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  ２．福祉サービス部長挨拶 
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  ４．議  題 

①現行計画の実施状況について 

②市民アンケート及び団体アンケート調査結果について 

③計画策定に係る地域福祉関連団体との意見交換会の結果について 

④その他 
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１． 開会 

（事務局より資料の確認） 

 

２． 福祉サービス部長挨拶 

（福祉サービス部長より挨拶） 

 

３． 正副部会長選出 

（部会長に原委員、副部会長に澁谷委員が選出された） 

（部会長挨拶） 

（副部会長挨拶） 

（傍聴者の確認及び会議公開の承認） 

 

４． 議題 

① 現行計画の実施状況について 

【原部会長】 

 議題に移りたいと思います。議題①について、事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 

（現行計画の実施状況について説明） 

 

【原部会長】 

ありがとうございました。説明に対して、ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

【江口委員】 

「みんなで地域づくりセンター」がよく出てきますが、現在の機能を見ると、コーディネート

するよりも、レストランや大きなテーブルなど、プロデュースのほうに重点があるのではないで

しょうか。アンケート調査を見ると、情報がなかなか共有できないとかいうのがたくさん出てい

ます。地域づくりということを考えると、例えば、自治会同士をつなぐような情報、あるいは子

育てに関する団体の情報をワンパックにして出すなど、市民に対してさまざまな情報を提供する、

コーディネートする機能をもっと発揮すべきではないかという印象を持ちました。 

【岡田委員】 

地域づくりセンターには、福祉に関しての情報があまりありません。福祉を求める人たちは福

祉センターに行きますが、お互いが持っている情報を公開しあって、地域づくりセンターでも福

祉に関しての情報が得られるような体制をとっていただききたいです。例えば、空き店舗のこと

を地域づくりセンターでも一生懸命やっていますが、地域での空き家活用のサロンに関しては知

らないという場面もあります。相談に行った方に、福祉のほうでこういう助成制度がありますと

言えるように、もっと知っていただきたいと思いました。 

【原部会長】 

今のご意見に対して、事務局はどうでしょうか。 

【事務局】 

今回、市民の皆さんと福祉関係団体などにアンケートを行い、また、「みんなで地域づくりセン

ター」を含めて、懇談会を開いています。そこから、この５年間の課題を抽出して、後ほど皆さ
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んのご意見をお聞かせいただき、次の計画に生かしたいと思っています。 

