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平成２３年度第１回千葉市社会福祉審議会議事録 

 

 
１ 日 時  平成２４年３月２６日（月）１９時００分～２１時００分 

 

２ 場 所  千葉市総合保健医療センター５階大会議室 

 

３ 出席者  （委 員） 

野尻雅美委員長、畔上加代子委員、入江康文委員、瓜生澄江委員、 

太田俊己委員、小野肇委員、神山裕也委員、岸岡泰則委員、 

木村章委員、向後保雄委員、鴻﨑豊隆委員、近藤葉子委員、 

斎藤博明委員、佐々木喜代枝委員、白鳥誠委員、杉森信幸委員、 

高梨茂樹委員、髙野正敏委員、高山功一委員、武井雅光委員、 

武村和夫委員、立花きみ委員、田中秀子委員、玉井美知子委員、 

東條康久委員、中溝明子委員、西尾孝司委員、西島浩委員、 

広岡成子委員、藤澤里子委員、藤本俊男委員、古山陽一委員、 

松崎泰子委員、松薗祐子委員、矢澤孝文委員、山﨑淳一委員、 

山田和子委員、渡辺志げ子委員、渡部二好委員 

 

（事務局） 

保健福祉局 

栗原保健福祉局長、生田保健福祉局次長、山口健康部長、 

白井高齢障害部長、小早川保健福祉総務課長、矢澤地域福祉課長、 

石原保護課長、大木健康企画課長、柴田高齢福祉課長、 

鳰川高齢施設課長、原澤介護保険課長、矢部障害企画課長、 

小出障害者自立支援課長、鈴木障害者相談センター所長、 

井上こころの健康センター所長、湯川保健福祉総務課長補佐 

        こども未来局 

  川上こども未来部長、松島こども企画課長、齋藤健全育成課長、 

  山田保育支援課長、松尾保育運営課長、斉藤児童相談所長 

 

４ 議題等 

（１）報告事項 

ア 専門分科会等における平成２３年度審議事項及び平成２４年度開催予定に 

ついて 

イ 千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）について 

ウ 第３期千葉市障害福祉計画について 

  エ 平成２４年度保健福祉局当初予算について 

オ 平成２４年度こども未来局当初予算について 

 

５ 議事の概要 

（１）報告事項 

 ア 専門分科会等における平成２３年度審議事項及び平成２４年度開催予定に 

   ついて 
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   各専門分科会等の平成２３年度審議事項及び平成２４年度開催予定につい 

て、資料１を元に保健福祉総務課長が説明した。 

イ 千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）について 

   千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）について、資料２を元 

   に高齢福祉課長が説明した。 

ウ 第３期千葉市障害福祉計画について 

   第３期千葉市障害福祉計画について、資料３を元に障害企画課長が説明した。 

エ 平成２４年度保健福祉局当初予算について 

平成２４年度保健福祉局当初予算について、資料４を元に保健福祉総務課長

が説明した。 

オ 平成２４年度こども未来局当初予算について 

   平成２４年度こども未来局当初予算について、資料５を元にこども企画課長 

    が説明した。 

 

６ 会議経過 

（１）開会（事務局） 

（２）開会挨拶（保健福祉局長） 

（３）①新任委員紹介 

   ②事務局職員紹介（部長以上） 

（４）委員長挨拶 

（５）議事  

○委員長 

それでは、議事に入らせていただきます。お手元にお配りしております次第に従い

まして進行させていただきます。報告事項１「専門分科会及び部会における審議事項

の報告」に入らせていただきます。はじめに「専門分科会等における平成２３年度審

議事項及び平成２４年度開催予定について」ということで、事務局から説明をお願い

いたします。 

 

○保健福祉総務課長 

  資料１「専門分科会等における平成２３年度審議事項及び平成２４年度開催 

予定」を元に説明 

 

○委員長 

ありがとうございました。これは中身というよりも、こういうことをやったという

報告のようなものですが、あんしんケアセンターにつきましては後で高齢者福祉計画

に出てきますか。 

 

