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平成２５年度第１回千葉市社会福祉審議会 

 

１ 日 時  平成２５年７月１９日（金）１９時００分～２０時３０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、長島勝平委員、入江康文委員、瓜生澄江委員、 

        太田俊己委員、小野満佐子委員、金親肇委員、金子充人委員、 

岸岡泰則委員、鴻﨑豊隆委員、今田進委員、佐々木喜代枝委員、 

清水伸一委員、鈴木藤枝委員、住吉タミコ委員、宗永元委員、 

高田啓一委員、高梨茂樹委員、髙野正敏委員、髙山功一委員、 

武孝夫委員、竹田賢委員、玉井美知子委員、西尾孝司委員、 

西島浩委員、畠山一雄委員、林淳一委員、日暮規夫委員、 

広岡成子委員、布施貴良委員、星野惠美子委員、松崎泰子委員、 

松薗祐子委員、矢澤孝文委員、山﨑淳一委員、渡辺志げ子委員 

 

（事務局） 

保健福祉局 

生田保健福祉局長、田辺保健福祉局次長、豊田健康部長、 

白井高齢障害部長、初芝保健福祉総務課長、大塚地域福祉課長、 

神崎健康企画課長、小川高齢施設課長、須田介護保険課長、 

鈴木障害者相談センター所長、市原保護課長補佐、 

岩田障害企画課長補佐、神津障害者自立支援課長補佐、 

菊池こころの健康センター所長補佐、石橋保健福祉総務課長補佐 

 

        こども未来局 

         河野こども未来局長、川上こども未来部長、 

齊藤こども企画課長、渡邉健全育成課長、松尾保育支援課長、 

高須児童相談所長、岡﨑保育運営課長補佐、 

 

４ 議題等 

（１）委員長の選任について 

（２）委員長職務代理の選任について 

（３）各専門分科会及び部会委員の選任について 

（４）千葉市社会福祉審議会の組織改正等について 

（５）平成２５年度各会議の開催予定について 
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５ 議事の概要 

（１）委員長の選任について 

   千葉市社会福祉審議会条例第５条第２項の規定に基づき、委員の互選により、

野尻委員長を選任した。 

（２）委員長職務代理の選任について 

   千葉市社会福祉審議会条例第５条第４項の規定に基づき、委員長の指名によ

り、長島委員を選任した。 

（３）各専門分科会及び部会委員の選任について 

   千葉市社会福祉審議会運営要綱第２条第１項、第３条第１項及び第５条第１

項の規定に基づき、委員長の指名により、各専門分科会及び部会委員を選任し

た。 

（４）千葉市社会福祉審議会の組織改正等について 

   子ども・子育て関連３法の改正等に伴い、千葉市社会福祉審議会児童福祉専

門分科会に新たに設置認可部会を設置すること及び委員定数を６０人に変更

するなど、資料１－１を元に保健福祉総務課長が説明をした。 

（５）平成２５年度各会議の開催予定について 

   平成２５年度各会議の開催予定について、資料２を元に保健福祉総務課長が

説明をした。 

 

６ 会議経過 

（１）開会（事務局） 

（２）開会挨拶（保健福祉局長） 

（３）①委員紹介 

②事務局職員紹介（部長以上） 

（４）議事  

 

○仮議長（保健福祉局長）  それでは、僭越ですが委員長が決まるまでの間、私が仮委

員長ということで務めさせていただきます。 

ただいまから平成２５年度第１回千葉市社会福祉審議会を開会させていただきます。お

手元にお配りしてあります次第に沿いまして進めさせていただきます。 

初めに、（１）委員長の選任についてでございます。委員長の職につきましては、条例

の規定によりまして、委員の互選により定めるということとなってございます。いかがい

たしましょうか。 

 

○委員  はい。 

 

○仮議長（保健福祉局長）  お願いします。 

 

○委員  委員長には、これまでも委員長さんとして大変ご尽力いただいておりまして、
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経験も実績も大変豊富でいらっしゃいます、野尻雅美委員さんに引き続きお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

○仮議長（保健福祉局長）  ただいまのご意見では、委員長に野尻委員でいかがでしょ

うかという意見だったと思いますけれども、皆様、いかがでございましょうか。 

 

（異議なし） 

 

○仮議長（保健福祉局長）  異議なしということで、野尻委員長さんに委員長をお願い

したいと存じます。 

 それでは、ここからは委員長さんに議事の進行をしていただきたいと存じます。私の任

はここまでということで、ご協力どうもありがとうございました。 

 