今の「みんなで地域づくりセンター」との連携が薄く、特に福祉部門について分かっていない

という点は、懇談会等を通じて感じました。その辺については、今後どうしていったらいいかを

考えていきたいと思います。 

【原部会長】 

他にございますか。 

【柴委員】 

青少年育成センターの事業で、13ページの３－３に「県下一斉合同パトロール」を８月にやっ

たと書いてありますが、大体何時ごろやっていたのですか。 

【事務局】 

青少年補導委員については各中学校区ごとに、平日の夕方から夜間にかけてパトロールをして

います。それと、センター補導というのがございまして、青少年育成センターが中心となり、定

期的に駅周辺での街頭補導を月に何回か、これも夕方から夜間にかけて行っています。ここに書

いてある「県下一斉合同パトロール」というのは、夏の期間を定めまして、主に土曜日の午後と

いった時間帯で行っています。 

【柴委員】 

例のお子さんの事件がありましたが、新聞や報道では、なぜ深夜帯に子どもがうろうろしてい

るのかということに対しての情報が何もないのです。私の家の目の前にコンビニエンスストアが

あります。朝５時前後に植木に水をあげたりするのですが、15～18歳とおぼしき男女のグループ

が出てくるのを見かけるので、夕方から夜間ではとても対応できないと思います。そういうこと

にも目を向ける計画を盛り込まないと、青少年育成センターの評価が、全部◎とか○とは言いが

たいと思います。 

【事務局】 

その他にも、千葉市と合同で市境のパトロールや、ＪＲに補導員が実際に乗り込んで列車内で

の補導活動も行っています。 

【柴委員】 

二度とあのような事件が起こらないように、今後の方針をお考えいただければ幸いです。 

【原部会長】 

ありがとうございました。他にございますか。 

【秋山委員】 

私はシニアクラブの単位クラブを主催しています。１ページの１－１で、課題がないのに「◎」

になっているのですが、それはどういうことなのでしょうか。また、55クラブのうち３つくらい

が補助をもらっておらず、シニアクラブに負担金を納めないといけないので困っているのですが、

これは課題に入らないのでしょうか。アンケートでもありましたが、サロンは無料でお弁当が月

に２回出るそうですが、シニアの単位クラブでは会費をもらわないといけないので、シニア連に

対する負担金が重荷になっています。そこを課題にしていただきたいと前にも文書で書いたので

すが、いかがでしょうか。 

【事務局】 

シニアクラブ連合会を含め、単位シニアクラブについても、昨今、補助金に対する風当たりが

非常に強く、なかなか額を増やせない状況です。そういった意味で「○」としています。各シニ
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アクラブの団体さんから見れば、もっと改善してほしいところはあると思うのですが、市として

どういった支援ができるかという視点で書いておりますので、ご理解いただければと思います。 

【荒井委員】 

12ページの３－３、③で「ごみゼロ運動」について書かれていますが、私が自治会長を務めて

いるめいわ地区では 700世帯以上の方がお住まいですが、この春のごみゼロ運動の参加は、約 600

名となっています。めいわ地区ではごみゼロ運動に対する意識が非常に高く、市の模範となるべ

き部分もありますので、自治会の連合会等でそういったことをお知らせして広めていくのが、地

域づくりにもなるのではないかと考えています。ぜひ市政だよりなどの広報紙でも、積極的に活

動する自治会を取り上げていただければ、非常にありがたいです。 

【原部会長】 

他にございますか。 

【有川委員】 

「シティセールス推進課」というのが何カ所か載っていますが、これは、このたび新しく課長

さんを募集していた課でしょうか。 

【事務局】 

はい。 

【有川委員】 

具体的に、どちらに設置をされたのですか。 

【事務局】 

経営企画部に設置し、新館３階にあります。 

【澁谷委員】 

「◎」と「○」が多すぎて、どこに対して何パーセントという達成度なのかが分かりません。

ただ開催したり、実施したりすると 100％となっていますが、実際は、５年間の計画のうちの 20％

とか 40％いったのかなというところで、到達点は別にあると思うのです。次の２期を考えるとき

に長期の視点を盛り込んでいかないと、全部「◎」や「○」で、よく頑張ったで終わってしまい

ます。長期スパンで、到達度の目標値を決めながらやっていく手法を、我々も考えなくてはとい

う感想を持ちました。 

【栗原委員】 

実施状況シートについてですが、先ほど秋山委員からもあったように、課題が書かれていない

事業がありますが、本当に課題はないのでしょうか。非常に良くできたから課題がないという判

断だとすると、問題だと思います。また、澁谷委員も言っていましたが、事前に計画目標があっ

て、その達成度を検証しているのでしょうか。あるいは、事業そのものの緊急性や公共性、必要

性、妥当性などの評価として、埋めているのでしょうか。その辺が、一緒くたになっています。

現行計画の５年間で目標をどこまで達成できたのかが、実施状況になると思います。それを前提

での評価であるならば、必要性や公共性、妥当性などは、当然盛り込まなければいけません。そ

れで、どういう課題があるのか。それがあってはじめて、これを充実させて継続するのか、縮小

するのか、廃止するのかという方向性が決まるべきです。 

この事業についてはよくやったので「◎」で、まあ必要だろうと、漠然と継続にしているのか、

一体何を根拠に分けているのか。それらがこのシートに盛り込まれすぎていて、これをもって議

論や評価を本当にできるのか疑問に思います。現行の地域福祉計画を今回リニューアルするのに、
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問題点が把握できなければ、新たな計画策定はできないはずです。それからすると、課題がない

