から御提供いただいたものです。 

以上でございますが、皆様おそろいでしょうか。 

また、本日、計画書の冊子をお持ちでない方はいらっしゃいますか。皆様お持ちでしょうか。あ

りがとうございます。 

それでは、本日の委員の皆様の出席状況でございますが、お手元の資料１、委員名簿と追加でお
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配りしました「朝霞市地域福祉計画推進員会条例」、こちらをまず御覧ください。 

この委員会は、この条例第４条にございますとおり、「委員１８人以内で組織する。」と規定され

ておりまして、このたび、資料１の委員名簿のとおり、１８人で組織いたしました。本日は、委員

名簿の３番、坂本忄奈委員から事前に欠席の御連絡を頂いておりまして、委員１８人中、過半数の１

６人の委員の皆様に御出席をいただいておりますので、同条例第７条第２項の規定に基づきまし

て、会議が成立しておりますことをここで報告いたします。 

 

◎４ 委員及び事務局紹介 

○事務局・佐藤係長 

続きまして、本委員会は、本日が第１回目の会議となりますので、ここでおそれ入りますが、委

員の皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。資料１の名簿順に山本委員からお願いしたいと思

います。 

○山本委員長 

皆様、こんにちは。東洋大学の山本と申します。 

そこに、ついこの間までライフデザイン学部というのがありまして、そちらの方で地域福祉を教

えておりました。今は、東京都の北区の方にキャンパスが移転しておりますが、引き続いて朝霞市

のこちらの計画に参画を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。 

○丸山委員 

名簿の２番目になります、丸山晃と申します。よろしくお願いいたします。 

お隣の駅、志木駅の最寄りになりますけれども、立教大学コミュニティ福祉学部で社会福祉士の

実習と障害者福祉のことを担当しています。東京都になるんですけど、東京都の社会福祉士会とい

うところの一応理事をしております。前期に引き続きになりますけれども、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○池田委員 

大変遅くなりまして申し訳ございません。大山保育園の園長をしております、池田玉季と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

今日ちょっと遅れた理由は、本当に個人的なんですけれども、目の手術をして昨日でやっと一週

間たって、今日からいいですよと言われて久々に車に乗ったら怖くなっちゃいまして。ここまで来

るのにちょっと時間が掛かってしまいました。申し訳ございません。これからもまた、皆様と地域

の発達のお役に立てるよう頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○新坂委員 

皆さん、こんにちは。朝霞市の地域包括センター「つつじの郷」の新坂と申します。 

朝霞市の方では、現在五つの地域包括支援センターがありまして、そのうちの第２圏域を担当し

ています。地域の方は、三原、東弁財、西弁財、泉水の方を担当しておりますので、高齢者の方の

視点で今日の委員会の方でも意見がありましたらお伝えしていきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○尾池委員 

皆さん、こんにちは。名簿の６番になります、認定・埼玉県指定ＮＰＯ法人「メイあさかセンタ

ー」の代表理事、尾池富美子でございます。 

長年にわたりまして、福祉と国際交流、国際協力を内部で上手にリンクしながら連携して活動し

てまいりました。三十数年になります。 

お気付きの方もいらっしゃるかと思いますけれども、私たちはマレーシアと交流しているんです

けれども、今、マレーシアがそれこそ大災害ということで洪水で今ちょうど私たちが交流してい

る、３か所あるんですけれどもそのうちの一つのところの地域が、なんと５万人の人たちが避難し

ているということで、マレーシアの新聞を、インターネットで全部読めるので、そういうことで

今、交流を超えて心配しているところです。 

またいろいろお世話になると思いますけれども、自分たちの活動を通じながら意見を申し上げた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○横田委員 

こんにちは。「サロン・おたっしゃくらぶ」の代表をしております、横田暁子と申します。住まい

は、朝霞市の宮戸というところに住んでおります。 

２年間、サロン・おたっしゃくらぶの活動が全くできない状態で、地域の中も随分変わりまし

た。知らないうちにもうお家が閉まってしまった方ですとか、入院されたり、本当に様々な変化が

最近は見られています。それでもやっとこの１月にサロンを、感染対策を行いながら二つに分けて

開催することで、今準備をしているところです。 

是非、これからも１年間頑張っていきたいと思いますので、皆さん一緒にこの会議に出させてく

ださい。よろしくお願いいたします。 

○田畑委員 

皆さん、こんにちは。社会福祉法人朝霞地区福祉会の「すずらん」からまいりました、田畑と申

します。よろしくお願いいたします。 

朝霞地区福祉会はですね、現在和光市に保育園が２園、朝霞市に特別養護老人ホーム「朝光苑」
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が一つ。志木市に児童発達支援センターの「みつばすみれ学園」、生活介護事業の「すずらん」。現

在この五つの施設、５事業を運営している次第でございます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

○渡邉委員 

皆さん、こんにちは。朝霞市子ども会連合会の代表をやっております、渡邉俊夫と申します。継

続してこの委員を受けさせていただいたんですけれども。 

子ども会の団体としては、今年５０周年という年数がたったはいいんですが、地域の構造が時代

と共にすごく変わってきて、お隣さんの面倒を見るというこの活動自体も要素をそのまま現実に受

け入れざるを得ない、隣のお子さんのことを気にしない社会というのかな。そういうのを皆ででき

ないような時代になって、何か方法はないかなということをいつも頭を巡らせていても、なかな

か。こういう案件の中でですね、少しでも前に進めるようなことが見つかれば有り難いなと思いま

すので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○土佐委員 

こんにちは。民生委員児童委員、土佐隆子と申します。 

去年と今年と、コロナで思ったような活動ができませんでした。そういう中でもコロナのワクチ

ン接種の予約であったり、同行だったり、そういうことは少しはできたかなと思いますけれども、

今年もこれからまだ先が全然見えない状態ですので、そういう中でも工夫して活動をしていけたら

と思っております。よろしくお願いいたします。 

○深津委員 

こんにちは。自治会連合会の深津と申します。初めての出席なので、ちょっと要領よくお話しす

ることができませんが、よろしくお願いいたします。 

○木村委員 

皆さん、こんにちは。名簿の１３番になります。朝霞地区シルバー人材センター事務局長の木村

宏と申します。 

朝霞地区ということで、朝霞市、志木市、和光市の３市による広域的に運営をしているところで

ございます。私、昨年の４月に事務局長ということで就任いたしまして、昨年度１年間、この推進

委員会の方に委員として参加させていただきました。また再任という形でですね、今後２年間、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○須田委員 

皆さん、こんにちは。１４番になりますけれども、朝霞地区保護司会朝霞支部、須田でございま

す。 
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今、朝霞支部の支部長をさせていただいておりますが、私個人、現在２人の対象者を受け持って

おります。１号観察、一人の少年、一人は、４号観察は成人です。明後日ですか、２６日にもう一

人が面接に来る予定になっております。このようなことをもう二十数年やっておりますけれども、

個人個人を面接しますと、そんなに悪い人はいないんですよね。何人かで一緒になると、ちょっと

やらかすんですよね。それで結局警察に捕まって、我々の方に回ってくる。そんなことをやってい

ます。一つどうぞよろしくお願いいたします。 

○濵野委員 

皆さん、こんにちは。名簿の１５番、朝霞地区医師会の濵野といいます。 

朝霞地区医師会というのは、朝霞、新座、志木、和光の四市のまとまった医師会で、私は朝霞の

副支部長というのを任せられておりまして、毎回この会議には、お願いしますと言われて来ていま

す。久しぶりに今日会議があったんですけど、本当に久しぶりで総合福祉センターがどこにあるの

か忘れてしまいまして、市役所に電話してここだと確認して来させていただきました。 

朝霞市はですね、この間まで集団予防接種の方を１１月末までしていただきまして、１１月で終

わって１２月からはちょうどなくなったのでほっとしていたら、この会議が入ってしまいました。

何か手伝えることがあれば頑張りますので、よろしくお願いします。 

○ウォルフ委員 

皆さん、こんにちは。名簿の１６番になります。市民公募で選出いただきましたウォルフと申し

ます。 

父方がアメリカ人なので、アメリカ人ということで名前も海外の名前となっておりますけれど

も、朝霞市にはですね、２０年ぐらい住んでおりまして、こういった経験は初めてなのでどういっ

た活動というか、御協力できるかというところが分からないところがありますけれども、精一杯協

力をさせていただければと思います。よろしくお願いします。 

○森田委員 

はじめまして、こんにちは。１７番に名前を記載させていただいております、森田香織と申しま

す。 

普段は都内の方まで、イベントとかコンベンションとかを行う会社で働いておりまして、昨年出

産して今１歳の子供がいて、先月まで、出張に出ている夫がいてという感じで、結構忙しかったん

ですけれども、このような機会を与えていただいたので参加させていただくことになりました。 

まだどんなことをお手伝いできるか分からないんですけれども、よろしくお願いいたします。 

○垂水委員 

皆様こんにちは。垂水かおりと申します。 
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昨年志木市から引っ越してきてちょうど１年になります。今後ずっと朝霞市に住むつもりですの