○保健福祉総務課長補佐  それでは、野尻委員長さんには委員長席へお移りいただきま

して、就任のご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長  野尻でございます。皆さんのご推挙によりまして、委員長を仰せつかりまし

た。よろしくお願いいたします。 

 ご承知のとおり、この社会福祉審議会は社会福祉に関する事項を調査・審議する市長の

諮問機関であります。このような重要な審議会の委員長という職を仰せつかりまして、私

としましては非常に大役でございますが、円滑な会議運営に務めるとともに、実りのある

内容となるよう、職務を全うして参りたいと存じますので、どうぞ委員の皆様、よろしく

お願いいたします。 

 これで、簡単でございますけど、委員長就任の挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

○委員長  ありがとうございました。 

 引き続きまして、議題の（２）に移ります。委員長職務代理の選任についてに入らせて

いただきます。座ってやらさせていただきます。 

 委員長職務代理の選任につきましては、条例の第５条第４項の規定により、委員長が指

名することとなっております。 

私といたしましては、これまでも、本審議会の委員長職務代理として就任していただい

た千葉市民生委員児童委員協議会会長の長島勝平委員さんにその職をお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○委員長  ありがとうございました。 

 それでは、長島委員さんには委員長職務代理席へお移りいただきまして、ご挨拶をいた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○職務代理者  ただいま野尻委員長からのご指名によりまして、委員長職務代理を仰せ

つかりました長島勝平でございます。 

このような職を仰せつかりまして、私としては非常に大役でございますが、委員の皆様

のご協力を賜りまして、委員長を補佐し、会議の円滑な運営に向け、職責を全うして参り

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○委員長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、議題の（３）各専門分科会及び部会委員の選任についてに入ら

せていただきます。 

 各専門分科会及び部会の委員の選任方法ですが、選任については、千葉市社会福祉審議

会運営要綱第２条第１項、第３条第１項及び第５条第１項から第３項までの規定により、

委員長が指名することとなっております。委員の皆様方の専門分野や従前の所属専門分科

会等を考慮して、所属専門分科会（案）を作成しましたので、事務局のほうから配付及び

説明をお願いいたします。よろしくどうぞ。 

ご自身のところをご覧になってください。特段ご議論がなければ、この案を持って委員

長による委員指名とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうご

ざいますか。 

 

（異議なし） 

 

○委員長  ありがとうございました。 

 それでは、各委員さんにおかれましては、それぞれの各専門分科会及び各部会での調査・

審議をよろしくお願いいたします。 

 以上で、議題（３）各専門分科会及び部会委員の選任については終了いたします。 

 続きまして、議題（４）千葉市社会福祉審議会の組織改正等について、事務局からお願

いをします。どうぞよろしくお願いします。 

 

○保健福祉総務課長  保健福祉総務課の初芝でございます。失礼ですが座って説明させ

ていただきます。 

 

○委員長  はい、どうぞ。 

 

○保健福祉総務課長  それでは、本審議会の組織改正につきましてご説明いたします。

お手元の資料１－１をご覧ください。 

まず、改正点についてですが２点ございます。１点目は、本審議会の児童福祉専門分科

会に新たな部会を設置するものでございます。２点目はこの部会の新設に伴いまして、本

審議会の委員定数を変更するものでございます。いずれの改正も平成２６年４月１日を予

定しております。 

これらの改正が必要となった理由について申し上げます。資料の右上をご覧ください。

子ども・子育て支援新制度に伴う関係法令の改正によりまして、児童福祉審議会、本市の
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場合ですと、当審議会の児童福祉専門分科会等にて意見聴取が義務付けられた項目が三つ