項目が存在すること自体、おかしいのではないかと思います。 

各事業が縦割りになっています。地域づくりと福祉、それぞれがセンターを設置して、それぞ

れ一生懸命やっていると言いますが、コーディネートして、このまちをどうつくっていくかとい

う方向性を出さないといけません。この地域福祉計画をつくることによって、政策目標に向けて、

各事業をどのように連携して方向付けていくのか。 

評価の仕方につきましても、例えば１ページの③は、こども保育課と社会教育課の個々で評価

していますが、どのような効果があって、どのような問題点があって、どういう方向性に持って

いけばいいかという判断は出てきません。最終的な目標は、個々の事業を完遂することではなく

て、よいまちをつくることです。１つの政策目標について、２つ、３つの課で個別に取り組むこ

とが本当にいいのか。それを審議会の中でチェックしていくには、この内容では現実的には難し

いのではないかと考えます。 

【原部会長】 

非常に貴重な意見でございます。今後、検討していただきたいと思います。 

他にございますか。特にないようでしたら、議題①については以上といたします。次に議題②

「市民アンケート及び団体アンケート調査結果について」、事務局から説明をお願いいたします。 

 

② 市民アンケート及び団体アンケート調査結果について 

【事務局】 

（市民アンケート及び団体アンケート調査結果について説明） 

 

【原部会長】 

ただ今の説明に対して、ご質問、ご意見等はございますか。 

【澁谷委員】 

市民アンケートですが、これは業者委託ですか。調査の仕方としては全く問題ないと思います

が、４ページを見ると、60代、70代の回答が 50％となっています。この調査結果を使うときに、

60、70代の回答者が半分いるということを念頭に置かないと、分析できないですよね。何とか年

代のバランスの取れるまで回答をもらうようなことを、お金は掛かりますが、このあとのいろい

ろな調査のときに、どこかで検討していただきたいです。 

【原部会長】 

確かに、アンケートについては年齢の平均化を考えないと偏った意見になりやすいです。 

【積田委員】 

今の意見に伴って、市内には私どものような組織団体がありますので、例えば、会長会と連携

して活動すれば、10 代、20 代の回収率が上がるのではないかと思います。そういった意味でも、

アンケートも調査会社に丸投げだけではなく、どこかがコーディネートして、横の連携を図って

実施していければいいと思いました。 

【江口委員】 

そういう年齢の偏りの中で、見えてくるものがあるかなと思いました。例えば、資料２－１の

12ページ、問 13－４で「どのような活動があるのか知らないから」、14ページ問 15では、「機会
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があれば、取り組んでもよい」という回答を 50パーセント以上の方がされています。つまり、60

