社会福祉法人行田市社会福祉協議会理事会議事録
１

会議の日時及び場所

(1)日

(2)場
２

時

所

平成３０年１０月３０日（火）午前１０時３０分

開

会

午前１１時０５分

閉

会

行田市総合福祉会館

理事現在数

ボランティア団体活動支援室

９名

(1)出席理事

９名
工藤理事、阿久津理事、島田理事、河辺理事、中村理事、
蛭間理事、引地理事、細谷理事、風間理事

(2)欠席理事
３

なし

その他の出席者

(1)監事

木村監事

(2)事務局

岡田事務局長、松本事務局次長、磯川事務局次長、
長谷川主幹、島崎主幹、塚原主幹

４

議事の経過及び議案の結果

(1)開会宣言
事務局は、「本理事会が、行田市社会福祉協議会定款第２８ 条第１項の規定
する決議に必要な過半数を超える出席数となる。」との報告をする。
(2)議長の選出
事務局は、議長の選出について議場に諮った。「工藤会長にお願いしたい」
と の声 が上 がり 、事 務局 は、 工藤 会長 を議長に 提案 した 。工 藤会長は 、理 事
全員から承認を得て議長に就任した。
(3)議事
議長 は、 報告 第３ 号「 専決 処分 の報 告 につい て」 を議 題と し、事務 局に 説
明を求めた。
事 務 局 は 、 報 告 第 ３ 号 に つ い て 、「 サ ー ビ ス 区 分 の 居 宅 介 護 事 業 に お い て 、 昨
年度、ホームヘルパーが訪問する際に使用する軽車両を自損事故により廃車した
ことから、早急に訪問用の車両を購入する必要があったため、経理規程第２０条
第２項に基づき、収入支出予算を専決処分により補正したものであり 、理事会へ