○高齢福祉課長 

直接、計画の中では出てきておりません。 

 

○委員長 

 はい。中身を見ないとこれだけだとなかなか難しいかなと。是非、質問をしたいと

かありましたら、今の説明に何かございますでしょうか。 
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○委員 

 よろしいですか。 

 

○委員長 

はい、どうぞ。 

 

○委員 

 すみません。開催予定だけをお話していただくというよりは、実際に例えば民生委

員だったら、まだ、何箇所が決まっていなくて、欠員が何名あるかとかですね、もう

ちょっと具体的に教えていただきたかったかなと思ったのですが、それはどこかを見

ればわかるとか、資料をいただけるとかあるのでしょうか。 

 

○委員長 

 どうぞ、事務局から説明をお願いいたします。日程だけではなくて、もう尐し具体

的な予定は。 

 

○委員 

 きっと担当者はよくわかっていらっしゃると思うのですけれども、千葉市全体の福

祉について、民生委員さんが決まっていない地区があるのかなと、そこはどういう地

区なのかなというわけで質問したわけです。 

 

○委員長 

 お答えできればしてください。はい、どうぞ。 

 

○地域福祉課長 

 地域福祉課でございます。民生委員さんが決まっていない地区は、３月１日現在で

22地区ございますけれども、主な理由としては、新興の住宅地でございますとか、新

たなマンションにおきまして、やはり自治会がなくて、なかなか民生委員を輩出する

ことができない、基本的なところとして地域性がまだできてないという状況がござい

まして、民生委員を見つけ出せないという状況でございます。以上でございます。  

 

○委員 

 ありがとうございます。 

 

○委員長 

 また、時間がありましたら、予定や回数だけではなく、どのような審議を予定して

いるのかをお答え願いたいと思います。それでは、次に計画の説明に入りますね。千

葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）最終案の概要について、引き続き

事務局より説明をお願いいたします。 

 

○高齢福祉課長 

  資料２「千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）最終案の概要に 

ついて」を元に説明 
 

○委員長 
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はい、ありがとうございました。いわゆる計画書がもうできているのですね。総論

と各論について大雑把に説明をいただきました。これから３年の計画書の最終案がで

きて、これは最終案のエッセンスになるわけですけど、何もないでしょうか。案につ

きましても、分科会で審議されてここまでまとめ上げられたと思います。全体の費用

なども増加しています。それに従って、費用の負担もしていただかなければならない

と。黒枞で囲まれた基準の平均年額でいうと、47,700 円が、58,644 円になっていま

す。低い方は若干の増加となっていますが、高額所得者にはかなり多く払っていただ

くということになりますよね。これは各都道府県と比べるとどうなのですか、千葉市

は。多い方なのですか、尐ない方なのですか。どこでも多くなっているとは思います

けど。 

 

○介護保険課長 

 介護保険課でございます。都道府県ということでしたが、政令市が全国で 19 ござ

いますけども、19市の中では下から３番目ぐらいの保険料の設定になっている状況に

なっております。 

 

○委員長 

 安くなっているのですね。 

 

○介護保険課長 

 はい。 

 

○委員長 

 はい。他市と比べれば安くなっているのですけれど、このように変わらなければい

けないという状況です。どうぞ他に何か質問等ありましたら、お願いいたします。無

いようでしたら、また振り返って、最後に質問等をお受けいたします。 

引き続きまして、報告事項２「他の附属機関等における審議事項及びその他の報告」

に入ります。まず、第３期千葉市障害福祉計画（案）の概要について、これは審議会

が残っているのですね。それでは、ご説明を、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○障害企画課長 

  資料３「第３期千葉市障害福祉計画（案）の概要」を元に説明 

 

○委員長 

はい、ありがとうございました。まだ作成の途中ですけど、出来上がった時点で、

前の高齢者保健福祉推進計画と一緒に皆さんに配付するということですね。ただ今の

ご説明につきまして、何か聞きたいこと、コメントしておきたいことがありましたら。

はい、どうぞ。 

 