で、この地域の良いところをもっともっと知りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたし

ます。 

○事務局・佐藤係長 

皆様、ありがとうございました。 

次に事務局の職員の紹介をさせていただきます。 

○事務局・三田部長 

改めまして、福祉部長の三田と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局・佐藤次長 

後ろから失礼します。福祉相談課長をしております佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○事務局・小笠原主幹 

福祉相談課主幹兼課長補佐の小笠原ミツエと申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局・佐藤係長 

同じく福祉相談課地域福祉係長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局・下川主事 

同じく福祉相談課地域福祉係の下川と申します。よろしくお願いいたします。 

○社会福祉協議会・渡辺常務理事 

改めまして、社会福祉協議会常務理事兼事務局長の渡辺です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○社会福祉協議会・川合課長 

同じく、朝霞市社会福祉協議会地域福祉推進課長をしております川合と申します。よろしくお願

いいたします。 

○社会福祉協議会・秋元課長補佐 

皆さん、こんにちは。社会福祉協議会の地域福祉推進課、課長補佐をしております秋元一美と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○社会福祉協議会・秋山主任 

朝霞市社会福祉協議会地域福祉推進係の秋山と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局・佐藤係長 

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 
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◎５ 議題 （１）委員長及び副委員長の選任 

◯事務局・佐藤係長 

それでは、議事に入りたいと思いますが、その前にまた申し訳ございませんが、先ほどお配りし

た朝霞市地域福祉計画推進委員会条例を御覧ください。この条例第５条第１項では、「委員会に委員

長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。」、また、第７条第１項では、「委員会の会議は委

員長が招集し、その議長となる。」と規定されております。つきましては、委員長が選出されるまで

の間、朝霞市三田福祉部長を仮議長として議事を進行してよろしいでしょうか。 

（異議なし、の声） 

ありがとうございます。 

それでは、ここから三田部長にお願いしたいと思います。 

○事務局・三田部長 

それでは、委員長が決まるまでの間、仮議長ということで私の方で進行をさせていただきます。 

着座にて失礼いたします。 

先ほど事務局から説明があったとおり、本会議体の委員会の委員長及び副委員長は互選によって

定めるということでございます。したがいまして、まずは立候補又は推薦等あればお伺いしたいと

思います。 

いかがでしょうか。 

尾池委員、お願いします。 

◯尾池委員 

一応この会の最高齢かなと思うので、ちょっと手を挙げさせていただきました。 

本委員会は地域福祉に関する総合的な会議でございますので、学識経験を有する方として、前回

に引き続き東洋大学の山本委員を委員長に推薦させていただきたいと思いますけれども、いかがで

ございましょうか。 

○事務局・三田部長 

ありがとうございます。 

ただいま、山本委員を委員長に推薦ということでお話いただきましたが、いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。御異議はございませんか。ありがとうございます。 

それでは、今御推薦いただいた山本委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

◯山本委員 

はい。お引き受けいたします。 
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◯事務局・三田部長 

ありがとうございます。 

それでは、委員長は山本委員にお願いするということで、ここで私の方は仮議長を下ろさせてい

ただいて、山本委員長に交代したいと思います。 

よろしくお願いします。 

○山本委員長 

改めまして、ただいま朝霞市地域福祉計画推進委員会・朝霞市地域福祉活動計画推進委員会の委

員長の職に選出されました山本です。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんの御協力

により会議を円滑に進めて行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

一言、ちょっとよろしいでしょうか。新しい方もいらっしゃるので。この地域福祉計画、地域福

祉活動計画と二つ長い名前が並んでおりますけれども、これはですね、この朝霞市の中でどのよう

な助け合いのまちを作っていけるかということを、行政、それから民間の人々、それから団体。そ

して、皆様住民の方々含めて考えていこう、計画を作ってそれを進めていこうというのがこの地域

福祉計画、地域福祉活動計画というものの趣旨になっております。 

その点今ずっと皆様の御紹介がありましたけれども、いろいろな専門団体の方々から選出をして

この会議が成り立っております。特に市民公募の方々は、先ほど何をやったらいいかなというふう

におっしゃって下さったんですけれども、実は一番大事じゃないかなといつも思っていて、市民の

立場としてお気付きになっている点とか、あるいはこんなふうにした方がいいんじゃないかと思わ

れている点を御忌憚なく言っていただきたいなというふうに思うんですね。 

私なんかは、つい最近まで朝霞市のそこで働いておりましたけれども、今はもう出てしまいまし

たし、自分自身は東京の方に住んでいて、朝霞市民でもないわけです。そういう意味では、本当に

このまちをどうしていったらいいかというのを考えてくださっているのは、やっぱり市民の方だと

思うので、どうぞ、少しこれを読んでいただくと聴いたことがないような言葉があるなとか、英語

が多いんじゃないかとか、いろいろ御不満もあるかと思いますけれども、本当にそれぞれのお立場

でお気付きのことをお伝いいただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それから、従来からの方々ももちろん、それぞれの御専門の立場でこれまでのことやこれからの

ことを教えていただいて、議論してより良いものを作っていければと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

すみません。進行の中で勝手に付け加えさせていただきました。申し訳ありません。 

それでは、副委員長の選出ですけれど、朝霞市地域福祉計画推進委員会条例第５条の規定により

まして、副委員長は、「委員の互選によってこれを定める。」となっておりますが、立候補または推



 

 

- 15 - 

 

薦はございますでしょうか。 

では、横田委員お願いいたします。 

○横田委員 

地域の実情にも詳しく、長く地域福祉計画に関わって来られました渡邉委員を副委員長に推薦さ

せていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

ただいま渡邉委員を副委員長に御推薦いただきましたが、御異議ございませんでしょうか。 

ありがとうございます。 

では、御異議がないようですので、本委員会の副委員長は、渡邉委員にお願いをいたしたいと思

います。 

渡邉委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

よろしくどうぞお願いいたします。 

それでは、渡邉委員、副委員長席へ移動していただけますでしょうか。 

では、渡邉副委員長、一言ごあいさつをお願いいたします。 

○渡邉副委員長 

ただいま、皆さんに御推薦いただきました渡邉でございます。 

地域福祉計画推進委員会、活動計画推進委員会ということで、実際は枠を作っても、それが絵に

描いた餅ではないようにするのがこの会議だと思いますので、そういうことで皆さんにいろんな、

やっぱり朝霞の、日本人は昔から空気で感じるところが多いと思うんですけれども、心地いいなと

感じられるような福祉のまちであってほしいなと思いますので、皆さん御便宜をいただければ有り

難いと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 

 

◎５ 議題 （２）第４期朝霞市地域福祉計画・朝霞市地域福祉活動計画の概要について 

○山本委員長 

続きまして、議題（２）第４期朝霞市地域福祉計画・朝霞市地域福祉活動計画の概要についてで

すが、事務局から御説明をお願いいたします。 

◯事務局・下川主事 

事務局から議題（２）の第４期朝霞市地域福祉計画・朝霞市地域福祉活動計画の概要について、
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御説明申し上げます。資料としましては、こちらの計画書を御用意いただければと思います。 

それでは、着座にて失礼いたします。 

改めまして、本委員会の委員をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。皆様の

中には、昨年度から引き続き計画の策定から携わっていただいた方、今年度から新しく委員になっ

ていただいた方がいらっしゃいますので、まず初めに、これまでのおさらいも兼ねて、計画の概要

というところから御説明をさせていただければと思います。 

それでは、計画の５ページを御覧ください。 

まず、「計画の位置付け」ということですが、朝霞市地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条に規

定する「市町村地域福祉計画」として、市における地域福祉を推進する上での基本的指針を定めた

ものになっております。また、平成３０年の社会福祉法の改正を受けまして、地域福祉計画は福祉

分野の上位計画として位置付けられました。図の方で見ていただくとイメージがしやすいと思いま

すが、市には、福祉の中でも「障害者」、「高齢者」、「子ども」、「健康」といった様々な個別の計画

が存在しています。その中でも、地域福祉計画は、それらの各個別計画との整合性を保ちながら、

上位に位置付けすることとなっています。なお、市では最上位計画として、朝霞市総合計画があ

り、全ての計画の基盤となるものが存在しています。 

そして次に、朝霞市社会福祉協議会が策定する「朝霞市地域福祉活動計画」ですが、地域福祉の

中核的役割を担う社会福祉協議会が呼び掛けて、地域住民や関係機関・団体などが相互協力し、役

割分担の元に、地域が抱える生活課題や福祉課題の解決を目指すとともに、福祉のまちづくりへと

発展させていくための民間の活動計画、行動計画としての性格を持っています。今、皆さんのお手

元にある第４期の計画は、市と社会福祉協議会の計画が合冊され、１冊の冊子となっております

が、実は、第３期の計画までは、策定する主体が異なることから、別々の冊子で策定されていまし

た。この第４期計画を策定する際には、この二つの計画が策定の根拠などは異なるものの、お互い

地域福祉を推進していくという目的が同じであることから、市と社会福祉協議会のそれぞれの特性

を生かしながら、更に地域福祉を一体的に推進するため、策定作業の過程から協働して、計画書自

体も一冊にまとめあげた経緯がございます。 

続いて、７ページを御覧ください。 

この計画の期間についてですが、表の中では上から２番目になります。計画期間は、令和３年度

から始まり、令和７年度までの５年間となっています。先ほどお話した関係で、７ページの下の方

に、これまでの計画の表紙が載っています。このように、第３期までは、市と社会福祉協議会が

別々に策定しておりました。 

続きまして、８ページを御覧ください。 
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「社会情勢の変化」ということで、下段の方に「再犯の防止等の推進に関する法律の成立」と記