ございます。 

まず、新制度施行に伴う児童福祉法の改正によりまして、保育所の設置の認可をしよう

とするときは、あらかじめ社福審の児童福祉専門分科会の意見聴取が義務付けられます。 

次に、地域型保育事業の認可についてでございます。地域型保育事業とは、家庭的保育、

定員２０人未満の小規模保育など、主に３歳未満児を預かる事業でありまして、例えば家

庭的保育事業は、現行の児童福祉法におきましては届出制となっております。 

新制度におきましては、これらの事業が市町村認可事業とされます。この認可に際して

も同様に専門分科会の意見聴取が義務付けられます。 

次に、新幼保連携型認定こども園の認可についてでございます。現在、認定こども園に

つきましては、都道府県が認定を行っておりますが、今回の認定子ども園法の改正により

まして、新幼保連携型認定こども園は、市町村の認可業務とされます。こちらも合議制の

機関での意見聴取が義務付けられております。 

１点目の改正点は、これらの意見聴取を行うために、児童福祉専門分科会の下に新たに

仮称ですが設置認可部会を設置するものでございます。資料の中ほど、網掛け部分になり

ます。 

なお、現在は保育所等の整備事業者の選定につきましては、社福審ではなく、資料下段

にございます千葉市社会福祉法人設立等審査委員会の児童福祉部会で所管しておりますが、

先ほどご説明させていただいた理由から、社福審の児童福祉専門分科会に新たな部会を設

置いたしますと、同様の会議が併存し、非効率となります。このため、法人審査委員会の

児童福祉部会を廃止いたしまして、その業務を社福審の新設部会に移行したいと考えてお

ります。 

具体的には、児童福祉施設の整備事業者の選定や社会福祉法人の設立に係る審査などの

業務を移行する予定でございます。 

また、組織の改正は伴いませんが、新制度では、新型幼保連携型認定こども園の指導・

監督につきましても、合議制の機関における意見聴取が義務付けられます。本市といたし

ましては、この意見聴取についても、児童福祉専門分科会で所管していただくことが適当

と考えております。 

これは、かなり悪質な施設運営が見られるなど、事業者に対し閉鎖命令を発することが

必要となった場合などにご意見をいただくものですが、こちらにつきましては、新設部会

のほうではなく、図の左側の太字で記載させていただいております児童福祉専門分科会本

体に所管していただく予定でございます。 

１点目の改正点については以上でございます。 

続きまして、２点目の改正点、委員定数の変更についてでございます。本審議会の委員

定数は、条例上５０人と定められております。現在の委員数は４９人となっておりますの

で、ここで新たに部会を設置するためには、委員の増員が必要であることから、定数を１

０人増やして６０人程度とすることを予定しております。 

なお、従来委員定数は社会福祉法で上限５０人と定められておりまして、市の判断で増

やすことはできませんでしたが、先月に成立した第３次地域主権一括法によりこの規定が

廃止されることとなったために変更が可能となっております。 
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説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○委員長  ありがとうございました。 

 ただいまの事務局の説明に対しまして、何か質問、ご意見がございましたら、またはよ

くわからない点がありましたらご発言ください。 

 この委員会では、専門分科会での審議の決定がこの審議会の最終決定になるものですか

ら、あまり審議することはないんですけど、委員を決めることと、組織が変わるというと

きはこの審議会で決めるということになります。そのほか、特別なことがある場合はこの

会議を開いて、それでみんなで審議することになっておりますけど、とりあえず専門分科

会での結論がこの審議会の結論ということになっております。 

 最初は、委員の選定と２番目の組織が変わりましたということで、子ども・子育て支援

新制度に伴って、中の組織を変えます。新しい部会をつくりますということですね。 

１０名多くなるんですけど、１０名ってどこに入るんですか。全体に関わるんですか、

それとも新設する部会だけですか。 

 

○保健福祉総務課長  先ほどご説明させていただきました仮称ですが、設置認可部会の

ほうに増員を考えております。今現在は、社会福祉法人設立等審査委員会の児童福祉部会

で行っております業務を、そちらのほうに移行する関係で、現在、児童福祉部会のほうの

所属委員さんが５名おります。その５名相当の委員さんに移行していただくことを考えま

すと、最低でもその程度の増員が必要となると考えたことから、６０名の定数に改正した

いということでございます。 

 

○委員長  今、ここは４９名ですから、それプラス５になるんですね、これからは。 

 

○保健福祉総務課長  まだはっきりした人数は確定しておりませんが。 

 

○委員長  １０名は増やしますということになるわけですね。 

 

○保健福祉総務課長  はい。 

 

○委員長  新しく児童福祉部会から上がってくる方は５名ほどいる予定で、その方がと

りあえずは、新設する部会のメンバーになるということになるんですか。 

 

○保健福祉総務課長  はい。それを想定していますとともに、新たな分野の委員さんを

選任したいという場合ですとか、現在、臨時委員さんとして委嘱させていただいている委

員さんを、継続してお願いしたいといった場合も想定されますので、多少余裕を持って委

員数６０名程度で検討させていただいております。 

 