○委員 

 ちょっと教えていただきたいのですが、地域生活支援事業の中で、福祉ホームの件

ですが、見込数ほど対象者が増えなかったことにより、実績が見込みを大幅に下回る

ということについて教えていただきたいということと、それから、就労支援の強化で

すが、私共の働いていらっしゃる介護職の方で、やはりこういう障害のある方で窓口
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に度々お伺いして相談している経緯があって、そのことを聞いているのですが、この

就労支援の強化の中に就労場所についての選択をするメニューというのはどれぐら

いありますか。 

 

○委員長 

 いいですか、２つの質問でよろしいですか。はい、では２つ質問がありますから、

どうぞお答えをお願いいたします。 

 

○障害企画課長 

福祉ホームにつきましては、現在、美浜区にございますディアフレンズ美浜という

ところが１箇所ございます。箇所数も１箇所で、利用者数も３年前と比べまして、変

わらなかったということがございまして、実績が見込みを大幅に下回っているという

状況でございます。それから、就労支援の。 

 

○委員 

 ごめんなさい。概ね下回ったという中で、その中の何かというのがわかりましたら、

という質問なのですけど。 

 

○障害企画課長 

 第１期計画におきまして、福祉ホームの需要が伸びるであろうという計画を立てて

おりましたが、結果的には、３年前の利用者と２３年度末におきまして、ほぼ利用者

数が変わらなかったという結果で、下回っているということになっております。それ

と補足をさせていただきますと、第２期計画におきましては、福祉ホームの整備を計

画していたところでございますけれども、結果といたしまして、福祉ホームの整備が

なかった為、利用者等が３年前と結果的に同数ということで、計画値を大幅に下回っ

たということでございます。 

 

○委員長 

 もう一つありますね、就労支援について。 

 

○障害企画課長 

 はい。就労支援の場所ということでございますけれども、日中活動系サービスの中

に自立訓練、それから就労移行支援、それから就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

等のサービスが選択できる内容となっております。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

 

○委員 

 とりあえずは。 

 

○委員長 

 他にありますか。はい、どうぞ。 
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○委員 

 今のその計画の３章の３の（１）（２）なのですが、一つ気になるのは、160人以上

を移行させるという、「させる」という表現はいかがなものかということが１点と、

地域生活移行をすればいいというわけではないですよね。ひどい話をすれば、全部追

い出せば地域生活支援という数になるわけで、問題は地域を出た後に、それなりに暮

らせているかということで、その為には非常に様々なサポートが必要だろうと。その

サポート体制についてどのように計画されているのかを教えていただきたいのと、先

ほど障害者手帳の交付者の伸びが５％程というお話でした。これはどういう障害の

方々が伸びていらっしゃるのでしょうか。例えばですね、片麻痺になった高齢者の方

が障害者手帳を取ろうと思えば取れるというわけですね。そういう方が増えているの

か、もっと若い方が増えているのか。それによって施策が変わるのかと思うのですが、

いかがでしょうか。 

 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○障害企画課長 

 地域移行者数 161 人を移行させるという記載になっておりますけれども、これは、

これまでの伸び率等を勘案したものでございます。「移行させる」という表記ですが、

移行を強制するということであれば、表現は不適切であると思っております。この社

会福祉審議会の委員の中にも、障害者福祉推進協議会の委員さんもいらっしゃいます

ので、明後日に審議をさせていただければと考えております。  

 

○委員長 

 はい、わかりました。 

 委員さん、そのことも含めましてよろしくお願いいたします。他にどうですか。 

 

○委員 

 質問の２点目です。 

 移行された後のサポートについて、どのようにお考えなのか。 

 

○障害企画課長 

 地域に移行させた後のサポートの１つといたしまして、グループホーム・ケアホー

ム等の整備・促進、これが１点あげられると思います。また、一般就労された方が、

本市で行っておりますキャリアセンター事業、それからプロモート事業等、就労継続

等の支援も行っているところでございます。  

 