載があるかと思います。国におきましては、平成２８年１２月に再犯の防止等の推進に関する法律

を施行し、市町村に対して、国の再犯防止推進計画を勘案し、地方再犯防止推進計画を策定する努

力義務が規定されました。この法律が施行された背景には、日本における再犯率が高いということ

がございます。刑法犯の認知件数自体は減少傾向にありますが、検挙人員に占める再犯者の割合が

上昇傾向にあります。犯罪や非行をした人の中には、貧困や疾病など、様々な生きづらさを抱える

人が多く、立ち直りに多くの困難を抱える人が少なくありません。再犯を防止するためには、国民

全体で犯罪や非行をした人の更生に理解を深め、地域で孤立することがないよう円滑な社会復帰を

支援することが必要になります。こうした背景から、朝霞市では、地域福祉計画の一部に再犯防止

推進計画を位置付けております。 

続いて、９ページを御覧ください。 

今度は、国ではなく世界規模のお話になりますが、皆さん、ＳＤＧｓという言葉を御存じでしょ

うか。最近ではテレビなどのメディアでも目にすることが多くなってきたように思います。 

ＳＤＧｓとは、「Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ」の略で、持続

可能な開発目標と訳されます。これは、平成２７年９月の国連サミットで採択された令和１２年ま

での国際目標であり、持続可能な世界を実現するための１７のゴール、１６９のターゲットから構

成され、「誰一人取り残さない」を理念の下、様々な課題解決に取り組むものです。本計画では、 

ＳＤＧｓの目標や理念を踏まえ、「誰一人取り残さない」地域社会の実現を目指すことをここに位置

付けております。 

続きまして、１３ページを御覧ください。 

１３ページからは、第２章「市を取り巻く地域福祉の現状」となっております。こちらの第２章

には、「地域福祉に関連する市の統計データ」が載っているほか、この計画を策定する際の基礎資料

とするため実施した「アンケート調査」や「地域懇談会」の結果が記載しています。本日は割愛さ

せていただきますが、よろしければ一度御覧になっていただければと思います。 

続きまして、５４ページを御覧ください。 

続いて、施策の体系でございますが、本計画の骨組みに当たる部分でございます。まず、本計画

の基本理念として「支え合いの心を育み、誰もが地域でつながるまち」と掲げました。こちらの基

本理念は、第３期計画の際に、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるようにするため、

市民が地域福祉の担い手となって主体的に活動していくことができるよう、市民一人一人の支え合

いの「心を育み」、「地域でつながる」仕組みを目指して定めたものになりますが、第４期において

もなお一層、この基本理念を意識していくこと、発信していくこと、そして共有していくことによ
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り、地域福祉が推進されていくものと捉え、第３期の基本理念を受け継ぐこととしました。 

そして、この基本理念を実現するために、基本目標を三つに分けて定め、上から「市民の暮らし

を支える仕組みづくり」、「思いやりと支え合いの心づくり」、「安心で暮らしやすい地域づくり」と

しております。 

最後に、三つの目標を達成するため、１７個の「施策の方向性」を定めています。第４期から新

たに追加した施策の方向性は、（３）の保健医療・社会福祉サービスの充実、（４）の権利擁護の推

進、（１５）の外出・移動の支援、（１６）の住まいの確保等への支援、（１７）の再犯防止の推進に

なります。最後の（１７）の施策の方向性が朝霞市の「再犯防止推進計画」として位置付けている

ところになります。 

続きまして、５７ページを御覧ください。５７ページからは第４章「施策の展開」となってお

り、この計画のメインになるところで、市と社会福祉協議会が取り組んでいく事業や、市民や関係

団体が取り組めることが記載しています。 

それでは、施策の方向性１の「地域共生社会の実現に向けた仕組みづくり」を例に、計画の見方

を説明いたします。 

５８ページからになりますが、基本目標１の方向性１ということで、四角で囲ってある中に、「現

状と課題」、それから「アンケート等から」と記載しております。こちらには、統計データやアンケ

ート調査、また、時代の背景から、浮き彫りになったこの施策の方向性の必要性を記載していま

す。 

続いて、その下になりますが、目指す姿として、方向性ごとの目指す姿を掲げています。ここで

は、「誰もが住み慣れた地域の中で、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしてい

くことのできる重層的な支援体制の構築を目指します。」としております。 

続いて下にいくと、「市の主な取組」になりますが、５８ページから５９ページにかけて、目指す

姿を達成するための市の取組が記載しています。ここでは①から⑤までの取組を挙げています。取

組の次には、市の指標・目標になりますが、指標・目標は、目指す姿を達成するための市の数値目

標でございます。ここでは、代表的な指標を記載しており、「生活困窮に関する相談件数」、「地域包

括支援センターの数」としており、それに対しての令和元年度の現状値に対し、この計画の最終年

である令和７年度までの目標値を定めております。皆様にこの計画の進行管理や評価をしていただ

く際の判断材料にもなりますので、この指標・目標というものが重要になってくるかと思います。 

６０ページには、社会福祉協議会の取組と指標・目標が同様の流れで記載しております。 

そして、最後に６１ページですが、「地域でできること」と題し、市民や関係団体が行える取組を

例示しています。地域福祉の性質上、市と社会福祉協議会だけでは地域福祉を向上させていくのは
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難しく、実際に地域の中で暮らし、活動している市民の方が主役となっていくものと考えておりま

す。そういった思いも込めて、方向性ごとにこういった地域でできることを記載させていただきま

した。次のページの方向性２から最後の方向性１７までは同様の流れで記載しております。 

計画の概要につきましてはここまででございますが、この場をお借りして報告事項がございま

す。市内公共施設の指定管理についてでございますが、お手元の資料の中の本日お配りした「令和

４年４月１日からの指定管理者一覧表」を御覧ください。 

福祉部及びこども・健康部所管の施設における令和４年度からの指定管理者につきまして、令和

３年第４回市議会の議決を経て、施設の管理運営を行う指定管理者を新たに指定しました。具体的

にはこちらの総合福祉センター、障害者ふれあいセンター、老人福祉センター、児童館及び放課後

児童クラブにつきましては、引き続き朝霞市社会福祉協議会を、特別養護老人ホーム朝光苑につき

ましては、引き続き朝霞地区福祉会を、令和４年度から５年間指定管理者に指定いたしました。 

施設の管理につきましては、第４期計画の中でも、例えばですが１０１ページの施策の方向性

「１２ 施設等の整備・充実」において関連のあるお話でしたので、この場をお借りして皆さんに

御報告いたします。今後も地域福祉の活動拠点として施設の整備・充実に努めてまいります。 

事務局からは、以上になります。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 

今、こちらの第４期の地域福祉計画と地域福祉活動計画につきまして、概要を御説明いただきま

したが、何か皆様方の方から御質問・御意見等ございますでしょうか。 

特に、初めて見たという方もいらっしゃると思うんですけれども、見方とか、これどういう意味

だというようなことでも結構ですが、何かございますか。 

垂水委員、いかがです。 

○垂水委員 

こんなにたくさん、いろいろなことをしていただいてるのだなという。改めて知りました。 

○山本委員長 

特に御質問等はない感じですかね。分かりました。ありがとうございます。 

森田委員、いかがでしょうか。御質問がなければ、御感想でも結構です。 

○森田委員 

たくさんこんなにやっていただいているということを私も初めて知りまして。こういうのをやっ

ていると知った上で暮らすと、ああこれなんだなと分かるとは思うのですが、今聴いて、ああそう

だったのかというのが率直な感想です。 
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○山本委員長 

ありがとうございます。 

ウォルフ委員、いかがですか。御感想でも結構です。 

○ウォルフ委員 

そうですね、私もこの計画書を見て、初めて知った部分がたくさんあったんですけれども。私、

仕事が某自動車メーカーで衝突実験をやっていまして、これから高齢化とかいうことも聴きます

し、交通弱者の方も守っていかければいけないというところで、地域活動とかいうところも、私た

ちも注目しているところではあって。そういうところで御協力できることがあればいいなとは思い

ます。以上です。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

おっしゃるとおり、高齢者御自身が運転して加害者になってしまう場合と、それから運転できな

くて交通が不安だという両方の面があるので、本当に課題だと思います。 

それから、森田委員、垂水委員がおっしゃってくださったように、すごいいっぱいやっているん

だけれど、市民のところまで行っていないわという感じは、とても御指摘で痛いところなんですけ

れども。これをいかに市民の皆さんにかみ砕いて分かっていただくのに一緒に進めましょうとなっ

ていったというのが、頑張ってはいるんですけど、それをどういうふうに推進していくかというの

が、この会の趣旨でございます。 

深津委員、いかがでしょうか。御覧になっていかがでございますか。 

○深津委員 

余りにも問題が細かく、難しい問題ばかりで。私もちょっと考えがまとまらない感じで、ちょっ

とあぜんとしております。 

○山本委員長 

そうですよね。いきなりこれを見てどうですかと言われても。では、また深津委員のお立場から

いろいろ御意見、御助言いただければと思います。ありがとうございます。 

そのほか、今まで皆さん一緒にやっていただいた方々いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。む

しろ、ここからどう進めていくかって、さっき副委員長がおっしゃったことなんですけれども、そ

れについて進めていきたいと思います。 

ありがとうございました。 
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◎５ 議題 （３）第４期朝霞市地域福祉計画・朝霞市地域福祉活動計画の評価方法及びスケジュー