○委員長  わかりました。ですから、今５４名に大体なっておりますけど、６名であれ

ば、必要であれば増やせることもできると、そういうことですね。どこに入れるかはまだ
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決めていないけれどね。 

 

○保健福祉総務課長  はい。 

 

○委員長  何か他に疑問とか、ありますでしょうか。 

ご発言がなければ、以上で、千葉市社会福祉審議会の組織改正等についてを終了いたし

ます。 

次に、（５）平成２５年度各会議の開催予定について、事務局からお願いいたします。 

はい、どうぞ。座ったままで結構ですよ。 

 

○保健福祉総務課長  失礼します。 

 それでは、社会福祉審議会における今年度の各会議の開催予定についてご説明させてい

ただきます。お手元の資料の２をご覧ください。 

まず、社会福祉審議会の親会の開催についてですが、今年度は本会議のみ１回の開催を

予定しております。従来、親会は毎年３月末に開催しておりましたが、今後は毎年１回、

５月または６月頃の開催とさせていただきたいと考えております。 

理由といたしましては、３月末の開催ですと、委員の皆様の日程確保が難しいことや、

親会の直前まで各専門分科会が開催されている関係で、資料の作成も直前になってしまう

など、事務的なことによるものでございます。 

そこで、開催日を５月または６月頃に改めますと、前年度の各分科会の開催状況などに

ついては、既に実施済みのものとなりますので、各資料の事前送付が可能となることや、

当該年度の重点事業の説明、また各分科会の予定につきましても、より詳しくご説明する

ことが可能となります。 

また、委員の皆様の任期は３年ごとの６月７日までとなっておりますので、従来、委員

の改選年度におきましては、６月から７月に委員長選任等のための親会を別途開催させて

いただいておりましたが、今後は毎年１回の開催とすることが可能となります。 

親会の開催予定については以上でございます。 

続けて、専門分科会ごとの開催予定でございます。 

まず、民生委員専門分科会についてですが、主な審議事項としては、千葉市民生委員推

薦会から推薦を受けた民生委員・児童委員候補者の適格性についてご審議いただくもので、

今年度は５月９日に開催したほか、１０月と２月に開催する予定でございます。 

次に、身体障害者福祉専門分科会についてです。 

身体障害者福祉に関する事項についてご審議いただくもので、８月に１回開催する予定

でございます。 

また、審査部会ですが、身体障害者手帳の交付申請の際に、医師の発行する診断書が必

要となりますが、その医師の指定などについてご審議いただくもので、開催回数としては、

８月と２月の２回を予定しております。 

次に、高齢者福祉・介護保険専門分科会についてです。 

高齢者福祉及び介護保険に関する事項についてご審議いただくもので、８月と３月の２

回開催する予定でございます。 
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また、あんしんケアセンター等運営部会ですが、主な審議事項といたしましては、あん

しんケアセンターの運営方針及び運営実績等についてご審議いただくとともに、地域密着

型サービス事業者の公募・選定・指定についてご審議いただく予定です。今年度は５月３

１日に開催したほか、９月、１月、３月に開催する予定でございます。 

次に、地域福祉専門分科会についてです。主な審議事項として、地域福祉計画の進捗状

況及び次期計画の策定方針についてご審議いただく予定であります。開催回数といたしま

しては、１０月、３月の２回を予定しております。 

最後に、児童福祉専門分科会でございます。主な審議事項として、「夢はぐくむちばこ

どもプラン（後期計画）」の進捗状況、子ども・子育て支援新制度の施行に向けた条例の制

定や里親認定の適否などについてご審議いただく予定でございます。 

先ほど議題４でご説明しましたとおり、新制度への移行に伴いまして、新幼保連携型認

定こども園などの認可を行うこととなりますが、その認可基準など市町村が条例で定める

べき事項がございますので、それらの条例案についてご審議いただくものでございます。 

また、里親になることを希望される方は、市に申請し、市長の認定が必要となりますこ

とから、この認定の審査を当該分科会でご審議いただくものであります。なお、開催回数

といたしましては、１０月と３月の２回を予定しております。 

また、処遇検討部会ですが、主な審議事項は、児童の処遇に関する案件でございまして、

これは、家庭裁判所の承認を得て、保護者から虐待を受けている児童を里親や児童養護施

設等へ預ける措置を決定する際に、本審議会での審査が関係法令で定められておりますこ

とから、当該部会においてご審議いただくものでございます。 

なお、本部会は案件が生じた際に開催するものでありますことから、今年度の開催は未

定となっておりますが、昨年度の実績で申し上げますと、１月に１回開催しております。 

最後になりますが、今年度は改選の年であることから、今後、最初に開かれる各専門分

科会及び部会におきましては、分科会長及び部会長の選任、またそれぞれの職務代理の選

任を行っていただくこととなります。 

以上で、各分科会及び部会における今年度の開催予定についての説明を終わらせていた

だきます。 

 

