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平成 30年度『さいたま市社会福祉審議会』議事録 

１ 日  時 平成３０年４月２４日（火） 10 時 00 分開会 

11 時 30 分閉会 

２ 場  所 ホテルブリランテ武蔵野 ２階サファイア 

３ 出席委員 

（五十音順 

・敬称略）

大麻みゆき 

栗原  保 

篠﨑 智子 

服部  圓 

松尾 浩子 

大野 智子 

栗和田 敏 

杉本 浩一 

濵田  浩 

宮嶋 順也 

尾崎  康 

桑原 裕通 

鈴木真由美 

半田 達也 

森田 勝利 

梶川 義人 

小林 秀祐 

関根 隆俊 

引間 成子 

山中 冴子 

加藤シゲヨ 

小松 祐 

田中 孝之 

巻  淳一 

横山美寿枝 

金子 裕子 

坂本 仁志 

根本 淑枝 

松尾  創 

以上 29 名 

４ 欠席委員 

（五十音順 

・敬称略）

浅子 昭子 

関根すみ子 

柳垣 秀徳 

石塚 章夫 

武田ちあき 

小熊 千代 

刀根 洋子 

金子 直史 

松本 辰美 

岸田  誠 

松本 雅彦 

坂田 俊夫 

水谷 元雄 

以上 13 名 

５ 出席職員 清水 恒男 保健福祉局長 

青木 龍哉 保健福祉局理事

町田 孝良 福祉部長

佐藤真奈子 長寿応援部長 

細沼  寛 福祉総務課長 

遠山 昭人 生活福祉課長 

荒井 孝浩 監査指導課長 

永島  淳 障害政策課長 

西渕  亮 障害支援課長 

堀越 文雄 国民健康保険課長 

大久保 亨 年金医療課長 

大室  登 障害者更生相談センター所長

山口 明美 障害者総合支援センター所長

大塚 浩昭 高齢福祉課長

青木 久長 いきいき長寿推進課長 

石﨑 博幸 介護保険課長 

中島マリ子 子ども未来局長

小田嶋 哲 子ども育成部長

金子 博志 幼児未来部長 

黒田 安計 子ども家庭総合センター所長

吉野 博之 総合療育センターひまわり学園所長

岸  聖一 子育て支援政策課長 

五島みゆき 青少年育成課長 

大砂 武博 幼児政策課長 

江幡 暢弘 のびのび安心子育て課長 

星野 公男 保育課長 

田中  孝 子ども家庭総合センター総務課長

薄田  衛 児童相談所長 

斉藤  剛 子ども家庭支援課長 

星   聡 総合療育センターひまわり学園次長兼医務課長 

竹内 成仁 総合療育センターひまわり学園総務課長

高山  充 総合療育センターひまわり学園育成課長 

６ 傍 聴 人 ０名（定員５名） 
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７ 内  容 

１ 委員の委嘱 

    平成３０年４月１日改選に伴い、社会福祉審議会委員の委嘱（委嘱状の交付） 

２ 挨拶 

    清水市長

３ さいたま市社会福祉審議会について 

さいたま市社会福祉審議会の概要について説明［福祉総務課長］ 

４ 委員長の選出 

   社会福祉法第１０条に基づき、梶川委員が委員長に選出 

   梶川委員長により、山中委員を職務代理に指名 

５ 社会福祉審議会開会 

委員出席状況 

     委員４２名中２９名の出席により会議が成立 

６ 議事 

(1) 専門分科会への配属について 

  資料１により、専門分科会への委員配属を決定 

(2) 平成２９年度さいたま市社会福祉審議会各専門分科会審議状況等について 

    資料２により、各専門分科会事務局担当課長から審議状況等の報告 

① 民生委員審査専門分科会 報告 

② 障害者福祉専門分科会 報告 

③ 高齢者福祉専門分科会 報告 

④ 地域福祉専門分科会 報告 

⑤ 児童福祉専門分科会 報告 

⑥ 児童虐待検証専門分科会 報告 

⑦ 特定教育・保育施設等重大事故検証専門分科会 報告 

(3) 平成３０年度さいたま市福祉施策の主要事業について 

    資料３により、平成３０年度さいたま市の福祉施策主要事業の概要及び予算額について説明 

①保健福祉局福祉部の主要事業の説明［福祉総務課長］ 

②保健福祉局長寿応援部の主要事業の説明［高齢福祉課長］ 

③子ども未来局の主要事業の説明［子育て支援政策課長］ 

＜質疑応答＞ 

（関根委員） 

  ４点質問いたします。 



3

①保健福祉局長寿応援部 No.10の老人福祉施設等施設建設補助事業について、特別養護老人ホーム

建設に対する補助金が計上されています。現在、埼玉県において特別養護老人ホームの施設整備