○委員長 

 ありがとうございます。よろしいですか。先ほども申し上げましたが、明後日、ど

うぞ委員の皆さんよろしくお願いいたします。その他ありますか。どんどん出してい

ただいて、明後日の審議会を活発にしていただいて。それでは、また振り返って後で

気がついたら、時間がありましたら質問等をお受けいたします。次に、平成２４年度

保健福祉局当初予算の概要についてですね。事務局より説明をお願いいたします。 
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○保健福祉総務課長 

  資料４「保健福祉局 平成２４年度当初予算の概要」を元に説明 

  

○委員長 

はい、ありがとうございました。長い説明になりましたけど、どれも納得する内容

で、これは決まってしまったことで、いろいろなことがあると思います。私としまし

ては、個人的には健康増進センターに廃止についてですが、健康増進センターは長い

間、市役所の中にありましたよね。どういうことで廃止することになったのですか。 

 

○健康部長 

 健康部長の山口でございます。健康増進センターにつきましては、昭和４７年頃か

ら設置されておりまして、全体の運動指導とか健診を行う機関でございますけれども、

昨今、周りに当時とは違って非常に健診機関が充実してきてございまして、健康増進

センターを利用している方々はほとんど市の職員で６～７割を占めるというような

状況がここ 10 数年ぐらい続きまして、そういった状況で、今年度いっぱいで閉鎖す

ることとなりました。そこでやっていた例えば運動指導というのが特徴的に中心にや

ってございましたけれども、それにつきましては、各区の保健福祉センターにおいて、

ちょうど予算の中にございますが、４ページの健康運動対策ということで、地域に密

着した形で運動指導をこれから進めていこうと考えております。以上でございます。 

 

○委員長 

 はい、ありがとうございました。運動ということについて、よくやってましたです

ね。何か今までの説明の中で、気になるものはありますか。はい、どうぞ。 

 

○委員 

 教えていただきたいのですが、６ページの障害者虐待防止のところなのですけど、 

障害者の虐待に対する相談等の窓口（障害者虐待防止センター）というのは、どこの

セクションのところにお作りになるのか、ということと、虐待を受けた障害者を一時

的にというところの、一時的の期間的なものが参考にあれば教えていただきたいとい

うことと、居室は防止センターの中に考えてらっしゃるのでしょうか。例えば、特養

のように施設にお願いするというような考えがあるのかどうかをお聞きしたいので

すが。 

 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○障害者自立支援課長 

 障害者自立支援課の小出と申します。 

 障害者虐待防止センターについてのご質問でございますが、本年 10 月から施行に

伴う虐待防止センターを、６区の高齢障害支援課に窓口を設置することとしておりま

す。それから、一時的という期間的なお話でございますが、各障害者施設とご相談さ

せていただいております。最長でも２ヶ月から３ヶ月ぐらいを一時的に預かっていた

だくということを、事務レベルの中で話をしております。それから、一時預かりの場

所につきましては、市内の相談支援事業所に設置したいと考えております。また、セ
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ンターは、日中、月曜日から金曜日につきましては、先ほど申し上げました６区の高

齢障害支援課、それから、夜間、土日、祝日につきましては、相談支援事業所に委託

したいと考えておりまして、24時間 365日の通報受付体制をとるということでござい

ます。 

 

○委員 

 はい。ありがとうございました。 

 

○委員長 

 他に何かありますでしょうか。はい、どうぞ。 

 