ルについて 

○山本委員長 

続きまして、議題（３）の「第４期朝霞市地域福祉計画・朝霞市地域福祉活動計画の評価方法及

びスケジュールについて」、事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局・佐藤次長 

それでは、御説明させていただきます。 

計画書の１２０ページをお開きいただきたいと思います。１２０ページの２番に、「計画の進行管

理」という項目がございます。こちら、平成３０年の社会福祉法の改正によりまして、地域福祉計

画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるというふうに法律で規定されてございます。 

そして、中段のところの「なお、」の部分になりますが、「計画の進行管理や評価を行うため、学

識経験者や関係機関・市民活動団体の関係者、公募市民等で構成する『朝霞市地域福祉計画推進委

員会』及び『朝霞市地域福祉活動計画推進委員会』において、施策の方向性に記載する『主な取組

等』、『指標・目標』に基づき、進捗状況の把握及び評価を行います。」と記載してございます。皆様

には、今後この計画の進捗状況の確認及び評価について御意見を頂きたいと思っております。 

令和３年度の事業につきましては、まだ途中でありますことから、令和４年度に入ってから行い

たいというふうに考えてございます。 

ですが、この評価方法についてですが、本日配付いたしました資料２を御覧いただければと思い

ます。「第４期朝霞市地域福祉計画・地域福祉活動計画 進行管理・評価シート」になります。 

事務局といたしましては、こちらのシートを使用して、進行管理をしていきたいと考えておりま

す。計画の取組ごとに各部署、担当課で作成してもらって、この委員会で評価等を行う予定でござ

います。この２枚目に記入例を示しておりますが、福祉相談課でとりあえず記入例として書いてお

ります。事業名は「民生委員・児童委員の活動支援」と題してございます。こちらは、本当の計画

の８８ページの方向性９の「地域での見守りの充実」、その中にございます取組の①を例に作成した

ものでございます。 

シートの上から順に御説明いたしますと、「基本目標」がありますが、その中に「施策の方向性」、

「事業名」、こちらは今、計画の方に書いているものが転記されます。続いて、中段になりますが、

上から「取組内容」、令和３年度に実施する取組を具体的に記載してまいります。続いて、その下に

「指標名」、「目標値」、「実績値」があるかと思いますが、この事業を行う上で数値目標を掲げ、ど

れだけ実績が上げられたかというものを比べられるように段を分けてございます。ここでは、「民生

委員児童委員延べ活動日数」として、１万４，４００日を目標値として定めております。令和３年
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度はまだ実数値ではございませんが、１万２，８５６日という数字が実績値として入力してござい

ます。そして、それに伴いまして「達成状況」では、設定した取組の達成度を記入してまいりま

す。そして、達成状況を見て「成果」としてどのように地域の活動だとか地域福祉がどのようなも

のになったかというようなことに着目して、成果を記載していきたいと考えております。 

そして、最後には「達成度」につきまして、ＡからＤの評価で、こちらは自己評価になります

が、総合的に判断して自己評価でＡからＤまでで判断したいというふうに考えてございます。 

下の段になりますが、「課題」、事業を推進していく上での課題や懸案事項について記載していき

たいと考えてございます。さらに、「今後の取組予定」では、対象事業をどのように実施していく

か。継続していくのか、拡大・拡充していくのか、それとも縮小していくのか、それとも、見直し

してどういうふうに取り組んでいくかというところにチェックを付けて、次年度の取組予定を記載

していきたいというふうに考えてございます。 

ちょっと今回記入例といたしましては、「民生委員・児童委員の活動支援」ということで事例を挙

げておりますが、どちらかというと行政主体の目で書いてございますので、こういうことを行いま

したというふうに書いているだけなのですが、本来ならば、それに伴って民生委員はどのような活

動をして、地域にどういうふうに貢献したかというようなことが書いてあるのが一番理想的だと思

っておりますが、ちょっと行政の目線でしてそこまでしか書けなかったところはございますが、今

後はその辺を課題として、そういうところまで書けるようにしていきたいというふうに考えてござ

います。 

次に、資料３を御覧いただければと思います。ただいま説明しました評価シートを作成し、皆様

に御覧いただきながら進行管理・評価を進めていこうと考えておりますが、施策の方向性が（１）

から（１７）、１７本ございまして、右端に事業数があるかと思いますが、その１７の施策の方向性

に市の方は、合計で８６事業ございます。社会福祉協議会の方は４５事業、合わせて１３１事業が

ございますので、シートを１枚１枚作っていきますと１３１枚のシートを作成することになりまし

て、それを皆さんにお配りする予定でおります。 

ただ、１３１枚のシートを全て見ていただいて御意見を頂くということは、なかなか時間的にも

大変だと思いますし、皆さんの御負担も掛かるかと思っておりますので、できれば、私どもとして

は重点的に見ていく方向性を絞って進めてたいというふうに考えております。 

中でも重点的な施策というのは、今回市の方と社会福祉協議会の方とで合同して作った経緯もご

ざいます。今後の地域福祉を進める上での重点的なものがあるかと思っておりますので、その中で

も私たちとしますと、方向性（１）「地域共生社会の実現に向けた仕組みづくり」、（２）の「相談支

援体制の充実」、（７）「地域福祉に関する理解と参加の促進」、（１０）「情報共有・発信の充実」、地
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域福祉の講演会、ヒアリング等でも御意見が多くございましたが、やはり「防災対策の充実」とい

うのが非常にやはり市民の皆さんにも関心があるテーマでございましたので、この五つを重点的な

施策という形で位置付けまして、説明をさせていただきたいと思っております。 

このほか、単年度ごとに主要に取り組んだ施策についても報告はさせていただきたいと思ってお

ります。この単年度ごとに取り組む主要な施策につきましては、市と社会福祉協議会の方でそれぞ

れ選んで御説明させていただければというふうには思ってございます。 

今後の委員会では、その重点の施策のものと、市と社会福祉協議会がそれぞれ選んだ施策のもの

について説明してまいりますが、事業を一つずつ全部説明してまいりますと時間も掛かってまいり

ますので、非常に御負担にもなってまいりますので、施策の方向性の中で幾つか事業を選んで説明

させていただければと考えてございます。 

ただ、皆さんから当然関心や専門の項目等もあって、その施策の事業シートの中でお聴きになり

たいだとか、こういったところの意見が言いたいということであれば、それはそれで、またお話は

お伺いさせていただきまして、御意見として頂戴したいというふうに考えてございます。主要な施

策につきましては、なるべく毎年違うものを選んで説明し、できるだけこの間で全ての方向性を評

価していただくよう努めてまいりたいと考えてございます。 

なかなか地域福祉と申しますと、本来ならば皆さんと顔を合わせて触れ合っていくのが本当の意

味で推進していくものというふうには考えてございますが、この２年間、やはりコロナの感染の影

響で人と顔を合わせるだとか、触れ合う機会が非常に減っているということで、なかなか地域福祉

も進んでいないのが現状ではございます。 

先ほど、高齢化のお話もございましたが、朝霞は今、１９．９パーセントと県内でも非常に低い

方なのですが、それは人口も増えているというような状況から高齢化がまだ１９．９パーセントと

いう状況です。確実に高齢化は進んでおります。そういった中で、いろいろな高齢者の施策だと

か、またやはり市も社会福祉協議会もそうですが、生活困窮の御相談も非常に多くございます。そ

ういったところをなるべく地域で支えていけるような仕組みも少しずつですが、前進させていきた

いというふうには考えてございますので、皆様の忌憚のない意見を今後頂戴したいというふうに考

えております。 

評価シートの作り方が非常に肝かというふうには思っておりますので、今後その辺は我々市の方

も申し訳ございません、結構縦割りなところがありまして、長寿はつらつ課、障害福祉課、子供の

関係の福祉とかいろいろな部署がございます。それは、社会福祉協議会の方も様々な部署があっ

て、それぞれ担当しているセクションがございますので、そういったところでの温度差はちょっと

出てくるかとは思いますが、そういったところは、市と社会福祉協議会合わせて、なるべく差が出
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ないような形で皆様に地域福祉に取り組んでいくというような姿勢を見せたいというふうには考え

