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会議の経過
発言者
事務局（塩原）

発言内容･決定事項
定刻となりましたので、平成 30 年度第 5 回本庄市地域福祉計画審議会を開催
させていただきます。皆さま、公私ともにご多忙のところご出席をいただきま
してありがとうございます。本日司会を務めます、地域福祉課長の塩原です。
よろしくお願いいたします。それでは、まず初めに本日配布資料の確認をさせ
ていただきます。

事務局（井田）

皆さま、改めましてこんにちは。本庄市地域祉課の井田です。今年もよろし
くお願いいたします。本日配布させていただきました資料について、ご説明を
したいと思います。
まず、皆さまのお手元に「当日配布資料」ということで次第とあわせて一部
ございます。神岡委員、栗原委員、鈴木委員より事前にご意見を提出いただき
ましたので、資料としてまとめております。
本日の議事につきましては、事前に配布させていただきました「計画素案」
と、この「審議会委員事前提出意見」について、ご説明をしたいと思いますの
でよろしくお願いいたします。
あわせまして、
「当日配布参考資料」ということで、6 つ資料をご用意してお
ります。
まず、参考資料の①、②ということで、昨年行いました第 3 回、第 4 回の審
議会の会議録となります。ただ、こちらにつきましては。校正が済んでいない
ものですので、本日配らせていただきまして、各委員の皆さまにご自身のご発
言等をご確認いただければと考えています。
また、当日配布参考資料の③、④、⑤といたしまして、庁内で行った検討会
議の会議録と、社会福祉協議会のワーキンググループの議事録を配布いたしま
した。従いまして、参考資料の①から⑤までにつきましては、すべて議事録と
なっていますのでよろしくお願いいたします。
また、参考資料の⑥といたしまして、朝日新聞の社説を参考資料として配布
しております。こちらにつきましては、本日、栗原委員から頂いた資料となり
ます。
「防災と福祉の連携を」ということで、避難行動要支援者の関係について
書かれていますので、ご参考にしていただければと考えています。
本日の資料の説明については以上といたします。
なお、1 点、次第を訂正いたします。日時が、「平成 30 年」と書かれていま
すが、年が明けていますので「31 年」となります。申しわけありませんでした。
資料の説明は以上とさせていただきます。

事務局（塩原）

続きまして、本日の会議が成立していますことをご報告いたします。
本日の審議会出席委員は現時点で 15 名となっていますので、本庄市地域福祉
計画審議会条例第 6 条第 3 項及び、本庄市地域福祉活動計画策定委員会設置要
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綱第 6 条第 3 項により会議が成立していますことをご報告いたします。
それでは、お手元の次第に基づきまして順次進めさせていただきます。
まず初めに、広瀬会長よりごあいさつをいただきたいと存じます。よろしく
お願いいたします。
広瀬会長

皆さんこんにちは。新しい年を迎えまして、皆さま方におかれましてはご健
勝にてお過ごしのこととおよろこび申し上げます。
皆さん、お正月はゆっくりできたでしょうか？私は孫の子守をして風邪をう
つされて大変な正月を送っておりました。今やっと、数日前にせきもやんで、
どうにか復活できまして、本日が今年最初の審議会です。また、昨年は皆さん
には平成 30 年度の 12 月 3 日までの間に 4 回、毎回毎回、長時間に渡って皆さ
んに議論していただくかたちになってしまいましたこと、申しわけなく思って
います。
今後、2 月 1 日からおよそ 1 カ月間、パブリックコメントを実施するにあた
っての最終の追い込みとなります。今回、訂正されたものが皆さんのお手元に
配布されてありますが、最終的にパブリックコメントを出す手前の重要な会議
ですので、もう一度、今日の会議で皆さんの最終的な意見等ありましたらどし
どしとおっしゃっていただいて、最終的にパブリックコメントで民意を問うと
いうかたちを取れたらと思っています。大体今日、パブコメの前の段階での皆
さんの意見を聞くというかたちなんですが。本来であれば、もうそろそろ会議
も終わると、事務局からは聞いてるんですが、あと 1 回、パブコメが終わりま
したら、3 月最後に皆さんに日程調整していただいて、
「3 月中旬ごろを目安に、
もう 1 回最後の審議会を開く」ということですので協力をお願いいたします。
今年 1 年間、皆さまにとってさらによい 1 年となりますよう祈念申し上げ、
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。

事務局（塩原）

ありがとうございました。それでは議事に移らせていただきます。
議事につきましては、地域福祉審議会条例及び地域福祉活動計画策定委員会
設置要綱に基づきまして、広瀬会長に会議の議事の進行をお願いしたいと存じ
ますのでよろしくお願いいたします。

議長

それでは、条例及び社会福祉協議会要綱の規定に基づきまして、議長として
ただいまから私で議事を進行させていただきます。それでは、次第に基づきま
して、次第 3 の 1「第 2 期本庄市地域福祉計画素案」につきまして、事務局よ
り説明をお願いいたします。