補助金事業につきましては、附帯決議がついており、造りすぎではないかという議論がでており

ます。その件についてお聞かせください。 

 ②子ども未来局 No.５の幼児教育推進事業について、平成29年度の予算が4,229千円に対し、平成

30年度の予算が107,818千円と大幅に増加となっていますが、幼児教育をどのように変えていくの

かお聞かせください。 

 ③子ども未来局 No.14の放課後児童健全育成施設整備事業について、現在、放課後児童クラブの子

どもたちが行くところがなくて困っています。平成29年度の予算は117,108千円ですが平成30年度

の予算は52,497千円と大幅に減額となっていますが、その理由についてお聞かせください。 

 ④子ども未来局 No.15のさいたま市子ども家庭総合センターの運営について、平成29年度の予算は

3,971,223千円ですが、平成30年度の予算は663,234千円と大幅に減額となっていますが、その理

由についてお聞かせください。 

（介護保険課長） 

 ただ今ご質問いただきました、保健福祉局長寿応援部 No.10の老人福祉施設等施設建設補助事業に

ついてでございますが、埼玉県におきまして第7期介護保険事業計画が定まっていない状況にあり

ます。さいたま市におきましても、第7期計画におきまして、老人保健福祉施設につきましては、

平成30年度から平成32年度の各年度におきまして1施設100床ずつ造ることとしています。ただし、

さいたま市の計画の上位計画が埼玉県の計画でございますので、埼玉県の6月議会の状況を見守り

ながらその後の対応を考えてまいりたいと考えております。 

  （幼児政策課長） 

   ご質問いただきました、子ども未来局 No.５の幼児教育推進事業についてですが、平成30年度予

算が大幅に増額しております。こちらにつきましては、新たに幼児教育振興補助金という補助制

度の創設で104,000千円の予算を新たに計上したものでございます。内容といたしましては、本市

における幼児教育の、質の確保・充実を図るために私立幼稚園等が行う取り組みに対して補助金

を交付するものです。 

（青少年育成課長） 

 子ども未来局 No.14の放課後児童健全育成施設整備事業でございますが、ハード面の施設整備に実

際にかかる予算を計上しております。平成29年度につきましては、小学校の空き教室を活用した

改修工事を実施いたしております。平成30年度につきましては、同じく小学校の空き教室を活用

した施設整備事業を2か所予定しており、改修内容が異なることからその予算の差額でございます。

放課後児童クラブにつきましては、子ども未来局 No.13の放課後児童健全育成事業で放課後児童ク

ラブの拡充をしております。主に、民設放課後児童クラブである NPO 法人や社会福祉法人等が運

営している放課後児童クラブに委託費を支給し、放課後児童クラブの充実を図っているところで

す。 
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（子ども家庭総合センター総務課長） 

 子ども未来局 No.15のさいたま市子ども家庭総合センターの運営について、平成30年度予算額が大

幅に減額となった理由でございますが、子ども家庭総合センターは、4月1日にオープンいたしま

した。平成29年度に工事が完了いたしましたので、平成30年度につきましては、工事費を計上し

なかった分の減額となっております。 

（栗和田委員） 

 1点目は、保健福祉局福祉部の No.2生活困窮者自立支援事業、No.3生活保護等就労支援事業、No.4

生活保護等居宅移行支援事業について、生活困窮者、生活保護に係る課題については本審議会の

地域福祉専門分科会での審議事項になるかの確認です。 

 2点目は、地域福祉の基盤整備のなかで、コミュニティソーシャルワーカーをしっかり配置して、

アウトリーチな取り組みが極めて大事だと思います。その取り組みに対しては、民生委員児童委

員の皆様方との連携、地域の様々な活動される方との連携は当然としまして、コミュニティソー

シャルワーカーの整備状況について、現時点での状況を教えていただきたい。 

 3点目は、様々な主要事業についてご説明がありました。この中で多くの部分については、地域に

おいてどのように支えていくかという課題だったと受け止めておりますが、包括的な取り組み等

について、地域福祉計画の中ですべて考えることなのかを確認したいと思います。 

（生活福祉課長） 

 まず 1点目ですが、分科会につきましては今、委員のおっしゃる通りでございます。 

