
川俣町地域福祉計画策定委員会 第１回会議 会議録

開催日時：平成２５年８月２８日（水）１４：００～１６：０５

開催場所：川俣町保健センター 多目的ホール

出 席 者：川俣町地域福祉計画策定委員会委員

      阿曽 菊枝 様（川俣町保健協力員）

      遠藤 元気 様（公募委員）

      片寄 隆臣 様（川俣町社会福祉協議会 会長）

      菅野 研造 様（川俣町行政区長協議会 会長）

      菅野 善昭 様（達南精神保健福祉会 理事長）

      齋藤 勇夫 様（川俣町老人クラブ連合会 会長）

      齋藤 金男 様（川俣町民生委員協議会 会長）

      鈴木 典夫 様（福島大学行政政策学類 教授）

      藤野 圭史 様（川俣町ＰＴＡ連絡協議会 会長）

      槙 育代  様（川俣町地域包括支援センター 所長）

      宮口 あけみ様（特定非営利活動法人コミュニティちゃばたけ 副理事長）

      吉田 文芳 様（川俣町男女共同参画推進委員会 委員長）

      （欠席３名）

  事務局：保健福祉課 菅野課長、長井健康福祉係長、菅野主査

次 第

１．川俣町地域福祉計画策定委員会委嘱状交付式

  （１）開 式

  （２）委嘱状交付

  （３）町長あいさつ

  （４）閉式

２．川俣町地域福祉計画策定員会 第１回会議

  （１）開 会

  （２）議 事

     ア 委員会の運営について

       ① 委員長、副委員長の選任

       ② 会議録の署名及び公開

     イ 川俣町地域福祉計画の策定方針（案）について

     ウ 基礎調査の実施方針（案）について

     エ アンケート調査票（案）について

     オ 地区懇談会の実施方針（案）について
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     カ 委員会開催スケジュール等について（案）

     キ その他

  （３）閉 会

配布資料等

 ■ 川俣町地域福祉計画策定委員会 委員委嘱状交付式・第１回会議 次第

 ■ 川俣町地域福祉計画策定委員会 第１回会議資料 目次

 ■ 川俣町地域福祉計画策定委員会設置要綱（資料１）

 ■ 川俣町地域福祉計画策定委員会委員名簿（資料２）

 ■ 川俣町地域福祉計画の策定方針（案）について（資料３）

 ■ 基礎調査の実施方針（案）について（資料４）

 ■ アンケート調査票（案）について（資料５）

 ■ 地区懇談会の実施方針（案）について（資料６）

 ■ 川俣町地域福祉計画策定委員会開催スケジュール等について（案）（資料７）

 ■ 保健福祉分野の各個別計画の概要（参考資料１）

 ■ 川俣町地域福祉計画策定委員会公募委員に関する要綱（参考資料２）

 ■ 川俣町地域福祉計画策定本部設置要綱（参考資料３）
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会議録（要点録） 