事務局（井田）

はい。それでは、事務局から説明いたします。
まず、事前に委員の皆さまからいただいたご意見について、事務局より回答
いたします。皆さま、お手元に当日配布資料①をご用意いただければと存じま
す。
まず、神岡委員からのご意見です。素案の 84 ページに「本庄市後見ほっとラ
イン」についてコラムとして掲載していますが、そちらにつきまして、後見業
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務の難しさと、このほっとラインの運営の仕方等について、示唆に富むご意見
をいただいたところです。特に、この 1 ページ目の一番下の行ですが、
「この計
画書の 1 ページを割いて掲載するわけですから、今後利用者や関係者の福祉の
向上、費用対効果、他者との連携等を見極め運用して頂きたい」というところ
が、ご意見の本質的な部分かなと思いますが、事業運営含めまして今後、この
ご意見に十分配慮し進めたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。
神岡委員からは、この件につきましては、計画書の内容についての変更等を
要しない旨のご意見を併せていただいていますので、以上のような回答といた
します。
続きまして、当日配布資料①の 2 ページ目をご覧いただければと思います。
栗原委員からのご意見です。特にこの審議会資料にかかるご意見につきまして、
「校正の部分と、それから追加説明をしてほしい」という部分いくつかござい
ますので、それぞれご説明をさせていただければと考えています。
まず、
（1）と書かれているところ、
「本計画では文章は主体が明確に伝わるよ
うにしてください」ということで。こちら、改めましてまた事務局、コンサル
交えて校正したいと考えています。
（2）につきましても同様です。
また、（3）「
『検討します』という用語を極力避けてください」ということで
いただいていますご意見ですが、計画書の中では、まだまだ詳細まで確定して
いない部分も多くありますので、検討と書いております。鈴木委員からの意見
にもありましたが、逃げ道を作っているというわけではないというところをご
了承いただきたいと考えています。改めて表現につきましては、検討したいと
思います。できるだけ積極的な書き方で進めたいと思いますので、よろしくお
願いいたします。
また（4）ですが、3 ページ、5 ページをご覧ください。こちら計画素案の 5
ページをご覧いただければと存じます。地域福祉のイメージにつきまして、前
回第 3 回の審議会のなかで事務局から「『自助、互助、公助』の組み合わせを『共
助』
」ということで提案をしたところ、鈴木委員、また岡芹副会長からも「共助
の使い方が一般的ではないのではないか」ということでご意見をいただいたと
ころです。そこで、改めて事務局、コンサル含めまして協議をさせていただき
ましたところ、
「やはり、共助に関しては、一般的でない使い方はなるべく避け
た方がよいのではないか」というようなことになりました。ただし、国の地域
包括ケアシステムにおける「共助」の概念は、制度化された相互扶助というこ
とで、社会保険等を指すものですが、この用法自体が、なかなか住民にとって
は一般的ではないのかなとも思っております。そういった意味では公助と非常
に近い性質を持っているのではないかと考えていますので、
「公助」に組みこみ、
「自助、互助、公助」の 3 つの概念で次期計画の地域福祉のイメージは説明を
したいと考えています。従いまして、前回提出した資料から若干変更いたしま
して、
『自助、互助、公助の 3 つの概念の組み合わせ』が地域福祉計画なのであ
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る、というように説明をしたいと考えています。
また、当日配布資料の 2 ページ目の（5）です。素案の 53 ページをご覧いた
だければと思います。計画が目指す将来像の項目です。本庄市の目指す将来の
地域福祉の姿のイメージ図が、これレイアウトの関係でかなり小さめになって
しまっていますが、こちらにつきまして、
「イメージ作りのインパクトとしては
弱いのではないか」ということで栗原委員からご意見をいただいたところです。
こちらについては、章ごとの中表紙はすべて裏面が白紙で作成をする形で統
一した都合上、
「本庄市の将来像と地域福祉の姿」につきましてを、総合振興計
画の将来像と同一ページの中に組み込ませていただいたところです。こちらに
つきまして、「
『地域福祉の姿』についても大きく表示をした方がいいのではな
いか」といったご意見なんですが、そちらもぜひ、この審議会のなかでもそう
いったご意見をいただければと考えています。
栗原委員以外からも、こちら「地域福祉の姿のイメージ図を大きくした方が
いいのではないか」という方がいらっしゃいましたら、後ほどぜひご意見いた
だければと思いますのでよろしくお願いいたします。
また、（6）です。74 ページをご覧いただければと思います。「機能集約セン
ターが展開される圏域」の中で、
「文章が意味するところが読み取れない」とい
うご意見をいただきましたので、ご説明したいと考えています。まず、改めて
機能集約センターについてご説明をしたいと思います。
機能集約センターにつきましては、これはまだ想定の段階ですが、現在置か
れている地域包括支援センターを核として、障害者相談支援事業所であったり、
子育て支援センター、子育て関係であったり、医療機関の看護師さん等、そう
いった個々の専門職が持っている機能を集約していく拠点を設置をするという
ことを考えています。ただ、74 ページでいわんとしているこの「機能集約セン
ターが展開される圏域」というものは、あくまでもこの日常生活圏域のなかに
そういった機能が集約された拠点が置かれるということを説明しているところ
です。つまり、今後将来的には、各この日常生活圏域、本庄市の圏域には 4 つ
あるわけですが、この 4 つの圏域それぞれに、この機能集約センターが置かれ
ていくという、そういった姿を想定をしている、ということをこのページでは
説明しているところですのでご理解いただければと存じます。
続きまして、当日配布資料①の 3 ページ目をご覧いただければと思います。
鈴木委員からのご意見です。
鈴木委員から「まだまだ文章の推敲が足りないのではないか」ということで
ご意見をいただいたところです。今事務局でも、改めて校正等をかけさせてい
ただくなかで、より分かりやすい表現について追及をしたいと思います。本日、
事前配布資料として配布をした資料を、いろいろと赤字で訂正を入れしたわけ
ですが、まだまだこれも途中の段階です。最終的には、パブリックコメントを
経て計画書というものになるわけですので、今後とも事務局で校正を進めてい
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きたいと思います。それにあたっては委員の皆さんからもぜひ、ご意見をその
都度いただいてもよろしいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、二重丸の 2 つ目、65 ページから「包括的な相談支援体制の構築」とい
うことで施策をうたっておるところですが、ここは栗原委員からのご意見と類
似するものです。「
『検討する』という言い方はできるだけ避けた方がいいので
はないか」というご意見ですので、これにつきましても先ほど栗原委員のご意
見について回答したところと同様、なるべく積極的な言い方をしたいと思いま
す。
ただ、あくまでも「検討する」としか書けない部分もございますので、そち
らにつきましてはご了承ください。
事務局から事前提出いただいた意見につきましては、回答は以上としたいと
思います。ぜひ、その他の部分についても、本日この場で委員の皆さまからご
意見いただければと思います。以上となります。
議長