○委員 

 質問がございます。４ページの（９）食品の放射性物質の検査についてなんですけ

ど、このゲルマニウム半導体検出器は何台購入予定なのか、設置といいますか、千葉

市として保有の予定なのか。そして、食品の検査とありますが、どういった食品が対

象となるのか。千葉市内の小・中学校、それから保育園の給食等が検査されるような

話もホームページ等で見ておりますが、そういったものに限られるのか、それとも市

場に回っている物等も検査をして公表していく体制なのか、そのあたりを教えてくだ

さい。 

 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○健康部長 

 健康部長の山口でございます。ゲルマニウム半導体検出器については、１台、環境

保健研究所に設置する予定でございます。食品検査の対象ですが、市内の流通食品な

らびに、先ほど委員がおっしゃいました小・中学校及び保育所に、給食まるごと検査

という１食分まるごと、１週間分まるごと検査する予定です。今年度につきましても、

昨年５月から市内の流通食品の検査をしてございます。小・中学校の給食につきまし

ては、去年の秋口から検査をしております。これらは全部、外注でやっていたのです

けれども、それについても、自前で来年度からということでございます。なお、流通

食品の検査につきましては、これまでＮaＩシンチレーションカウンターという簡便

な方法を使ってスクリーニング検査をしておりましたが、来年度以降は、機械が入り

次第、ゲルマニウム半導体検出器で検査をする予定です。 

以上でございます。 

 

○委員 

 ありがとうございます。 

 

○委員長 

 よろしいですか。来年度というか、４月１日から厳しくいろいろな食品を測るよう

になりますから、是非、千葉市でも積極的に測っていただいて、安全・安心を目指し

ていただきますように、お願いいたします。はい、他にありますか。 
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○委員 

 よろしいですか。 

 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○委員 

予算の関係はよくわかりました。ただ、これは単年度のものですよね。長期にした

場合にどういうふうに考えているのか、教えてほしいのですが。平成６年の高齢化率

は６％台だったと思っているのですが、それが平成２０年代には 25％ぐらいですか。

それで、ここ 10 年間くらいで千葉県だけではなくて、埼玉・神奈川でも強烈に高齢

化が進むということで、直下型の地震よりは確実に襲ってくる高齢化社会なので、見

込みを教えてほしいのですけど。例えば、高齢化率のピークに達しそうなのはだいた

い何年頃なのか。その頃の高齢化率は何％ぐらいなのか。その後、急速に減っていく

わけですよね。ですから、それを私達は見ることはないかもしれないですけれども、

その頃、計画は右肩下がりで、高齢化率について、見込みというか予想を教えていた

だければと。 

 

○委員長 

 なかなか難しい質問ですね。人口推定ではある程度出ていると思いますが、それを

どうするかというのは国のレベルでもかなり議論されていると思いますが、数値目標、

数値を入れることは難しいものがあるのかもしれませんが、何かお答えできますか。

資料はありますか。まだ時間がかかるようでしたら、他の質問を受けて、後に回しま

すが。 

 

○高齢福祉課長 

 ちょっと調べさせてください。 

 

○委員長 

 はい、では後に回させていただきます。他にありますか。 

 

○委員 

 生活保護について質問をさせていただきたいのですけれど、保健福祉局の予算の

34.8％ということで、これは当然、国費ではなくて市が負担するものが、保健福祉局

の中の 34.8％ということでよろしいですね。全部ですか。国も入れて。そうですか。

もう１つは、生活保護受給者数と年齢構成を教えていただければと思います。それか

ら、保護率の動向ですけれども、ここ数年どういう動向で、激烈に増えているのか、

それとも微増に増えているのかとかですね、受給者は高齢者が多いのかとかを教えて

いただければと思います。 

 

○委員長 

 はい、これも資料があるはずですけどね。はい、どうぞお答えください。 

 

○保護課長 
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 保護課長の石原でございます。よろしくお願いいたします。生活保護の数でござい

ますけれど、まず、直近が平成２４年２月現在ですが、保護世帯数が１万 3,195世帯。

保護人員が１万 7,453 人。保護率でございますが、18.1‰。これは千人当たり何人か

ということですので、千人当たり 18 人となっております。保護率の動向でございま

すが、やはりこれは、平成２１年の秋のリーマンショックを契機に非常に増えており

ます。例えば、平成２０年が、保護世帯数が 8,954世帯、人員が１万 2,852人。保護

率 13.6‰が、平成２１年度にはですね、保護世帯数が１万 283世帯、保護人員が１万

4,402人、保護率 15.1‰というようなかたちで増加しておりまして、平成２２年度に

おきましてはさらに増加しておりまして、保護世帯数が１万 1,738世帯、保護人員が

１万 6,097 人。保護率が 16.7‰ということで、だいたい世帯数は 14％ぐらい増加し

ております。直近の保護世帯の割合でございますが、高齢者世帯が１番多くて、現在、

全体の 42.5％、5,566 世帯となりますが、その中で特に、千葉市として特質なのが、

いわゆる稼動年齢層、働ける方が多く、その他世帯がこのところ急激に伸びておりま

して、２月現在、全体の 33.1％、世帯数にしましては、4,328世帯という状況になっ

ております。 

以上でございます。  

 