１．川俣町地域福祉計画策定委員会委嘱状交付式 

（１）開 式 

事務局 ただいまから、川俣町地域福祉計画策定委員会委嘱状交付式を開式します。

（２）委嘱状交付 

事務局 はじめに、川俣町地域福祉計画策定委員会の委員委嘱をさせていただきます。

委嘱状を交付する皆様のお名前をご紹介を兼ねてお呼びしますので、その場

でご起立願います。川俣町長 古川 道郎より委嘱状を交付します。

【委嘱状の交付】

（３）町長あいさつ 

町長  川俣町地域福祉計画策定委員会委員委嘱状の交付式、第１回会議の開催にあ

たりまして、ごあいさつ申し上げます。

 ただいま委嘱状を交付したところでございますが、委員をお受けいただきま

したことに御礼申し上げますと共に、今後ともよろしくお願い申し上げます。

 委員の皆様におかれましては、本日はお忙しい中お集まりいただき、誠にあ

りがとうございます。

 さて、現在のわが国では少子高齢化が急速に進行している状況にあります。

本町におきましても高齢化率が年々上昇していることに加え、出生数が減少傾

向にあり、少子高齢化が顕著であります。

 また、ストレスや自殺、高齢者の孤独死、子育て家庭の孤立などが全国的に

社会問題となる中、本町では多数の人々が避難生活を続けており、本町でもこ

れらの社会問題に対する不安が高まってきております。

 本町では、これまで「川俣町高齢者保健福祉計画」や「川俣町次世代育成支

援地域行動計画」などの個別計画に基づき、様々な福祉施策を展開して町民福

祉の向上に努めてまいりました。

 しかし、社会情勢の変化に伴いまして福祉を取り巻く環境も大きく変化して

きており、福祉課題も多様化を見せております。そのため、誰もが安心して生

活できる町づくりを進めていくためには、町民の皆さんをはじめ、福祉事業者、

地域の様々な福祉活動団体等と行政が一丸となって、地域全体で多様化する福

祉課題の解決に向けた取り組みを行っていくことが重要となっております。

 そこで、本町としましては、地域全体の協働による福祉のまちづくりを進め、

更なる町民福祉の向上を実現するため、平成２７年度を初年度とする地域福祉

計画を策定することとしました。

 川俣町地域福祉計画策定委員会は、福祉に関係する様々な分野から委員の皆

様をお迎えし、計画策定に関する幅広い意見をいただきまして、より良い計画

を策定していくことを目的に設置したところであります。

 委員の皆様におかれましては、この後の第１回会議で地域福祉計画の策定方
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針等について検討していただくこととなっておりますので、皆様の忌憚のない

ご意見をお願い申し上げます。

 結びに、今後とも本町の地域福祉の推進につきまして特段の御支援、御協力

を賜りますようお願い申しあげまして、あいさつといたします。

（４）閉 式 

事務局  これをもちまして、川俣町地域福祉計画策定委員会委員委嘱状交付式を閉じ

ます。続きまして、第１回会議に移らせていただきます。

 なお、町長は他の公務のため退席させていただきますので、ご了承願います。

２．川俣町地域福祉計画策定員会 第１回会議 

（１）開 会 

事務局 それでは、第１回会議を開会します。

はじめに、川俣町地域福祉計画策定委員会設置要綱第６条第２項の規定に基

づきまして、定足数を確認させていただきます。

委員総数１５名に対しまして、現在１１名のご出席を賜っております。要綱

によりまして出席者が半数以上に達しておりますので、会議の成立を申し上げ

ます。

次に、お手元の資料を確認させていただきます。

 【配布資料の確認】

ここで、事務局でございます保健福祉課の職員を紹介させていただきます。

 【職員の紹介】

続きまして、議事に入ります前に、川俣町地域福祉計画策定委員会について

説明させていただきます。

  【「川俣町地域福祉計画策定委員会設置要綱」（資料１）により説明】

 それでは、議事に移らせていただきます。

（２）議事 

   ア 委員会の運営について 

     ①委員長、副委員長の選任 

事務局 はじめに、委員長及び副委員長の選任をお願いします。選任方法はいかがい

たしましょうか。お諮りいたします。

各委員  事務局一任。

事務局  それでは、事務局案を申し上げます。委員長を 鈴木 典夫 様に、副委員長

を 片寄 隆臣 様にお願いしたいと考えております。いかがでしょうか。

各委員  異議なし（拍手）。

事務局 ありがとうございます。異議なしということで、委員長を 鈴木 典夫 様、

副委員長を 片寄 隆臣 様にお願いいたします。
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事務局  それでは、川俣町地域福祉計画策定員会設置要綱第６条第１項の規定により、