はい。それでは、先ほど説明があったなかで、皆さんから質疑を受けたいと
思います。皆さんのなかで質疑等ありましたら挙手のうえ、発言をお願いいた
します。
はい、栗原委員さん。

栗原委員

こんにちは。本年もよろしくお願いしたいと思います。
今、鈴木委員の意見の最初の「まだまだ文章の推敲が足りないと思います」
という意見が私のなかにも出てくるんですが。ただ、この場で「検討する」と
いっても、その文章が何を言いたいのかというところが我々になかなかつかみ
きれないところがあるんですよね。市がどうしたいのか、あるいは社協として
どうしたいのか。そういうところをこの文章に織り込んでいくというときに、
社協がこの計画書により、活動計画書で意図している文章っていうのが本当に
理解しきれるのかなと。そういうことがちょっとこのなかでも、これから推敲
していくにあたっても、あるいは審議会のなかで討議するといってもなかなか
その分かりにくい部分が出てると思います。
だから、そのことはさておいてやはり主体、私の意見でも書いたんですが、
「主体主語が何か」ということをきちんと織り込んで、パブリックコメントに
出していただければと思います。それを見てまたその文章に対しての意見はも
っと具体的に出てくるでしょうけども、今の段階だとちょっとそこの辺があい
まいになってしまうのかなという気がしますので。説明する側も「じゃあこれ、
どうしてこういう文章で、その意図は何ですか？」と問われたときに、回答し
きれるのかどうか、ちょっと自分としては若干疑問な面もあります。私と鈴木
委員の意見も踏まえて、なるべく分かりやすいように校正して、パブリックコ
メント用の最終資料を作成していただければ、自分はいいのかなと思っておる
ところです。
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議長

はい、栗原委員さん、ありがとうございます。何か答えがあればいただいて
もいいですか？

栗原委員

そのように検討してもらえれば結構です。

議長

事務局、どうでしょう？何かありますか？

事務局（井田）

はい、ご意見ありがとうございます。そのように検討させていただきたいと
思いますのでよろしくお願いします。

議長

はい、ほかにございますか？
はい、種村委員さん。

種村委員

はい。この資料を一通り目を通した印象です。
内容は今、栗原委員さんがおっしゃってくれたようなところがあるかなとい
うことと、先ほど事務局からお話があったように、
「決して答えをごまかしてい
ることではない」みたいな話もございましたが、そういうなかで、1 章から第 3
章までこちらの方は内容的には希望的観測ですから、何書いたってありかと思
うんですよ。だけど、実際にその 4 章以降になってくると具体的な部分がはま
ってきます。いろんな審議会等々も含めたいろいろな施策等々の話になってき
ます。
1 つ感心したのは、まず「社協さんと本庄市の取り組みを、同じ問題を分け
て 1 ページ」っていうのは、その隣同士に掲載したのは、それは見やすくてよ
かったのかな。また仕事っていいますか、内容の振り分け等々に関しては、見
やすいのかなっていうふうな気はいたしました。
ただ、これを実際に計画、2019 年から 21 年まで計画すると、それと並行し
てこれを検証するというふうな部分に、もし至ったという場合は、社協さんの
場合は指標目標等々が書かれておりますので、それに対してどの程度の何パー
セントこれが出来上がったかというふうな部分で評価しやすいと思っていま
す。
だけど、本庄市さんの場合はそういうふうな指標目標等々が特に書かれてお
りません。何ページを見て、
「そこのところの事業進めてますよ」というふうな
ことであれば、私の考えかもしれませんが、それは、自分で採点するときに採
点しやすいからです。ここは何パーセントじゃなくて、この目標を何とか委員
会は作り上げました。だけど実際それが必要な市民に対して、どういうサービ
スが適用されたかどうかっていうふうな部分には決していたらない。要は、
「こ
ういうことを検討したい」って先ほど言いましたけども、
「検討してますよ」っ
ていうふうな部分で終わっても、それは検討しなかった部分から検討したんだ
から、一歩前進なわけですが、
「それでいいのか？」っていう話になってしまい
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ます。
だから、間違いなくこれはちょっと後ろ向きかな、と思います。少なくとも、
今後の社会福祉もしくは各種の福祉活動において、決して積極的ではないのか
なというふうな印象を持ちます。
せめて、目標を掲げていただけるようなかたちでの書き方をしていただけれ
ば、あとの検証が「こんだけの目標で、目標を達成するために何パーセント出
来上がったのかな」というふうな答えが出しやすいのかな、あくまでも最終的
な 2021 年時点での結論ではなくて、少なくても 19 年、20 年、21 年の 3 回に渡
って、これをもし検証、並行して検証していくというふうなことであれば、そ
の辺のところはやはりもうちょっと我々が検証しやすいような書き方があって
もいいのかなというふうな印象です、あくまでも。だめとは言ってません。印
象です。以上です。
議長

はい、ありがとうございます。事務局の方から。はい、事務局。

事務局（井田）

貴重なご意見、ありがとうございます。
確かに、こちら今回、市の方の取り組みにつきましては、具体的な指標目標
というものを表記しておりません。ただ、これにつきましては、事務局内の方
で指標について検討した結果として、具体的な数値化が難しい取り組みが多々
あったことによります。
そのため、具体的な数字としてではなく、年度単位の目標として、今回、い
ろいろと新たな取り組みも盛り込んだところです。予定スケジュールで、この
例えば「2019 年度は何をする」、
「2020 年度は何をする」というところで今回進
行管理の方をできればしていきたいと考えております。
また、計画素案の方をご覧いただければと思います。162 ページをご覧いた
だければと思います。こちらの「検討」という表記になってしまっておりまし
て、大変恐縮なんですが、進行管理スケジュールといたしまして、2019 年度に
進行管理組織によって評価方法の確定することを記載しております。
具体的にこの地域福祉計画を評価していく手法について、進行管理組織で来
年度検討し、また地域の皆さまに公表していくことを計画には織り込んでいま
す。
ですので、この地域福祉計画のこの計画書の方には、具体的な指標であった
り、数値であったりというところは掲載されておりませんが、来年度以降補完
していきたいと考えておるところですので、そちらご了承いただければと考え
ております。以上です。

