
様式第３

会 議 録

会 議 名 平成２９年度第１回野田市地域福祉計画審議会

議題及び議題毎の

公開又は非公開の別

１ 会長及び副会長の選出について(公開)

２ 地域福祉計画(第２次改訂版)事業の取組状況について(公開)

日 時 平成 30 年 1 月 26日（金）午後 1 時 30分から午後 2 時 50分まで

場 所 市役所高層棟８階 大会議室

出 席 者 氏 名

委 員 林 元夫 幡野 喜志子 石井 芳子

染谷 優 江原 正子 岡安 誠人

山中 邦枝 齋藤 敬子 岡田 さおり

渡辺 隆 渡 好男 金本 秀之

郷右近 初女 内村 浩二郎 山本 由紀子

荻野 美雪 鷲尾 勲

事務局 野田市長 鈴木 有

副市長 村 繁

保健福祉部長 冨山 克彦

保健福祉部次長(兼)高齢者支援課長 直井 誠

保健福祉部次長(兼)介護保険課長 山下 敏也

生活支援課長 根本 一弘

障がい者支援課長 小林 智彦

保健センター長 中代 英夫

子ども支援室長 海老原 孝雄

総務部人事課長 富山 勝之

行政管理課副主幹（兼）係長 堀江 賢司

営繕課長 松本 正明

市民生活課長 宮田 明

防災安全課長 生嶋 浩幸

保育課長 平野 紀幸

広報広聴課長 安藤 剛行

生活支援課長補佐 須田 光浩

生活支援課社会係長 工藤 隆利

欠 席 委 員 氏 名
須賀田 貞彦 堀口 美千代 松村 愛

小林 恵一 永田 和子

傍 聴 者 無し

非 公 開 の 事 由 無し
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事務局

野田市長

事務局

（開会）

＜平成２９年度第 1回野田市地域福祉計画審議会を開催する。現在

社会福祉協議会会長の交代に伴い会長が不在となっているため、市長

名での召集になったことについての報告。本日の出席状況の報告、会

議の成立宣言、当会議が原則公開であることの説明、傍聴者はいない

ことの報告＞

＜審議会の開催に先立ち、市長に挨拶をお願いする。＞

（市長挨拶）

皆さんこんにちは、本日はお忙しい中、当審議会にご参加いただき

ありがとうございます。また、委員の皆様方におかれましては、常日

頃から野田市の市政全般にわたりまして、御支援御協力をいただいて

おりますこと、特にこの福祉行政の推進に御支援いただいております

ことに御礼を申し上げます。

野田市地域福祉計画につきましては、社会福祉事業の計画的な推

進、また、住民活動と公的サービスの連携を図るための指針としての

位置付けをされているところでございます。野田市にお住まいの誰も

が住みなれた地域に誇りをもっていつまでも安心して暮らせるよう、

野田市総合計画との整合性を図りながら進めてまいりたいと考えてお

ります。本日は本計画を進める上での取組状況等について、委員の皆

様に御認識いただき、今後の施策の推進にお力添えをしていただけれ

ばと考えております。

（議題１、会長及び副会長の選出）

＜今回は、委員委嘱後、２回目の会議であり、途中で委員の交代が

あった団体もあるため、自己紹介を依頼。会長、副会長が所属団体に

おいて交代したことにより不在であることから、議題１の「会長及び

副会長の選出」については、市長が仮議長を務めることの同意を得

る。＞
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仮議長

委員

仮議長

委員

仮議長

委員

仮議長

議長

それでは、会長の選出についてですが、野田市地域福祉計画審議会

条例第５条第２項に「会長及び副会長は、委員の互選による」と規定

されております。

選出方法についてお諮りしたいと思いますが、いかがいたしましょう

か。

「推薦」との声有り。

ただ今、推薦という声がありましたが、いかがいたしましょうか。

「異議無し」との声有り。

「異議無し」ですので、推薦をお願いします。

「これまでの経過で社会福祉協議会の会長の職にある方にお願いを

してきた経過がありますので。渡辺隆委員に」との声有り。

ただ今、会長に渡辺隆委員という御推薦がありました。そのほかに

御推薦はございますか。

ないようですので、渡辺隆委員に会長をお願いしたいと思います