てございます。 

最後にスケジュールということで、今後、シートの作成はこれから作るようになります。まだ１

２月ということで途中ではございますので、令和３年度の評価をできるような形で今後シートを作

成してまいりまして、できれば、評価シートを取りまとめて皆様に御提供できるのが令和４年の５

月頃になるかというふうには思っておりますが、そこでまた御意見を頂けるような形で進めてまい

りたいというふうに考えてございます。それまでに計画の方を見ていただいて、また市の方の取

組、社会福祉協議会の取組なども御参考にしていただきながら、意見をまた頂戴できればというふ

うに思っております。 

説明的には、そういうところで今後の取り組み方というところと、市の方のシートの作成の仕方

を説明させていただきました。 

○山本委員長 

ありがとうございました。今、資料の２、３、４と全て御説明いただいたんですけれども、まず

資料２ですね。「第４期朝霞市地域福祉計画・地域福祉活動計画 進行管理・評価シート」は、これ

は、もちろん今こちらになっておりまして、これから各部署の方でここまで行政としては到達して

ますよというようなことを評価されるということなんですけれども。この今日の推進委員会の中

で、この評価シートについてもうちょっとこうしたらとかいう意見は言えるんでしょうか。言って

も大丈夫でしょうか。 

○事務局・佐藤次長 

はい、大丈夫です。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

ぱっと見ていただいて意見をどうぞ、というのも難しいところがあるかもしれませんが、これ

は、あくまでも行政と社会福祉協議会の方がどのように計画を立てたものが進んでいるかという評

価をされていくものなんですけれども、何か皆様の方でそういうふうにするんだったらこういう項

目を入れたらどうかとか、こんなふうに書いてあるけれどもどうですかとか、何かございますか。

この進行管理・評価シートに関しまして。資料２になります。 

例えば、市民目線で見たときに、行政はそういうけど自分たちはこう評価しているみたいなもの

は入れられないよねとか。何かそういう御意見なり。今ならまだ入れられるんですけれども、いか

がですかね。 

横田委員、何かございますか。 
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○横田委員 

今、委員長がおっしゃったように、やはり市民も巻き込んで評価があれば、本当に市全体とし

て、いろいろな目線があっていいのかなと思うんですけれども、もしそれが可能ならば、この委員

会も含めてそういった項目があると、改めて見直すということじゃなくて真剣になって、本当に現

場はどうなっているのというか地域がどうなんだろうかということで、みんなで共有できるかなと

思います。本当に地域に根ざしたところでは、まだ見落とされるところもあるかもしれないので、

是非その辺はいいアイディアになると思います。 

よろしくお願いしたいと思います。 

◯山本委員長 

ありがとうございます。 

さっきの１３１事業があって全部作ってくださるということで、こちらの方からですね、市民の

皆さんに１３１全部書いてくださいというのは大変なんですけれども、少なくとも何か大きなもの

としてもですね、一つ一つの課題になるように、事業に対してじゃなくても、何か大きなものでも

市民目線で見たときに、こうなんじゃないかという評価ができるといいかなというふうに思ってい

るんですね。例えば、横田委員がやっていらっしゃるようなサロンというのが、コロナで今は少し

停滞しているところもあるけれども、こんなふうにできてきているとか、子供の学習教室とか、子

供食堂が増えてきたとか、何かそんなような評価というのは、肌で感じてらっしゃるものがあるか

なと思うんですね。 

それから先ほどもね、情報が市民まで行きわたっていないんじゃないかという、直接はおっしゃ

っていないんですけれども、そういうことで言うと、じゃあどうやったらいいんだろうかというよ

うなことも含めてですね、そういった評価がどこかに、どういう形でか、１３１全部やると大変だ

なと思うので、埋められるところがあるといいなというふうに私も思ったんです。 

はい、どうぞ。 

◯横田委員 

例えば一つの例として相談体制のところが、前もアンケートに身近な相談者がいないという項目

があったんだけれども、それが実際にやはりこの２年間、本当に身近な相談をする人がいなくて、

９０近い高齢者がどこに相談したらいいのか、本当にハードルが高くて、総合窓口があるんですよ

と言われても、そこからどういうふうに最終的に相談したいことが分かるのか、気付くのかとか

ね、そういうところを市民、本人も含めてなんですけど、市民の目で実際こうだったよというの

は、評価から言うと、より計画の方が生きてくるなと思っています。 
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◯山本委員長 

ありがとうございます。 

どこかでそういう市民による、市民というか、一人一人聴くわけにいかない、ここで皆さんに評

価していただくということになると思うので、その部分が入れられるといいなというふうに思いま

す。 

ほかに何か、御意見ございますか。この進行管理・評価シートというところに関して。 

丸山委員いかがですか。何か御意見ありますか。 

◯丸山委員 

シートそのものというわけじゃないんですけれど、多分自治体の方には、行政評価システムがあ

ると思うんですけど、それとこれとの関係性というのもちょっと聴きたいなと。 

要は、どこの自治体も自分のところの政策を自分で評価をして、外部の専門家が関わって評価を

して、更にここで評価をするとなると、ここでやる評価の位置付けというのが、そこのところをち

ょっと伺えればと思うんですけど。 

◯山本委員長 

ありがとうございます。 

いかがですか。 

◯事務局・佐藤次長 

おっしゃるとおり、市の計画がこの上にあるんですけど、それぞれ予算も事業も費目もあって、

事業ごとがございまして、それに応じて行政評価の制度がございます。なるべく今回このシートを

作るに当たって行政評価のシートとなるべく同じような形でいきたいというのが、こちら側の担当

課の負担の話もございますので、なるべく同じシートで回していければいいかなというふうには考

えておりまして、項目的には大体同じような形のものにしております。 

ただ、行政評価シートの中には、やはり下段のところに市民からの意見というような部分があり

まして、それは結構こういった委員会で頂戴している意見がどういうものがあったかだとか、そう

いったものが記載できるようにはなっておりますので、こちら側で頂いた意見があれば、そういっ

たところに反映させるような形をとってございます。 

◯山本委員長 

それは行政評価の方でそういうふうに。じゃあ私たちのも同じような形でできたらいいなと思い

ますね。 

◯事務局・佐藤次長 

そうですね、最終的にはこのシートを使って、また御意見を頂いたものが、何かしらまとめの形
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で意見を頂いてまとめるというような方向になるかなというふうには思っております。 

◯山本委員長 

ありがとうございます。 

そうだと、私たちがここに集まっていて、いろいろな御自分たちでやってらっしゃることに関し

て、進んでるか進んでないのかということが反映できていいかなと思いますので、是非そのように

お願いいたします。 

社会福祉協議会も同じシートになるんですよね、これと。 

何か社会福祉協議会の方でお考えはありますか。社会福祉協議会としてはもうちょっとこういう

ふうにとか、同じでよろしいですか。 

◯社会福祉協議会・川合課長 

今のお話なんですけれども、社会福祉協議会の活動の中では、もちろんこういった場で御意見を

頂戴できるのも大変参考になりますので、頂きたいところではありますが、通常の社会福祉協議会

の活動の中でも、住民の方と共に進めている場面が非常に多いですので、例えば地域懇談会だった

り、いろいろなイベントの中でも、アンケートだったり、対面でお話を伺うこともありますので、

そういったところで住民の方の御意見はこれからも続けて聴いていきたいなとは思うところです。

ただ、ポイントだけでもやはり頂戴できれば有り難いかとは思います。 

◯山本委員長 

ありがとうございます。 

どうぞ。 

◯事務局・佐藤次長 

やはり行政の方の評価シートにもそういった欄がございますので、できればこれで行くのではな

くて、この下段になるのか、裏側のところに作るかどうかなんですけど、委員会からの意見という

ような欄を作りまして、そのときの頂いた意見を後に記載できるような形でまとめるふうにはして

いきたいと思いますが。１３１全部意見を頂くとなると、ちょっと大変かなとは思っております

が、そういった欄は設けたいかなというふうには考えております。 

◯山本委員長 

ありがとうございます。 

１３１全部というわけにはいかないとしても、それぞれの専門のお立場で出ていただいておりま

すので、頂いたところにはめていくといったらあれですけれども、はまるようなところで書いてい

ただくと、非常にいいかなというふうに思います。 

ほかに何か、ありますか。 
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どうぞ、副委員長。 

◯渡邉副委員長 

子育て会議とかの達成度みたいなですね、「Ａ」というのが順番で行くと、これを目指すというの

は分かるんですけれども、普通の組織の場合、達成の目標があって、それに対して達成すれば一番

上の「Ａ」でオッケーで、プラスアルファみたいな感じの評価だと思うんですけれど。Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄの付け方がちょっと。ニュアンス的に「Ｄ」なんて、私の個人的な感覚か分からないんです