次に 2点目の地域の役割といいますか、生活保護につきましては、例えば生活保護法の中に民生委員の

協力が法律に規定されております。また、生活困窮者自立支援法では、法律の主旨のひとつとして、生

活困窮者自立支援を通じた地域づくりというものを掲げております。生活困窮者の支援につきまして

は、行政だけではなくて地域の関係機関あるいは民生委員、そういった方々のご協力が不可欠だという

認識をしておりますので、今後もこういった連携を深めていきたいと考えております。 

また、最後の質問ですが、全般に関わることということですので、生活困窮者ですとか生活保護に関わ

らず、こういった社会福祉の分野につきましては、当然皆様方をはじめとしました関係機関等の連携が

不可欠となりますので、今後、事業を執行する上で、それぞれの分野の機関等のご協力を賜りながら事

業を推進していきたいという風に考えております。 

（田中委員） 

2 点ほどお伺いいたします。 

6ページの保健福祉局長寿応援部のNo.8シルバーポイント長寿応援ポイント事業についてお尋ねいたし

ます。年々増えていると思いますけれども、この奨励金の協力団体・会員の数の推移とそれから換金を

している金額及び人数、その辺を簡単にお願いいたします。それから 2 つ目は、7 ページの保健福祉局

長寿応援部の No.9 東楽園再整備事業について昨年度からの予算が計上されており、簡単に説明がござ

いますけれども、例えば屋内の施設あるいは屋外の施設でどのような政策がなされているのか、できた

ら教えていただきたいと思います。 
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（高齢福祉課長） 

 まず、登録団体数と登録者数、それと奨励金の交付額ということでございますが、決算が確定している

ものからご説明をさせていただきます。まず、26 年度で申し上げますと登録団体数が 1701 団体、登録

者数が 21,407 人、ポイント交換者が 10,323 人、奨励金として交付をさせていただいた金額が 1474 万

9960 円となります。27 年度で同じように決算ベースで申し上げますと登録団体数が 1959 団体、登録者

数が 24,873 人、ポイント交換者数が 11,770 人、奨励金の交付額が 2246 万 7040 円となってございます。

28 年度も同じように金額・人数で申し上げますと登録団体数が 2107 団体、登録者数が 28,385 人、ポイ

ント交換者数が 12,547 人、奨励金で 2771 万 9280 円となってございます。 

次に、東楽園の再整備についてでございますが、東楽園につきましては平成 29 年度に東楽園の再整備

事業に係る基本構想を策定いたしました。今年度は、その基本構想に基づきまして具体的な機能、例え

ば老人福祉センターですので、今現在の東楽園はお風呂、温浴施設がございます。そういった施設の規

模をどのぐらいの大きさでどこに配置をするのか、施設の中での建物の配置、また用地の中での駐車場

の位置ですとかそういったものの配置を今年度の基本計画の中で策定をしてまいります。また、併せま

して開設後の運営手法、こちらでいいますと PFI 等導入の可能性調査と申しますが、その部分につきま

しても、これはさいたま市のルールとして必ず建物を建設する時には、その検証・可能性を調査するよ

うにということになってございますので、PFI 等導入の可能性の調査につきましても併せて行ってまい

ります。今年度の予算の内容等については以上でございます。 

（田中委員） 

東楽園の再整備事業で、今だいたい屋内のお風呂だとかその辺を中心にご説明をいただきましたけれど

も健康増進の意味からお風呂だけではないと思うのですが、例えば屋外の健康増進機能だとか、あるい

は健康体操をできるようなホールだとか、その辺の考え方はいかがでしょうか。 

（高齢福祉課長） 

  大きな機能といたしましては、屋外の施設で申し上げますと屋外広場、屋内の施設で申し上げますと催

事等ができるようなスペース、また名称で申し上げますと集会室ですとか会議室等ですとか多目的ホー

ルというような言い方で私どもは基本構想の中で呼んでございますけれども、そのような様々な機能を

構想の中で盛り込んでございます。基本計画の中でそれぞれの機能にどのぐらいの面積が必要なのかと

いうのを具体的に落とし込んでいくのが今年度の作業ということで考えてございます。 

（田中委員） 

お願いですけれども、西区の方でグラウンド・ゴルフの専門クラブができましたけれども、この東楽園