が、御異議ありませんか。

「異議無し」との声有り。

異議なしとのことですので会長につきましては、渡辺隆委員にお願

いいたします。

会長が決定いたしましたので、ここで議長を交代させていただきま

す。御協力ありがとうございました。

ただ今、地域福祉計画審議会の会長ということで御指名をしていた

だきました社会福祉協議会の渡辺と申します。どうぞよろしくお願い
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委員

議長

委員

議長

委員

議長

委員

議長

副会長

議長

事務局

いたします。

次に副会長の選出をお願いしたいと思いますが、選出方法はいかが

いたしましょうか

同じく「推薦」との声有り。

ただいま、推薦との声がありましたが、いかがいたしましょうか

「異議無し」との声有り。

「異議無し」ですので、どなたか御推薦をお願いします。

「これまでも民生委員児童委員の代表の方にお願いした経緯がありま

すので、山中邦枝委員に」との声有り。

ただ今、山中邦枝委員にという推薦がありました。そのほかに御推

薦はございますか。

ないようですので、山中邦枝委員に副会長をお願いしたいと思いま

すが御異議ございませんでしょうか。

「異議無し」との声有り。

それでは、副会長は山中邦枝委員にお願いいたします。

山中邦枝です。よろしくお願いいたします。

ここで鈴木市長につきましては、公務のため退席いたします。

それでは、議題２地域福祉計画(第２次改訂版)事業の取組状況につ

いて事務局に説明を求めます。

（地域福祉計画（第２次改訂版）事業の取組状況について）
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議長

委員

委員

障がい者支援課長

委員

＜地域福祉計画の構成について説明、配布資料に基づき、２８年度の

取組実績及び今後の取組予定について主な１２項目の説明＞

・地区社会福祉協議会との共働

・ボランティアの育成

・地域のふれあいの場づくり（ふれあいサロン等）

・地域自治組織についての検討

・地域での孤立死等への対策

・子ども健全育成に係る施策の総合的推進

・成年後見制度・日常生活自立支援事業の普及啓発

・地域包括支援センターの活用

・自立にむけた支援

・学習支援事業

・ハード面のバリアフリー化

・ソフト面のバリアフリー化

意見、御質問などありますか。

計画書もきめ細かく、住民に対する生活支援に感謝したい。特に市

報のカラー化をはじめ、ホームページの情報量の充実など、これから

も幅広く生活支援を実施してほしい。

「おひさまといっしょに」に参加しているが、関宿体育館での実施

になってから一般の人の参加が少し減った気がする。障がい者、健常

者、ボランティアを含め、更にこの行事を盛り上げてほしい。

地理的な面もありますが、まめバス等の公共交通機関、また、確保

している駐車場もあるのでそちらの御利用をお願いしたい。

今後も、来場しやすい方法も含め検討をしたい。

地域福祉計画は課を横断的に作られていることは分かりました。資

料の中で自治会との関わりが述べられていますが、高齢化の進行に伴
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副市長

議長

い自治会の基盤が揺らいでいる状況もあり、また、少ない若い世帯に

負担が掛かり自治会として動けない事態も想定されるが、今後のバッ

クアップ体制はどのようになるのか教えてください。

自治会は任意の団体で、市と対等の組織ですが、組織率も低下傾向

であることは認識しています。しかし、自治会に変わる組織は基本的

にないと思います。市政は多くの面で自治会との協力で成り立ってお

り、自治会に入る意味がないといった意識は変えていかなければなら

ないと感じています。

今後、補助金の在り方も含め自治会連合会を通じてその下に属する

各地区の自治会も含め、より一層意見を交換して行きたいと考えてい

ます。

ほかに何かございますか。

ないようですので説明終了といたします。

本日の議題は以上ですので、これを持ちまして平成２９年度第１回

地域福祉計画審議会を終了します。