けれども、「Ｄ」になるとちょっと落ちちゃったんじゃないかと、仕事やっていないんじゃないかと

いうニュアンスに取れるのかなという気がちょっとするんですよね。多分到達ラインの方は、ある

程度行っていれば、１００パーセントに近ければ、それが「Ａ」になっていたような気がするんで

すね。だけど、このあれだとプラスアルファ余計に仕事しろよという、ニュアンス的にはね。それ

じゃないとＯＫじゃないよというニュアンスに感じるんですけど、その辺りの評価どうなんでしょ

うかね。目標があったら目標に対して届いていれば御苦労様でしたということで、現状それができ

ていないわけですから、それを目標値に付けたんですからという気がするんですけども。 

○山本委員長 

はい、どうぞ。 

尾池委員、先に。 

○尾池委員 

関連なんですけれども、この達成度のところなんですけれども、今、渡邉副委員長がおっしゃる

ように、指数的なものというのはあるのでしょうか。評価の指数というのが。要は、イメージでは

なく８０パーセントなら「Ａ」とか、そういう指数というものがあるのかどうかを伺いたいと思い

ます。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

今のお二人の御質問で。 

○事務局・佐藤次長 

今回、ここが非常に難しい判断を。我々内部の中でも議論になりまして、確か５年くらい前のと

きもそういうような議論になってたかと思うんですが、８０パーセントできていれば「Ａ」だと

か、６０パーセントできていれば「Ｂ」だとか、そういうような私も昔の会議録を見て、そういっ

た議論があったので、ここを非常に悩みました。 

今回、やはりコロナの関係もあって、あくまでも目標値は定めてございますが、それが達成でき

なかったら「Ｄ」なのかとか、「Ｃ」なのかというようなところもあるんですけど、なかなか地域福
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祉って目に見えない部分も非常に多くございますので、できればここは担当課の主観という形で自

己評価をさせていただければと考えております。 

指数まで設けてしまうと、なかなか厳しいかなと思っております。また、そこの自己評価の中で

皆様からそれは足りないんじゃないかというような叱咤激励もあれば幸いかなと思っておりますの

で、そういったところで御判断させていただければ。 

やはりなかなかこういうような状況で、数値的にも進んでいない状況ではありますが、その中で

も努力してやっている部分もございますので、そういったものも加味して評価させていただけれ

ば、自己評価させていただければと思っております。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

先ほど行政評価の方もやってらっしゃるということだったんですけれども、やっぱりこういう形

でＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄで同じような項目で評価されてるんでしょうか。 

○事務局・佐藤次長 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは付いてはいないんですけれども、「達成できた」、「概ね達成できた」というよう

な項目のチェックになってございます。 

○山本委員長 

なるほど。確かに言葉では言い表せない、数字では言い表せないというところがあるかと思いま

すけれども、そういう意味ではＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄということで主観としてやっていますよと。数値は

もちろんあるんだけれども、達成度というところは担当の方の主観でということなんですが、それ

だけにやっぱりここの中で、例えば土佐委員、このモデル例を見て、こういうふうに書いてあるけ

れどもこうだというようなことは多分あると思うんですよね。例えばこれ見て何か思われるとか。 

○土佐委員 

「Ａ」の「目標よりも大きな成果が得られた」。目標って元々あくまでも目標で、それが１００と

したら１００になるんでしょうか。そして、次が「概ね目標の成果が得られた」。それもボーダーラ

インってどこにあるんだろうなって。ここはよく分かります。大きな成果が得られた。元々、成果

って１００パーセント、良いと思う理想といいますか、そこを１００としているわけですよね。そ

れ以上のものって予期しないで出てくるってことですよね。ここがちょっと私はよく分からない。

ボーダーラインはどこなのと。元々１００に設定して、それを基準にして、ちょっとこうしていく

のかなとは思いますけれども、それ以上の成果が得られたって、さっき申し上げたように予想しな

かった結果が出たことなんでしょうか。 
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○山本委員長 

そうですね。ですからやはりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄにされているのは、さっきはね、行政評価では計画

がうまくいったとかというような、「目標よりも大きな成果が得られた」というのを付けられたとい

うのは何かありますか。理由が。 

○事務局・佐藤次長 

やはり今おっしゃったように予想よりというようなところが１００を超えるものが「Ａ」になっ

てくるかと思います。例えば１００人来ればいいかなというような講演会が１，０００人来たとか

ですね。そういうことは、なかなかあれかもしれないんですけれども、それだけではないんですけ

れども、１，０００人が来て、いろんなところでまたいろんな周知をしていただくということで地

域福祉がより一層広まっただとか、そういったことが多分予想より越えたものにはなってくるかと

思いますが、そういったようなものを想定してはおります。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

これだと例えば記入例だと、目標が「民生委員・児童委員延べ活動日数」ということ。これは、

でもあれですよね。活動日数も含め達成状況も含め全体として、ここでは「Ｂ」というふうに作ら

れているわけですよね、全てがですね。それよりも更に何かすごく土佐委員おっしゃるように予想

を超えるような何かがあったときに「Ａ」を付けるという。 

○土佐委員 

さっきおっしゃった数字が出るものはいいですけれども、我々の仕事って数字では表すことがで

きないんですね。そういう中で対象者に対してある程度、１００パーセントいい結果が出せたかと

か。これを見ると、まあまあの設定で、お互いにそうですね。数字が出るものに関してはそういう

ふうに評価できると思いますけれども、正直言ってなかなか微妙です。相手がいらっしゃることで

すので。例えば私たちはこれで良かったと思っても、相手の方はそう思うかどうかは別ですよね。

そういった場合はどういう評価になるんでしょうかというのもありますよね。だから例えば対象者

の人数だけでいく、活動の日数だけでいくということであれば数字に表すことはできるかと思いま

すけれど、ただそれだけではないので。それと第三者の評価もまた違ってくると思うんですね。な

ので難しいなと思います。 

○山本委員長 

そこら辺は恐らく市の方も社会福祉協議会の方もきっとそのようには思っておられると思うの

で、このＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとするか、もしかしたら三段階にするかということもあるかもしれません

けれども、先ほどお願いしたように指標ってなかなか難しいので主観の方の判断で、これは「Ｂ」
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とか「Ｃ」とかというのを付けていただくことは、もし皆さんが良ければそれでお願いしたいと思

います。ただおっしゃったように、実際にはどうだったんだろうかとか、民生委員の立場としては

こうなんだということがあると思うので、それはこの下になるのか裏面になるのかで作っていくと

いうことで、総合的な評価をしていくというふうにさせていただければなというふうに思います

が、いかがですか。 

どうぞ、お願いいたします。 

○池田委員 

私的に考えてみると、１００パーセントっていうのは余り考えない方がいいのかなと思います。

というのは、地域の差ってすごくあると思うんですね。マンションが多い地域と戸建の多い地域、

あとは家庭環境がやはり子供たちが多い場所なのか、それとも高齢者の多い場所なのかによっても

様々違うと思っているんですけれども。たまたま今回私、自宅を改築するために、ほかの地域に８

か月間移動したんですね。そのときにすごく感じたことというのは、今まで住んでいたところも高

齢者が多かったんですけれども、更に高齢者の多い地域だったんです。それでこんなにも高齢者の

多い地域で若者が余りいないということが非常に目立ったときに、果たして誰が手を出してあげる

のか、お手伝いをしてあげるのかというのを考えたときに、まだ私若いつもりなので、ごみ出しす

るのでも非常に大変だというのを感じました。というのは、網一つ掛けるのも、やはり力が必要だ

と。箱ですよね、黄色だとか緑だとか、そういうのを運ぶのも、わざわざごみの置き場所まで持っ

ていくというのも嫌なんだよという高齢者の方もたくさんいらっしゃいましたし、その中で、やは

りどこまで達成したかじゃなくて、どこまで地域の中で達成できたかという感じで考えていかれた

方がいいのかな。全体的に考えちゃうと、もちろん民生委員なんかもその中での活躍で非常に忙し

いと思うんです。人数が多いですから、２００人、３００人、一人で抱えてらっしゃると思うんで

すね。その人たちのことをやはり見ていくには、一人ではとても私これは大変な事業だと思いま

す。 

ですから、その辺りでは特にコロナ禍でありましたので、非常に伺うということがほとんどでき

ないということもありましたし、そこで地域がどれだけ共有し合ってできるかという達成の方を考

えた方がいいのかな。それぞれの課ではなくて、やはり地域一つ一つの場所での認知度というのは

あるよというのをみんなで助け合おうとか、このような何かがあったときには、こういうものがあ

るんだよという発信を誰がしてあげるのかなという、そんなところを非常に伺えたんですね。 

ですから、こういうときは地域の統括の人いらっしゃるから、そちらにお電話してという話。皆

さん足も悪くなってきますので、わざわざ行ったりとかいうのも行き方も分からないとかいう状態

の方も多かったので、やはり８０歳過ぎているんですよ、ほとんどは。だからその地域の人たちの
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ことを思ったならば、こんなにも高齢者が増えてくるんだなというのを非常に感じましたので、も