○委員長  ありがとうございました。 

それでは、ただいまの説明に対しまして、何かご質問等がございましたら、ご発言をお

願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

 

○委員  今のご説明に対して２件質問をさせていただきます。 

 まず、私のように充て職という言葉が適当なのかわかりませんが、役職を背負って委員

になっている者から見ますと、まず任期が３年と言われましたけれども、うちの会では任

期２年で交代していますので、３年たたずに２年で任期が終わってしまいます。そうなり

ますと、会を代表してこの会に貢献することができなくなる。ということは、任期途中で

次の後任の人間にかわってよろしいのか。これが１点。 

 それから、親会の開催を５月か６月にとおっしゃいましたが、多くの会では公益法人な
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いし一般法人化しておりまして、役職・委員になる、会の役職に就くのが、多くの場合６

月の委員会からに今後なっていくようですね。ですから、親会をやるのであれば、それが

終わった６月の下旬ないし７月の上旬ぐらいにやっていただくと整合性ができる、そうい

うふうに考えますので、それをお聞きしたいと思います。 

 

○委員長  事務局、お答え。はい、どうぞ。 

 

○保健福祉総務課長  まず、１点目につきましては、任期は３年で設定させていただい

ていますが、役職の変更等で変わられる場合は、こちらのほうからまた推薦をお願いして、

新たな職に就かれた方を残りの期間委嘱させていただくというふうに考えております。 

 ２点目についてでございますけれども、今回、時期についてはなかなか難しいところが

あったんですが、これまでも次年度の予算、あるいは重点事業について３月にご説明させ

ていただいていたということもございまして、年度初めのなるべく早い時期に当該年度の

重点事業についてご説明させていただきたいと思いまして、改選年度以外ではできるだけ

早い５月をとろうと。改選年度であれば、改選の６月に合わせた形での開催を考えさせて

いただいていたんですが、ご意見を頂戴いたしましたので検討はさせていただきます。あ

りがとうございました。 

 

○委員長  よろしゅうございますか。 

 他にそういうことに関しまして。委員が変わるのは、これは仕方がない、各組織の代表

として来ておりますからね、それでまた次の引き継いだ方にやっていただくことになりま

すけれど、開催時期についていかがでしょうか。 

 希望ですけど、これは事務局のほうでこのあたりが一番適当ではじゃないかと。今のと

ころ３月だとかなり苦しくなる。実質的な審議とか報告が十分なされていない。確かに開

催時期の決定も大変ですよね。議会との関係とかそういうことで。専門分科会が終わって

いないなんていうことで、窮屈な部分もあったかと思いますけど。 

 何か他に。はい、どうぞ。 

 

○保健福祉総務課長  若干、補足させていただきますが、今回３月ではなく４月以降の

年度が変わってからというふうに変更を考えておりましたので、まず３月の、今までで言

いますと、議会終了後に開催させていただいておりましたタイミングで、予算のほうは当

然そこで確定しますので、書面をもちまして予算のあらましというようなものもございま

すが、インターネットにも公開されるものですので、委員の皆様には御承知おきいただき

たいという趣旨で、書面をもってまずは全体の予算の概要を把握していただいて、年度が

始まって書類のほうが整いましたら、重点事業等を中心に、より深く事業についてご説明

させていただく機会を設けさせていただきたいということを考えておりまして、それもで

きるだけ早くということで、５月と考えたんですが、先に予算について書面で配付させて

いただいていますので、その後の開催については、ある程度流動的に考えられると思って

おります。 

 以上でございます。 
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○委員長  はい、ありがとうございました。 

 そうしましたら、年度末に予算が決まりましたら、各委員さんにはネットじゃなくて書

面で一応通知していただくということになりますね。 

 

○保健福祉総務課長  はい。 

 

○委員長  その後は５、６、７かということは、またご検討いただいて、もっとも適切

な、タイミングのいい月にやっていただくということになります。初めての試みですね。 

 

○保健福祉総務課長  そうです。 

 