委員長は会議の議長となることとされております。委員長におかれましては、

議長席にご移動願います。

 ②会議録の署名及び公開 

事務局  続きまして、会議録の署名及び公開につきましては、事務局案としましては、

会議録の正確性を確保するため議長が指名する委員２名の方に署名をいただき

たいと考えております。

 また、町民等との協働による計画の策定を進めるため、個人情報の保護に配

慮しながら会議録を公開したいと考えております。

 公開する会議録の内容、及び公開の方法は、委員名を特定せずに発言の要点

をまとめたものを町公式ホームページに公開したいと考えておりますが、委員

の皆様、いかがでしょうか。

各委員  異議なし。

事務局  ありがとうございます。

それでは、議長の鈴木様に進行をよろしくお願いします。

議長  それでは、委員の皆様からの互選ということで委員長を務めさせていただき

ます鈴木でございます。よろしくお願いいたします。

 私は、福島大学行政政策学類で地域福祉論を専門としております。出身地は

福島市と公表されておりますが、出生地は川俣町です。２０年ほど関西に居住

しておりましたが、縁あって福島大学に赴任することとなった際に、ふるさと

で何か貢献できればと思っておりましたところ、本委員会委員を務めることに

なりました。私自身としましては、皆様から川俣町のことを教えていただかな

ければならない立場と思っております。今後、皆様のご協力をいただきながら、

共に計画策定に臨ませていただ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。

議長  それでは、会議録の署名について決めたいと思いますが、委員の皆様から進

んで署名をしたいと思う方がいましたら、お願いします。

 いないようですので、事務局案を示してください。

事務局  事務局案としましては、資料２の川俣町地域福祉計画策定委員会委員名簿の

上から順に２名ということで、今回は阿曽様、遠藤様にお願いしたいと考えて

おります。

議長  ただいまの事務局案について、皆様にお諮りします。いかがでしょうか。

各委員  異議なし。

議長  それでは、今回の会議録の署名は阿曽委員と遠藤委員にお願いします。

 後日事務局から会議録が届くと思いますので、内容を確認いただき、署名を

よろしくお願いします。次の議題に移ります。
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イ 川俣町地域福祉計画の策定方針（案）について 

事務局  【「川俣町地域福祉計画の策定方針（案）について」（資料３）により説明】

（ここで 吉田 文芳 委員着席）

議長 ここで、ただいま到着された委員の紹介を事務局からお願いします。

事務局  それでは、資料２の名簿にございます、委員整理番号１５番、川俣町男女共

同参画推進員会委員長の 吉田 文芳 様です。ご出席ありがとうございます。

 ここで、保健福祉課長より委嘱状を交付させていただきますので、少々お時

間をいただきたいと思います。

 【委嘱状を交付】

議長  それでは、議事に戻ります。さきほど、事務局から計画策定方針の案につい

て説明を受けましたので、皆様からご質問などありましたらお願いします。

委員  確認のために質問します。地域福祉計画は、高齢者を中心にした計画なのか、

それとも０歳児から高齢者までを対象とした広範な計画なのかお聞きしたい。

事務局  町の地域の「福祉」という観点から、高齢者福祉のみを対象とした計画では

ありません。高齢者、障がい者、介護、子育て支援等の各個別計画の上位計画

として、町の福祉に関して全体的に網羅していくことを基本的に考えておりま

す。別な言い方をすれば、町の振興計画の福祉版という位置付けとなります。

議長  地域福祉とは、簡単に言うと地域に住む人々の幸せを考えていくということ

です。地域福祉計画の最たる特徴は乳幼児から高齢者の幸せ、或いは生まれる

前の赤ちゃんの幸せ、妊婦の方の幸せ等、多様な人々の幸せを考えていく際に、

行政施策だけでなく地域でどのような活動を展開していけば良いか、地域の

人々が果たす役割も踏まえた上で総合的な方針・計画を立てていくというとこ

ろにあります。その上で行政施策として高齢者福祉、障がい者福祉を考えてい

くという流れになると思います。

 他にご質問等がなければ、次の議題に移ります。

ウ 基礎調査の実施方針（案）について 

事務局  【「基礎調査の実施方針（案）について」（資料４）により説明】

議長  ただいま、事務局から説明がありましたが、私から質問します。

 調査対象者を「高齢者」、「障がい者」、「子育て世代」、「その他」に区分して

おりますが、これら４区分の抽出者数はどのようにするのでしょうか。

事務局  調査対象者は、住民基本台帳登録情報を基に４区分合計１，０００名を無作

為抽出します。ここで、単に無作為抽出を行いますと、高齢者や障がい者が調

査対象者に誰も含まれていないというような極端な結果になってしまう可能性

があります。そこで、抽出にあたりましては、町の総人口に占める各区分該当

者の割合を予め把握した上で、概ねその割合に応じて調査対象者を抽出します。

ただし、「障がい者」区分につきましては、この割合に従った抽出をするとサン
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プル数として少なすぎますので、調査対象者１，０００名に占める「障がい者」