議長

はい、種村委員さん、よろしいでしょうか？何かありますか？
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種村委員

基本的には「自分で自分のことを評価するからなんとでもなる」ということ
になりませんかね？数字目標がないんだから。
「よくやった」っていえばそれで
おしまいの話で。評価と言ったと同じで。どうかなというふうな印象です、印
象、あくまでも。

議長

いろんな意見が出ますけど。確かに、
「検討した」って言われちゃえばそれま
ででね。例えば議会なんかで「検討します」っていうのは、
「やりません」とい
う回答と同じ扱いになりますから。やはりそういうのを考えると、もう少し踏
み込んで具体的に「やるのかやらないのか」って、その辺をはっきりとやらな
ければならないんじゃないのかなと思うんですが。あくまでもこれ計画ですか
ら、「これからこんな計画を立てるんだよ」っていうなかで、「だけどやるかは
分からないけど」って取れて仕方がないんですよね。
計画だったらやることを前提に立てるのが計画であって。やはりその辺を皆
さんいろんな意見出されていますが、まさにそのとおりなのかなと思うんです
が。そこまで煮詰めきらなかったんでしょうかね。社協と市で。どうなんでし
ょう？

事務局（井田）

はい。実際のところ、この 5 年間を「完全・詳細に、こう進めていく」とい
うところが確定するかたちまでは、残念ながら持っていくことはできなかった
のかなと考えております。ですので、
「検討します」というような表現をさせて
いただいたところです。

議長

やはりその辺は、もう少し「検討します」というのはまたよく検討してもら
って、ほんとにそれでいいのかどうか？もう具体的に踏み込んだ表現がいいん
じゃないのかなと思うんですが。
その辺よく、皆さんと考えていただきたいと思います。
はい、どうぞ。

事務局（塩原）

確かに、言われているところも最もな部分がございます。ただ、今回、福祉
分野の最上位計画となったことから、関係各課とかなり調整をしながら策定を
進めてきました。そのなかで決まったところははっきり書けますが、調整が済
んでいないところは「検討します」という表現で残っている部分が多々ありま
す。そういった部分を最終ぎりぎりまで、こちらまたもう一度関係機関と詰め
て解消できるものは解消していきたいと思いますので、ご理解をいただきたい
と思います。

議長

これが軸となって、そのほかにいろんな計画が今あると思うんですが。それ
らとの整合が取れないっていうことなんですかね？
「そっちの計画には『検討する』ってあるから、これもやっぱりそうしなき
ゃなんない」とか、そういうことを含めて煮詰まってないんじゃなくて、そう
なっちゃってるっていうことなんでしょうか？

事務局（塩原）

その部分もあります。ただ、そちらの関係機関とある程度具体的な道筋がつ
くものについては、極力「検討します」ということは避けているんですけど。
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そこをもう一度洗い直して、極力減らしていけるようにしたいと思います。

議長

はい。ぜひ、もっと「やるのかやらないのか」って、はっきりとできる部分
はすべきじゃないのかなって私も思いますので、よく検討してみてください。
他には？はい、はい、どうぞ。

コンサル事業
者（小野）

今の「検討」についての議論ですが、今回のこの計画では、56 ページに計画
のロードマップが示されていて、ある程度将来の方向性がここにきちんと示さ
れています。ですから、
「検討」とはいっても、「この目標とすべきところがち
ゃんともう示されている」っていうことですから、これは前向きな検討になる
んだろうと思います。なかなかほかの自治体の計画でこういうものまで作って
るところはありません。
それから特に、69 ページの「庁内総合相談・管理機能部署」の箇所で出てく
る「検討します」という言葉ですが、これは、要するに「福祉部内だけは済ま
ない」っていうことですね。なぜかというと、多分これ進めていくと、市役所
の組織に関する条例改正までいくことになってくると思いますから、総務関係
部署との調整とかさまざま出てくることだろうと思いますから、この辺は取り
あえずは検討というところで置いておかないと非常に難しいかもしれません。
それともう 1 つ。検討と言ってるところは、例えば新たな国の動き等が出て
きていて、その検討過程のなかでもっとよりよい方向にいく可能性もかなりあ
るわけです。ですので、コンサルタントとしても、検討でいいかなと思ってい
ます。将来像がちゃんと示されていますので、よろしいかなと思います。以上
です。

議長

はい、ありがとうございます。他に？はい、栗原委員さん。

栗原委員

すいません。今のやり取り、種村さんから始まって、今の事務局からの回答
まで聞いてて、全般的に我々は地域福祉計画だけを行政の計画書として見てい
るわけじゃなくて。当然、総合振興計画に始まって各計画を見てるわけですが。
やはり、抽象的な面が強いのかなと。
で、この福祉計画、福祉の最上位の計画なんで、最上位の計画であればこそ
他の部署に指揮権、指導権を持ってもいいんじゃないでしょうか。その辺を行
政の内部の問題としていわれてしまうと、審議委員としては不満だなと思いま
す。行政組織の権限がともなっているのを前提にこの計画書を書いてもらわな
いと困るわけです。この計画は、もう 2 期目で、1 期目の計画書ではないので、
その辺の調整を踏まえてどこまで書けるか、という話だと思うんですね。第 4
回審議会のときにも、私も総合相談体制の設置について意見を提案しましたが、
やはり職員教育をやらないと、総合相談事務というのはできないんじゃないの
かなと思います。
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で、そういうことを「じゃ、人事権は総務にある」とか、
「人事、総務課にあ
る」ではなくて、そこにどう働きかけるというとこまで明示して書いてもらえ
ば、まだ別なんですが、
「総合的に検討しなくちゃいけない」というように書か
れてしまうと、やはりこの計画をより具体的に推進させていくのは難しいので
はないでしょうか。
これ、今の質疑応答を含めての私のこの検討とか、計画プランについてのや
はり数値目標が少ないわけですが、併せて「具体的課題をどこと折衝するのか」
ということもできれば明示しておいてもらえると我々が検討する上で考えやす
くなるのかなとは思います。
なぜそんなことを言うかというと「じゃ、どこに決定機関があるんだろう？」
というのが行政ではいつも見えないんですね。地域福祉計画は、福祉部が管轄
なんだから、福祉部がもっと主導権持ってやってもいいんじゃないのかな、と
も考えるところはあります。以上です。
議長