○委員長  ということで、いろんな不都合があるかもわかりませんが、一番いい時期を

選んでいただいて、事務局のほうで考えていただいて、ぜひ早目に伝えるということです

ね。よろしくお願いします。 

 

○保健福祉総務課長  はい。 

 

○委員長  他によろしいですか。 

 他にご意見や発言がなければ、以上で、平成２５年度各会議の開催予定についてを終了

いたします。 

 以上をもちまして、本日予定しておりました議題は終了いたします。 

 最後に、その他になりますが、ご発言、ご意見等はございますでしょうか。せっかくお

集まりですから、何か一言、審議会の皆さんの集まるところですので何か、指名いたしま

すから。はい、どうぞ。 

 

○委員 どうぞよろしくお願いいたします。 

 折しも本日、千葉市老施協の特養部会がございました。この場におきまして、昨今の福

祉介護人材難というテーマで、大変多くの施設が苦しんでいるという報告を受けました。

この場には高齢施設課長が、本日もいらっしゃいますけれども、ご同席いただきまして、

ぜひこの課題、問題の共有をこれからも図っていきたい。両輪のように行政のほうでも支

援していくという心強いお言葉をいただいた次第でございます。この場を借りてご紹介さ

せていただきました。どうもありがとうございました。 

 

○委員長  ありがとうございました。 

 その他にどなたか、ぜひ皆さんに聞いてもらいたいとか。この会議は年に１回しか開き

ませんから、実質的なものは専門分科会で専門の先生方を専任されて、十分に討議しても

らって、そこでの結論がこの審議会での結論になるわけですからね。みんな顔を一緒に合

わせるのはこれが最初で、また１年後になると思います。私はどこにも所属していません

から、１年後また出てくるだけなんですけど、そういうことで。 
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 何か発言することはありませんですか。 

 はい、どうぞ。 

 

○委員  新しい社会福祉審議会のあり方として、調査・審議するということで、市長の

諮問を受けてやるということは大変よくわかるんですが、高齢、障害、児童、民生、たく

さんの、千葉市全体の福祉に関わるあらゆる方がいらっしゃって審議会をやるということ

ですので、できるだけ縦割り的な問題から、さらにもう少し地域福祉という視点でいえば、

もっといろいろな方のご意見を伺いながら。やっぱりこの審議会としての具体的な意見を、

例えば、まとめるだとか、それから意見具申をするということができるというような条例

をつくって、これもあるんですけれども。それぞれの部会で非常に行き詰まっているよう

ないろんな問題があるときに、行政のほうは国に対して意見を申し上げていくんだろうと

思うんですけれども、審議会としても何か、例えば福祉人材の問題がございました。これ

は、高齢者の障害を含めてやっぱり福祉人材はどうあるべきだとか、千葉市としてこれか

ら保育も、認定保育園とか、たくさんつくって、待機児童をなくしていきますと、やっぱ

りこういう福祉の人材も的確に就労できるような、そういうことをしていかなきゃいけな

いんだろうと思うですが。 

 例えば、そういうふうなことをこの中でまた意見がまとまれば、意見具申という形で市

長に対してできるのかどうかをちょっと伺いたいと思いました。 

 

○委員長  ありがとうございました。 

 これについては当然、もう一度審議し直して、それで千葉市長に対して答申するという

ことですか、全体で。 

 

○委員  審議し直してというか、何かそういう問題が具体的に出れば、こういうふうな

ものを設けたほうがいいとか、こういうふうにしてほしいとかということがあれば。ほと

んど専門分科会の審議をもって、決議をもって社会福祉審議会の決議とするということに

なっていますので。 

 

○委員長  なっていますよね。ですから、今までのこの数年は議論ができなかったんで

すね。やるのは私が言いました委員の決定と組織の改正とか、あと特別なことが起きた場

合はやるということでですね、それ以外は専門分科会に委託、お任せするという、そうい

うことできておりますものですから。ここでちょっと議論が最後までできないと思います

が、そういうご意見があったということで。 

 

○委員  行政のほうは、例えば介護保険料がもうこれだけ上がってきているとか、いろ

んなそういうふうなことがあったときに、そういう問題を国に挙げていくルートというの

は、どういうふうになっているんでしょうか。 

 

○委員長  事務局、よろしくお願いいたします。 
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○保健福祉局長  主なケースとしては、諮問をして答申をするという格好ですけれども、