区分の抽出割合を１０％として１００名を抽出します。

 また、この他の各区分の抽出者数は「高齢者」が３２０名、「子育て世代」が

１５０名、「その他」が４３０名です。

 なお、「障がい者」区分から抽出されなかった障害者台帳登録者につきまして

は、他区分の抽出分母に還元して抽出を行います。

委員  子育て世代の抽出はどのように行うのでしょうか。

事務局  ２０歳未満の「子ども」がいる世帯を抽出した上で、そこから２０歳以上の

親等を調査対象者として抽出します。

委員  居住地区や性別等に配慮しながら抽出するとありますが、これは無作為抽出

の結果、調査対象者が特定の地区に偏ってしまうこと等を考慮してのことか、

お聞きしたい。

事務局  そのとおりです。

議長  他に質問等がなければ、次の議題に移らせていただきます。

エ アンケート調査票（案）について 

事務局  【「アンケート調査票（案）について」（資料５）により説明】

議長  ただいまの事務局の説明について、皆様からご質問などありましたらお願い

します。

委員  １３ページの「問１３」の回答選択肢「４ 地域子育て支援センター」につい

ては、現時点で町内に未設置と記憶しています。

事務局  委員ご指摘のとおりですので、選択肢から削除します。

委員  子育て支援に関する設問は１７ページの「問２８」だけであり、少ない印象

があります。出生数が減少傾向にある中で、若い人たちが結婚や子育てに関し

てどのような意識を持っているかを把握することは大切だと思う。もう少し設

問を増やせないでしょうか。

委員  出生数を増やしていくことは町の活性化につながるので、町の人口を増やし

ていく方法を考えていくことは重要と考えています。

委員  今から設問を追加することは可能なのか。出生数を増やしていくことは町の

発展を考えていく上で重要なことです。そのため、アンケートで出産の環境、

育児環境、結婚の意識を問う質問があっても良いと思います。

委員  若い人は、自分に関係する設問が少ないと、なかなか回答してくれないので

はないかという懸念があります。

議長  少子化の傾向や少子化対策について町民はどの様に考えているか、また、子

育てに関する夫婦の役割や経済的な側面、勤務先での働き方、出産・育児環境、

婚活の意識など、少子化に関する町民意識を問う項目があっても良いのではな

いかという委員の皆様の意見がありますが、その点の検討をお願いすることは
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可能か事務局に確認します。

事務局  調査票の変更は可能ですが、設問数が多すぎますと回答者の心理としまして

は負担感を覚えてしまう懸念がありますので、設問のボリュームに配慮しなが

ら子育て支援に関する質問の追加を検討します。

委員  １２ページの「問９－（２）」ですが、ここでの回答から更に踏み込んだ質問

を追加してはどうでしょうか。例えば、「１ 児童福祉（子育てなど）」に関心

があると回答した場合、更に「なぜそれに特に関心があるのか」を問うという

具合に。

事務局  検討します。

委員  もっと踏み込んで色々と町民意識を聞きたいところですが、回収率のことを

考えると、調査票は今のままでも良いのではないかと思います。回収率の向上

については、何か検討したのでしょうか。

事務局  当初は、高い回収率を確保するための方法として行政区を経由することによ

り調査票を配布・回収する案を検討しましたが、町民のありのままの意識・意

見を回答してもらうために調査票を無記名にしたことや、調査対象者を無作為

抽出すること、回答者のプライバシー等を考慮した結果、郵送で対応する方法

を事務局案としたところです。

委員  １８ページの「問３０－（４）」の設問中「（あてはまるものすべてに○）」と

ありますが、回答選択肢に「１１ 特にない」があり、これを含めて全て○を

付された場合、集計分析に不都合が生じるのではないでしょうか。

事務局  他の設問も含めて確認し、同様の回答選択肢があれば削除する方向で検討し

ます。

委員  町当局からは様々な仕事を行政区に依頼されています。与えられたものは仕

事として対応していますが、何でも依頼されると行政区によっては反発を感じ

るところもあります。確かに、行政区を経由すれば回収率は向上すると思いま

すが、行政区の現状も考慮してもらえると有り難いです。

議長  アンケート調査の種類はたくさんありますが、今回の調査は回答者の任意性

に委ねられている性質があります。人口規模の大きい都市部であれば回収率は

３０％程度と低くなると思われますが、都市部と比べれば川俣町は低い回収率

にはなりにくいと感じます。町民へＰＲすることも必要と考えます。また、例

えば、調査対象者へ回答を督促することは可能でしょうか。

事務局  調査票は無記名のため無回答者を特定することはできません。従って無回答

者への督促はできませんが、町民へＰＲすることにつきましては、検討してい

きたいと思います。

議長  他にご意見等がなければ、事務局案の調査票に必要な検討と修正を加えた上

でアンケート調査を実施するということでよろしいか、皆様にお諮りします。
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各委員  異議なし。