はい、どうでしょうか？課長、はい、どうぞ。

事務局（塩原）

その権限の件について、また別の議論が発生してしまう可能性があるので、
あくまでも現時点では、
「こちらが調整できて、はっきりと明示できるものは改
善していく」ということしか現時点では言えない。
やはり、行政の組織、それから議会、そういったさまざまな関係がございま
すので、そのなかでどう書いていくのが適切なのかっていうところを視点に、
もう一度見直しをしていくということでご理解いただきたいと思います。

議長

はい、種村委員さん。

種村委員

はい。今のお話聞いて思ったんですが、本庄市が持ってる、いわゆる市とい
うふうな行政区域で持ってるいわゆる権限が、この計画のなかで強く行使でき
るような部分が含まれているかな？ほんとに真剣に検討したのかな？っていう
ふうなことが思われる部分もいくつか見られます。
前回、高橋委員さんから「
『県の許認可権と市の許認可権もあるし、また国の』
というふうな、いろんなかたちで許認可の部分に関しては権限がいろいろある
ので」っていう話を聞きましたけども。そういうなかで、ほんとに市が持てる
許認可権等々をほんとにこのなかに庁内で検討して、本庄市の福祉を真剣に討
論したのかなというふうな部分もいくつか散見されると感じます。
例えば、112 ページの「重点的な取り組み」ですが。
公共の施設のバリアフリー化、これはもう当たり前な話ですね。また、居住
環境の整備。これは介護保険等々も含めて、いろんなかたちでの住宅のバリア
フリー化も、うまく公助なのか共助なのかは分かりませんけどあるんでしょう。
「福祉施策の継続及び啓発」っていうのは、
「市は啓発だけするよ」っていう
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話ですよね？啓発は別に市でやらなくても、社協さん等々で十分啓発はやって
るんかなと。
「啓発活動をいたします」っていうだけの話で。要は、それしか本
庄市は市としての権限は啓発活動しかできないほどの権限しか持ってないの
か？っていう部分が、私としては不満というふうなかたちに感じます。
そういうことで、いくつかそんなようなところが印象的にはあると。ほんと
に本庄市のできる限りの力を、言い方は悪いですけど、権力等々、許認可権も
含めて、そういう部分をこの計画のなかにほんとに織り込んであるのかどうか
っていうのを、若干疑いを持つ部分もございます。
私も自立支援協議会の会長をやってますんで、本庄市のなかだけですべてを
完結できるっていうことは決して考えていません。絶対にすべての施設等々が
このなかで本庄市の福祉がこの計画のなかだけで完結するとは思ってはいませ
んけども。ただ、
「できる権限をいかに行使していくか」というふうな部分の検
討は、その真剣さとかそういう部分に大きく疑いを持たせるような部分につな
がってしまうようにも感じます。
そういう部分では、若干甘いかなというふうなのが総体的な私としての意見
です。以上です。
議長

はい、事務局で何か回答でもあればお願いしたいんですが？
はい、事務局。

事務局（井田）

貴重なご意見、ありがとうございます。
前回に引き続きのご意見の部分でもあるかなと思うですが、市がどこまでで
きるのか、権限につきましても含めて今後の検討課題とさせていただければと
考えております。
なかなか、今の段階で計画に具体的に盛り込んでいくということは難しいの
かなと事務局では感じているところです。

議長

はい、種村委員さん。

種村委員

県で、埼玉県下でいくつかこの『福祉のまちづくり』等々の市町村、手を挙
げてくださいっていうふうな、重点都市とか重点市をもし募集された場合は、
本庄市は手を挙げる意識はあるんですかね？仮定の話で申し訳ない。
ただ、実際の計画としては、県は今検討もされているというふうな話も私に
報告はきてますんで。もし、そういう部分があるならば、本庄市は積極的に手
を挙げてくれるのかどうか？
ただ、資金的にはあれですよ。県が全部出すわけじゃなくて。例えば 4 分の
3 が県があったらば、本庄市は 4 分の 1 出さなくちゃなんないけども。そうい
うふうな部分で、もし手を挙げる意思があるやなしや？

事務局（塩原）

この場で「できるできない」っていうことを明言はできないんですが。可能
な限り精査をして、本庄市に利があるようであればやるということになってく
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るかと思います。
その他のさまざまな条件、全額国や県からお金がくるっていう事業ではない
と思われますので。その部分で、本庄市にとってどれだけメリットがあるのか
ないのかっていうところで、福祉部で手を挙げて市としてどうしていくかって
いう辺りになろうかと思います。
議長

はい、種村委員さん。

種村委員

そのメリットっていうのは、費用対効果の話になるわけですかね？
本庄市がどれだけお金をかけるから、これだけメリットがあるって部分のと
ころで。要はメリットという部分は、費用対効果なのか、もしくは市民の生活
がより豊かになるのかどうかっていう部分のところに関しての、
「これは市民の
ためにならない」っていうふうなんであれば、それは絶対メリットはない。だ
けど、こんだけのお金を出したんだけどこれだけの効果しかなかった場合でも、
費用をかけたけど市民の生活がよくならないというふうな判断するのかどうな
のか。その辺も含めて市政の問題だから、そこの辺も含めて答えていただけれ
ば幸いかなと思います。