意見具申をすることもできるというのが社会福祉法の中でもそういう話になっていますの

で。当然いろんな保健福祉行政に関わる問題としてあるわけなので、それについて、この

審議会としてはこう思うというその考えを表明することは可能だと思います。国に対して

ということでは、それは千葉市として国にということはありますけれども。 

なので、こちらから提示させていただくものだけではなくて、審議会として、こういう

ことについてこういうことを言いたいということがあれば、それは議論もできるし、言う

ということができるというふうに思います。 

 

○委員  例えば、今、障害者団体の方がいらっしゃいますけれども、非常に障害福祉関

係というのでは新しい法律等かわってくるだろうと思いますし、ちょっと生活保護につい

ては多分、今年の秋には多分、成立するところという。そういうふうなことを含めて、や

っぱり社会福祉なんですね、全部。社会福祉という分野だと思うんですけれども。 

 そういうふうなことは、この審議会の中ではどういうふうな位置付けの中で考えていっ

たらいいといいますか、議論をしていったらいいのかなということがちょっとあるんで。

ここの分科会で設置されてしまうということ以外は、それは審議しないということでいい

のか。その辺のところで、もっと広がっていく分野がこれから出てくると思うんですけれ

ども。そういうものを全部、この社会福祉審議会の中で入れて議論していく、あるいは諮

問を受けてやっていくというふうな方向で行く、私はそういうふうにすべきだなというふ

うに思っているんですけれども。その辺について意見をいただけないでしょうか。 

 

○保健福祉局長  ちょっとお答えになっているかわからないんですけれども、やはりこ

ちらが諮問させていただくこと以外にも、いろいろな問題はあると思いますので。やはり、

社会福祉に関することであれば、基本的にはカバーできる審議会であるというふうに思っ

ておりますので。ただ、こうした、かなりの大人数なので、なかなか深い議論なり、実質

的な議論をすることが、もう少し人数を絞ったほうが議論がしやすいということもひょっ

としたらあるかもしれないので、テーマによっては専門分科会レベルとかでやったほうが

議論は深まるということはあるかもしれません。 

 ただ、専門分科会の一つの枠内にとどまらないものがテーマであるとすれば、もう少し

こういう、場合によってはこういう親会のほうで議論したほうがふさわしいテーマもひょ

っとしたらあるかもしれません。それはテーマに応じてということで。 

 

○委員  今、非常に心配していますのは、高齢者の中で、サービス付きの高齢者賃貸住

宅というものができているんですけど、そこでは、それこそいろいろ読んでみますと、医

療から、全部、医療的なケアは全部やりますよというところから、非常に単純なサービス

のようなところがあるんですよ。それというのは、社会福祉ではなくて、これはやっぱり

住宅政策のほうにも入っていくでしょうか。 

 そうすると、その中における一人一人の高齢者の人権とか、その処遇のことを考えてい

きますと、どういうふうに考えたらいいのかというふうな、非常に広がっていくときには、

ちょっとこの社会福祉審議会の中で入りきらない問題もあるのかなというふうに思ってい
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るんですが。 

 一番、今、介護保険のことを担当しています者として、介護保険で在宅で、サービス付

き高齢者住宅というのが、もう千差万別です。劣悪なものがあるんですね。こういうとこ

ろで、ちょっとこれは介護保険に関係ないというふうに考えられないというふうに私は思

っているんですけど。でも、実際には介護保険分科会の中で全くそういうことは出てきま

せんし、そういうのはどういうふうに考えたらいいのかということですね、ちょっとお伺

いしたい。 

 

○委員長  どうぞ。 

 