代、70代の方は、情報が不足していて、機会をキャッチするところがないといえます。 

では、行政としてそれをどうバックアップするのかなとなったときに、それこそ地域づくりセ

ンターなのです。資料２－２の 21 ページ、上から２つ目に「行政、社協、そして私たち市民が、

縦のつながりだけではなく、横にもつながり」とあります。その横のつながり、例えば、子ども

関係の団体だったら、子ども関係の団体を包括して活動を紹介していく。あるいは、縦なら縦で、

例えば旭ケ丘という地域の中で、いろいろな階層がつながって活動している。そういう特集を組

みながら、情報を広げていく作業が大事だと思います。だから、シティセールス推進課の指導で

地域づくりセンターのあり方をもう１回、捉え直してほしいと切に思います。 

【柴委員】 

資料２－１、６ページの問５で一番大きいのが「年金生活者」とあります。四街道市内の年金

生活者の割合は、全市民の何パーセントくらいかお分かりになりますか。データを見ていく上で、

高齢者の言うことだけを重んじていいのでしょうか。 

それから、例えば 21ページの「災害時の地域における支援の仕組みがあり安心して暮らせる」

が 27.2％ですが、業者に委託をしているなら、何歳代の回答者の何パーセントがこれを望んでい

るかを分析するのは、いとも簡単なことです。このアンケート結果を将来の政策に生かすために、

そういったことを考えての分析が有用だと思います。 

【事務局】 

今の年金生活者の割合ですが、おおよそ 25％くらいだと思います。 

【柴委員】 

そうすると、市民の４人に１人が年金生活者ということになるのですね。千代田などは高齢化

している話を伺いますが、実際に市全体の 25％というのは予想外でした。 

【原部会長】 

今はおよそ、市の高齢化率が 27％近くになっていると思います。 

【岡田委員】 

４ページの年代の回答ですが、50 代が 30 代、40 代よりも低いのですが、これは他のいろいろ

なアンケートでもこういう傾向があるのでしょうか。 

【事務局】 

昨年、高齢者の計画と障害の計画、それぞれでアンケートを取りましたが、やはり 40 代、50

代の現役世代の方からのご回答というのが、割合としては一番少なかったという印象です。 

【岡田委員】 

お忙しいのでしょうが、これからのことを担っていただく世代で、もったいないと思います。

年金生活者の回答が多いということは、同じ福祉でも、子どもを取り巻く環境など福祉のほうに

上乗せをして考えていただければと思います。 

【原部会長】 

他にございますか。 

【栗原委員】 

地域福祉計画というのは、総合計画と同じくらい大きな事業計画です。そのベースとなるべき

前提資料を収集するアンケートとしては、やり方にも問題があるし、アンケートの質問内容も、
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例えば「非常に難しい」という意見が多かったり、福祉のことがよく分からないので回答できな

いという意見が結構多いです。 

今後このような大きな計画をつくるときには、どうすればアンケートで市民意見をくみ取れる

かを考えたほうがいいと思います。例えば、積田委員からもあったＰＴＡ等の団体を利用するこ

とで、無作為抽出以上に有効な意見が出る可能性は高いと思います。また、福祉について分から

ないという意見が多いのであれば、一定の福祉について理解していただく場をもうけて、その後

にアンケートを取ることもできます。そういった丁寧なアンケート手法にしないと、市民の要望

や各団体のご意見が、正確に計画に反映されないと思います。 

今回のアンケートの中で、このアンケートがどのように生かされるのかという質問も入ってい

ます。この意見が本当に反映されるのかと疑問に思う方も結構多いのではないでしょうか。アン

ケートは既に行われていて、次回の地域福祉計画には時間があまりありませんが、今後は、より

効果の高い、信憑性の高いデータが抽出できるアンケート手法をご検討いただきたいです。 

【原部会長】 

福祉に関しては、認知度に非常に差がありますが、事務局はその点をどうお考えですか。 

【事務局】 

必要な方は、いろいろな手を使って、どうにかその情報を得ようとする。若い方、もしくは特

に障害のない方は、日ごろからあまり関心がないので、全く分からないというようなところも、

多少反映している感じはします。 

また、先ほどから出ている縦割りになっているというご指摘ですが、地域づくりセンターで活

動する方は福祉の情報はあまり知らないし、福祉のほうは、地域づくりのことをよく知らないと

いう感じがかなり強く出て、それぞれの情報が生かしきれていないようですので、次の計画の中

で、どうにかできればと考えています。 

【原部会長】 

確かに、その傾向はあると思います。漠然としたお話でしたが、他にございますか。それでは、

議題②については以上といたします。次に、議題③「計画策定に係る地域福祉関連団体との意見

交換会の結果について」、事務局から説明をお願いします。 

 

③ 計画策定に係る地域福祉関連団体との意見交換会の結果について 

【事務局】 

（計画策定に係る地域福祉関連団体との意見交換会の結果について説明） 

 

【原部会長】 

ありがとうございました。ただ今のご説明に対して、ご質問やご意見はございますか。 

【栗原委員】 

今回の意見交換会等の日時を知らなかったのですが、もし事前に教えていただければ、傍聴の

形で参加させていただきたかったです。重要な課題については、その場で議論されていると思い

ますが、文章化されるとどの意見も一面的に見えてしまいます。もしもこのようなヒアリングが

あるのでしたら、これからは事前に情報提供をお願いできればと思います。 
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【原部会長】 

ご指摘のとおりですので、今後ありましたらお願いします。他にございますか。それでは、議

題③については以上といたします。続いて議題④「その他」について、事務局からお願いします。 

 

④ その他 

【事務局】 

（次回の部会について事務連絡） 

 

【原部会長】 

本日の議題は全て終了しましたが、全体を含めてあらためて何かご意見はございますか。 

特にないようですので、以上で終了とさせていただきます。皆さまには、長時間にわたりご協

力ありがとうございました。進行を事務局にお返しいたします。 

【事務局】 

 委員の皆様には、長時間にわたりましてありがとうございました。本日頂戴いたしましたご意

見やご要望等については、あらためて事務局のほうで精査して、計画に反映させていただきます。

以上で、本日の地域福祉部会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