事務局（塩原）

当然、両方だと思います。
「お金がかかってもやるべきだ」ということであれ
ば、やるということになろうかと思います。それも含めて、今後こちらもそち
らの動向を注視して検討したいと思いますのでよろしくお願いします。

議長

はい、栗原委員さん。

栗原委員

関連ですいません。今、種村さんと事務局側の意見交換を聞いてると、本庄
市の限界が見えてきているのかなと。じゃ、地域福祉、あるいはそのさっき言
った福祉のまちづくりというようなものを県が事業として提案して募集した場
合に、じゃ、市として福祉部が決定すれば市としてきちんと応募するのか。あ
るいは、福祉部はやりたいけども、市としては「時期尚早だよ」と、こういう
2 つのレベルで考えられると思うんですね。
所管からいけば福祉部のまちづくりの所管になるのかなと。都市計画ではな
いのではないだろうかと、福祉のまちづくり。そういったところをどうやって
この意思決定をするんだろうなというのがなかなかこの各計画書を見てても読
み取れない部分が。所管部署ごとにやる、っていうことであれば、当然各所管
部署の意見が強く反映された計画書にならんといかんだけども。必ずしもそう
ではないのかなという、自分なりの受け止め方をしています。
だから、今の種村さんの意見に対して、もし事務局というか福祉部としては、
積極的に取り組みたいというその姿勢があるのかどうか。福祉部としては取り
組みたいけども、さらに市として取り組むときには、市の最高機関としてのど
こかが判断する。それに対して、どういう説明を所管部署として突破するのか
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とか、そういう話が今までの市の行政のなかできちんとディスカッションされ
てんのかなと、いうのももう気になるところで。
「いや、当然福祉部としてはやりますよ」と。
「どんな課題があるのか、その
提案だかの事業内容を見ないと言えないけども。それに沿ったかたちで応募し
ますよ」と。
例えば今、「NEXT 商店街プロジェクト」っていうのをやってて。これも県の
プロジェクトを本庄市等々が手を挙げて本庄市が採用されてると。
「そういうか
たちで持っていきますよ」ということなのかどうか？
そこの辺は、今後のこの計画書を進めていくのに推進母体がどうあって、
「市
の全勢力っていうか、持てる資源を注入してこの計画を実行させるんだ」と、
こういう意図があるかないかというとこに多分、最後はかかってくると思うん
ですけどね。その辺のところがどうも、各審議会でいっても気になるところで。
「自分たちはどうしたいんだ」と、
「だけど、市全体としてどういう問題点が
出される可能性が」とか、こういうことがきちんと庁内で討議されてるんかな
というのも、気になるとこではありますけどもね。
是非、
「もしそういうような県の事業が推定されてるのであれば、この計画の
実行として福祉のまちづくりに立候補する予定です」というようなことも入っ
てもいいのかもしらんです。
議長

はい、事務局。

事務局（塩原）

繰り返しになっちゃうと思うんですが。福祉部、それからいろんな都市整備
部ですとか、市民生活部、さまざまな仕事があります。
そのなかで、市とすると各部局でそれぞれの施策を実施計画としてあげます。
そのなかで優先順位が当然決まってきます。
市もお金が潤沢にあるわけではございませんので、
「どの順番でやることが本
庄市全体にとっていいのか」っていう判断のなかで決定をされていくものだと
考えられます。以上です。

議長

はい、他にはございませんか？はい、金井委員さん。

金井委員

金井です。よろしくお願いします。
今回のこの計画の案につきましては、私も高く評価しているところです。特
に、
「行政としての相談に関する集約的なものを、これから市内及び全域で展開
する」という点について、とても意義を感じております。
それで、今さまざまな議論が行われているところなんですが、具体的に計画
をどう進めていくのかというところに関して、少し弱い点があり、つまり、そ
の「検討します」ということを、どこでどのように検討するか、ということが
十分に見えていませんが、この計画のなかで、実は最後に出てくるところです
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が、152 ページの「市の計画推進体制の強化」があります。
この計画を、進めていく際の大きな中心になる部分が、この 153 ページの上
に書いてある「地域福祉審議会（仮称）」というものであると理解できるわけで
す。つまり、
「この計画のエンジンは、これから地域福祉審議会が担っていくん
だ」という構想ですが、そうであれば、さまざまな検討する課題はこの地域福
祉審議会で検討されるということが想定されるわけです。
つまりは、計画のこの最初に、
「この審議会を置いてさまざまな部分を進めて
いく」っていうことが書かれてもいいのかなと。最後の体制とかに出てくると
いうよりは、もっと前に審議会の重要性をきちんと位置付けて、この計画の進
める場合の「エンジンを持ってるところ」になればいいかなと思っています。
例えば 72 ページにある「機能集約センター」の設置についても、予定スケジ
ュールとしては「2019 から 2021 まで調査研究設置準備、2022 にモデル設置、
2023 に機能検証」というところですが。「この調査研究は、地域福祉審議会の
専門部会において検討している」というようなことが書かれていれば、そこで
この計画についての具体化が図れるというところになってくるかと思います。
そこのところをもう少し丁寧に、この 152 ページ、153 ページのところを書き
込んでいただいて、これをこの前に持ってきていただけるとなんか市民も安心
して、
「あ、そうだ。審議会で審議して、こういう計画を議論して進めていくん
だな」というイメージが持たれるんではないかなと思いました。
というのは、やはり「
『検討する』ということで具体性はない」というご指摘
は、そのとおりなわけですが。この機能集約センターがモデル設置が 2022 年で
すよね？172 ページにあります。そうすると、今から 3 年後に設置ということ
で、先に行き過ぎてる感じが実はしていて。もう少し早めに権限の問題も含め
て、検討されて 2021 年ぐらいにモデル設置をすると。で、このなかで行われた
さまざまな相談や、あるいは解決のための実践手法というものが、整理をされ
て実はその次の 73 ページにあるような、その機能集約センター的なこの組織。
つまり、前に戻りますが、70 ページ、71 ページの市全体の相談のあり方につい
ての現状と将来のイメージがあって、これを市として実験的にまずやってみる
と。それを今度は地域別に下ろしていくというとこになりますと、
「じゃ、どう
下ろすのか？」というときの権限の問題も必ず出てまいります。
そういったものも含めて、この 72 ページのモデル設置っていうのはとても重
要な意味がある。それを審議会で検討して、その結果を次のその機能集約セン
ターで市内 4 カ所に実現していくと。こういう流れになってくるといいと思う
のですが。そういった流れが見えてくるような計画の見せ方ということをもう
少し丁寧に書いていただけるとよろしいのかなと思います。以上です。
議長