○委員  ちょっとテーマがいっぱい過ぎて、これだけいろんな業界の方がいるので、今、

先生のおっしゃったようなことを議論するというのは、まとまらないですね。お考えにな

っていることはよくわかるんだけども、我々、医療の現場にいるとですね、行き先のない

老人はいっぱい出てくるんですね。現実問題ね。ですから、年金でも入れない方、年金だ

けでは入れない方、施設に入れない方が相当出てきます。 

私から見ると、できる範囲でいろんな業界の方が頑張っているのが現状の部分ですね。

１００％のサービスはできないのはわかっていても、なるだけその金額でやるということ

ですね。確かに劣悪な環境の中でもあるということですね。 

ですから、今後これ市の是正の中でも、全く１銭もお金がない人がいる、良好なサービ

スを与えるのは、なかなかこれは難しい。我々の団体でもどこの団体でも福祉事務所では

ないわけですから。職員に対して無料で働かすわけにはいかないし。やっぱり最低の賃金

は確保しなきゃいけないんで。 

ちょっとそれをこの審議会でやるというのは、僕は難しいと思うんですね。言いたい意

見をそれぞれ言うのはいいと思うんですけども、一つに集約して、審議会としてこういう

ことを求めるとか、こうあるべきというのはなかなか、と私は思います。ですから、さっ

きどなたかがおっしゃったように、分科会があって、部会があって。仮に何か解決方法が

あるんであれば、それは、行政でなくても我々でもそういう意見があるんであれば、非常

に参考にできるから。ですけれど今、私が単純に見た時にね、本当に行き場がない、で我々

も間に挟まれますので。長期入院させられない。しかし受入れ場所がない。現実としては

大変厳しい。何とかしたいとは思っていますが、看護協会の方もいらっしゃいますけども、

看護師さんだって地域夜勤手当がなくて、報酬がちゃんとしない限りそういうの何も解決

できないですね。そんなのは無理。だからこれはね、もうちょっと個別で話したほうがい

いと思います。 

 

○委員長  はい、どうぞ。 

 

○委員  委員が今度６０人になるというのは、この審議会全体でいろんなことを討論す

るのは無理だと思うんですね。それで、やはり専門分科会の中できちんと議論してやって

いくのがいいかなと。それで、その親会の役割を限定的に考えてやっていったほうがいい

んじゃないかと思うんです。 



 

１４ 

 

 それで、私は今日言おうと思って、ぜひこの開催時間なんですけども、７時から始めよ

うと思ったら、これだけたくさん来ているんですよね。社会福祉なら、そっちへお金を使

わなくて、１円でもそっちへお金を回したほうがいいのにね。この審議会の開催のために

かなりのお金がかかっていると思うんですよ。開催時間の変更をぜひ検討していただきた

いこと。それから委員を決めるだけの会議に限定するんだったら、事前にその議案を配付

されて、委任状での採決にどのぐらい、親会の費用をもう少し縮小して、もう少し開催時

間等々を検討していただきたいと思います。 

 ただ、これずっと見ていますと、委員のうち５０人のうち９人か１０人ぐらいが医師会

の関係者で、恐らく昔の保健衛生の関係で委員の構成がこうなっているから、医師の方の

診療が終わってから、こういった会にかけつけるということで当時はなっていたかもしれ

ませんけども、社会福祉審議会の審議範囲はもう増えているわけですから、もう少しこの

辺とか考えて、時間の設定と開催時間についてぜひご検討いただきたいと思います。 

 

○委員長  ありがとうございました。 

 この辺につきましては、事務局、ちょっと調整をとって、あまりお金をかけないような

時間にやるという、一つの案だと思いますから、ご検討願いたいと思います。 

 

○保健福祉総務課長  はい、先ほどいただきました時期のご意見、あと開催時間のご意

見、多数の委員さんをお願いしている関係で、さまざまな分野から出ていただいておりま

すので、それぞれのお立場で、なかなか全ての方の調整というのがうまくいくかどうかは

わかりませんが、検討させていただきます。 

 

○委員長  それから、先程の提案ですけど、数年前まではここで審議していたんですよ

ね。親会、専門分科会の決定を親会の決定にするというのは、大昔からではないですよね。

ですから、ここで恐らくかなり前まで審議をしていましたけれど、結局、あまり審議にな

らないので専門分科会にお任せしたという経緯があると思うんですけど。本来だったらみ

んなで最終的には各専門分科会からこうきたんだけどということで意見がどんどん出て、

若干、修正でもできるようなことで、この審議会の親会で最終決定できると一番いいんじ

ゃないかと思うんですけどね。そのあたりのことも事務局ちょっと検討してみてください。 

 他はよろしいですか。 

ないようですので、予定していた議事は以上で終了いたします。委員の皆様のおかげを

もちまして、予定を大分延長しましたけど、実質的にかなりいい討議ができたんじゃない

かと思います。ありがとうございました。 

なお、本日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ご一任願いたい

と思います。 

以上で、平成２５年度第１回社会福祉審議会を閉会いたします。 

この後は、事務局のほうでお願いします。 

 

○保健福祉総務課長補佐  委員の皆様、本日はお忙しいところお集まりいただきありが

とうございました。 



 

１５ 

 

それでは、これで審議会を終了とさせていただきます。長時間にわたりましてありがと

うございました。 

 

 