報告するもの」と説明をする。
議 長は 、事 務 局 の説 明の 後、 報告 第３ 号に つい て、 質疑 を募 った が、 議 場
からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がったため、報告第
３号の案件を終了とした。
次 に議 長は 、 報 告第 ４号 「平 成３ ０ 年 度社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協 議
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会 上半 期の 事業 報告 及び 予算 の執 行状 況につい て 」 を議 題と し、事務 局か ら
説明を求めた。
事務局は、報告第４号について、「平成３０年度社会福祉法人行田市社会福
祉 協議 会上 半期 の事 業報 告及 び予 算の 執行状況 につ いて 、 定 款 第１９ 条第 ５
項 の規 定に より 、理 事会 へ 報 告す る も の」とし て、 別添 の「 平成３０ 年度 社
会 福祉 法人 行田 市社 会福 祉協 議会 上半 期の事業 報告 及び 予算 の執行状 況」 に
より説明をする。
議長は、事務局の説明の後、報告第４号について、質疑等を募った。
阿久津 理事か ら「 学 習 支援事 業につ いて、 達 成率が ８３パ ーセン ト と なっ
ており、 上半期 で８０ パーセン トを超 えてい るが、今 後新規 の利用 者を受け
入れた場合の予算は足りるのか。」と質問が出された。
事務局は、「達成率については、利用者数を目標値にしたものであり、予算
について は、 順 調 に執 行してい る。 ま た、新 たな利用 者がい れば、 随時受け
入れていくこととしている。」と答弁し、阿久津理事は了承した。
議長は、再度、報告第４号について、質疑等を募った。
細谷理 事から 「介護 予 防事業 の達成 率 につ い て、 通 所型Ａ が３３ ． ２パー
セント、 一般介 護予防 教室事業 が２６ ．２パ ーセント と 非常 に低く なってい
るが、年間の実施回数が少ないこともあり、利用者数も少ないのではないか。」、
「生活困 窮者自 立支援 事業につ いて、 対象に なる方の 様々な 事情か ら、 就労
に結び付 けるた めの 支 援として は、 成 果が 出 しづらく 、時間 もかか ると聞い
ているが、相談員の体制は充分なのか。」、「学習支援事業について、先生の賃
金を上げ たこと で、先 生の確保 が しや すくな り 、利用 者 が学 習しや すい状況
になって きてい る と聞 いている が、 行 田市内 には必要 として いる生 徒がまだ
まだいる と思う 。そ の ための広 報体制 はどう なってい るのか 。特定 の地域に
偏らないようにしてほしいが、今後はどのような方向性で実施していくの
か。」とそれぞれの事業について、質問が出された。
事務局は、「介護予防事業の達成率について、通所型Ａのサービスは、６月
から３月 まで開 催する 事業とい うこと もあり 、 ９月末 の時点 では、 全行程の
３割を経 過した という ことから 予定ど おり進 んでいる 。 また 、一般 介護予防
教室事業 につい て も、 ６月から ３月ま で開催 する事業 という ことか ら、９月
末の時点 では、 年間 約 ４０回の 実施す る中で １９回を 実施し ており 、概ね予
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定どおり 進んで いるが 、６０歳 以上の 不特定 の方を対 象とし ている ため、広
報活動に より、 今まで 以上に周 知を図 り、目 標値を上 回るよ うに取 り組んで
いく。」、「生活困窮者自立支援事業について、相談員は４人体制となっている
が、担当 内の資 金貸付 やあんし んサポ ートね っとの担 当者と も連携 すること
が多くあることから、協力しながら対応している。」、「学習支援事業について
は、新た に子ど も未来 課から児 童扶養 手当 を 全部受給 してい る世帯 を 対象に
受け入れ してい る。そ の中で、 本事業 を希望 した 子は すべて 受け入 れしてお
り、また 、派遣 による 先生を入 れての 運営 を している 。まず は、こ の形を根
付かせて、進めていきたいと考えている。」とそれぞれの事業について、答弁
する。
細谷理事は、「介護予防事業について、予定どおりに進んでいるとのことだ
が、一般 介護予 防教室 事業では 、 参加 したく ても都合 が合わ ない、 交通の便
が悪くて 行けな いなど の声を聞 いてい る。そ のために も、参 加しや すいよう
に実施回数を増やすなど、検討してほしい。」との意見が出される。
事務局は、「本事業では、連続８回、連続４回を２クールということで実施
している 。 また 、講師 について は、職 員１名 と外部講 師１名 が対応 している
ため、講 師の都 合によ るスケジ ュール となっ ている。 今後は 、交通 の便など
も考慮し 、総合 福祉会 館の実施 だけで はなく 、その他 の施設 を使用 して実施
するなど検討していく。」と答弁し、細谷理事は了承した。
議長は、再度、報告第４号について、質疑等を募った。
蛭間理事から「福祉教育の推進について、障害の分野が触れられていない。
福祉分野 につい ては、 どの分野 におい ても人 材採用が 困難な 状況に なってい
ることも あり、 高齢者 に加え、 保育、 障害、 地域とい う視点 で 取り 入れて ほ
しい。特 に社会 福祉協 議会を知 っても らうた めにも、 地域と いう視 点は必要
と考える 。 また 、これ に関連し て、情 報発信 について は、社 協だよ りが地域
の回覧板 で取っ てもら えず、班 長のと ころへ 残って戻 ってく るとい うことを
聞いてい る。非 常にも ったいな いので 、読ん でみたい と思わ れるよ うな紙面
の工夫をしていただきたい。」と意見が出される。
事務局は、「福祉教育については、車いす 体験なども行っており、障害分野
についても取り入れている。今後は、障害分野も明記するようにする。また、
社協だよ りにつ いては 、読みた いと思 っても らえるよ うな魅 力ある 紙 面づく
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りにむけ、工夫していく。」と答弁し、蛭間理事は了承した。
議長は、再度、報告第４号について、質疑を募ったが、議場からは、意見・
質問等は出されず、「異議なし」の声が上がったため、報告 第４号の案件を終
了とした。

以上で議事は全て終了し、午前１１時０５分に散会した。

平成３０年１０月３０日
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