はい、事務局で説明をお願いします。
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事務局（井田）

はい、貴重なご意見、ありがとうございます。
今いただいた、特にその包括的な相談支援体制の構築の部分につきましては、
今回のこの第 2 期の計画の目玉ともいうべき、一番大きな部分かなと事務局と
しても考えております。
で、こちらにつきまして、ある程度具体的に盛り込めたのかとも事務局では
思っていたところではあるのですが。やはりまだ足りない部分はあったのかな
というところを今、感じております。
また、地域福祉審議会の見せ方につきましても、今いただきましたご意見を
踏まえて、またコンサル、それから社協を含めて検討させていただきたいと考
えております。よろしくお願いします。

議長

ここで、コンサルさんにまで聞いて多少変更したとして、どうなんでしょう？
間に合いますか？その辺も心配するところです。また、例えば変更になった箇
所については、どのように皆さんにまた周知するのでしょうか？

事務局（井田）

大幅な変更につきましては、もう時間的に難しいかなと考えております。で
すので、字句の調整等を表現でより分かりやすく、あるいは意図が伝わりやす
いようなかたちで表現を修正させていただけばいいかなと考えております。
また、修正後のものにつきましては、実はこの素案のあとの議事のなかで、
今後のスケジュールについてのご説明をさせていただこうかなとは思っていま
す。来週、市議会全員協議会で報告をさせていただきまして、２月 1 日にパブ
リックコメントというようなかたちになります。
その全員協議会で報告させていただいたあとに、その修正後の素案につきま
して、改めて委員の皆さまに提示をさせていただければと考えております。パ
ブリックコメントを始める前に配布をさせていただければ、そこで一旦改めて
確認をしていただきたいなと考えております。以上です。

議長

はい。今の説明で、全協に出したあとに審議会の皆さんにいく、というのは、
逆にはなりませんか？
全協の前にやはり、例えば大幅な変更っていうのは今の時期じゃ無理でしょ
うけれど、逆に今考えているこの案のなかで、計画のなかで、さらに具体的に
「ここはこういうことだよ」っていう、そういうことを多少の変更が必要な部
分はあるのかなと思います。例えば全協の前に時間が間に合うのであれば、ま
ず委員の皆さんにお示する方が親切なのかなと思うのですが、どうでしょう。

事務局（井田）

はい。おっしゃるとおりだと思います。
今回この審議会終了後、急ぎまたコンサルに校正を投げかけて、実際に計画
の素案として来週上がってくる予定ですので。それが上がり次第、委員の皆さ
まに提示をさせていただければと思います。
それを持ってまた、全協に諮るというようなかたちでお願いできればと思い
ます。
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事務局（塩原）

補足します。間に合わなかった部分につきましては、また赤字で見え消しと
いうようなかたちでさせていただければと思いますのでよろしくお願いいたし
ます。

議長

はい、お願いします。まあ、私は議員だから、全員協議会を考えてくれてい
るのはありがたいですが、ただ、やはりこの審議はこの審議会でしてきたもの
なので、まず皆さんにお示ししてほしいなという気持ちがありますので。間に
合わない部分は先ほど説明したとおりにお願いします。じゃ、ほかに何かあり
ませんか？はい、金井委員さん。

金井委員

表記で誤解を受けるといけないところだけ、訂正をお願いしたいと思います。
104 ページです。こちらの前のページ、103 ページから災害時についてのことが
出ているのですが。104 ページの冒頭に、
「避難行動要支援者数の推移」という
ところで、
「登録者名簿、名簿登録者が年々減少にある」ということが記載され
ています。
で、その下の説明ですね。
「避難行動要支援者に次のような人が対象になりま
す」とあるのですが。これは正確ではないですね。私も本庄市の地域防災計画
見ましたけれども。ここに書いてある要件の人は「要配慮者」ということにな
ります。で、その要配慮者のうち、自ら避難が困難で迅速に避難勧告が必要な
人で、特に支援が必要となる人が避難行動要支援者ということになりますので。
そこの表記が十分できていないということです。
これは前のページからの流れで、前のページは要配慮者っていう言葉はあり
ませんが、地域防災計画書では、要配慮者に対するさまざまな支援をしていく
というなかで、特に避難行動要支援者については、地域の人たちとの協力とか、
要請というものをきちんとするということが挙げられているわけでして。そこ
の用語の区別をするとともに、この表記では、要配慮者の条件になっているの
で、要配慮者の中でさらに支援が必要な方が避難行動要支援者として手を挙げ
てもらった人ということになるので。そこの書き方の工夫を、間違えないよう
にしていただければと思います。以上です。

議長

はい、事務局。

事務局（井田）

はい、ご指摘ありがとうございます。そのように修正せていただきます。

議長

はい、ありがとうございました。他にはございませんか？
それではないようですので、1 回締め切ってもよろしいでしょうか？はい、
それでは締め切らせていただきます。
次にその他といたしまして、次第 4 の 1、「今後のスケジュールについて」
、
事務局より説明お願いいたします。
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事務局（五十
嵐）