う少しこういう政策あるんだよという情報の発信というのを、もっともっとしていかなければいけ

ない。点を付けるのは非常に難しいと思います。ＡだとかＢだとか、じゃあＣだったらこのＣの部

分ももう一度やり直そう、見直そうではなくて、Ａでも見直ししなきゃ、これでＡでいいやみたい

な感じになってしまうところもあるので、その辺りがもう少し地域的に、それぞれ皆さんの地域バ

ラバラで役員も多いので、もう一度その辺りを考えてみたらどうかなと思いました。余計なことで

申し訳ございません。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

何かございますか。よろしいですか。 

ということで、市の方と社会福祉協議会、シートにしてこのように難しいんですけれども評価を

していただいて、プラスアルファで私どもの方でこの委員会を代表しまして市民を代表するという

形で、それぞれの事業とか活動に対しての評価をここでしていくというふうに付け加えていただこ

うかなと思います。今の情報が行き渡ってないとか、こちらからのアプローチをどうやっていくん

だという話も、まだまだだということも評価としてはあろうかと思います。 

ウォルフ委員、どうぞ。 

○ウォルフ委員 

私たちも仕事の中で、衝突実験の課程であるんですけれども、数値的に、これ以上のところを超

えると骨折してしまうとか、脳挫傷になって死んでしまうとかいう、その数値的に表せる部分は当

然あるんで、そこはその数値で切り分けていくところもあるんですけれども。ただ、男性であった

り女性であったり、体格の大きい方も細い方も、いろんな種類の人間の方が乗るわけで、大人も子

供も乗るわけで。数値で表せない、これ以上いくと障害が残ってしまうというケースもあって、そ

こって人によって変わってくる部分があるんですよね。そこって数値で表せない部分なのでモディ

ファイヤーというか減点していくというところで評価されるという部分もあるんですね、我々の仕

事の中身。なので、その減点されるのに対して、どういう加点を得られるようにするのかとか、ど

ういう対策を打って減点されないようにするのかというところが我々の安全対策としての仕事の見

せどころというか、そんな部分もあると思います。なので、評価する上で数値的に出せないものと

いうのは、例えば福祉の課程で共通する分野であったりとか、指標としてこういう目指すものがあ

って、それに対して加点をするのか減点をするのかというところも評価ポイントとして入れると、

そのＡ、Ｂ、Ｃという評価基準の中でもグレーゾーンになってくる部分というのが、少なからず評

価できる指標が少しは見つかるかなと思っています。 
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○山本委員長 

有益な御示唆ありがとうございます。 

何か今の御助言にいかがですか。佐藤次長、いかがでしょうか。 

○事務局・佐藤次長 

ちょっと考えたこともなかったようなところもございますし、視点的には理解させていただきま

したので、そういった目線も考えて何か改善できればと思っております。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

森田委員、何かございますか。 

どうぞ。 

○森田委員 

達成度に関して言うと私的には、まずやる側の視点に立ったときに、やったか、やらなかった

か、イエスかノーかで、まず出していただけると、こちらとしてはノーだった時点でないなと評価

はしやすいので、まずやる側で本当にＯか×かだけでも言っていただけると、このグレーゾーンで

すね、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという四段階ではなくて二段階の評価でやってもらって示してもらえると、

こちらとしては助かるなというのがあります。 

すみません、私今日、今まで作成されてきた中で１３１事業、たくさんあるよ、大変だよという

ふうには、大変なのでかいつまんでやるよみたいなことは、さっきおっしゃっていたと思うんです

けれども、１３１事業が載っているリストみたいなのはありますか。すみません、私も本文を全部

熟読していないので、もしそれがあるんだったら、リストでばんと出ているのであれば教えていた

だきたいなと。 

○山本委員長 

１３１の事業というのは、これは全部１３１載っているわけですよね。 

○森田委員 

事業名だけがだーっと載っているようなものとかが一覧表とかであるものって。 

その事業をしているということをまず把握しないと評価できないと思うので、これあるよと言っ

ていただかないと評価する目線になれない。 

○山本委員長 

いかがですか。 

○事務局・佐藤次長 

作ろうと思えば作れます。 
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○森田委員 

一覧表で、一枚のシートとかでまとまってるといいかなと思います。冊子はもちろんあるのは分

かっているので、これから読み込んでいこうとは思うんですけれども、何かそういうのがあったら

いいななんて。 

○山本委員長 

資料３に事業数って、「市」、「社協」というところで挙がってますので、カウントはされていらっ

しゃるんですね。ということは元々があって、それを作って見せていただくことは可能ですよね。 

○森田委員 

何かそれがあったらうれしいなとは思います。それに対して資料２が附属するような感じで。そ

うすると、ちょっと評価をしやすいかなと思いました。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

新坂委員、いかがですか。何か今までのところで御質問、御意見ございますでしょうか。特にシ

ートのことではなくても結構です。 

○新坂委員 

私は仕事が計画を作るという立場なので、やはり評価もされますし、数字で評価されるものと内

容で評価されるものというのがやはりあるので、数字で評価されるというのは例えば計画の中でも

建物を作りましょうとか、そういうものというのはすごく分かりやすい評価の方法だとは思うんで

すけれども、ただ、どうしても内容で評価するものというのもありますし、そこをどういうふうに

して自己評価というか、計画を実施する皆さんの、どういうことでここまでやってこれたという内

容をいかに皆さんからいただけるかどうかというのも評価の指標の一つになるとは思うので、○か

×かも大事ですし、内容というところも、やっぱりどうしても私は評価を受ける立場なので、内容

というところも是非評価してほしいなというのは立場としてはあります。 

◯山本委員長 

貴重な御意見をありがとうございます。 

そうですよね、ゴールでこうだったということもあるし、その過程としてどうだったかもね。プ

ロセス評価みたいなのも大事だなというふうに思います。 

ありがとうございます。 

田畑委員、いかがでしょうか。 

◯田畑委員 

私はこの評価シートを見て、非常にシンプルで分かりやすいものだというふうに感じるわけなん
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ですけれども、多数の意見が挙がっている中で、やはり例えばこの評価に至るまでのプロセスが大

事だというふうな意見もありましたが、もしここで付け加えるとしたら、いわゆる最初のプランが

あって、その次に実施する中でのいわゆる中間評価ということだと思うんですね。いわゆるモニタ

リングというか、振り返りをした中で、もしかすると一番最初にできた目標に対する修正が出てく

るかもしれない。あるいは、モニタリングをすることによって、次にどんな取組をするかという指

標が出てくるかもしれない。そういった経過を踏まえて、最終的にこのような評価をしたというふ

うな流れなのかなというふうなことを考えております。 

あとは、そうですね、先ほど数字では表せられない評価、これはもちろんそうだと思いますし、

例えばある相談支援事業所が１００件の相談を受けた、それをこなした、Ｂ事業所は５０件だっ

た。数字で見ると１００件の方が頑張っているように見えているけど、これは非常に良くない言い

方ですが、１００件をこなすことに精一杯で、実は相談件数の１件、１件が薄いものだったという

ふうな結果。じゃあどちらをどう評価するかというふうになると、非常に難しいところですよね。

例えば市民目線から言うと、例えばＢ事業所が５０件しかやっていなくても非常に１件、１件が丁

寧にやってくれたから非常に良い評価をしていると、そういった評価が逆転する可能性も出てく

る。という面では、数字的には大事なんですね、皆さん一般的な基準で見られる評価。それと、い

わゆるその評価をする上での根拠ですよね、一番大事なのは。何をもって「Ａ」にしたのか、例え

ば事例でこういうふうなものに取組んで非常に成果を挙げたから、５０件だったけど評価的には

「Ａ」だったとかというようなものが入ってくると、より明確に皆さんが見て分かり得るものにな

ってくるのではないかというようなことを感じました。 

◯山本委員長 

ありがとうございます。 

そうですね、根拠というのはとても大事なところだと思います。 

ありがとうございます。 

深津委員、いかがでしょうか。今日、見ていただきましたが何かございますか。 

○深津委員 

結局企画したところのですね、やはりその場での感じ方ですよね。この辺がうまくいかなかった

んじゃないのかとか、そういう問題なので、だとすると、成果を出すものしかやりようがないと思

うんですけど。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

さっき、森田委員も、やったかやらなかかったかというふうにおっしゃってましたけれども、ま
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ずそこの評価をしっかりしてくださいということですね。 