○委員長 

 よろしいですか。では、前の質問についてお答えをお願いいたします。 

 

○高齢福祉課長 

 高齢福祉課でございます。ピークがどこかまでは手元に資料がございませんが、 

この先、平成７２年の段階では、高齢化率は 39.9％まであがっているという資料がご

ざいます。高齢化率としては随時そこまであがっていくということが、現在の状況で

ございます。  

 

○委員 

 何でこんなことを聞いているかというと、いろんな施設を造ったり、霊園を造った

り、今日は金額が出ていませんけど、火葬場を造ったりする時に、何年ぐらい保つ建

物を作ればいいのかなと。あまり立派なものを造って後でそういう建物がいっぱい残

ってもしょうがないだろうから、ちょうど適正な対忚年数の建物を造っていってほし

いなと思ったわけです。ありがとうございます。 

 

○委員長 

 ありがとうございました。行政の方はだいたい先の方を見て、行動されていると思

いますけど。他に何かございませんか。 

それでは、最後の報告事項になります。（２）の③ですね。平成２４年度こども未

来局当初予算について、よろしくお願いいたします。 

 

○こども企画課長 

  資料５「こども未来局 平成２４年度当初予算について」を元に説明 

 

○委員長 

 はい、ありがとうございました。超高齢社会ですけれど、子供が尐なくなると、一
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層厳しい社会になりますが、予算的には尐し減っているという状況ですかね。保健福

祉局の当初予算の２ページにある全体の構成を見ると、保健福祉局は 23.6％なのに、

こども未来局は 10.7％ですね。子供がだんだん減っていく中で、かなり高い予算を取

って子供の育成など、先取りの施策をやっているということですかね。かなり積極的

に子供の施策に携わっていくということでしょうか。どなたか、ご質問等ありますか。

はい、どうぞ。 

 

○委員 

 教えていただきたいことがあるのですけれども、３ページ目の（11）民間児童福祉

施設建設費等補助というところで、児童養護施設が１箇所新設されるということです

けれども、この辺について４点ほど質問がございます。まず、どの地域にできるのか。

それから、運営主体は児童養護施設の運営実績のある法人なのか、それとも新しくで

きた法人なのか。それから、３番目に規模、定員ですね。できれば、ユニット制だと

１部屋何人とかがわかれば教えていただきたい。それから、４番目に開設時期、子供

の受け入れがいつ頃からできるのかというところを、分かる範囲で結構でございます。

教えていただければと思います。 

 

○委員長 

 はい、よろしくお願いいたします。 

 

○こども未来部長 

 こども未来部の川上でございます。児童養護施設ですけれども、これは公募によっ

て、事業者を募集することを検討しております。今、具体的な提案がでてきているの

は中央区の川戸町というところでございます。それから、運営主体は社会福祉法人で

ございますが、児童養護施設の実績はございません。老人関係の施設や保育所の運営

はしておりますけれども、同じ種別の施設の運営実績はございません。定員はおおよ

そ 50～60 人ぐらいを予定しております。それから開設時期ですが、これは２４年度

の予算でございますが、継続費として、翌年度の整備が入りますので、実際にオープ

ンするのは２６年の４月、早くても２５年度の途中を予定しております。 

以上でございます。 

 

○委員 

 ありがとうございます。 

 

○委員長 

 よろしいですか。他にどなたか。はい、どうぞ。 

 