オ 地区懇談会の実施方針（案）について 

事務局  【「地区懇談会の実施方針（案）について」（資料６）により説明】

議長  地区懇談会の開催は、地域福祉計画を策定にあたり町民意見等を把握するた

めの代表的な手段の一つです。各地区自治会の大小はあると思いますが、各地

区で２０人以上の参加がほしいところです。５人１グループが４つ以上できれ

ば、様々な意見の吸い上げが可能となります。町民の自由参加ではありますけ

れども、自治会等と話し合いをしながら、なるべく幅広い年代の多様な立場に

ある人々が参加するなど、参加者のバランスを上手くとりながら開催していく

ことを望みます。

 また、行政が企画するこのようなイベントは、町民要望の場と捉えられるこ

とが多いので、第１回目の趣旨説明の際には、「町民の皆さんと一緒に福祉につ

いて考える場」であることを説明してください。

 委員の皆さんから特に質問等がなければ、次の議題に移ります。

カ 委員会開催スケジュール等について（案） 

事務局  【「川俣町地域福祉計画策定委員会開催スケジュール等について（案）」（資料

７）により説明】

議長  委員会の会議は当面６回の想定ということですが、皆様から何か質問等があ

ればお願いします。

委員  第２、３、５、６回の開催は月の「下旬」となっていますが、何らかの理由

でその時に開催できなければ翌月になってしまいます。「下旬」としているもの

は、「中旬」に前倒ししてはいかがでしょうか。

事務局  委員ご指摘のとおりに検討します。

議長  次の議題、「キ その他」に移ります。

キ その他 

事務局  参考資料１～３につきまして、簡単にご説明します。

 参考資料１は町保健福祉分野の現行の個別計画の概要をまとめたものです。

時間のあるときにお目通しいただき、ご参考ください。

 参考資料２は本委員会公募委員に関する要綱で、参考資料３は川俣町地域福

祉計画策定本部設置要綱です。ご参考ください。

委員  皆様へご報告とお願いを申しあげます。

 川俣町社会福祉協議会では、県社協の指導によりまして地域福祉活動計画を

策定することになりました。策定期間は、地域福祉計画と同じく平成２５年度

から平成２６年度です。そのため、町と相談し、町社会福祉協議会として地域

福祉計画の策定に参加させていただき、地域福祉計画策定に関するアンケート

調査や懇談会等すべての機会を利用させていただきまして地域活動計画を策定
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していきたいと思いますので、委員の皆様におかれましては、地域福祉活動計

画の策定にも御協力をお願い申し上げます。

議長  地域福祉活動計画は、地域福祉計画を受けて社会福祉協議会としての具体的

な地域づくり、福祉活動の方向性を計画していくもので、地域福祉計画と地域

福祉活動計画は一対のものです。地域福祉計画の策定資料を共用し合い策定を

進めていくということで、皆様のご理解をお願いします。

 ２年かけて計画を策定することは、地域福祉計画の特徴の一つです。私も県

内外の市町村地域福祉計画の策定に関わってきました。その中にはアンケート

調査も地区懇談会も既に終了しており、計画案に対する意見だけを求められる

ということもありましたが、それですと策定過程の中で町民や福祉関係者の意

見への対応が後手後手になってしまうことがあります。この点、川俣町は策定

当初から町民や福祉関係者の意見を求める方法は良いと思います。川俣町の地

域福祉計画は１０年と長いのが他と少し違うところです。地域のあるべき姿を

長期的な目線で描きながら、行政と町民が計画を策定していくことになります。

 地域福祉は、その計画を策定することそれ自体が地域福祉推進の意味合いを

持ちます。今後、皆様の御協力をいただきながら策定を進めていきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

 それでは、進行を事務局へお返しします。

（３）閉 会 

事務局  委員の皆様、本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し

上げます。

 また、委員長、副委員長におかれましては、今後の委員会運営につきまして

も、よろしくお願い申し上げます。

 本日の会議結果を受けまして、アンケート調査や地区懇談会の実施に移って

いくことになります。アンケート調査や地区懇談会の経過・結果等につきまし

ては、今後皆様に提示させていただき、会議でご意見をいただくこととなりま

す。より良い計画を策定していきたいと考えておりますので、御協力をよろし

くお願い申し上げます。

 本日はありがとうございました。
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