ありがとうございます。 

木村委員、いかがでしょうか。 

○木村委員 

ちょっと評価シートの内容ではなくなっちゃってもよろしいですか。先ほどの説明は、資料３の

方で１７の項目が報告されてまして、重点に置いているものを五つ言われたと思うんですよね。そ

の中で「（１０）情報共有・発信の充実」、「（１３）防災対策の充実」が五つの中に入っていたと思

うんですけれども。この五つの当然項目についても、こういう評価シートに対しての意見、評価に

対しての意見を言って、この委員会の中で言うような形になるということでよろしいわけですよ

ね。 

そうした中で、この五つの項目、例えば（１０）なんですけれども、市の取組の内容が事務局が

福祉相談課になってますけど、市の取組は全部ほかの課になってます。同じく（１３）も３事業あ

りまして、全て他の課が担当するようになっています。そうしますと、この評価シートはそれぞれ

の課が作る形になるかと思うんですけれども、そうしたときに、この場で福祉相談課が事務局とし

て出ているけれども、他の課が作った評価シート、こっちの会議で意見等を言ったときに、その辺

はどのような形でその担当課に伝わっていくのか。社会福祉協議会の方は取組内容ありますので、

市役所の方もシートには当然意見を言って、そのときはそれでよろしいかと思うんですけれども。

その辺がどのようになるかを確認させていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○山本委員長 

お願いします。 

○事務局・佐藤次長 

当然、担当課が違いますので、その旨は御意見頂いたものをその事業のセクションのところに伝

えます。伝えたものをどのようにこれから考えていただくかという部分も本当は回答させていただ

ければと考えておりますが、まだちょっとそこまでのコンセンサスが取れてないものですから、こ

の場で決定というふうには言えませんが、頂いた意見はちゃんと担当課に伝えてまいります。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

前は来ていただいたりしたこともありましたよね、推進委員会の中で。まだそこまではお話にな

ってないでしょうけれども、御意見頂ければ当然お伝えして、この地域福祉計画、活動計画は、先

ほども御説明あったように最上位というか上位計画になりますので、そういったところも含めてと
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いうことで当然、反映していただきたいなというふうに思います。 

よろしいですか。ありがとうございます。 

濵野委員、いかがでしょうか。 

○濵野委員 

１３１の事業をですね、これ前も私言ったことあるんですけど、ものすごく多い内容だと思うん

ですよ。この多い内容のことを一体どのくらいの人数の人が関わってやるのかという話になったと

きに、多分そんなに関わってないんですね。だから、やる方がやりやすいようにやってもらうの

が、まず私は大事だと思うんです。一個一個ちゃんとしたもの作ろうと思えば幾らでも言えるんで

すけれども、やる方の負担が多くなるほど、やる方はできなくなると思います。ですから、やる方

が言ってやりやすいようにやった方が確実にできるんじゃないでしょうかと私は思います。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

先ほど行政評価の方でもこれと似たようなものをやるとおっしゃっていたので、当然それをおや

りになった上でこれも併せてという形で、それは大体同じ、何個か課はあって、その人が幾つかを

やるという感じですよね。きっとね。 

○事務局・佐藤次長 

予算の事業と取組の事業が全部リンクしていますので、それでどれだけ予算を執行して取り組ん

だかというのが分かるような形でなってございます。こちらのシートは、それとはリンクはしてい

ないんですけど、同じような形の様式をとっておりますので、そういった面では担当課が作成しや

すいかなというふうには判断しております。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

たくさんあるので全部を丁寧に書いてくださいというのは非常に大変なことだとは思うんですけ

れども、今まで、これまで皆さんのを総合しますと、プロセスがどのように行われてきたかとか、

根拠、どうして「Ｂ」だと言えるのかとか、「Ｃ」になったのはどういう理由なのかとか、中間の振

り返りということもこれから必要になるのではないかとか、そういった御意見も出ましたので、そ

のようなことも含めてお考えいただきたいなと思います。 

ほかに、ございますでしょうか。 

よろしいですか。ありがとうございます。 

では、今、資料３の方についても御意見頂いたんですけれども、資料３について少しだけ、あと

ちょっとだけ、時間も過ぎておりますが、重点施策として「（１）地域共生社会の実現に向けた仕組
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みづくり」、「（２）相談支援体制の充実」、「（７）地域福祉に関する理解と参加の促進」、「（１０）情

報共有・発信の充実」、「（１３）防災対策の充実」と。この五つを重点事項としますということが一

つと。それから、単年度ごとに各市と社会福祉協議会の方で市の施策というものを出していきます

とおっしゃったと思うんですけれども、何かこれについて、これはどうしたのとか何かありますで

しょうか。 

何かございますか。 

どうぞ。お願いいたします。 

○須田委員  

この評価シートですか、記入例のようにできれば、これは通信簿で言えば１００。なかなかこう

はいきませんよね。目標を高く掲げれば評価は高くなるし、低く設定すればクリアで１００点にな

ります。そういうことだよね。まだちょっと考える余地があると思うんですが。以上でございま

す。 

○山本委員長 

ありがとうございます。 

もう一度、今日出た意見を持ち帰っていただいて御検討、社会福祉協議会と一緒に御検討いただ

くということでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

それでは、今後のスケジュールについては特に問題ありませんね。これから庁内の方で検討委員

会で検討され、それから３月に向けて各担当課で評価シートを作成されて、４月、５月で評価シー

トを取りまとめられたものを来年の５月に、この福祉計画推進委員会の中で御審議、皆様の方でい

ただくということになっております。こちらについてはよろしいですか。 

どうぞ、お願いします。 

○事務局・佐藤次長 

今日頂いた意見で改善できる部分は改善させていただいて、シートをもう一度見直しさせていた

だきます。申し訳ございませんが、できれば委員長に素案をまた送らせていただいて見ていただい

て御了解いただいた上で、また皆様に今後それで進めていきたいと思います。 

○山本委員長 

では、市の方でもう一度、市と社会福祉協議会の方で御検討いただいたものを私の方で拝見させ

ていただくということでよろしいですかね。ありがとうございます。 

 

 

 



 

 

- 39 - 

 

◎５ 議題 （４）その他 

○山本委員長 

続きまして、議題（４）その他ということですが、事務局からございますでしょうか。 

○事務局・三田部長 

福祉部長の三田でございます。ちょっとお時間をお借りしてお話をさせてください。 

今回私の方で説明したいのはですね、今この時期、秋口から来年の２月ぐらいまで市の方は来年

度の４月以降の１年間の予算を策定しないといけないんですね。議会の方にお出しして認めていた

だいて４月以降やっていくということを今進めております。 

来年度４月以降のお金で見直しをしないといけないという指示がありまして、今、平たく言って

しまうと、私ども福祉部関連の予算で９，０００万円も削らないと公的なサービスの方にお金を回

せないというお話になっています。 

これまでは市という大きいどんぶりの中でこれまで調整していたんですけれども、それだと個々

の現場の声が聴こえなくなるということで、来年度から部単位でまず考えましょうという仕組みを

朝霞市で導入したんですね、今年度。それで、我々の方に来たのが、今年度の３年度の予算から

９，０００万円削ってくださいという組み立てをしなさい。独自でやっている部分を見直ししなさ

いという作業を指示されて、私の方も各、福祉部４課ありますので４課の課長の方に指示をして今

その調整をしているということになります。 

本来、この会議は余りお金の話をする場ではないんですけど、うちの所管だと高齢者の方の会議

ですとか障害者の方の会議ですとか、計画の会議の方に出させていただいて、そういう御説明をし

ておりますので、今日ちょっとお時間頂いて、４年度以降は、またそういう視点を踏まえて評価を

していただかないとならないかなと。何でこれやってないのと、いきなりその事業がゼロになって

しまうこともあります、止まることもあります、また減ることもありますというのもございます。 

ただ、今悪い点を私言ったんですけど、逆に部ごとになったので、部の中で逆に新しい事業を立

ち上げるという裁量も生まれます。ですので、その辺は十分活用しながらマイナスの面だけではな

くてプラスの面もきちんとやって、これまで市のでっかい中で考えると、これはいいよと優先度が

低くなっちゃったものが、部という単位で小さくなると優先度を上げることもできますので、そう

したことも今後取り組みたいと思っておりますので、是非御承知おきいただければと思います。 

すみません。お時間頂いて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 

なかなか厳しいということで御意見を頂き、そういう意味でいろいろ見直しをしながらできるこ
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とがあるかなと思います。ありがとうございました。 

そのほかに何かございますでしょうか。お願いします。 

○事務局・下川主事 

本日は、ありがとうございました。最後に事務連絡でございます。 

本委員会では、御出席いただいた委員の皆様に口座振込にて報酬と費用弁償をお支払いさせてい

ただきます。今回から新たに委員になられた方には、振込口座を届けていただくようお願いしてお

りますが、前回から引き続き委員になっていただいている方には、これまでと同じ口座にお振込み

させていただきたいと思っております。振込先を変更したい方がいらっしゃいましたら、会議終了

後に事務局までお声掛けいただければと思います。 

事務局からは、以上でございます。 

○山本委員長 

ありがとうございました。 

５分ちょっと過ぎてしまいましたが、皆さんの方から何か最後ございますか。 

よろしいでしょうか。 

 

◎６ 閉会 

○山本委員長 

それでは、今日は御意見頂きましてありがとうございました。 

以上をもちまして、本日の会議を終了いたします。皆様良いお年をお迎えくださいませ。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