○委員 

 すみません。資料の４ページ目の（13）私立保育園の整備・改築というところの中

にあります、既存施設の有効活用ということがあるのですけれど、これは具体的には

どういう施設なのかお伺いしたいということが１点。それからもう１つはですね、こ

の中に具体的に項目に入っていないのですが、児童の虐待の防止に関する取り組みで、

今、どこの市町村の担当窓口も職員がかなり忙しくてですね、言うなれば疲弊してい

るという状況が見受けられるのですが、そういったところで千葉市がどのような対策
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をとっていくのかというところを教えていただければと思います。 

 

○委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○こども未来部長 

 こども未来部長でございます。（13）私立保育園の整備・改築の中の既存施設の有

効活用でございますが、まず、定員変更というのは既存の民間保育園の定員を増やし

ていただくということによって待機児童解消に役立てるものでございます。分園も、

既存の民間保育園に、本園以外に、30人規模ぐらいの分園を作っていただいて、そこ

で受け入れを増やしていくという手法です。これらは、既存の民間保育園を活用して

いくという意味で、既存施設の有効活用ということです。それともう１つ、幼稚園型

と申しますのは、この４月に新しく２園開園しますけれども、幼稚園の中に、いろい

ろな施設を有効に活用していただいて、認可保育所を設置するという手法でございま

す。次に、虐待防止というところでございますけれども、ここに項目として載せてお

りますのは、基本的には新規あるいは大幅な拡充事業でございまして、児童虐待防止

対策は非常に重要な事業でございますが、ここには載せていないということでござい

ます。人員配置につきましても、まだ、内示の段階でございますけれども、今年の４

月から、児童相談所に心理士や児童福祉士を増員するという予定をしております。 

以上でございます。 

 

○委員長 

 よろしいですか。他にありますでしょうか。はい、ありがとうございました。今ま

でのところで振り返って、ここは聞いておきたいとかございますでしょうか。最後に、

後から気がついたので、ここだけは聞いておきたいというところがありますか。よろ

しいでしょうか。 

そうしましたら、後は、「その他」ですね。事務局は何かありますでしょうか。特

にないようですね。これまでの議論は最初に言いましたように、まず、社会福祉審議

会で残っている分科会もありますし、場合によっては、こども未来局の話は来年度の

話につながるのではないかと思いますから、その辺りもまた、児童福祉審議会や処遇

検討部会ですか、今の議論を踏まえて、今年度は直せないはずですから、次年度以降

に引き続いてご検討をお願いいたします。予算は決まってしまったものですので、是

非、また、次年度に向けてよろしくお願いしたいと思います。それでは、事務局に進

行をお返しいたします。 

 

○保健福祉総務課長補佐 

 長時間にわたりまして、委員の皆様におかれましては、どうもありがとうございま

した。最後に、大変恐縮ではございますが、この場をお借りいたしまして、３月３１

日付けの退職職員及び４月１日付け、局外に転出する職員等をご紹介させていただけ

ればと思います。 

 

 ３月３１日付けの退職職員及び４月１日付け、局外に転出する職員等紹介 

 

○保健福祉総務課長補佐 
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 それでは、退職・異動職員を代表いたしまして、栗原保健福祉局長からご挨拶申し

上げます。 

 

○保健福祉局長 

 ３月３１日付けの退職職員及び４月１日付け、局外に転出する職員等代表挨拶 

 

○委員長 

 栗原さんは、保健福祉局長は１年だったのですよね。その前に長くご活躍なさって、

本当に長い間お疲れ様でした。他の方も新しい職場でのご活躍を期待しております。 

 来年度は生田新局長様の元で新しいスタッフということで、社会福祉審議会ないし、

分科会を進めて行きたいと思います。先ほど言い忘れたのですが、この会議の議事録

の作成につきましては、事務局及び委員長に一任願いたいということでよろしいでし

ょうか。 

 

○委員一同 

 異議なし 

 

○委員長 

 ありがとうございました。 

 

○保健福祉総務課長補佐 

 ありがとうございました。それでは、これをもちまして本日の日程を全て終了させ

ていただきます。長時間にわたりどうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年３月２６日開催の平成２３年度第１回千葉市社会福祉審議

会の議事録として承認し、署名する。 

 

 

千葉市社会福祉審議会  

 

委員長                   
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