はい。今後のスケジュールにつきまして、事務局よりご報告いたします。本
日の審議会の検討の結果を踏まえまして、先ほど申し上げましたように 1 月 15
日火曜日に庁議をへまして、市議会の全員協議会が 1 月 18 日の金曜日にござい
ます。全員協議会で報告のあと、広瀬会長からごあいさつのあとで触れていた
だきましたように、2 月 1 日よりパブリックコメントを実施いたします。期間
は 1 カ月間です。3 月初旬までのパブリックコメントを経て、その後第 6 回の
審議会をもう一度最後にやらせていただくような予定となっております。

議長

はい。1 月 15 日に庁議で、そのあと 1 月 18 日に全協。そしてパブコメが 2
月 1 日から 3 月 2 日までという説明でございました。
次に 4 の 2「次回の審議会日程について」、事務局よりお願いいたします。

事務局（茂木）

社協の茂木です。
4 の 2 の次回の審議会の日程についてですが。3 月 2 日にパブリックコメント
終了後に次回の審議会を予定しております。候補の日といたしまして、3 月 13
日水曜日、それと 3 月 14 日木曜日。時間は午後 1 時半、今日と同じです。場所
につきましては、どちらもセルディを予定しております。
内容につきましては、「パブコメの結果報告」ということになります。
この 2 日の候補日のなかから決めていただければと思います。よろしくお願
いいたします。

議長

はい。先ほど、第 6 回の審議会の日程が報告されましたが、2 日間案があり
ますが。3 月の 13、もしくは 14。皆さんはいずれかで無理だっていう日はある
でしょうか？
3 月 13 日、無理な方？1 名。3 月 14 日が無理な方？4 名。
はい、その日程を決める前に 1 つ提案なのですが。こういうものを載せるか
どうか分かんないのですが。この計画のなかに、この審議委員の名前というも
のが掲載されるかと思うんですが。写真っていうのはどうなんでしょうか？通
常。例えば、集合の写真とか。そういうものっていうのはこれまでなかなかな
いとは思うんだけど、どうでしょう？はい、どうぞ。

事務局（井田）

今までの本庄市の計画を見ますと。最近ですと、総合振興計画は計画書の資
料編のなかに審議委員さんの集合写真のようなものを掲載しております。ただ、
ほかの計画はあまりないようなかたちですね。

議長

提案なんですが。審議委員の集合写真を撮影し、計画に掲載してはいかがで
しょうか。確か私が会長やっていた計画でもそんな記憶がありまして、これも、
核となる計画であるならばあってもいいのかなと思うんですが。どうでしょう
ね？
委員の皆さん、どうでしょう？「どうしても私は嫌だ」っていう方いらっし
ゃいますか？
（一名挙手）
ほかの皆さんは大丈夫でしょうか？後は、当日皆さんが第 6 回の会議の時に
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なるかと思うんですが。皆さんがそろうかどうか、またそろわなかった場合は
写らないっていうことも仕方がないのかなと思うんですが。どうでしょう？せ
っかくですから、集合写真入れられるようにいたしましょうか？
（会長に一任）
それでは、集合写真入れてください。そして、次の会議の案内をするにあた
っては、その服装とか気に入ったもので来ていただけるようにしていただくよ
う、その辺も案内に出してください。それでは、13 日が 1 名だったんでしょう
か？14 が今の段階で 4 名。宮里さん、どうでしょうかね？
宮里委員

調整して出席できるようにしたいと思います。

議長

それではみなさん、3 月 13 日でよろしいでしょうか？
（異議なし）
はい、それでは第 6 回の審議会を 3 月 13 日ということで決定ということでお
願いします。続きまして、4 の 3、
「その他事項について」
、説明をお願いします。
あればお願いします。はい、どうぞ。

事務局（関根）

はい、事務局社会福祉協議会、関根です。よろしくお願いいたします。本日、
参考資料として配布をさせていただきました黄色の A4 の 4 ページもの、タイト
ルが「Let’s ぼらんてぃあ」というチラシです。そちらについてご案内をさし
ていただきたいと思います。
これは、ほぼ毎月、社会福祉協議会で発行しておりますボランティア情報紙
になります。今回 1 月号の発行ですが、表紙の部分にございます、2 月 3 日の
日曜日に「福祉フェスタ」の開催を予定しております。
こちらの内容につきましては、福祉教育に関する推進の取り組みの活動発表、
各学校の先生や生徒にご発表いただく予定になっております。こちら、市民の
皆さまにぜひご覧いただければと思っておりますので、ご都合のつく委員の皆
さまがいらっしゃいましたら、ぜひお出掛けいただければと思います。
それと、こちらの最終ページのところにございますが、1 月「防災とボラン
ティア週間」の案内です。そこにあわせまして、最終ページの一番下の部分に
なるんですが、ボランティア活動についてのパネル展示をさせていただく予定
です。これははにぽんプラザで予定をしておりまして、ボランティア活動の紹
介ですとか、主に今年度、県の社会福祉大会で表彰を受けられた団体さんがご
ざいますので、そちらのご紹介を中心に展示をしたいと思いますので、こちら
もあわせてご覧いただければと思います。
あと、中にはいろんなイベントの情報がございますので、ご覧いただければ
と思います。以上です。

議長

はい、ほかに事務局から何かありますか？大丈夫ですか？では委員の皆さん
からは大丈夫でしょうか？ないようですので、これにて議事を終了し、議長の
座を下ろさせていただきます。
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皆さま、ご協力いただきましてありがとうございました。

事務局（塩原）

ありがとうございました。それでは、閉会を岡芹副会長よりお願いいたしま
す。

岡芹副会長

はい、大変皆さんお忙しいなか、順調に審議が滞りなく終了いたしまして、
皆さまのご協力感謝いたします。
以上をもちまして、第 5 回地域福祉計画審議会を終了いたします。

以上
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