の方にもそのような施設をぜひお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（高齢福祉課長） 

 グラウンド・ゴルフに特化したものになるのか、あるいはグラウンド・ゴルフに限らず様々な用途で利

用できるような多目的広場ということで位置づけてはございますけれども、その用途は、どういったも

ので使えるのかということを十分考慮しながら今後、施設整備の方を進めてまいりたいと考えておりま
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す。 

（小林委員） 

  子どもの貧困対策に関してお伺いします。昨年度、さいたま市は子どもの貧困対策事業として 788 万円

の予算で、子供の貧困に対する実態調査を行っていますね。この子どもの貧困に対する実態調査の結果

が本年度の福祉政策の事業にどのように反映されているのか、教えていただけますでしょうか。 

（子育て支援政策課長） 

子どもの貧困に対する実態調査の結果、今年度の事業にどういう形で反映されているかというお話にな

りますけれども、さいたま市は昨年度、色々と調査をかけた結果、子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）

プランの中間見直しに合わせて同プランに子どもの貧困対策を新たな章として盛り込み、今計画書を作

っている段階です。その中で個別かつ具体的に貧困対策の事業という新しいものではなくて、既に様々

な課で貧困に関わる仕事をしています。そういったものを集約しながら、全庁的な取り組みとして行っ

ておりますので、その部分が予算的にはっきりしてくるというのは今のところございません。 

（小林委員） 

  そうすると確認ですが、来年度以降には、それが明らかになってくるということなのでしょうか。 

（子育て支援政策課長） 

  今回、計画ができてきますので、そういったことも踏まえて今後検討してまいりたいと考えております。

（加藤委員） 

 何回かここで質問させていただいたのですけれども 2 ページの保健福祉局福祉部 No.5 ノーマライゼー

ション普及啓発事業のところですが、ブラインドサッカー以外にこの啓発事業の中身が見えてきませ

ん。先ほど市長のご挨拶にもありましたように、障害者にとってはこのノーマライゼーション条例とい

うのは、とても大事なことです。昨年の質問の中で、知的障害者にもわかるような簡単な小冊子を作り、

小学校に配布したというお話があったのですが、小さい子供たちに伝えていくということは、とても良

いことだと思うのですけれども、その辺の説明をもう少しいただければと思います。バリアフリーとか

そういうところでも障害者の繋がりができてはきているとは思うのですけれども、もう少し詳しく説明

をしていただければと思います。 

（障害政策課長） 

委員ご指摘のとおり、ノーマライゼーションの普及啓発につきましては、ブラインドサッカーだけでは

なくて、先ほどの冊子を学校にお配りしたり、街頭でお配りしたり、色々な事業をやっております。本

年度も引き続き、学校、JR、教育委員会等様々なところに配布いたします。今年一番メインにやろうと

している事業に商店街への周知を予定しています。昨年度、視覚障害者の方が浦和のあるお店を訪れた

時に、入店拒否をされてしまいました。今後そういうことがないように、今年度は、私ども市の職員と

埼玉大学の学生さんと一緒に商店街に対してアンケートを実施して、先ほどの冊子を配ったり、どうい

ったことが出来るのかといったところを具体的に現地に入ってやっていこうかなという風に思ってお
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ります。 

（加藤委員） 

 とても大事なことなので、是非よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

（梶川委員長） 

  他に何かご質問ご意見等ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。今後さらに専門分科会の中で議論を深めていただきたいと思います。 

  (4)その他 

（梶川委員長） 

では、続きまして最後の議題でございますが、その他について委員の皆様から何かご意見ご質問等はご

ざいますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、以上で本日の議事は滞りなく終了することが出来ました。 

７ 閉会 

議長により閉会 


